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【要旨】 

 中国におけるネット人口の拡大に伴い、ネットビジネスが急速に拡大し、中国経済社会

に大きなインパクトを与えている。産業レベルでは、BAT と呼ばれる百度(Baidu：検索)、

アリババ(Alibaba：EC)、テンセント(Tencent：SNS)に代表されるネット企業もネット市

場拡大とともに巨大化してきた。また、中国では、ネット御三家 BATのほかにネット専門

分野で新興ネットサービスベンダーも数多く台頭してきている。ただ、ネットを介した金

融取引や投資話に被害が多発し、ネット技術の「暴走」で金融システムの不安定化などが

懸念された。また、スマートフォンを活用したタクシー配車の普及で非認可タクシーが市

場に大量流入するといった社会問題が大きな話題を呼んでいる。ネットビジネスのリスク、

公平性、在来産業への脅威なども大きなイシューになっている。 

 中国のネット産業の発展やビジネスモデルの革新や課題に以下のようにいくつかの特徴

が見られる。1)ネット産業政策：育成よりも「対内自由化政策」による民間活力創造、2)

革新志向：応用革新、プラットフォーム経営、消費者パワーの活用、3)ネット技術による信

用レーティング制度、小口貸借市場の組織化に向けた中国金融市場の制度化などの制度創

出、4)在来制度や習慣との整合性問題と「抵抗勢力」の存在が挙げられる。昨今、中国にお

いてネット技術と実態経済の融合が加速し、「インターネット＋」戦略(中国版 IoT/IoE あ

るいはインダストリー4.0)も推進されており、その推移が注目されている。 
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中国のネットビジネス革新と挑戦 

 

はじめに：問題意識 

昨今、世界では IoT(モノのインターネット化)やインダストリー4.0 に代表される次世代

産業革命について議論が白熱している。ネット技術と実体経済の融合が高度化し、新たな

付加価値市場の創出や生産性の大幅な向上が実現可能であると考えられる。また、新たな

次元での国家間、産業間、ないし企業間競争が想定され、各国政府や産業界は、IoT やイン

ダストリー4.0 への取り組みを競い合っている。 

中国においても、世界の流れに沿うようにネット人口が急増しており、ネット産業も大

きな進展を遂げ、中国経済におけるインターネットサービス企業のプレゼンスは大きく躍

進した。例えば、中国企業のブランド価値評価で、これまで上位は国有企業が独占してき

たが、2015 年 1 月の評価ではインターネットサービスのテンセント(Tencent)と電子商取引

のアリババ(Alibaba)が国有企業を初めて追い抜き、トップ２を独占した。中国の３大イン

ターネット企業の１つであるネット検索の百度(Baidu)も上位５位に入った。資金力やブラ

ンド力、蓄積されたビッグデータ資源などを背景に、これら巨大になったネット企業は他

のネットセグメントへの参入や、金融、通信、流通、医療、教育、不動産などの在来産業

との融合・浸透を図り、ビジネスの深化と広がりに突き進んでいる。他方、昨年 9 月にニ

ューヨーク証券取引市場で過去最大規模の新規株式公開(IPO) を実施したアリババの馬会

長の資産は、約 276 億㌦に膨れ上がり、短期間で成功する中国の創業者シンボルとなった。

「チャイナ・ドリーム」が実現可能だと悟ったネットベンチャーがブームとなり、ネット

分野での起業が盛んになってきている。 

ネット技術活用の経済価値が膨らむ一方で、昨年中国国内では、急成長するネット金融

の是非を巡り中央銀行、金融監督官庁、国民を巻き込んだ大論争に発展した。ネットを介

した金融取引や投資話に被害が多発し、ネット技術の「暴走」で金融システムの不安定化

などが懸念された。また、スマートフォンを活用したタクシー配車の普及でデジタル弱者

あるいはスマホ弱者が「タクシーを呼べない」実態や、非認可タクシーが市場に大量流入

するといった社会問題が大きな話題を呼んでいる。ネットビジネスのリスク、公平性、在

来産業への脅威などのイシューも台頭してきている。さらに、中国にある欧州商工会議は、

中国当局によるネット規制により 8 割以上のメンバー企業でビジネスに悪影響が出ている

という調査結果を公表している。 

このように、中国ではネット分野の台頭は目を見張るものがあり、ネット社会の課題も

数多く現れている。中国のネット企業は、当局の規制に直面し、ネット社会で見られる諸

問題に取り組みながら、将来に向けての成長に努めている。本研究は、技術でリードする

米国のネット強者に挑めるまで巨大化させた中国のネットビジネスの革新と課題を探り、

日系企業への示唆を考える。 
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1. ネット産業急成長の背景 

近年、グローバルメディアで「BAT」という言葉が、中国のネット企業台頭の象徴とし

て使われている。「BAT」とは、中国の検索大手 Baidu(百度：検索・広告等)、Alibaba(阿

里巴巴：電子商取引等)、Tencent(騰訊：SNS・ネットゲーム等)の頭文字を取った造語であ

る。売上高、時価総額、アクセス量のどの評価においても世界ネット企業トップ 10 にラン

クインしている。世界のメディアは、グローバル通信設備市場でリーダー的な存在まで急

成長した「華為科技」のように「BAT」からもグローバルネットビジネス市場で世界トッ

プベンダーが出現したことを騒ぎ立てたのである。 

年初にアリババが運営するオンラインショッピングサイトに偽物の商品が大量に出回っ

ているなどとして同社の管理態勢を非難した規制当局に、アリババが非難の根拠となる調

査データや手法について公然と反論した出来事があった。これは、ネット企業と規制当局

の関係がかつてのような服従関係ではなく比較的に「対等」な立場に変わりつつあること

を物語っており、中国社会における大手ネット企業のプレゼンスが見て取れる。 

 

1.1 「国退民進」となったネット産業 

 図表１が示すように、米国の Alexa 社によるオンラインモニタリング評価によると、2015

年 2 月 10 日現在アクセス量をベースに評価した世界トップ 20 サイト中、中国ネット企業

は 6 サイトが入っている。百度の検索サイト、アリババのネットショッピング・オークシ

ョンサイト(C2C)の Taobao サイト、テンセントの SNS サイト QQ はそれぞれ 5 位、9 位、

10 位にランクインし、2010 年 9 月 18 日の 6 位、14 位、11 位から順位を上げてきている。

中国のネットショッピングブームを反映して、アリババの Taobao サイトが順位を大きく上

げただけでなく、アリババ傘下の B2C ショッピングサイト Tmall.com も 17 位にランクイ

ンしている。また、投資家が認めるネット企業の市場価値(時価総額)においても中国ネット

ベンダーの台頭は著しい。BAT は揃って、世界主要ネット企業時価総額トップ 10(アリバ

バ 2 位、テンセント４位、百度６位)にランクインしている。11 位の楽天、12 位の Flipkart(イ

ンド)、13 位の Yandex(ロシア)と比べてもグローバルネット市場での BAT の経済的価値が

大きいと評価されている。全体的に、米国のネット産業は、世界的で群を抜いているが、

BAT は米国のトップネット企業と肩を並べられるまで成長してきたのである。 

 ところで、「国家資本主義」と揶揄されている中国経済の主役は国有企業である。中国経

済の成長とともにこれらの「国有企業」が巨大化し、企業の大きさ(売上高)で評価する「フ

ォーチュン・グローバル 500」にランクインしている国有企業は急増している。海外におい

ては、これらの国有企業に政府の戦略を担わせているのではないかと警戒する声があるが、

中国国内では赤字体質の国有企業は汚職の温床になりがちで早期に民営化すべきであると

いう声が上がっている。しかし、公有制にこだわる中国では、国有企業の民営化は政治的

に合意を見るのが難しい。 

そのような経済社会環境の下で「国有企業」主体の中国で「私有企業」であるネット企
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業が台頭してきている。その背景に何があるかという疑問を抱かざるをえない。例えば、

中国のネットビジネスを牽引している御三家「BAT」はすべて 100%民間資本の私有企業で

ある。少なくとも近年、中国内外で批判の度を増している「国進民退」(国有企業の拡大、

民間企業の縮小)現象はネット分野においては、当てはまらず、国有ネット企業は撤退か消

滅しつつ、私有ネット企業が拡大している「国退民進」という逆転現象が生じている1。 

 

 

 これまで 100%に近い国有経済を中心とする中国では、国有経済を活性化させるため「抓

大放小」(基幹産業は国家が所有、中小企業は民営化)の政策の下で大規模な資本構造改革が

行われた。国有資本は、金融・通信・電力・鉄道などの社会インフラやエネルギー・素材

などの上流分野の規制産業や自動車・電子電機・プラント製造などの重要製造業に集中さ

せられ、消費市場に近い産業やネットサービスのような新規産業に対しては資本の自由化

                                                   
1 中国では、オフラインの出版など一部の分野において民間資本の参入規制が敷かれているが、ネットサ

ービス分野自体は、国有資本と民間資本の差別規制は存在していない（『インターネット情報サービス管

理弁法』を参照）。したがって、ネットサービス産業の早期には国有資本を背景にしたネット企業も市

場に参入していたが、成功する企業はあまりなかった（傅子恒（2015）「提昇内生成長力亟須加快民資開

放」）。実際、「2014 年中国ネット企業 100 強」にランクインした企業の中では、独占情報に優位性の

ある「人民網」（人民日報系）、「新華網」（新華社系）、「央視国際網」（中央テレビ局系）など、ラン

クインした国有資本背景のネット企業はごく少数である。ただ、最近は、地方国有資本関係のネット金

融系企業（P2P）が再び設立されるようになっている(中国証券網(2014)「国資再渉ネット金融」)。 
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が進み、「自由放任」の状態にあった。つまり、政治的にセンシティブな分野を除き、経済

的に規制はしないが、政策的な支援やインセンティブも与えないまま、競争市場に任せて

いる状況にあった。かつてネットインフラが現在ほど重要になっていなかったのも、政府

の規制は、内容規制(体制転覆に繋がるような表現、暴力表現、露骨な性的描写などの内容

規制)に止まらせ、外資への資本規制は取られたものの、国内資本への規制を控えさせた側

面もあった。 

 「自由放任」されている間に、中国の経済・社会環境は大きく変化を遂げた。図表 2 が

示すように、通信インフラの整備や情報化の進展により中国の固定と移動体を含む電話ユ

ーザーは、2000 年の 2 億 3 千万人(うち移動体ユーザー８千 5 百万人)から 2014 年末の 15

億 3 千 5 百万人(うち移動体ユーザー12 億 8 千 6 百万人)に達しており、同時期にネットユ

ーザーは 2 千 3 百万人から 6 億 3 千 9 百万人に急増している。携帯電話とインターネット

の普及率は、94.5％と 47.9％になった2。携帯電話の量的拡大はあまり見込めないが、ネッ

トユーザーの普及は、70％以上の先進国に照らせば、まだ期待できる状態にある。 

 

 

 

近年、世界中で起きたネットビジネスの流行は中国に刺激を与え、民間資本によるネッ

ト企業が雨後の筍のように設立され、ネット産業市場(ネットショッピング、ネット広告、

                                                   
2 中国工業情報化部(2015)「2014 年通信運営業統計公報」 
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ネットゲーム、ネット決済、その他ネットを活用したビジネスを含む)は、2005 年の 140

億元から 2014 年の 8,706 億元(約 17 兆円超)まで急成長してきた3。現在、携帯電話加入者

総数における 3G/4G 化率は、45.3％しかないが、インターネット普及率の向上や、通信ネ

ット／インターネットのインフラのブロードバンド化によってネットビジネスの量的拡大

と高付加価値化も期待できよう。 

 他方、在来の成長パターンで立往生する経済成長の原動力を模索する中国政府は、規制

の隙間をくぐり抜けて強い成長力を見せているネット経済の可能性に政策のプライオリテ

ィーを置き、政治的なセンシビリティーを注意しながら、ネット企業の活力を活用する方

向に転換し、民間資本のネットビジネス革新を応援しはじめている。特に、リーマンショ

ックを契機に生じた金融危機以降で内需拡大による経済成長を掲げた中国政府は、「情報消

費」を内需の柱に据える戦略を打ち出している。 

2013 年に策定された情報消費奨励政策では、情報製品(ハード)、情報サービス・コンテ

ンツ、インターネットによる消費促進を三本柱としているが、ネット利活用を大奨励して

いる。具体的な政策手段としては、「ブロードバンドチャイナ」プロジェクトの推進、個人

情報保護制度の強化とネット契約の標準化などのネットビジネスに関わるソフト環境の整

備、ネットビジネスの革新奨励などが盛り込まれた。当該促進計画によると、中国の情報

消費年平均成長率は 20%とし、市場規模は 2012 年の 1.72 兆元から 2015 年の 3.2 兆元(約

64 兆円)に拡大し、うち同時期のネット関連消費市場(ハード機器を含む)は、1.03 兆元から

2.4 兆元(約 48 兆円)までに年平均で 30%増を見込まれている。 

実際、李克強首相の主催する経済状況分析や政策提言会合に BAT をはじめとする国内有

力ネット企業経営者は常に主要メンバーとなっている。国家統計局や国家改革発展委員会

などの中央官庁や中央テレビ局 CCTV なども BAT と戦略提携し、ネットインフラやビッグ

データ分析能力などの活用を推し進めている。また、全国経済団体の活動にネット企業の

代表は主要メンバーとしてリストに載せられている。BAT のようなネット企業は中国経済

にとってなくてはならないほど巨大な存在になっている。 

 

1.2 ネット産業の発展に役割の大きい外資の存在 

 他方、中国で BAT を中心とするネット企業が巨大化したのは、Google や Facebook、

Twitter などの検索サービスや SNS などによって、政府への不満や政権打倒の呼びかけが

書き込まれて広まるのを恐れ、海外企業に資本規制(50％までの出資制限)をかけ、検閲や削

除に従わない米国企業などの外資企業は排除してきたためであるという見方もある4。確か

に、検索サービスや SNSサービスなどは政治的な駆け引きで中国での業務展開に支障をき

たすに違いないが、政治色の薄く、規制の緩い電子商取引分野、ネットゲーム、ネット予

約、ネット人材募集などの分野においても外資企業で成功するケースはまれである。実際、

                                                   
3 iRsearch  http://www.iresearch.com.cn/news/223.html (2015.02.12 参照) 
4 日本経済新聞 2013 年 9 月 20 日(朝刊) 

http://www.iresearch.com.cn/news/223.html
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中国の産業発展の歴史で外資を排除して発展した産業はほとんど見当たらないが、外資か

ら習い、外資との相互作用を通じて外資に勝るまで成長した事例は数多くある。つまり、

中国企業の成長は外資に負うところが大きいと言える。 

図表 3 が示すように、かつて Yahoo、Amazon、Ebay、Paypal、Expedia、楽天など数

多くの海外有力ベンダーは、100％資本ではないが、中国市場進出を果たした。つまり、政

治的にセンシティブなケースを別として、外資ネット企業や投資ファンドの中国進出を、

中国当局は容認した。実際、建前の 50％規制は残っているが、実質的な経営支配権を見れ

ば、中国外資企業の大多数は、実質的に契約によって海外に登録されている企業にコント

ロールされている。つまり、中国当局の本音は、海外ネット企業やベンチャーキャピタル

（VC）の技術・ノウハウを活用しようとしているのではないかと推測される。 

 

 

しかし、Yahoo、Amazon、Ebay、Paypal など先進国で確立されたビジネスモデルであ

ってもそのままの仕組みや収益モデルでは中国で成功しない。中国の物流状況、信用シス

テム、産業組織、商品・サービスの選択嗜好、セキュリティ環境などの実情に合ったビジ

ネスモデル・収益モデルが必要不可欠となったからである。他方、海外の VC やネット企業

の大部分が中国から撤退か縮小したにもかかわらず、ソフトバンクは辛抱してアリババに

対する 34％の出資を継続しつつけてきた結果、成長してきたアリババの果実を享受できる
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ようになった。つまり、ソフトバンクは、アリババの経営陣の経営能力やイノベーション

能力を見極めた上で信じて成長資金の提供やネットビジネス経営への助言に徹し、側面か

らアリババの成長をサポートしてきたのである。他方、名義的には、アリババ株式の過半

数は、ソフトバンクと米 Yahoo が握っており、政府の規制ではなく、アリババのガバナン

ス制度設計によって経営陣が経営権を握っているにすぎないのである。つまり、資本規制

実態は形骸化していると言えよう。 

 このような資本規制の形骸化を鑑み、中国当局は、2013 年 9 月末に設立した中国(上海)

自由貿易試験区においてネットビジネス(電気通信の付加価値サービス)の資本規制を緩和

し、ネットショッピングに関しては外資企業が過半出資(55％まで)を認めるようになった。

この規制緩和措置を見込んで、米 Walmartや Amazon は、上海自由貿易試験区内にマジョ

リティーで EC 企業を設立することになった。さらに、2015 年 1 月 13 日に中国の規制当

局である工業情報化部は、上海自由貿易試験区内における外資 EC 企業に対する資本規制を

すべて撤廃し、100％外資 EC 企業が設立できるようになった。上海自由貿易試験区で採用

された政策を全国的に普及させる狙いがあり、近い将来、外資 EC 企業への資本規制が全国

で廃止されるのは時間の問題であろう。 

 

1.3 ネット産業発展に大きく貢献した VIE モデル 

以上で見てきたように、中国のネット強者が成長を遂げたのは、グローバル市場からビ

ジネスに必要な技術や成長資金を取り入れ、現地市場に見合ったビジネスモデルや収益モ

デルの革新を引き起こして競争を勝ち抜いてきたのである。 

前述したように、ネット産業の黎明期において自由放任の環境に置かれたネットベンチ

ャーは、中国政府からの支援が期待できず、資本蓄積の薄かった国内資金市場からも成長

資金を調達することもできなかった。そこでこれら創業期ないし成長初期にあったネット

企業は、図表 4 が示すように変動持分事業体モデルあるいは VIE(Variable Interest Entity)

枠組みを考案して、中国当局の資本規制回避(具体的には、中国商務部や中国証券取引委員

会の認可を得ずに外資マジョリティーで事業ができ、海外上場もできるようになったこと)

や海外資本市場の利便性活用を図ってきた5。つまり、海外投資家は、中国国内事業体に出

資あるいは投資するのではなく、海外登記の特別目的会社(SPC)に投資するので出資や売却

などの利便性が格段に高まる。他方、中国国内の完全子会社と資本規制を受けない創業者

等の中国人が設立したネット事業会社との諸契約で当該事業会社を支配し、その利益を

SPC に吸い上げられる仕組みになっている。BAT を含む海外上場を果たしている中国のネ

ット企業はすべて VIE 枠組みを利用している6。これらのネット会社は、海外の発達した資

                                                   
5 游雲庭(2015)“『外国投資法』VIE 構造を消滅させるのか?』

(http://www.huxiu.com/article/106710/1.html 2015.02.13) 
6 報道によると、米国の株式市場に上場している 200 社以上の中国企業の半数ほどは、VIE 構造を持って

いる(http://www.foreignaffairs.com/articles/142308/paul-gillis/son-of-enron 2015.2.13)。最近では、一

部の伝統的産業に属している企業も VIE を利用しはじめている。 

http://www.huxiu.com/article/106710/1.html
http://www.foreignaffairs.com/articles/142308/paul-gillis/son-of-enron
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本市場に参入したことで創業に必要な豊富な資金源及び先進のノウハウ、人脈を手にする

ことができ、その後の大躍進に大きく寄与した。 

他方、VIE 枠組みに関して中国当局の態度は曖昧のままであるが、地場ネット企業の海

外証券市場の上場に伴い、国内ネット産業が急成長していった事情から、容認するところ

か本音では「肯定」しているではないかと解されよう。つまり、中国当局は、ネット産業

に対する規制権限を放棄して VIE 枠組みに明確な合法的な地位を与えないまま、VIE 枠組

みによってもたらされるネット産業の発展を享受しようとしているのではないかと見られ

る。 

 

 

しかし、法的地位が未定な VIE 枠組みの不確実性は、2011 年に生じたアリババ集団の経

営者が外国株主たる米 Yahoo、ソフトバンクの合意なしでオンライン決済ツールであるア

リペイをアリババ集団からこれら経営者の所有する別の地場企業に移されたことで大きく

クローズアップされた7。その後、VIE 枠組みの有効性に関して行われた仲裁の事例や、中

国の最高裁で出された判決は、いずれも契約無効となった。これらの経緯を背景に、米議

会の米中経済と安全レビュー委員会 (U.S.-China Economic and Security Review 

Commission) もアリババの米上場(IPO)に当たってスタッフレポートの形で VIE 枠組みに

                                                   
7 アリババ集団の経営者は、アリペイの所有権移転は中国政府の法規制(外資マジョリティーの決済ツール

は免許を与えないこと)を満たすためのやむを得ない行為であると解釈している。ただ、本件は、同年

アリババ経営者と米 Yahoo やソフトバンクとの合意によって金銭的な補償によって解決された。 
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関する法的な不確実性というリスク懸念を表明している8。中国当局も、2015 年１月 19 日

に『外国投資法(意見徴収法案)』を公布して、VIE 枠組みに関する法的規定を取り入れよう

としており、株主の国籍ではなく実質支配権者の国籍で VIE 事業が内資か外資かを判断す

ることになっている。 

 

1.4 ビジネスモデルの革新で開花 

しかし、以上で見てきたように、海外資本市場や技術、人脈に接することだけで中国の

ネット企業が急成長したとは評価できないのではないか。なぜなら、資本や技術に困らな

い Yahoo、Amazon、Ebay、Paypal などのグローバル企業も、前述した VIE 枠組みを利用

して、当局の規制を回避して中国のネット市場を攻略することができるからである。しか

し、これらのグローバル企業は、中国ネット市場で成功していない。実際、著者は、VIE

枠組みを利用して中国のネット市場に参入した日系企業をヒアリングしたことがある。残

念ながら、その日系企業も小規模の事業に甘んじており、大きく成長することはなかった。 

他方、同じく外資出資の上限を 50％に規制している自動車産業においては、地場企業は

国有企業が主体で政府から全面的なバックアップがあったにもかかわらず、外資メーカー

には勝てなかった。もちろん、違う産業を同一レベルで比較することはできないにしろ、

中国の自動車企業の経営者は当局によって任命され、特筆すべき経営革新も見られない。

一方、中国のネット産業はほとんど民間資本の主導で発展している。これまでの発展は、

アリババの馬雲氏、テンセントの馬化騰氏、百度の李彦宏氏らのネット創業者・経営者の

チェレンジ精神や経営手腕に負うところが大きいのではないかと評価されよう。特に、か

れら経営者あるいは創業者による、中国のネットビジネス環境に見合ったビジネスモデル

や収益モデルの革新が成長の源泉にあるのではないかと考える。 

近年、BAT などの中国ネット巨人は、自社得意分野(百度の検索、アリババの電子取引、

テンセントの娯楽・メディア)の深化(伝統分野との融合・浸透：ビッグデータの活用、O2O

モデルの推進など)とともに、ネット分野の商業(小売・卸売り)、金融、メディア・娯楽へ

の「領空侵犯」を積極的に行い、時価総額 5,000 億ドルの巨艦企業に向かって熾烈な競争

が展開されている。 

 

2. アリババがネット帝国になったワケ 

 2014 年 9 月にニューヨーク証券取引所に上場したアリババ集団は、史上最大の IPOとな

ったが、当社の成長性や収益性は、米系ネット大手の Facebook、Amazon、Ebay などの実

績を凌駕しているだけでなく、同じく中国のネット大手であるテンセント、百度の経営パ

フォーマンスに勝っている。グローバル投資家やメディアの注目を引くのは当然であろう。

中国国内では、昨年アリババが引き起こして爆発的な成長を見せたネット金融の是非を巡

り、中央銀行、金融監督官庁、国民全体を巻き込んだ大論争に発展した。また、今年に入

                                                   
8 Kevin Rosier(2014)“The Risks of China’s Internet Companies on U.S. Stock Exchanges” 
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って、アリババが運営するオンラインショッピング・オークションサイト「Taobao」に偽

物の商品が大量出回っていることやその対策が不十分なことなどを規制当局から行政指導

されたことが明るみになり、大きな話題になった。 

実際、アリババの行動やその周辺で起きた出来事は、一つの業界でのビジネス話に止ま

らず、その議論や論争は、経済社会システムの地殻変動を引き起こして、経済社会のあり

方に関する再定義まで発展しやすい。このように、アリババは創業 15 年足らずで一大ネッ

ト帝国になり、その一挙手一投足は、中国経済社会に大きな影響を及ぼすことになってい

る。 

 

2.1 EC 企業に止まらないアリババの「正体」 

 確かに、ビジネスの意味でアリババは、オンラインショッピングビジネスを中心とする

在来分野に安住せず、金融、娯楽、伝統流通・物流業、医療、通信業、自動車販売、タク

シー配車などの分野にも手を広げて、ネット通販ビジネスでのサクセスストーリーを再現

させようとしている。つまり、アリババは業界の境界線を突破してネットを軸にした産業

エコシステムを構築しようとしており、EC を超えてすべてをインターネットでつなげる

IoT の世界に突入しつつある。 
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 また、アリババがニューヨーク証券取引所に IPO で上場したアリババ集団の業務は、オ

ンラインショッピングビジネスに限っており、アリババが行っているすべての事業ではな

いのを正しく理解する必要がある。 

 図表 5 が示すように、アリババ・ファミリーは三つの事業ブロックから構成されている。

起業以来の事業ブロックは、アリババドットコム(B2B)、タオバオ(C2C)、Ｔモール(B2C)

等の EC 関連事業であり、昨年 IPO の対象となった業務内容となる。これらの事業(中国内

外を問わず)を直接的・間接的に統括しているのが、英領ケイマン諸島に登記されてい

る”Alibaba Group Holding limited”(「アリババ集団」という)であり、IPO 申請企業となる。 

第 2 の事業ブロックは、2004 年 12 月に設立された第三者オンライン決済プラットフォ

ームであるアリペイ(「支付宝」)をコアとする螞蟻金融サービス集団である。この金融関係

の集団には、オンライン決済ツールである「支付宝」、インターネット銀行、小額貸付企業、

クラウドファンディングを活かした保険事業や娯楽事業、オンライン投資商品である「余

額宝」(マネーマーケットファンド MMF)、スマホ配車事業、なども含まれている。これら

の事業は昨年の IPO には含まれていない。 

第 3 の事業ブロックは、昨年他社と共同で設立した「菜鳥網絡科技有限公司」を中心と

する物流事業である。「菜鳥」には第 1 ブロックに属している T モールの運営会社が 48％

の出資をしており、アリババ集団の主席である馬雲自身が「菜鳥」の会長を務めている。「菜

鳥」の事業は開始して間もなく、実績は浅いが、投資額は、フェーズ 1 で 1,000 億元、フ

ェーズ 2 で 2,000 億元を合わせて 3,000 億元(約 5 兆円)に達すると見込まれ、5～8 年にか

けて一日平均で 300 億元(年間で 10 兆元、約 200 兆円)の EC 取引を支え、24 時間配達可能

な全国を張りめぐるスマートロジスティックネットワークを構築しようとしている。物流

関連の第 3 ブロック事業も IPO に含まれていない。 

そのほかに、資金の出所(どのブロックから)は複雑で情報開示は不十分であるが、移動体

関連(携帯検索、通話アプリ等)、O2O(地図サービス事業、百貨店事業、プロサッカークラ

ブなど)、デジタルメディア(動画サイト、ネットテレビ、映画製作事業など)など多岐にわ

たる事業買収や出資を積極的に進めている。アリババは、EC 中心の伝統的な EC 企業から

総合的なネット企業へ生まれ変わろうとしており、Amazon、Ebay などの EC 企業に止ま

らず、Facebook や Google のようなネット巨人にとっても脅威な存在となろう。 

 

2.2 成功のカギ：資本戦略と「無料モデル」 

 アリババ集団の IPO 申請で開示された高い成長性と収益性に投資家が魅せられたに違い

ない。図表 6 が示すように、中国国内 EC、国際 EC、クラウドコンピューティングやネッ

トインフラサービス、その他(マイクロファイナンスなど)からなる収入は 50％以上の高成

長を見せており、営業利益率と純利益率も高い。手数料や広告などの収入を中心とするプ

ラットフォーム型ネット企業においてその収入総額 84.5 億ドル(2014 年度)は、Google の

598 億ドル、eBay の 161 億ドルには及ばないものの、Facebook の 78.7 億ドル、テンセン
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トの 69.6 億ドル、楽天の 55.6 億ドル、Yahoo の 46.8 億ドル、百度の 35.4 億ドルを超えて

いる。もっとも注目されているアリババ集団の営業利益率 47.5％は、Facebook の 37.0％、

Google の 28％、eBay の 21.0％、楽天の 17.4％、Amazon の 1％を凌駕しており、非常に

魅力的となっている。 

 ただし、直近の 2014 年第 4 四半期の売上高は 40％増の 42 億 2000 万ドルで市場予想の

44 億 5000 万ドルには及ばなかった9。また、営業／純利益率も低下しており、成長の勢い

が鈍っていくのではないかと懸念されるが、1)買収した UCWeb(中国で最も人気の高いモバ 

イルウェブブラウザ)、高徳ソフト(中国の地図情報サービス大手)の業績をアリババ集団に

計上したこと、2)モバイル OS や現地化サービスなどへの開発投入を増やしたこと、3)マー

ケティング投資を増やしたことが収益率の低下をもたらしたものであるとアリババ集団の

経営者は説明しているが、推移を見極める必要はあろう。 

 

 

これまで、アリババ集団の成功を導いた大きな要因は、したたかな資本戦略と「無料モ

デル」の確立にあると評価される。IT ブームと重なった創業期のアーリーステージから成

長期のミドルステージやレイターステージへ、そして拡大期のメガベンチャーまで VC や資

本市場を活用する戦略が実施されてきている。実際、アリババは、1999 年 10 月に 500 万

                                                   
9 http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0L222N20150129 (2015.02.16 参照) 

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0L222N20150129
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ドル、2000 年 1 月に 2,500 万ドル、2002 年 2 月に 500 万ドル、2004 年 2 月に 8,200 万ド

ルの投資をそれぞれ世界各国の VC から受け入れた。また、2005 年には Yahoo から 10 億

ドルの出資を受け、戦略提携関係を確立した。この間、一部の先行投資の VC はアリババか

ら退出し、現在、戦略投資として残ってきているのは、ソフトバンク(出資比率 34.3%)と

Yahoo(出資比率 22.5%)だけとなった。 

ただ、Yahoo やソフトバンクに経営権を握られることを警戒し、資本戦略を特定の VC か

ら IPOによる開資本市場から調達する戦略に変わってきた。2006年9月にアリババは、2003

年に黒字の B2B 業務を切りだして上場を準備するため英領ケイマン諸島に B2B 業務の統

括会社であるアリババ網絡有限公司(Alibaba.com Limited)を設立し、2007 年 11 月に香港

市場への上場を果たした。2012 年にアリババ集団は、Yahoo 持ち株の 50%を Yahoo から株

式買い戻しに成功し、Yahoo の持ち株比率を 40%超から現在の 22.5%に引き下げさせた。

さらに、持ち株比率 30%を超える部分の議決権をアリババ集団幹部に付託することをソフ

トバンクと、昨年の IPO によりさらに約 8%の株を買い戻しすることを Yahoo と合意して

おり、ソフトバンクと Yahoo の合計出資比率を 50%以下に抑えたことと、2010 年 7 月にガ

バナンスの制度としてスタートした「パートナーシップ制度」(取締役会の過半数を独占的

に指名する権限を有することで、実質的なガバナンスのコアとなる)からなるアリババ創業

メンバー中心のガバナンス・運営体制が形成されている。 

このように、アリババ集団は、変動持分事業体モデル(VIE モデル)を利用して中国当局の

資本規制をくぐって海外からの成長資金を活用しながら、中国国内でのビジネス拡大を成

功させている。 

まず、アリババ集団が成功を収めたのは、海外ではあまり見られない企業間販売支援型

B2B プラットフォーム(企業系列の産業組織になっておらず、中小企業を中心に販売支援の

需要が高い)である。ビジネスの仕組みに優位性があるよりも、ブランド戦略(集客力形成、

バイヤー育成等)、販売戦略(収益力形成、サプライヤー育成等)、技術戦略(技術力形成、検

索技術確立等)、Google 手法(ネット広告や優先リスティングオークション等)の転用等の付

加価値サービス提供といった、中国の市場環境に合ったビジネス戦略に特徴がある。他方、

C2C 型 EC を行うタオバオ(Taobao)の仕組みは、出店料と取引料をゼロにする「無料モデ

ル」と PR 作戦による集客力形成、取引信頼性確保のためのエスクロー（取引の安全性を保

証する第三者の仲介サービス）の提供、IM ツール(オンライン会話)の導入による商慣習へ

の配慮、「優良店主」育成システムの導入(収益力の育成)などで優位性が発揮している。小

さな「C」から育成できた「B」(信頼性や資金力がついた B)を「Ｔモール」へ誘導し、有

料化できる B2C サイトを成功させたのである。つまり、収益モデルが確立された B2B モ

デルと、無料化で集客力のある C2C モデルの融合により新た収益源になる B2C モデルを

確立したのである。 

アリババ集団の考案した無料化による集客力育成モデルは、ネット技術よりもネットビ

ジネスモデルの革新であり、ヤフージャパンにも導入され、集客力の威力を見せている。
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また、このような強力な集客力を活かした新たなビジネス革新も展開され始めている。 

また、バーチャル取引に加えて、取引信用環境が悪い中国では、電子商取引サービスを

提供するプラットフォーム企業は、自身の取引システムに取引信頼を確保する仕組みが強

く求められる。アリババは、エスクロー機能(第三者保証機能)を有するアリペイ(Alipay)と

いうオンライン決済ツールを提供するとともに、第三者の認証機関に有料登録会員の資質

認証を依頼し、評価してもらった信用指数を付与して公開するシステムを導入している。

近年では、ビッグデータ技術の活用により、アリババ内部においても顧客取引行動データ

に基づいて信用評価を行っており、ネットショッピングにおける信用環境確立に成功して

いる。近年の調査においても、取引信用に対するユーザーの不信はかなり低くなっている。 

近年、中国はスマホ世代が旺盛な大衆消費を担ってきており、アリババは新たなネット

ショッピング促進策を次から次へと打ち出している。その代表的なイベントは、毎年 11 月

11 日に行われる販促イベントである「独身ショッピングデー」である。2009 年に始まって

から売上高が急速に伸ばして、2014 年には一日で約 1 兆 1000 億円を納めた。全国のデパ

ートやメーカーを巻き込んで O2O も実践している。2014 年には成功する中国での販促イ

ベントをブラジル、インド、ロシアなどの新興国にも広げて、国際的に普及させようとし

ている。 

 

 

アリババ集団の将来性については、図表 7 に示されたアリババ集団の業務構造とエコシ
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ステムから見出せる。アリババ集団の EC エコシステムは、6 つの EC プラットフォーム、

3 つのサポート(オンライン決済、スマート物流、ネット広告)機能と 2 つの技術(ビッグデー

タとクラウドコンピューティング)からなる。EC だけに着目すれば、地域的には国内の農

村地域の EC 市場と海外 EC 市場の開拓、分野別では製品種類の拡大とモノからサービスへ

の広がり(例えば、観光市場と自動車市場)が考えられている。これらの深堀や広がりを図っ

ていく上では、決済、物流などのサポート機能も充実していく必要がある。さらには、こ

れらのサポート機能と技術基盤は自社の EC 経営に限らず、第三者機関のサービスとして経

営が成り立つのである。 

このように、アリババ集団の将来性は想像を絶するほどの展望ができよう。米国発のネ

ット技術を生かしてビジネスモデルの革新を行い、世界的なネット巨人になったのである。 

 

2.3 金融ビッグバンに向けての挑戦 

 上述したように、電子商取引における決済と信用の問題を解決するために、2004 年 10

月にアリペイを設立したが、その後、アリペイは急成長を遂げ、アリババ集団の IPO 申請

書によると、登録ユーザーは 8 億人(アクティブユーザー3 億人、うちモバイルアクティブ

ユーザー1.9 億人)、米国のペイパル(Paypal)を超えて世界最大のオンライン決済ツールとな

っている10。1.3 節で述べたように、中国当局の規制回避のために 2011 年にアリペイは、

アリババ集団からこれら経営者の所有する「浙江アリババ電子商務有限公司」に移籍され

たが、2014 年 10 月にアリババの創業者は、アリペイとアリババ・ファミリーの他の金融

業務をまとめて「螞蟻金融サービス集団」を設立した。 

 図表 8 はその業務構成と業務を支える基盤技術を表している。螞蟻金融サービス集団

の経営理念は、アリババ集団と同じく中小企業や個人消費者をサービス対象としており、

ビジネスモデルも同じくプラットフォーム型を営むことにしている。つまり、螞蟻金融サ

ービス集団は、個々の金融ビジネスよりも金融サービスのエコシステムの構築に主眼が置

かれている。特にネット技術やネット志向で開放的、ネットワーク的な金融新エコシステ

ムの構築を目指している。このような経営理念に基づき、現在、螞蟻金融サービス集団は、

銀行、保険、ファンドなど、200 以上の金融機関と協業関係を構築し、これらの金融機関の

金融商品の開発能力やリスクマネジメントノウハウなどを活用している。 

一昨年、アリババは、強力な集客力を活かして金融ビッグバンを引き起こした。アリバ

バが仕掛けたネット金融は、ネット預金(負債)ビジネスとネット貸出(資産)ビジネスに分け

られる。 

 中国では、長らく金利規制が実施されており、産業に成長資金を供給していくために中

国当局は規制金利を低く抑えており、市民は資金運用を銀行預金より利回りの高くリスク

が比較的少ない金融商品を求め続けている。他方、銀行では効率を重視して投資金額制限

                                                   
10 2014 年に支払総額は、14,000 億元(約 28 兆円)に達し、支払い回数は、中国のすべての銀行カードの支

払い回数に相当するという(http://www.gelonghui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3929 2015年

2 月 18 日参照) 

http://www.gelonghui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3929
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のある高額商品に重点を置き、コストがかかる庶民の小口投資家に対しては積極的には対

応してこなかった。アリババ(具体的に決済ツールのアリペイ)は、このような硬直した金融

サービスを自社のビジネスチャンスと捉え、資産運用会社と戦略提携して少額投資を中心

とする「余額宝」(余ったお金を宝に変えることを意味する)というMMF商品を売り出した。 

 

  

2013 年 6 月に売り出してから、2014 年 3 月末には募集した資金が約 870 億ドルで、投

資者は 8,100万人に達した。金額規模は全世界範囲で第 4番目のMMFにランクインした。

また、投資者人数は中国の株式投資家総人数よりも多かった。商業銀行の普通預金からア

リペイにある投資口座である「余額宝」への大規模な移動(中国では「アリの引っ越し」と

も言われている)が発生し、金融システムに対する潜在リスクや利益の再配分を巡って商業

銀行や銀行監督当局の警戒を呼び、国民を巻き込んだ大論争に発展したほど中国社会と金

融業界に対するインパクトは大きかった。 

アリババが仕掛けた「余額宝」ビジネスが庶民投資家の共感を呼んだのは、1)ネット技術

で薄く広く点在する少額投資家の投資活動を可能にしたこと、2)1 元(約 16 円)でも投資可能

で投資金額制限がなく、かつ手数料がゼロで当日決済が可能であること、3)オンライン決済

ツールであるアリペイを活用したことで投資と EC 及びその他の決済(公共料金支払い、切

符購入等)を融合させたことで利便性が格段に高まったこと、4)ビッグデータ技術を活かし

たリスクマネジメントが可能であること、などのビジネスモデルや仕組みの革新があった
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からであろう。アリババは、「余額宝」を通じて庶民投資家に銀行預金より大きい運用利益

をもたらしたことに止まらず、他のネット企業や商業銀行のビジネス革新に一石を投じた

上、金融当局に金利自由化に向けた改革加速を促している。 

金融ビッグバンに向けたアリババの挑戦は、ネット預金運用(負債)に止まらず、ネット貸

出ビジネス(資産)にも乗り出している。自社の EC ビジネスに関わる 3 億人・社を超えたユ

ーザー(中小・零細企業や個人が中心)に対する少額貸出を行うネット版マイクロファイナン

スを展開している11。2010 年と 2011 年にアリババ集団の下で設立された 2 社の小額貸出子

会社の経営理念は、在来銀行システムに無視された中小・零細企業向けの融資問題の解決

にあったが、2013 年 2 月に螞蟻金融サービス集団に編入された。これまで、これら 2 社は、

90 万社の中小・零細企業に累積で 2,300 億元(約 4.5 兆円)の貸出を行ってきた12。 

 

  

特に、土地等の担保資産が欠如しているこれらの「中小企業」・「低所得事業者」向けの

リスクマネジメントにおいて自社 EC プラットフォームで蓄積されていた取引の記録など

のビッグデータ技術を活かした「ニュー信用体系」を確立しつつある。中小・零細企業向

けの貸出(資産)業務のネット化は欧米先進国でも確立されておらず、ネット版の信用体系の

確立は金融システムの一大革新とも評価されよう。図表 8 が示すように、将来にはアリバ

                                                   
11 もともと、螞蟻金融サービス集団の「小額貸出業務」は、アリババ集団(EC ブロック)に属していたが、

2013 年 2 月に金融ブロックに編入された。 
12 「人民日報」2015 年 2 月 12 日。 
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バ・ファミリー内の EC 生態圏内の会員企業や個人会員から資金調達を行って生態圏内の会

員企業や個人会員に資金を供給する自己完結的な経済圏が形成されよう。「銀行が変わらな

いなら、われわれが銀行を変える」というアリババの創業者である馬雲の金融ビッグバン

を引き起こす信念は、狙いどおりに実践されつつある。 

そのほかに、アリババは、強力な集客力を活かした EC と金融の融合に関する革新として、

少額投資によるネット保険や映画制作を行うクラウドファンディングも実施している。ま

た、2014 年 9 月に免許が交付された銀行業務が急ピッチで開業の準備を進めており、小額

貸出会社の与信管理・リスクマネジメント経験を共有して店舗のない純ネット銀行を目指

している。さらに、アリペイのサービス範囲が遅れている農村地域に拡大したり、インド

のオンライン決済企業 One97 へ 25％出資したり、あるいは Apple の電子決済ツール Apple 

Pay や Paypal との協力を進めており、螞蟻金融サービス集団は、国内での深堀と海外への

広がりを図っている。 

実際、アリババは、アリババ集団(EC ブロック)の神話を螞蟻金融サービス集団で再現さ

れるように資本構造を再構築している。報道された将来の資本構成は、アリババ創業者で

ある馬雲氏を含む経営層・マネジメント層・社員の持ち株比率は 40％に、アリババ集団へ

33％の株を増発し、残りの 27％はその他の外部戦略投資家に割り当てられるという13。ま

た、国有金融機関である社会保障基金、郵政貯蓄銀行、国家開発銀行からそれぞれ 5％、3％、

3％の出資を迎え入れようとしており、IPOの準備も進められているという14。 

もし、IPO が実現された場合の時価総額は、300 億㌦とも 500 億㌦とも言われているが、

もっとも高い見積額は、1,000 億㌦を超える15。もうひとつのアリババ集団級のネット巨人

が見え隠れしている。 

 

2.4 ネットインフラ巨人へ 

 2012 年 9 月に開催された「ネットビジネス会議」でアリババの創業者である馬雲氏は、

アリババの中長期的なビジネス戦略について、1)プラットフォーム戦略(EC 戦略の高度化)、

2)金融戦略、3)ビッグデータ戦略(クラウドコンピューティングを含む)という三つの戦略を

宣言している。2.2 節と 2.3 節で述べた内容は、まさに 1)のプラットフォーム戦略と 2)の金

融ビジネス戦略が展開された実践である。 

 アリババには、EC 取引やオンライン決済などのビジネスで膨大データがあり、これらの

ビッグデータは、新たな価値創造に活用するように図られている。例えば、自社内の EC ビ

ジネスや小口貸出ビジネスをサポートしてきた信用格付けシステムは、第三者への信用サ

                                                   
13 株式の約半数を持っている馬雲氏の持ち株比率は将来、7.3％以内とされている。（「螞蟻金融：金融産

業でもう一社のアリババ集団を作り出す」中国経済週刊 2014 年 10 月 28 日）。 
14 「螞蟻金融服務一回目の融資に間近？」経済参考報 2015 年 2 月 10 日、毎日経済新聞 2015 年 2 月 2

日。 
15 http://www.gelonghui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3929 2015 年 2 月 18 日参照 

http://www.gelonghui.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3929
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ービスシステムとして登場しようとしている16。他方、これらのビッグデータの収集、保存、

分析などの技術ノウハウ、人材も蓄積され、ハード能力も格段に向上している。ビッグデ

ータに加えてクラウドコンピューティングを活かして、第三者に IT インフラ基盤サービス

を提供するビジネス戦略も急展開されている。例えば、あるベンチャー企業は、アリババ

のクラウドサービスを活かして全国三千以上の大学や短大の教務システムと連携し、これ

ら大学の講義名や講師、時間、内容をスマートフォンで検索できるアプリを開発してサー

ビスを提供している。現在、1 千万人の大学生が当該アプリのユーザーになっているという

17。同じく、別のベンチャーは、アリババのクラウドサービスを活かして中国道路運輸協会

などの業界団体を巻き込んで、全国 200 都市三千ヵ所の遠距離バスターミナルの運行デー

タを処理してチケットを予約できるビジネスを展開している。 

 さらに、アリババは、新興スマート端末会社へ出資したりして、ハードの分野にも進出

し、ユーザーに接するチャネルを確保しようとしている。これは、自社 OS(YunOS)を活用

して、雲(クラウドサービス)、管(プラットフォーム)、端(ユーザー端末)を一気貫通して

IoT(モノのインターネット)ビジネスに繋げようとする戦略にほかならないと考えられる。 

アリババ帝国としての夢を膨らませている。 

 

3. ネットアプリ開発における「大衆創業、万衆創新」 

調査会社 eMarketer は、2014 年中国のスマートフォン・ユーザーは 5 億 2 千万以上に達

し、2018 年には 7 億 4 百万人に達すると予測している。中国のネット経済も固定オンライ

ンから移動オンラインであるスマートフォン経済へシフトが進んでいる。また、バーチャ

ルとリアルの融合(O2O)が進み、スマートフォン・ユーザー、リアルの消費者やクリエイタ

ーなどの大衆を巻き込んだビジネスモデルの革新が数多く生まれ、中国の社会・経済シス

テムに大きなインパクトを与えている。このようなスマートフォン経済圏において、個々

の主体(大衆)は、消費者に止まらず、開発者、生産者、投資家、メディアなど、様々な役割

を担っており、「大衆資本主義」とも言える枠組み変化が生じている。実際、中国当局もネ

ットインフラをベースにした「大衆創業、万衆創新」(Grass roots entrepreneurship and 

mas innovation)を大いに奨励し、経済社会の変革を促している。 

この「大衆資本主義」を機能させたのがスマホアプリやそのプラットフォームを提供す

るネットベンダーである。これらのアプリは、技術的な斬新さよりも応用革新にユニーク

さがある。 

 

3.1 プラットフォーム化のタクシー予約・配車アプリ 

 中国におけるスマホアプリ活用の事例として、タクシー予約・配車アプリが特別な存在

となっている。2012 年初から様々なアプリを導入し始めてから、またたく間に流行し、登

                                                   
16 2015 年 1 月 5 日に中国人民銀行は、螞蟻金融サービス集団の芝麻信用格付けシステム社を含む民間 8

社に民間信用格付けサービス市場への参入準備を認可した。 
17 日経産業新聞 2015 年 1 月 14 日。 
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録ユーザーは 2012 年の約 400 万人から 2014 年末の 1.72 億人に達し、爆発的な拡大を見

せていた18。アプリ数も最多時は 100 前後に達し、乱戦状態になっていたが、現在では「快

的打車」と「滴滴打車」という大手 2 社にほぼ集約された19。庶民が日常的に接している分

野で規制サービス産業でもあるので、アプリ応用は、タクシー業に大きなインパクトを与

え、2013 年にはその賛否に関して規制当局、タクシー業者、利用者を巻き込んだ大論争に

発展した。 

 図表 10 が示すように、タクシーの予約・配車は当初の無線モデル(オペレーターの手動に

よる)から出発したが、その後 GPS の出現でオペレーターによる手動受付やシステムによる

最適配車を実現した。そしてスマホの普及でスマホ予約・配車アプリが開発され、システ

ムによる自動受付や最適配車ができている。ただし、日本ではスマホアプリの活用は、タ

クシー会社の主導で行われ、タクシー会社の GPS システムをスマホアプリシステムに置き

換えただけに止まっている。2013年に車のスマホアプリの開発運営を先行した英国のHailo

社と米国の Uber 社がそれぞれ日本に上陸し、タクシー会社との戦略提携で小規模ながらサ

ービスを開始している。これらのサービスシステムは、GPS システムの延長線上にあり、

予約・配車サービスも特別の料金がかかる。また、これらのアプリは、タクシー会社の自

社ドライバーか加入しているドライバーしか使えないので、タクシー業界全体の最適化は

実現できない。これは、タクシー予約・配車のスマホアプリモデルⅠ（図表 10）とも言え

よう。 

 

                                                   
18 易観智庫(2015)「中国打車 APP 市場季度監測報告 2014 年 Q4」 
19 CNNIC(2014)「中国移動インターネット調査研究報告」 
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 一方、中国のスマホアプリの導入はタクシー会社よりも、アプリ開発会社あるいはネッ

トベンダーの主導で進められている。これらのネットベンダーは、タクシー予約・配車サ

ービスをオンラインで自動的に行うプラットフォームを提供しているだけで、タクシー会

社とは関係のない第三者サービス機関である。しかも、一つのタクシー予約注文(オファー)

は一定距離の範囲内にあるすべてのタクシードライバー(当該アプリを装着した不特定多数

のドライバー)によるコンペで決定される。現在のところ、スマホアプリを利用するタクシ

ードライバーと顧客側はともに無料で利用できるか、場合によってはスマホアプリ運営ベ

ンダーから一定のインセンティブをもらえることになっている。筆者は、このシステムを

スマホアプリモデルⅡ（図表 10）と呼ぶべきであろうと考える。 

 中国のネット調査会社「易観」によると、2014 年末現在、上述したタクシー予約・配車

のスマホアプリ大手 2 社、「快的打車」と「滴滴打車」の利用者市場シェア(アプリ登録ベー

ス、アプリ累積アカウント数は 1.72 億人)は、それぞれ 56.5%と 43.3%に達し、サービスエ

リアはそれぞれ 360都市と 300都市をカバーしている。他方のタクシー会員はそれぞれ 135

万台と 100 万台余りに達した。一日の最高利用回数は、それぞれ 1,200 万回と 1,500 万回

にもなった。 

このように 2、3 年の短期間でアプリ利用者が急増したのは、「快的打車」と「滴滴打車」

の主要 2 社の熾烈な競争によるユーザー育成政策が功を奏したからである。運営するプラ

ットフォームの価値(知名度や集客力など)を高めるために収益を度外視してタクシー利用

者とタクシードライバーにキャッシュバックや物品奨励、交換可能ポイント制度の導入な

どを行うほど、集客力を活動の中心に据えた。例えば、2013 年末頃から 5 ヵ月余りで「快

的打車」と「滴滴打車」２社による現金のキャッシュバック総額は 24 億元(約 400 億円)に

も達した。量的視点からはユーザー規模は相当大きくなったので、2014 年 5 月中旬に 2 社

とも現金によるキャッシュバックは取りやめ、ユーザーセグメントを分類して定着させる

政策に移してきている。他方、広告やオフラインによるイベント、さらにビッグデータの

活用による収益モデルの構築にも取り組みはじめている。 

 実際、中国のタクシー予約・配車のスマホアプリ市場で直接対決しているのは「快的打

車」と「滴滴打車」の 2 社であるが、背後にはアリババとテンセントというネット巨人に

よる競争がある。2 社は戦略投資家として「快的打車」と「滴滴打車」を資金面でサポート

しているだけでなく、「アリペイ」(アリババ)と「微信支付」(テンセント)の ネット決済機

能をアプリに組み込ませている。実際、キャッシュバックなどのインセンティブも決済ツ

ールの利用と抱き合わせており、自社の戦略を「快的打車」と「滴滴打車」を通じて実施

しているだけと見ることができる。 

他方、2014 年下期から中国のタクシー予約・配車のスマホアプリの競争は、普通のタク

シーから有償サービスのハイヤーやレンタカー、カーシェアなどのセグメントに入ってい

る。米系の Uber 社も 2014 年 2 月に中国のハイヤー市場に進出し、北京、上海、広州、深

センなど 9 都市で業務を展開している。その他の地場アプリベンダーも市場参入を果たし
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ており、競争はより混戦状態となっている。ただし、無許可の自家用車による市場参入な

どの問題もあり、サブマーケット形成の過程で新たに社会問題化も白熱した議論となって

きている。 

また、アプリの利用者数が膨大な規模になっており、ユーザー情報や行動パターンに関

するビッグデータが形成され、これらのアプリプラットフォームは、潜在的な市場価値が

大きいと見られ、2014 年 12 月と 2015 年 1 月に「快的打車」と「滴滴打車」はそれぞれ、

6 億ドルと 7 億ドルの大型出資を受けた。この大手二社のアプリプラットフォームの価値は

投資家に認められたのである。ちなみに、「快的打車」への 6 億ドルの出資者には、ソフト

バンクも名を連ねている。実際、BAT の一角を占める百度も、2014 年 12 月に Uber への

出資を行い、二社間の戦略関係を締結した20。 

このように、中国のスマホ予約・配車市場は、「快的打車」、「滴滴打車」、Uber の三社に

よる競争が展開されると見ていたが、2015 年 2 月 14 日に「快的打車」と「滴滴打車」は、

突然、二社が合併すると発表された。合併の理由については、熾烈に展開されたユーザー

補助による「カネ支出」競争をやめて、経営資源を集中させ、グローバル開拓に取り組む

ことや、Uber との競争に備えることなど、様々伝わっているが、スマホ予約・配車サービ

スを出発点にした中国のネット巨人が出現するのではないかと考えられる。その行方は注

目に値する。 

 

3.2 個人ナレッジの市場価値化：「威客」モデル 

 中国では、2005 年ごろから「威客」(Witkey：wit と keyからの造語、あるいは The key 

of wisdomの略語)という言葉がしだいに流行語になっている21。マッチング・ウェブプラッ

トフォームを利用して、法人や個人からの業務委託を請け負って自身の知識や技能といっ

たナレッジを生かして報酬を得る人々を指す単語である。つまり、マッチング・ウェブプ

ラットフォームは、個人のナレッジを市場価値化したのである。このようなオープンで不

特定多数の売り手と買い手をマッチングするクラウドソーシングモデルは、インターネッ

トビジネスの「威客」モデルとも呼ばれている。今や、「威客」(Witkey)という言葉は、海

外でもそのまま使われている22。 

普通の電子商取引は「モノ」に関するもので、アリババ集団、Amazon、楽天などのビジ

ネスはすべて「モノ」の取引を中心として展開されている。しかし、消費財や資本財とし

ての「モノ」ではなく、「サービス」取引(デザイン、アイディア・コンセプト、ソフト開発、

ウェブ設計、マイクロフィルムの制作、文書の作成、翻訳などのデジタル・クリエイティ

ブ・プロダクトを中心とする)を仲介するサービスなので、「モノ」という実物の商品と違っ

                                                   
20 出資額について両者は公表していないが、6 億ドルと推測されている。

(http://j.people.com.cn/n/2014/1218/c94476-8824738.html 2015 年 2 月 19 日参照) 
21 2005 年 7 月中国科学院客員研究員劉鋒氏によって提起された概念であるという。

(http://baike.baidu.com/view/48146.htm#reference-[1]-48146-wrap 2015 年 2 月 20 日参照) 
22 Witkey (威客) Platforms - A Journey to the World of Online Work Platforms in China 

(www.staffingindustry.com 2015 年 2 月 20 日参照) 

http://j.people.com.cn/n/2014/1218/c94476-8824738.html
http://baike.baidu.com/view/48146.htm#reference-[1]-48146-wrap
http://www.staffingindustry.com/
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て、非標準、個性化、ネット取引の未成熟を特徴としている。2006 年から 2008 年ごろに

かけて中国では「威客」モデルがブームになり、立ち上がったサイトは数百も上り、いま

でも 70 社前後のプラットフォーマーが熾烈な競争を展開している。2006 年に設立された

重慶猪八戒網絡科技は、中国ナンバーワンの「威客」プラットフォームとして頭角を現し

ており、クリエイティブ・サービス取引の「アリババ」と言われている。 

 図表 11 が「威客」プラットフォームの概略を示しているが、2006 年に地元新聞社の元

記者が創業した重慶猪八戒に登録されている「威客」は 1,000 万人で、登録されている需

要者(「威客」の顧客)も 800 万人に達している。中国全国で 2,000 万人の「威客」がいると

言われており、重慶猪八戒には約半分の「威客」が集まってきている。実際のアクティブ

ユーザーは、威客が 900 万人で需要者が 100 万人前後と推測される。もし、重慶猪八戒を、

「威客」を雇う組織と例えれば、世界最大の雇い主であると言えよう。 

 

 

 

 関係報道によると、現在、重慶猪八戒のプラットフォームを通じて毎日 10,000 前後の業

務委託が成立し、年間取引高は約 25 億元(約 500 億円)となっている23。ただ、アリババの

無料モデルと異なり、重慶猪八戒では、取引額の 20％は手数料として「威客」側から徴収

                                                   
23新華網：猪八戒網はオンラインバーチャル産業パークを開設

http://news.xinhuanet.com/fortune/2014-01/25/c_119126086.htm 2015 年 2 月 20 日参照) 

http://news.xinhuanet.com/fortune/2014-01/25/c_119126086.htm
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しているという24。 

 重慶猪八戒が台頭してきたのは、客観的に業務委託をめぐる需給関係が潜在的に大きい

からである。「威客」になりうる人的資源(例：毎年 700 万に上る大学卒業生は就職難で潜

在的な「威客」になりうる)が豊富である。他方、日本の産業構造のように系列になってい

ない、4000 万にも上る中小企業には業務委託の必要がある。もちろん、重慶猪八戒の仲介

業務革新も成長の源泉にある。例えば、プラットフォーム内に蓄積されたビッグデータを

生かしたサイト内信用バンクの確立、エスクロー機能付第三者オンライン決済ツールによ

るリスクマネジメントシステムの確立、業務委託内容及びサービスの標準化推進、実績に

基づく「威客」ランキングや能動的マッチング推進、VIP 部門を設立して業務委託の細分

化などを行い、小さな「威客」でも作業を受け入れられるように再発注プロジェクトを立

ち上げること、マッチングするために「威客」キャパシティーのバランスを図ること、な

どのビジネス革新が行われている。重慶猪八戒は、これらの革新や中国国内での実践によ

って確立されたビジネスモデルを、中国から海外に向けて推進しようとしている。実際、

重慶猪八戒は、数少ない英語版プラットフォームを開設している Witkey サービスベンダー

である。 

 2014 年 1 月に重慶猪八戒は、中国初の「クリエイティブデザイン・オンラインバーチャ

ル産業パーク」(オンラインインキュベーター)の設立を宣言し、3 年かけて 5 万社のクリエ

イティブデザインスモール企業を孵化するという戦略計画を打ち出している。その後、中

国美術大学などの 8 美術大学デザイン学科と協力して、自社プラットフォーム上における

学生の創業を奨励するとともに、規制当局に「異なる地域での企業登録」制度の創設など

を働きかけている。実際、情報消費を推進している中国当局も、重慶猪八戒のようなネッ

ト技術を活用して大衆を巻き込んだクリエイティブ産業を奨励し、税制優遇、技術開発や

人材育成補助などの政策を通じて後押しに力を入れている。また、重慶猪八戒によるオン

ラインインキュベーター運営にも注目している。 

 

3.3 「誰でも速達屋」を実現させるアプリ 

 中国経済の高成長、特にインターネットショッピングの急速な普及により小包速達市場

も急速に拡大している。例えば、2006 年に中国のネットショッピング規模は 500 億元しか

なく、速達量も 10 億個しかなかった。しかし、2013 年にネットショッピング市場規模は

2006 年の 37 倍で約 1 兆 8 千 5 百億元(約 30 兆円)にも達し、速達量も 92 億個になった。

速達量のうち、約 60％はネットショッピングにかかわる業務であると言われている。また、

国民一人当たりの速達配達量は 7 個で、日米欧先進国の一人当たり年間速達量の約 30 個と

比べれば、中長期的に見ても速達市場は拡大し続けていくだろうと考える。実際、国家郵

政局によると、2014 年中国の速達は 140 億個に達し、米国を越えて世界一になったが、2015

                                                   
24 2013 年 12 月 19 日猪八戒網役員に対する筆者のヒアリングによる。 



25 

 

年には 196 億個になると推測されている25。 

 中国の速達量が年間 140 億個に達したとはいえ、現状では速達市場ニーズに対して速達

サービス業の供給がはるかに不足しており、配達スピードは速達レベルに達しておらず、

小包の取り扱いもひどく荒い。そこで、速達市場へのネット技術活用に目をつけたのが「誰

でも速達屋」をうたっている 2013 年 3 月にオンライン化したばかりで四川創物によって開

発・運営されている「人人快逓」(「人人配達網」)である26。 

 図表 12 が示したように、「人人快逓」は、自社アプリをダウロンドした速達サービスユ

ーザー(発注者＝依頼主)と速達サービス提供者(受注者＝速達作業者))に速達サービスマッ

チング・プラットフォームを提供するネットベンダーである。当社革新のキーポイントは、

速達サービス提供者は速達業者(法人)ではなく、普通の個人(＝「自由速達人」)である。ス

マホ一台あれば、「人人快逓」による簡単な資質認定で「だれでも速達屋」になれる。これ

らの「自由配達人」は、「人人快逓」と雇用関係にない一個人であり、大学生や失業・レイ

オフ者、タクシー運転手、会社員などが多いという。 

  

 

2014 年 7 月末現在、「人人快逓」の業務は、全国 130 の都市に広がり、アプリを利用す

る会員数(発注者と受注者の両方を含む)は 1,200 万人(「自由配達人」は 700 万人)に達し、

                                                   
25 http://www.spb.gov.cn/ztgz/gjyzjzt/2015nqgyzglgzhy/mtbd/201501/t20150107_406766.html (2015 年

2 月 20 日参照) 
26 2011 年 5 月に設立された「人人快逓」本社は、現在北京に移転、名前も「北京創物衆包科技有限公司」

となった。 

http://www.spb.gov.cn/ztgz/gjyzjzt/2015nqgyzglgzhy/mtbd/201501/t20150107_406766.html
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一日にマッチングできた件数は 20 万前後となった27。各都市には、「自由配達人」の登録資

料の確認や簡易なトレーニング、信用情報の収集や与信設定などを代行する地域管理パー

トナーが置かれているが、社会からの不安や懸念を払拭するために現在ではすべて自社直

営拠点による管理に切り替えている。 

プラットフォーム運営では、発注も受注も、ネット上で行われ、かつコンペ(オークショ

ン)の方式を取っている。したがって、発注者は、住所にもっとも近い配達人、あるいは様々

な指標で作られた配達人の信用ランクを選ぶことができる。他方、プラットフォーム上の

発注情報から自分の好みや都合に合う配達依頼を選択することが可能であり、自分の都合

や配達地域を事前に掲載して発注者を逆募集することも可能である。アリババ集団のよう

に、現段階で「人人快逓」は無料化モデルを取っていない。速達料金は、発注情報を掲載

すると、システム上で自動的に計算され、料金の 80％は「自由速達人」に、残り 20％は「人

人快逓」側に分配される。 

 「人人快逓」のビジネスモデルは、不特定多数の大衆を巻き込んだクラウドソーシング

の一種であり、ソーシャル・ヒューマン・リソースとスマホを活用した O2O ビジネスで、

速達サービスの電子取引市場である。このビジネスモデルは、スマホによるタクシー予約・

配車などプラットフォームモデルと軌を一にしている。「人人快逓」のビジネスモデルは、

ベンチャーファンドにも注目され、2014 年 11 月にはテンセントなどによる 1,500 万ドル

の出資を受けたという。現在でもなお、VC からの引合いは多く、さらなる出資が見込まれ

る。「人人快逓」は、受け入れた資金を専門人材の採用、システムの開発、マーケティング

活動に使うようにしている。 

オフラインの視点から「人人快逓」は直接デリバリー業務にはタッチしていないが、ビ

ジネスの類似性から見れば、日本のバイク便の延長に当たり「だれでもバイク便」の中国

版と言えよう。日本のバイク便は、運輸局への届出など営業の許可を取る必要があるが、

中国においても普通の速達業者であれば規制当局の許可を取る必要がある。「人人快逓」の

ような新たな業態について、速達業に当たるかどうかについて見方が分かれている。武漢

や上海など一部の都市では速達輸送の無許可経営として業務の一部が停止させられており、

その是非に関して社会的な論争を引き起こしている。 

 また、素人である一般個人が簡単に速達業にかかわっているので、速達安全性問題や犯

罪者に利用される問題が指摘されている。「人人快逓」も、安全性を確保するために与信の

認定やクレジットカードとの抱き合わせ、速達対象物の写真撮影によるデータ管理、スマ

ホの GPS 機能によるオンラインモニタリング、個人情報保護の徹底などの仕組みをビジネ

スモデルの中に組み入れているが、安全性への懸念は払拭できていない。 

 「人人快逓」が中国社会で普遍的に受け入れられるためには免許取得よりも「安全性」

懸念が払拭される必要があろう。公共システムやアリババのような EC プラットフォーム、

および自社サイトで蓄積されているビッグデータを活用した綿密な安全性確保の仕組み作

                                                   
27 http://tech.qq.com/a/20141020/005144.htm 2015 年 2 月 20 日参照。 

http://tech.qq.com/a/20141020/005144.htm
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りが重要な作業となろう。 

 

3.4 「無料化｣モデルを実践するクラウドファンディング：「点名時間」 

 近年、中国においても不特定多数向けのクラウドファンディングやクラウドソーシング

を実践するプラットフォームが増えてきている。ベンチャービジネスを起こしたい起業家

や映画、音楽、ドキュメンタリー、デザイン、小説などの作品を作りたいクリエイターな

ど資金を必要とする人と、小額な資金を提供する個人(群衆)をマッチングするプラットフォ

ームがネット金融である P2P（peer to peer）貸借の中心的な存在である。 

 クラウドファンディングのビジネスの仕組みには、資金需要家と資金提供者の権利・義

務設定で、1)実物返済型(資金受け入れ側が開発した商品やコンテンツなどを含めたプロジ

ェクト成果で資金提供者に返す設定)、2)出資型(受け入れ側が起業した会社の出資金＝株式

を提供者に与える設定)、3)融資型(受け入れ側が資金に一定の利子を付けて提供者に返却す

る設定、4)寄付型(支払いや返済義務などを伴わない設定)があるが、中国では、1)実物返済

型、2)出資型と 3)融資型に大きな動きが見られる。海外では実物返済型がもっとも注目さ

れているが、中国では、不特定多数の個人賃貸活動の 3)融資型に「野放し」的成長が見ら

れ、それに伴うリスクが顕在化し、また、規制産業である金融業の免許制度との関係で社

会的に大きな話題を呼んでいる。2)の出資型クラウドファンディングは比較的に健全な成長

を見せている。 
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 世界的に実物返済型クラウドファンディングのサービスベンダーとして注目されている

のは、2009 年に立ち上がり、米国や英国で事業を展開している Kickstarter である。中国

版 Kickstarter とも言われているサービスベンダーは、2011 年 7 月に開設された「点名時

間」(Demohour)であり、中国の実物返済型クラウドファンディングでもっとも成功してい

るプラットフォームである。 

 図表 13 が示すように、資金を必要とするプロジェクト企画者あるいはクリエイターは、

動画映像、図表、文字などを使って自分の技術、事業計画、市場展望、リスク及びリスク

ヘッジの手段などを「点名時間」の審査を経てプラットフォームに掲載し、これを不特定

多数の資金提供者個人が閲覧して資金を出すかどうかを判断する。一人ひとりの出す資金

は小さいが、多数の個人資金を合計すれば、決められた期間内でプロジェクトに必要な資

金額に達することが可能になり、プロジェクトの資金募集は完成する。募集された資金で

プロジェクトが開始されるが、プロジェクトが成功したら、実物返済として製品やサービ

スの割引購入やその他の非金銭インセンティブが資金提供者に付与される。もし、プロジ

ェクトの実施が失敗したら、事前に設定された資金返還かその他の救済方法で救済される。 

 Kickstarter が主に文化・娯楽市場の創造に重点を置くのと対照的に、「点名時間」は、「ス

マートコップ」などのハード製品やデザインなどに注視している。スマート製品の普及と

相まって、「点名時間」の人気度が上昇し、2013 年末までの 2 年半ぐらいで 7,000 を超え

る提案があり、700 以上のプロジェクトが募集をかけたが、50%以上の資金募集は成功した

という。募集金額で最大なプロジェクトは約 2,400 万円に達した。 

 「点名時間」のビジネスモデルや人気上昇を睨み、2 回にわたり数百万ドルに達する VC

からベンチャー資金を受け入れている。創業当初、「点名時間」は、成功報酬としてプロジ

ェクト企画者から募集総額の 10%を手数料として徴収していたが、2 年後に集客力の向上

を図り、プラットフォームの価値創造を優先していく戦略に転換し、手数料をゼロにした。

その代わりに、ネット企業や新興企業とのアライアンスを取った。現在はアライアンスパ

ートナーである携帯端末メーカーの「小米」など 2 社からの協力資金を受けている。まさ

にアリババの「無料」戦略を踏襲したと言えよう。 

 資金提供者は、少額でありながらクリエイターへの支援や新製品の優先的購入や割引な

どの楽しさが味わえるため資金を提供していると考えられる。一方プロジェクト企画者や

クリエイターは、開業に必要な資金を調達できるのに止まらず、資金提供者から潜在的消

費者として新商品に対する評価やコメント情報を入手できるとともに、プラットフォーム

での掲載を通じて、あるいは実物返済を通じて資金提供者による無料の広告効果も期待で

きる。 

 日本と同様、実物返済型のクラウドファンディングに特別な法規制はないが、プロジェ

クト企画者にとっては、開発商品や設計、デザインなどのプロジェクト企画がプラットフ

ォームに掲載されると、コピーされる懸念がある一方、資金提供者としては、プロジェク

ト企画の詐欺、引いてはプラットフォーム自体の詐欺にかかる懸念が拭いきれない。した
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がって、中国で「点名時間」が成功しているとはいえ、そのビジネスモデルは Kickstarter

ほど成熟しておらず、中国の環境に相応するように革新していくことが求められる。 

 

4. まとめ 

 以上で見てきたように、中国は世界の大潮流に遅れることなく、ネット社会に突き進ん

でいる。プラス・マイナスを問わず、中国のネットビジネス分野での台頭は目を見張るも

のがあり、ネットビジネス分野における米中企業の覇権争いが展開されようとしている。

中国のネットベンダーは、米国発のネット技術を活用しながらビジネスモデルの革新を競

い合い、グローバルなネット強者に挑めるまでに巨大化しつつある。社会の変化は必ずし

もネット普及のスピードに追い付いておらず、旧システムの抵抗や反発、新たなリスクも

潜んでいる。したがって、中国のネット産業の発展には悩みや戸惑いも隠せないのである。 

 中国のネット産業の発展やビジネスモデルの革新や課題にはいくつかの特徴があり、以

下のようにまとめられる。 

 

1)ネット産業政策：育成よりも「対内自由化政策」による民間活力創造 

 国際社会のイメージとは異なり、ネット産業やビジネス活動に限って見れば、中国当局

は当初、「対外規制、対内開放」(厳しい外資規制と国内民間資本の自由化)政策の下で国有

資本と民間資本の自由競争政策を取ってきた。他方、資本蓄積も技術も乏しい民間企業は、

中国当局の外資規制をくぐってネット分野特有の VIE モデルを考案して海外から資本、技

術、ノウハウの導入に成功し、中国市場に見合ったビジネスモデルの革新を行い、世界レ

ベルのベンダーが生まれた新規産業を創出した。これらの巨大ベンダーは 100%の民間資本

であり、中国では数少ない民間主導の産業が生まれたのである。 

 また、中国のネット産業の発展に外資企業は大きな役割を果たしてきたが、経営主導権

掌握の目的を持ったベンダーは成功しなかった。しかし、ソフトバンクや米 Yahoo のよう

に財務投資に徹した外資は中国のネットビジネス発展の果実を享受できた。 

 

2)革新志向：応用革新、プラットフォーム経営、消費者パワーの活用 

 技術志向の米国ネット企業のアプローチとは違い、中国のネットベンダーは中国市場に

おける応用革新に注力してきた。資本蓄積や技術蓄積の少ない中国ネットベンチャーは、

当局からの支援も期待できず、中国のネットユーザーのビジネス習慣をも育成しなければ

ならない責務を負っていた。したがって、中国市場に見合ったビジネスモデル革新のアプ

ローチは的を射ている。例えば、アリババ集団の無料化 EC サービスモデルは、日米などの

先進国には見られないビジネスモデルだった。したがって、中国ネットベンダーのビジネ

スモデルは、B2B、B2C、B2Gではなく消費者パワーを活かした C2B モデルが先行したと

言えよう。消費者分野のネット化でビジネスサイドや政府セクターを牽引したのである。 

 また、中国のネットベンダーは、ネット技術を軸に情報マッチングとネット決済の機能
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を有するプラットフォーム経営に徹しており、専門分野のベンダーを巻き込んでビジネス

のエコシステム形成に努めた。つまり、ネット金融であれば在来の金融機関、ネット速達

であれば在来の速達企業の力を借りたエコシステムを創出することによって在来産業の壁

を突き破り、ネットワーク化によってこれまでにはない新たな産業を創出したのである。

したがって、在来の産業分類概念も変化させたのである。 

 さらに、中国のネットベンダーが狙っている産業は、効率化の遅れているセクターでこ

れまでコストが高いとされるセクターや、小さく、薄く存在している市場(ビッグアカウン

トではなくロングテール市場)である。例えば、ネット金融やタクシー予約・配車、スキル・

人材、地域の E マーケットプレイス、ネット速達業のように、収益の上がる「ロングテー

ルモデル」が確立されつつある。 

 

3)ネット技術による制度創出 

 中国では、リアルの世界においても取引信用は大きな障害になっており、ビジネス環境

を悪化させている。顔の見えないネット分野における市場参加者(企業と消費者両方)の信用

問題はなおさら難しいとされてきた。しかし、これらのネットベンダーは、リアルの世界

では難しいデータ記録がネットでは可能であることに気付き、ビッグデータ技術などを活

用して顧客のリスク評価・信用レーティングシステムを確立して、ネットビジネスにおけ

る信用システム問題は解決されつつある。 

 実際、これまで自社内のネット取引をサポートする目的としてきた取引参加者の与信レ

ーティングシステムは、ネット分野に限らずリアル分野において第三者への信用レーティ

ングサービスベンダーとして規制当局やビジネス社会に認められてきている。海外では見

られないようなネット技術による新たな制度創出が現実に生じている。 

 例えば、日本などの先進国と比べ、中国ではリアルの世界で中小金融あるいは地域金融

が欠如しており、これまでは個人と中小・零細企業、あるいは個人同士の間でインフォー

マルな形で非組織された民間貸借市場が形成されている。つまり、中国ではオフラインで

はすでに数多くの P2P(Peer to Peer)貸借活動が盛んになっている。P2P ネット貸借の台頭

によって水面下で行われている個人の民間貸借活動が第三者のネットプラットフォームを

介して表面化し、むしろ小口貸借市場の組織化に向けた中国金融市場の制度化になるかも

しれない。 

 

4)在来制度や習慣との整合性問題と「抵抗勢力」の存在 

 ネット技術を活用したビジネスの経済価値が認められつつも、海外と同じようにネット

を介した金融取引や投資話、ネットショッピングサイトにおける偽物の多発など、ネット

技術の「暴走」で金融システムの不安定化やネットショッピング被害、ネットビジネスに

おけるデジタル弱者の被害問題などの新しいイシューが浮上してきている。 

これらイシューが生じた背景には、1)ネット社会の特有な問題(例：リアルでは比較にな
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らないほど情報伝播が速いことなど)、2)在来システムや制度、習慣との整合性問題(例：物

理的な境界とバーチャル世界との境界の確認、安全性認証、基準規格などの電子認証制度

など)、3)リアルの世界での既得権者である「抵抗勢力」の問題(例：金融業、タクシー業、

速達業などの規制産業の認可制によって守られている既得業者など)に分類される。 

実際、ネット分野におけるリスクの存在は、災いが転じてネットベンダーにリスクヘッ

ジあるいはリスク解消のイノベーションを促す原動力になり、有効なネットベースのレー

ティングシステムが生まれたのである。また、社会からのデジタル弱者についての問題提

起は、「快的打車」に高齢者向けの無料有人予約・配車システムの導入を促した。リスクを

恐れてネット活用の価値を放置してしまうよりも、リスクに果敢に挑戦し、リスクヘッジ、

リスク解消の技術・制度を創出・活用することがより重要である。 

 したがって、規制当局や消費者にマインドセットのチェンジが求められており、ネット

革新によってその変化がもたらされる可能性もある。その変化に注目したい。 
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No.407 ビジョンの変遷に見るICTの将来像 Innovation and 

Technology Insight Team
(2013年6月)

No.406 インドの消費者・小売業の特徴と日本企業の可能性 長島 直樹 (2013年4月)

No.405 
日本における再生可能エネルギーの可能性と課題 
－エネルギー技術モデル(JMRT)を用いた定量的評価－ 

濱崎  博 (2013年4月)

No.404 System Analysis of Japanese Renewable Energy 
Hiroshi Hamasaki

Amit Kanudia
(2013年4月)

No.403 自治体の空き家対策と海外における対応事例 米山 秀隆 (2013年4月)

No.402 
医療サービス利用頻度と医療費の負担感について 
高年齢者の所得と医療需要、負担感に関するシミュレー
ション 

河野 敏鑑 (2013年4月)

No.401 グリーン経済と水問題対応への企業戦略 生田 孝史 (2013年3月)

No.400 
電子行政における外字問題の解決に向けて 
－人間とコンピュータの関係から外字問題を考える－ 

榎並 利博 (2013年2月)

No.399 中国の国有企業改革と競争力 金  堅敏 (2013年1月)

No.398 
チャイナリスクの再認識 
－日本企業の対中投資戦略への提言－ 

柯   隆(2012年12月)

No.397 インド進出企業の事例研究から得られる示唆 長島 直樹(2012年10月)

No.396 
再生可能エネルギー拡大の課題 
－FITを中心とした日独比較分析－ 

梶山 恵司 (2012年9月)

http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/report/research/ 
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