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はじめにはじめにはじめにはじめに 

 近年、中国におけるネット通販が隆盛を極めています。中国では 11 月 11

日を「光棍節（独身記念日）」と名付け、各ネット通販サイトでセールを行うこ

とが一大行事になっていますが、2014 年の光棍節には、アリババ集団が取引

額 1 兆円を超え、ネットショッピングにおける 1 日の取引額で世界記録を樹立

しました。そもそも、中国は広大な国土と世界最多の人口を抱えており、日本

のように東京に一極集中することで効率化するという方法が取りにくいという

国情を抱えています。それぞれ独立した点として散らばっていた都市間を、今

やインターネットが文字通り網となって情報をつないでいます。また、それに

伴う物流機能の著しい向上により、特定の小売業界が独自に中国中を覆う巨大

な物流網を築くよりはるかに速いスピードで、ネット通販が中国中を覆ってし

まったのです。こうした方法は、数千万人規模の都市が点在し、貧富の差に応

じてライフスタイルが全く異なるという中国の実情に非常に適した販売方法で

あるといえます。 

また、最近ではその中でも「海淘」と呼ばれる、ネットを通じて海外の商品

を直接購入するスタイルが人気を集めています。裕福になった層が増えたこと

と、中国産の製品に対する根強い不信感が根底にあるのですが、下記で述べる

とおり、こうしたやり方には、グレーな部分も多く、中国に限らず世界的な問

題となりつつあります。 

 こうした流れを受け、中国政府は、保税区を活用した越境ＥＣビジネスに力

を入れ始めています。「正規軍」と呼ばれ、今後本流になるといわれている政府

系の越境ＥＣビジネス。その背景と内容について、まとめてみたいと思います。 

 

 

 

１．１．１．１．越境ＥＣをめぐる課題越境ＥＣをめぐる課題越境ＥＣをめぐる課題越境ＥＣをめぐる課題    

 保税区を活用した越境ＥＣを説明する前に、前提となるいくつかの制度と課



題を先に整理しておきます。 

 

（１）一般貿易と越境ＥＣ 

 通常、国境を越えて物の売買をする場合には、「一般貿易」と呼ばれる方法を

行ってきました。ここでは、一般的に下記のように複数の事業者が間を介在し

ながら商売が行われていきます。 

 

①Ａ国メーカー → ②Ａ国輸出会社 → ③Ｂ国輸入業者 →  

④Ｂ国卸業者 → ⑤Ｂ国小売 → ⑥Ｂ国消費者 

 

 これに対し、越境ＥＣは、下記のように、文字通り国を越えてメーカーと消

費者をつなぐことを目的としています。そのため、間に介在していた事業者を

通す必要がなくなります。更に、越境ＥＣというプラットフォームを通すこと

でメーカーと消費者の間にあった情報の壁も取り除くことができます。 

 

①Ａ国メーカー → 越境ＥＣ → ②Ｂ国消費者 

 

 

（２）「貨物」と「物品」 

 越境ＥＣを使って、国を越えて情報のやり取りが可能になったとしても、売

買が成立した際には、実際に商品が国境を跨いで移動していくということには

変わりがありません。その際、税関では、その使用目的等により「貨物」と「物

品」という分類を行っており、異なる方法で管理しています。 

 

 ①貨物の場合…貿易としての扱いになり、中国に輸入する際には、関税、消 

        費税、増値税の 3 種類の税金が課せられる。更に、商品検査、 

植物検査、衛生検査を受ける必要がある。 

 

 ②物品の場合…郵便物や手荷物などに対する管理方式。行郵税（行李と郵便） 

が課せられる。自己使用や合理的な数量とみなされなかった 

場合は、貨物としての扱いになる。 

 

この違いをふまえて越境ＥＣというプラットフォームを更に細かく見ていっ

た場合、「アリババ.com」などの『B to B 越境ＥＣ』では、その目的はあくま

でビジネスとしての取引相手を、国を越えて探すためのプラットフォームにな

ります。そのため、取引成立後、その商品は通常の貿易手順をふむため、基本
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（３）「価格差」と「確率
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により税率が異なり、②消費税については、商品
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 越境ＥＣは、制度的にはこの税率の違いを利用して行われています。課税さ

れる額が異なるので、税額込の価格で比較した場合、「貨物」として輸入してき

た商品と、「物品」として郵送されてくる商品は、同じ商品であっても価格差が

生じるということになるのです。 

 

 しかし、実態として「行郵税」の課税は、運用面でさらに大きな課題を抱え

ています。それは、膨大な郵便物に対して、検査のための人手が圧倒的に足り

ていないということです。この「行郵税」は、基本的には申告制です。自主的

に申告することが必要です。例えば、越境ＥＣサイトで購入した物品が、課税

対象となる時、それは買い手側負担で税金を納めなければなりません。仮に申

告せずに郵送をしたとすると、検査にて発見された場合にのみ法に基づいた対

応をされることになります。「貨物」として通関を行う際には、基本的には全て

の貨物が管理されており、事業者が虚偽の申告を行った場合のリスクも大きい

のですが、「物品」の場合は、全てを管理できるほどのシステムも人手も確立さ

れておらず、検査されるかどうかは運のような曖昧な要素も含まれてきてしま

います。このように、越境ＥＣの場合は、発見される確率も低く、違反のリス

クも低いということで、多くの人が検査の網をくぐり抜けているような状態と

なっています。 

 このようにして、一般貿易と越境ＥＣでは、税額の差だけではなく、「必ず払

う」か「多分払わずに済むだろう」という確率の違いをも生みます。それは、

海外の商品を求める消費者の目には価格差として現れます。結果、「海淘」と呼

ばれるインターネットを通じて海外商品を買い漁るスタイルが生まれ、更に現

地で「海淘」のために「代購（代理購入）」する留学生などが現れ、日本のオム

ツなどが買い占められていくという現象を生み出しているのです。 

 

 

（４）越境ＥＣのデメリット 

 海通証券が 2013 年に行った市民調査によると、越境ＥＣを利用しているの

は、多くは 25 歳～35 歳の若い層であり、約 65％を占めます。利用する主な

理由は、「国内のサイトでは買えない」「品質が保証されている」「価格が安い」

という項目で占められます。つまり、彼らは、優れた海外の商品が安く買える

ということで、越境ＥＣを利用しているのです。 

 しかしながら、個人郵便による行郵税を利用した越境ＥＣの場合、いくつか

のデメリットも抱えています。海外の業者は、中国の消費者からの発注を受け

た後、郵送で商品を送ります。郵送であるため、配送のリードタイムを自社で

コントロールができません。発送してから数か月経ってようやく手元に届く場



合も頻繁に起こります。また、上述したように、税関で検査をされた場合、追

加で税金を納めなければならなくなる、物品を没収される、貨物としての取扱

いになってしまう、等のリスクがあります。商品を発送してから、到着するま

では、いわば、出たとこ勝負のような面があるのです。 

加えて、越境ＥＣのプラットフォームを通すとはいえ、相手は海外の事業者

になりますので、やはり玉石混合で、中には偽物を販売したり、信義則に反す

るような商売行為を行ったりする業者もいます。仮に商品に問題があった場合

でも、業者が返品に応じてくれるかどうかは難しいところです。 

つまり、逆の面から見ると、越境ＥＣで海外の商品を安く買うということは、

①偽物の商品が混じっている可能性があり、②いつ届くか分らず（届かないこ

ともあり）、③返品も難しい、というリスクを前提とした購買行動なのです。 

 

 

【参 考】海淘のモデル比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．２．２．２．保税区を活用した保税区を活用した保税区を活用した保税区を活用した

（１）政府が越境ＥＣ事業

 前置きが長くなってしまいましたが

た越境ＥＣの試みは、まさに

る課題をふまえて考えられているものです

②リードタイムの短縮、

することを念頭においています

流を管理し、実際に網から

郵税の徴収を確実に行うことを

早いものではなく、下記

行錯誤をしているといった

 

①パイロット事業実施地

 政府は、保税区を活用

許可を行っています。

 

・越境ＥＣ（輸出＋輸入

   上海、寧波、杭州

 

・越境ＥＣ（輸出のみ

   蘇州、青島、長沙

 

 

  更に、5 つの都市においては

ます。これらの都市で試験的

に広げていく流れとなっていきます

 

  上海：跨境通   

  重慶：愛購保税  

 

 

 

 

 

保税区を活用した保税区を活用した保税区を活用した保税区を活用した越境ＥＣの試み越境ＥＣの試み越境ＥＣの試み越境ＥＣの試み    

事業を進める意義と制限 

くなってしまいましたが、現在政府が進めている保税区

まさに、前段で述べた越境ＥＣの従来のモデルに

えられているものです。消費者に対しては、

、③返品などへの対応、④価格の優位性、

においています。また政府自身としては、越境ＥＣ

から抜け落ちている多くの越境ＥＣにおける

うことを目的としています。ただし、その

下記のような制限を設けて少しずつ成果を見極

をしているといった状態です。 

事業実施地の制限 

活用した越境ＥＣの実施について、実施地点

。具体的には、下記の通りです。 

輸入） 

圳杭州、重慶、鄭州、広州、深  

のみ） 

長沙、平潬、銀川、牡丹江、ハルピン、西安

においては、ワンストップ型の越境ＥＣを

試験的に運用されている事業が成功すれば

れとなっていきます。 

   杭州：跨境一歩達  寧波：跨境購 

  鄭州：Ｅ貿易 

保税区を活用し

のモデルに見られ

、①品質保証、

、これらを担保

ＥＣの商品と物

における関税及び行

その動きは決して

見極めながら試

実施地点を限定して  

西安 

を立ち上げてい

すれば、これを全国



 

②その他の制限 

・参入企業の制限…保税区を活用した越境ＥＣについては、特別に設けられた

エリア内に会社を設立する必要があります。上海の場合は、

自由貿易試験区となります。 

 

・対象商品の制限…対象となる商品は、個人が使用するものを想定しており、

消費性の高いものに制限されています。具体的には、食品、

化粧品、ミルク、衣服類、電気類産品などになります。 

 

・購入金額の制限…一回につき購入できる金額は、一人 1000 元（約 2 万円）

までとなっています。ただし、1 個の商品が分けることが

不可能なもので、税関が個人の使用に適すると認めたもの

はその限りではありません。 

 

 

（２）保税区を活用した越境ＥＣの運営モデル 

 保税区を活用した越境ＥＣの最も大きな特徴は、売買が成立した後に海外か

ら商品を発送するのではなく、あらかじめ保税倉庫に保管している商品を売買

する、というところにあります。つまり、この越境ＥＣ上で売り買いされる商

品は、基本的には保税状態のまま保税倉庫に入っている状態ということになり

ます。当然この時点では、まだ関税も行郵税も付加されていません。（ただし、

税関は、保税倉庫に入る際に、商品の種類や個数などの把握を行っています。） 

消費者は、ＥＣ上で気に入った商品を見つけたら、購入画面に進みます。す

ると、価格とは別に商品購入時にかかる税金の額が表示されます。（50 元以下

なら免税）それで問題なければ、商品代金と税金を合わせて決済を行います。 

販売事業者は、消費者からの注文が入ったら、発送作業に移ります。商品は

既に保税倉庫に入っていますから、発送作業は全て国内輸送で完結します。税

関の側は、このＥＣを通じて販売された商品の種類と個数を把握しており、月

に一回まとめて事業者より行郵税を徴収することになります。税金が課税され

るのは、あくまで注文が入って、消費者のもとへ発送されたものだけになる、

という流れなのです。 

 

 

 

 



 

・従来の越境ＥＣの流れ

Ａ国販売者→Ａ国空港

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保税区を活用した越境

Ａ国販売者→Ａ国港又

→Ｂ国税関→Ｂ国国内郵便

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）保税区を活用した

 保税区を活用した越境

のメリットは以下の通りです

 

・物流配送面 

  保税モデル…商品が

        消費者

  従来モデル…輸送のリードタイムが

  一般貿易……国内の

        コストパフォーマンスは

れ 

国空港→空輸→Ｂ国空港→Ｂ国税関→Ｂ国郵便

越境ＥＣの流れ 

国港又は空港→海運又は空輸→Ｂ国保税区→ＢＢＢＢ

国国内郵便→Ｂ国消費者 

した越境ＥＣモデルのメリット 

越境ＥＣのモデルと、従来モデル、一般貿易

りです。 

が先に保税倉庫にある。国内郵便なので配送時間

消費者が負担する輸送費が少なくて済む 

のリードタイムが長い、リスクが高い、コストが

の通販ＥＣか店舗で購入する。敏捷性に優

ストパフォーマンスは高くない。 

郵便→Ｂ国消費者 

ＢＢＢＢ国消費者注文国消費者注文国消費者注文国消費者注文 

一般貿易を比べた場合

配送時間が短い。 

コストが高い 

優れているが、 



 

・商品の品質保証 

  保税モデル…法律で規定された検査を行うので品質は保証される 

  従来モデル…市場が混乱しており、偽物などが横行 

  一般貿易…法律で規定された検査を行うので品質は保証される 

 

・アフターサービス 

  保税モデル…商品は保税倉庫に保管されているので返品への対応も可 

  従来モデル…返品のリードタイムも長く、コストが高い。難しい。 

  一般貿易……問題なし 

 

 

 物流の流れで見てもらえれば分る通り、注文を受けてからスピード勝負とな

る従来のモデルであれば、通常空輸の方法しか選べず、消費者にとっての費用

負担が増します。しかし、あらかじめ保税倉庫で保管しておける保税区を活用

した越境ＥＣモデルであれば、コンテナの混載による海運で輸送費を安く抑え

るということも可能となります。 

 

 また、最も大事なことは、この方式は、政府が越境ＥＣに対して生み出した

「正規の」モデルであるということです。従来のモデルでは、払うべき税金を

くぐり抜けているケースが横行しています。それはつまり、ネットで販売する

際、価格面で優位性を持つということです。この保税区を活用した越境ＥＣモ

デルを普及させようにも、従来モデルが横行している限りは、このモデルは価

格競争に敗れてしまいます。したがって、今後考えられる流れとしては、政府

は保税区を活用した越境ＥＣモデルを磨いていく一方で、従来のグレーゾーン

が残るモデルを厳しく締め出していくことになるはずです。これが、保税区を

活用した越境ＥＣモデルが「正規軍」と呼ばれる所以です。 

 

 更に、メリットとして、不確定ながらもう一つ挙げておくと、この個人使用

に限った方式は、商品が広く消費者に行き渡るわけではないため、本来中国が

輸入を規制しているような商品ですら、販売できる可能性があるといわれてい

ます。通常、この越境ＥＣモデルを活用して売買する場合は、「備案」と呼ばれ

る商品登録をしておく必要があります。そこで、偽物ではないか等のチェック

を行います。保税区を出るときの検査では、登録された内容と商品が合ってい

るかをチェックされます。しかし、この登録の際、求められる内容は、販売を

目的として一般貿易で通関を通過するとき程の厳しさを求められないと言うの



です。理屈としては、個人で使用するものだから、中国で販売が禁止されてい

る成分が入っていても、中国で禁止されているラベル表示がされていても自己

責任でお願いします、ということです。ただし、これは上記で挙げた事業実施

地によって対応が異なるようです。実際に販売をする際には、しっかりと確認

をしていた方がよいと思います。 

  

 なお、現状デメリットしては、国が商品を管理する方式であるため、商品数

が限られているということがあります。様々な会社が出店している従来の方法

や、国外のサイトに直接行って購入する方法などと比べると、選択できる商品

が少ないため、消費者にサイトを選んでもらえない可能性があります。商品の

拡充は、どこのエリアの越境ＥＣにとっても喫緊の課題なのです。 

 

 

３．ＥＣを飛び出す越境ＥＣ３．ＥＣを飛び出す越境ＥＣ３．ＥＣを飛び出す越境ＥＣ３．ＥＣを飛び出す越境ＥＣ    

 これまで見てきたように、保税区を活用した越境ＥＣは、取り組みとしては

新しい方式ですが、越境ＥＣの世界から考えると、後発組と言わざるを得ませ

ん。また、グレーな業者と競って価格面で優位に立てるのかも難しいところで

す。そこで、それぞれの実施地点では、更なる一手を考えています。それは、

ネット上の商品を実際に展示する展示場を設置し、実店舗のように販売しよう

としているのです。まずは、重慶の例を紹介します。 

 

（１）重慶の場合 

 上述したとおり、重慶にある越境ＥＣは、「愛購保税」というサイトになりま

す。 

 

「愛購保税」サイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 現在、こちらの保税区では、このサイト上の商品を展示する「重慶保税展示

交易中心」という展示施設を保税区内に設けています。私が訪問した 2014 年

11 月には、まだ一部のみの開業の状態でしたが、その際撮影した画像を下に添

付しておきます。施設内は、一見するとただの店舗のように見えますが、実際

には展示だけのスペースと販売可能なスペースに分かれています。展示だけの

スペースに置かれている商品は、店員が説明をしてくれますし、値段も表示し

てあるのですが、実際にその場では買えません。お客は、気に入った商品があ

れば、同フロア内におかれたインターネットを使って購入するのです。商品自

体は、1 週間以内に配送されます。一方販売可能なスペースは、普通の商店と

変わりありません。普通に商品を手に取り購入することができます。もちろん

商品は持って帰って構いません。価格は、市場価格より少し安いくらいとのこ

とです。 

この違いを、通関手続きの面から改めて説明します。前者の展示だけのスペ

ースに置かれている商品は、まだ商品が保税倉庫に保管されている状態の物に

なります。したがって、通関手続きを行っていません。これらの商品は、ネッ

トを通じて消費者から発注を受けて初めて「行郵税」の対象となります。重慶

の場合は、この通関前の状態の商品をサンプルとして展示して販売することが

許されているのです。ただし、あくまで商品は保税倉庫にありますので、実際

の販売は全てネットを通じて行われることになります。 

また、後者については、既に通関を済ませている商品を販売しているという

スタイルになります。この場合、払う税金は関税の方です。保管場所は、その

まま保税区内の倉庫である場合もあります。ただし、「市場価格より少しだけ安

い」、これは実施主体側が強調しているメリットです。これは、後ほど、上海の

例でも紹介しますが、単に中間業者を省いている分価格を安く抑えられている

ということのようです。 

 

（重慶保税展示交易中心の写真） 

 

   

 



  

 

 

 また、重慶の取り組みの場合、上述した「重慶保税展示交易中心」を保税区

内に設置して大型の展示場にする一方で、市内の中心地にサテライト店舗を設

けています。下に添付しているのは、解放碑エリアと呼ばれる繁華街に設置さ

れているサテライト店舗です。仕組みは保税区の施設と変わりありません。た

だし、こちらの場合は、展示だけのスペースと販売可能なスペースに分けてお

らず、商品ごとに、①ネットのみで購入できる商品、②ネットと店舗どちらで

も購入可能な商品（ネット価格と店舗価格の 2 重表記）、③店舗で購入できる商

品、の 3 パターンに分かれています。 

 

（サテライト施設の写真） 

   

 

 

 

 

                ←2 重の価格表示 

                上：通常の購入価格 

               下：越境ＥＣを通した価格 



（２）上海の場合 

 上海は、自由貿易試験区という規制緩和を目的としたエリアが 2013 年に設

置され、中国全体でも先陣を切って新しい施策を導入することが求められてい

ます。しかし、注目を集めている分、大胆なことがなかなかできない苦しい事

情も抱えています。この越境ＥＣの分野では、上海は「跨境通」というサイト

をいち早く立ち上げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、外資からの参入も多いのも上海の特徴です。アマゾンは、自由貿易試験

区内に拠点を設けて越境ＥＣに乗り出しました。更に、上海 GL-Plaza は、上

海国際港務集団（ＳＩＰＧ）と共同で、跨境通をプラットフォームとしたイン

フラの提供を行うことになっています。 

 

 そんな状況の中、重慶の展示施設に相当するのが、「 销上海外高橋進口商品直

中心（D.I.G）」になります。こちらは、2014 年 4 月にオープンし、全て輸入

商品を扱う販売店として、昨年非常に注目を集めました。自由貿易区内に本店

があり、2015 年 3 月現在で市内に１４ヶ所、重慶に１か所あるようです。本

店のみを直営で行っており、他の店舗は、フランチャイズのような形で行って

いるとのことです。本店は、約 2000 ㎡の店舗に、食品や海鮮、フルーツ、化

粧品、日常用品など約 7,000ＳＫＵのアイテムが揃っています。2015 年の春

節期間中の 14 店舗（春節時点では 14 店舗）の合計売上は約 7,000 万元（14

億円）、本店のみの春節期間中の一日売上は約 100 万元/日（2,000 万円/日）

とのことです。普段でも、平日で 30 万元/日（600 万円/日）、週末だと 60

万元/日（1200 万円/日）の売上をあげているようです。 

 ここの施設の人気の秘密は、①本物であること、②価格が安いこと、にある



と言われています。一見すると保税区を活用した越境ＥＣと重なり、越境ＥＣ

の延長線上に存在するイメージを持つのですが、実は、現在のところ重慶のよ

うに跨境通と密接につながっている訳ではありません。彼らが販売している商

品は、実は、中国の貿易会社が海外から一般貿易として中国に輸入してきたも

のばかりです。Ｄ.Ｉ.Ｇと契約を行った貿易会社は、商品をＤ.Ｉ.Ｇが保税区内に

保有している倉庫に搬入します。Ｄ.Ｉ.Ｇは、これらの商品をそれぞれの店舗に

配送するという仕組みを取っています。いたって普通の仕組みなのです。ただ

し、業者との契約時点でしっかりと選別を行うので、偽物が入って来るのを防

いでいます。また、価格の面ですが、実際には、市場価格より数元安いかあま

り変わらないくらいの金額になっています。価格面での優位性を保つための秘

密は、やはり重慶の場合と同じで、通常の商流であれば間に入って来る一次卸

や二次卸などの中間会社を省くことでコストを抑え、中国の小売店では通常設

定されている棚代や出店金などの費用を取らないことで、その分安く仕入れて

いるとのことです。 

 

 

 

 

    

４．最後に４．最後に４．最後に４．最後に    

 中国では、現在輸入品に対する根強いニーズが存在しています。それは、自

国の商品に対する不信感から来ています。食品の偽造や偽装により引き起こさ



れる健康被害が後を絶たず、消費者は徹底的に中国の商品に対する信頼を失っ

ています。そうした国内での不満に加え、今やネットや携帯により、外国の情

報が何でもリアルタイムで入って来る状況が実現しています。これらが組み合

わさり、越境ＥＣという購買スタイルを生んでいます。 

 こうした購買欲は、中国国内の商品の質の向上が確保されるまでは、一定程

度続いていくと思われます。中国政府も、そうした趨勢はよく心得ているので、

保税区を活用した越境ＥＣという新たな施策を実施しているという背景があり

ます。こうした隣国の海外製品に対する渇望と、その渇望を潤すためのツール

の提供。これが今後描いた通りに進むのかどうかは分りませんが、隣国で起こ

っている変化として認識しておくことは大事であると思います。 

 

 

 

※この報告書は、各関係機関から聞き取った内容及びインターネット上で収集 

 した情報を元に作成しております。現時点での運用の状況や個別の事業につ 

 いては、改めてご自身で内容を確認することを強くお勧めします。 
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