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はじめに

fなんや味気ないものやなあ，海を越えたところで切った貼ったが

あるから貿易は，おもしろいんやけど。jこれは，小生が“EDI”に

ついて初めてゼミで発表したときの森井清教授（元広島修道大学商学

部教授）の第 1声である。 1988年の暮れの事だったと記憶している。

あれから10年を経過した。その森井先生の赴報を受けたのは，今年の

春であった。当時「コンビュータで商売をするようになる。若い者が

こういう分野を研究しないでどうするJといわれて，慌てて EDIと

いう用語を調べた。92年に最初の論文を学内論集に公刊してから，93年

には『貿易実務ダイジェストj誌 94年に日本貿易学会での発表と，

毎年自分なりに少しずつ貿易商務論を専門としながら，電子商取引に

ついて見識を深めてきたつもりである。残念な事は，森井師のお元気な

聞に単著書を l冊謹呈したかった。本書は，森井師へのレクイエムで

もあり，小生のこれからの研究を深めていくための第 l歩にしたい。

電子商取引（EC）という分野に明るい方は，先ず本書のタイトル

に不可解なものを感じられているかもしれない。稿中にも記している

が， ECは国境というボーダーを意識しない取引形態である。ローカ

ル（地域）という概念が存在しないのだから， EC自身がグローバル

であり，“国際”と付ける必要はない。タイトルの“国際”は，貿易

に係わる ECという意味から冠したまでである。“貿易”は国際商取

引であり， f貿易の電子商取引jでは，ロジックとして馴染まない。

そこで，苦肉の策として本書のタイトルとなった。

本書の目的は，貿易立国として繁栄を続けてきたわが国にとって，

また，諸国民の富を増大させるはずである国際分業としての貿易が，
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EC化することでどれだけの効用がもたらされるのか，そのひとつの

側面の把握を試みることにある。 ECの昨今の動向を索描すること

は，なにも小生ごとき若躍がするまでもなく，貿易商務・コンビュー

タ・法律などの分野それぞれにスペシャリストが各界でご活躍されて

いる。小生が本書で何を，また本書の中でどのように独自性を出して

行くかという点については，浅学非才故にかなり苦しむことになっ

た。ただ，ブームのようになっτいる ECが，取引の本質を根源から

変えるものではなく，新世紀を前にして大きな技術革新のー端を担っ

ており，それが単に技術に留まらず，人々が築き上げてきた商取引に

大きなイジパクトを与える財産として，地に足をつけて育てていかな

ければならないものだという意識は持っている。商取引は，商流，物

流資金流という 3つの要素から構成されている（第 I章参照）。 EC

によって， 3つの流れがいかに変質しようと商取引は商取引であり，

ビジネスはビジネスである。－愛というものが，どれだけ異質なもので

あっても，夫婦の聞でも，そうでなくても，宗教的に相容れないもの

であっても，親子の聞でも愛の本質は変りえない。それと同様の之と

が商取引やビジネスにも言及できるはずである。昨今の“ECが根源

からビジネスを変える”ような論議には一言を呈したい。 ．

本書は，これまで10年間に公刊じてきた，論文などの集大成に終わ

ることなく，様々なビジネスの局面でのEC化の動向と問題点を中心

としているがi残念ながら，小生独自の切り口を持って著述できたと

は思っていなし、。様々なメディアの情報のパッチワークになってしま

っている。前述のとおり，これからの研究を深めていくための第1歩

として位置付けるに留まった。この点については，大学時代の1984年

から公私ともにご指導頂いている山川健教授（大阪産業大学経営学部）

には，常に折に触れ叱略激励を頂戴しているれ小生の独自性という
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点では，今だにその片鱗さえも先生に提示できないでいる。不肖かっ

自称の弟子ではあるが，あきらめずにいて頂きたいと勝手に考えてい

る。

本容が生まれた経緯には，新堀聴博士（日本大学商学部教授）の

ご厚情があった。小生のような若輩の者を博士が主催者の御一人であ

る貿易取引研究会に参加させて下さり，最先端の実務家・学者の研究

を聞かせて頂く機会を得ることができたばかりでなく，学術書には大

変厳しい出版状況である昨今，この書が世に出るきっかけまでお与え

頂いた。記して謝意を表しても足りないぐらいである。研究会の諸先

生にも感謝申し上げる。研究会は，この11月に国際商取引学会とじて

博士を初代会長に船出した。若き同学の徒としては，末席で研鎖を続

けさせて頂〈所存であり，今後も変わらぬご交誼とご指導・ご鞭援を

お願い申し上げる。

末筆となったが，拙著公刊に際して東京経済情報出版社長の松元司

氏には，校正・索引のみならず，著述のノウハウまでご教示頂き，感

謝の念に絶えない。氏は？森井師の最後の著作となった『貿易と国際

法J(1991年刊）の発行元である同文舘にて編集を担当されていたと

聞き及んでいる。人の世の不思議な出合いと繋がりを感じざるをえな．

し、。

最後に，なによりも院生時代から苦楽を伴にしてくれた妻と 2人の

息子逮，そして両親にこの書を捧げたい。

1998年11月 神戸市学が丘の研究室にて

河野公洋
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同本書の利用のしかた

本書の利用のしかた

Oコンビュータは苦手だとか，国際取引は関心がないという方のため

に，分野に偏ることなしなるべ〈商取引のEC化が理解できるよ

う心がけました。

く〉本書によって商取引のネットワーク化を身近なものと感じられるよ

うになり，業務の中でコンビュータをうまく活用して頂ければ幸い

です。

く〉巻末の用語集は，貿易の専門家がコンピュータのiまたコンビュー

タの専門家が貿易や商取引の専門用語を知る一助にじて頂ければと

不完全ではありますが掲載しました。

く〉稿中のカタカナ表記は，できるだけスペルアウトしていますー他の

用語集などもご参照頂き，本書を読む一助としてください。

。時代の流れの早い分野の著述ですから，章末・稿末（参考文献？に

記載のホームページの URLを参照して頂き，最新情報と共に本書

を読む一助として頂けますと幸いです。

く〉章末・稿末のホームページのURLは， 1998年夏・秋のものです。

変更されている場合がありますことをご了承下さい。
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第 1章若干の概要

1 .商取引とは

(1 ) 商取引の一般的定義

「電子商取引でビジネスが変る，取引が変るjという主旨の言葉を

耳にするようになうてから数年が範邑した。なるほど洋の束西を関わ

ず時代の要請を受けて取引は変貌してきた。しかL，それはシステム

上の変化であってビジネスや商取引の本質は変ったのだろうか。電子

商取引（ElectronicCommerce ：以下， ECと略称する）を取り，込むこと

で変えることができるのだろうか。

商取引の歴史をたどるとjそこには人類が富を得，ぞれを増大する

ために絶えまぬ生産の拡大が試みられたことによって，取引が拡大，

発展，革新じた変遷がうかがえる。

一般に，社会に存在するさまざまな資源の分配活動を経済活動とい

う。これには利益をあげること（元の財産を増やすことを目的とす

る〉．と，必ずしも利益をあげることを目的としない行為がある。わが

国商法によれば，利益をあげることを目的主した行為を抽象化し，，利

益のみを追求する行為として定型化した行為を商取引としている。こ

れには①絶対的，②営業的，③附属的商行為の 3穏があり汽またビ

ジネスという概念の基礎となる絶対的商行為と営業的商行為を基本的

商行為と呼ぴ，逆にビジネスという概念から導きだされる附属的商行
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為を補助的商行為と呼ぶ。商取引はすべて法的効果を生じる意思表示

行為いわば，法律行為（法的効呆を生じる意思表示行為）である（な

お附属的商行為には法律行為のほかに準法律行為である事務管理も含

むと解されている）回。いわば法律行為を行う意思の中に営利＝利益

獲得目的がある行為が商取引になる。

商取引は常に生産と相互依存関係の上に成立する回。生産と商取引

は消費という最終目標に志向しているが，商取引は，生産と消費の中

間にあって，双方への仲継的機能として働く。それは「また売りJま

たは「仲継的売買jの専門的機能といえる。商取引とは「また売りJ

するという目的のために f買い入れるJ経済機能でありi「また売りJ

の機能と，「買い入れる」機飽の経済的効率を計るものが商取引の目

的といえる。その経済的効率とは「また売りJと「買い入れるjとの

聞に生ずる利益の大きさをいれわが国商取引の上ではこうした形体

を，「卸J，「商社jというが，「売るJために「買うJ，その聞に差益

を求めるo いわゆる「小売jもこれにあたる。すなわち物を仕入れ

て，それを売るということで，そこに「買い」と「売りjとの2面の

働きがある。買うことのみで自らでこれを消費してしまうとか，買わ

ないで自らで作った物を売るだけということではない。商取引という

意味は，必ず 2面の活動がそこに考えられる。言いかえれば，物を

Aの所有から Bの所有に置き替える所有権の移動によって生ずる差

益の取得にある。そこに財の「商流jと「物流jの原理がある。簡単

にいえば，右から買って左へ売ることといえよう。

こうした購入販売，売買の置き替えを，一般に商取引としている

が，これを職業的な常時の仕事としているものが商人と呼ばれる。商

取引は見方によって広義にも狭義にも解釈される。一方で買い，他方

で売るという行為を商取引と意味するが，商人だけでなく生産者．の試



第 l章若干の概要 5

みる販売も，生活者の試みる購買もあり，それもひとつの商取引であ

る。こうした場合には，売買活動は片側だけであるが，その活動は，

商取引として解される。いずれにしろ商取引は生産と消費の中間に働

く経済機能であるペ

このように広義に商取引を解していくと，商取引とは一般的な意味

で「商業」と呼称されるものと同じ意味になる。マーケティング，広

告などと内容が，同じになる場合，前述の商取引と区別して，総括し

て「ビジネスJと総称される。商取引において取り扱う対象物は物だ

けとは限らない。貨幣そのものでも，サービスでもよい。すべての交

換取引が商取引という見方もある，こうした物や金やサービスを，双

方の等価関係の認識のうちに給付し，反対給付する。そうした企業取

引をすべて商取引という見方もできる。こうした商取引を，物を買っ

て売るという再販売購入と理解した商取引と区別して広義の商取引と

して位置づけられる。ょうするに，商取引は生産と消費の中間にあっ

て，物またはサービスに限らず金または信用の売買，取引をする業務

をすべて含めて価値の移動による差益を求めることを「ビジネスjと

いえよう。

(2) 史的定義と本書での定義
g9なH

語源的に考察しても「商Jの文字については，古代中国において

f章其遠近，度其有亡，通四方之物J（白虎通）という解釈がみられ

る。これは人がその遠近を明らかにし，その有無を量り，四方の物財
g9ない

を通ずること，これが商といい，物財を通ずることー物資を移転する

こと，これが商－という意味でもある。わが国においては，「あきなひ

（商ひ）Jという語は，収穫の秋（あき）に，飽（あ）き満ちた物資

を，宥左（みぎひだり）する。ないしは，売買移転することから意味
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づけられている。「あき」は秋（あ討に由来し，秋は百毅飽き満ち

るに由来する。「なふjは為す（なす）すなわち秋に収穫したものを

売るという意であるというーすなわち剰余物の売買移転，これがあき

なひ（商ひ）だという（東雅（新井白石））健三

前述のように，商取引を経済活動の一端と考えると，「生産jと

「消費jまたは，「需要」と「供給J,T売り手」と「買い手jの聞に商

取引（トレード）が存在する。これは，売り手と買い手の聞に「懸

隠J（隔だり，ギャップ）があるという認識に立つ。この懸隔は，経

済が発達するほど大きくなり，①生産者と消費者が別人（社会的懸

隔），②生産場所と消費場所が別（場所的感隔j，③生産と消費の時間

が異なる（時間的懸隔），④価値的懸隔，⑤情報的懸隔などが現代で

は益々広がっている。

いずれにしろ，商取引は生産と消費に対して仲介的機能を持つもの

で，その機能とは，いわゆQ市場関係ないじ交換関係をその依りどこ

ろとしている市場の流通機能そのものといえよう。さらに流通機能を

市場関係ないし交換関係を生むものとしてとらえれば，①売買される

物と，これに対して支払われる対価との聞の売買契約関係，すなわち

「商流J，②売り手（供給者）と買い手（需要者）との聞の「物流J,

③買い手から売り手への「資金流jという3つの関係が見いだされ

る。このことは，商取引を広義にとろうが，狭義にとろうが，そのい

ずれも，この3つの関係成立がビジネスを意味づける。別の言い方を

すれば，これらの3つの関係こそ，市場におけるすべての商取引にお

いて共通し，商取引の概念の構成要素を形成しているということにな

り，この3要素が，商取引機能を構成する主要素といえる。体系的な

商取引の研究には，歴史的，商品的，機能的，法律的E事例的など，

種々の方法があるが，本書では，事例の研究を主体にする。
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2.商取引はかわるのか

「電子商取引でビジネスが変る，取引が変るjのかという本題に戻

るが，商取引の概念のなかで，前述の懸隔というものが存在し，商

流，物流，資金流のそれぞれに経済の発展れ懸隔を拡大させていっ

た。商取引という事象が人間の歴史に現われたのは太古のことであっ

たろうから，長い歳月の聞に文化，宗教，社会的環境から変化し続け

るのは歴史的必然とも言えよう。人類は，英知をもってこの懸隔を埋

める努力をしてきた。しかし残念ながら商取引の本質を変えること

はできそうにはない。文化的，宗教的，社会的な環境や商取引の3つ

の概念である商流，物流，資金流という 3要素がいかに変質しようと

商取引は商取引であり，ビジネスはビジネスから変りえない。パラダ

イム転換（シフト）はありえてもベ ECというものは商取引の本質

から変りえない。

では，電子商取引によるイノベーション（革新）は，無力なものな

のだろうか。 ECという言葉は，新聞や雑誌などのメディアに載らな

い日がないくらい，現代社会の大きな潮流になっている。イントラネ

ットやインターネット（詳細は後述）をはじめとするコンビュータ・

ネットワークの急成長に伴って，ネットワーク上での商取引が，すで

に実用化の段階に入った，バーチャル・ショップ，バーチャル・モー

ル（仮想商店，仮想商店街）が登場し，生活者が自宅に居ながらにし

て，パソコンの画面上を，ショッピングするように，購入するという

話題が頻繁に取り上げられるが，商取引としてのインパクトは，そう

した企業対生活者のビジネスよりも，むしろ企業関ビジネスにある。

これまでのビジネスの仕組みが大きく変わってきている。詳細は次章
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にゆずるとして，例えば，製造業者が部品を調達する場合，従来であ

れば旧知の付き合いのある企業（例えば，系列下）に，必要とする技・

術仕様（Spec：スペック）を提示し，それに従って作らせ，納品させ

ていた。しかし， ECにおいては，そのスペックをオープンなネット

ワーク上（完全にオープンか，業界内でオープンかは別）に提示し，

誰でもがオーダー（Order：注文，発注）できるようになる。したがっ

てこれまでは，取引のなかった部品メーカーでも，品質や価格などに

競争力さえあれば，そのビジネスに参加できる。製造業者は，部品を

国境などを越えて広く，調達できることになり，そのメリットは測り

しれない。また逆に，部品の供給者側からは，中小企業でも，地の利

が悪くても，能力次第て世界を相手にビジネスができる。またショッ

ピングモールなどの対生活者のECも，これまでのビジネスの在り方

を大きく変えるだろう。広告の在り方なども変り行くとともに，生活

者に限らず，顧客はネット上にインタラクティプ町な関係を構築して

いく。顧客は，パソコンを前にしながら求めるものを世界中から検索

できるわけだから供給者側は，さらに厳しい競争にさらされる。この

結果，価格破壊という昨今のわ・が国に起っている，デヲレ・ムープメ

ントは，内外価格差の解消という形でさらに促進されることは間違い

ない。

ECは，経済・社会全体に大きなインパクトを与える。とりわけ商

取引に伴う決済システムの分野（資金流）で，電子マネーが本格的に

導入されると，そのインパクトは測りしれない。また，商流の動きが

変り，同時に物流も変るはずである。折しもアメリカで80年代に起っ

たフィジカル・ディストリビューション（物流）からロジステイク

ス凶へのイノペーショシは，わが国企業でも遅ればせながら，不可欠

なものと考えられている。 ECの導入によるロジステイクス化は，時
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代の要請ともいえよう。

ECは，単に商取引形態の変化だけではなく，関連するさまざまな

分野で，既存のパラダイムを転換させるようなインバクトをもってい

る。それは，消費・生活者行動，顧客マーケティング，流通システ

ム，さらに産業構造や社会システムにまでに至る極めて広範囲に及ぶ

ものとなる。特に，流通システムの組み替えは，企業主導から生活者

主導（川上主導から川下主導）への転換を志向するものであり，流通

の解体といってよいほどの大きな変化である。また，小売業の顧客マー

ケティングについても，すでにマス・マーケティングからパーツナル・

マーケティングへという，バラダイムシフトが現われはじめている。

注1 本邦商法第3編第l章参照。

注2 大判昭6・10・3民集10巻10号， 851頁．

注3 室井織衛『商業体制の理諭3訂版j税務経理協会＇ 1997年＇ 46・47頁参

照。

注4 室井，前掲書＇ 1997年＇ fi6頁参照。

注5 室井，前掲曾＇ 1997年， 48頁参照。

注6 思考の．枠組みの変化の意味で使っており，従来の連続的延長ではなく，

正しい意味での進化｛進化とは，過去の延長的改善ではなく，突発的な変

化が引き起こす，あるいは引き起こされた結呆）であり，非連続的な変

化・転換のこと。ダイヤモンド編「エレクトロニック・マーケティングの

本質と実践Jr電子商取引のマーケティング戦略jダイヤモンド社， 1996

年， 49頁引用。

注7 インタラクションについては，国領二郎， rネットワーク上の顧客間イ

ンタラクションJ1996年， http: //www. kbs. keio. ac. jp/kokuryolab/ 

pa戸時／199600νinteract.h回叫参照。

注8 ロジステイクスの考え方については，三木楯彦「ロジステイクス入門J

h抗p:・//www. dis. osaka-sandai. ac. jp/miki/logi/nyumonhd.h加11参照。
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第2章電子商取引とは

1. ECとは

( 1) ECの定義

人類のこれまでの歴史の中で，企業や個人の聞の商取引は，関係者

が直接やりとりしたり，文書や電話などを利用することによって行わ

れてきた。それが情報技術の発展と普及によって，コンビュータ・ネ

ッ下ワークを通じて行うことができるようになった。これがECであ

る。さらに，広義に解釈すると行政，企業，個人などの経済主体とな

り得るものすべての間でのあらゆる経済活動（商取引，設計・関発，

広告，マーケティング，決済など）をコンビュータ・ネットワークを

用いて行うシステムと定義できる。これには， EDIや CALS（次項）

もすべて含まれ，単なるシステムだけではなしそのシステムで実現

される社会までも含めた形で呼称をもされる。

かつて通信（Coresponnding）とコンビュータ（Compeuter）と

を結合させる意味で， C&Cなどと呼称した。最近は，一般家庭を含

めインターネットが急速に普及したため，コンビュータ・ネットワー

ク上でのオンライン・ショッピングを ECと指すことが多くなった

が，わが国だけでなく，世界中のネット上での電子化された商取引全

般をECと呼ぷ。オンライン・ショッピングとは，買い手がインター

ネット上のヴアーチャル・ショップ（仮想商店）内の品物をウェプ
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やEメール（電子メール）で発注すれば，商品が発送されるもので

あり，他のどのようなメディアによる注文よりも簡単かつ即時性が高

い。これは，特に生活者対小売業者に限定されたものでもなく，小売

業者と卸売業者や小売業者と生産者などの受発注や商品の提供・購入

時にも JIT(Just in Time）の実現には，有用な手段として利用が拡

大している。もちろんインターネットのようなオープン・ネットワー

クだけでなく，イントラネットなどのクローズドなネットワークによ

る取引も ECである（むしろ現段階では，こちらの方が主流である）。

インターネットを舞台にしたものに代表されるサイバー・ビジネス

（コンビュータを利用したビジネス）の本格的展開によって，商業形態

や流通システム，マーケテイング戦略などの，小売・流通にかかわる

ビジネス・システムは，根本的な転換を要請されるようになる。すな

わち，このサイバー・ビジネスに対してはh ビジネス運営上の既存の

) レールや権力構造を適用することは意味をもたない。というのは，既

存のリアル・ビジネスでは，現実に存在する空間と時間の支配カ（い

わゆるシェア：市場占有率）が企業のカであるが，サイバー・ビジネ

スに対Lては，そのルールはまったく通用しないからである。もとも

とインターネット上のビジネスは，空間に依存しないことや， リアル

タイムに情報交換が行われることに特徴があった。したがって，そこ

での企業の形態やマーケティング戦略も，既存のビジネスとは，まっ

たく異なったものになる。こうした特徴をもったサイバー・ビジネス

のビジネス・システムは，次のようなものになるー

①商品やサービスを購買Lたい人と販売したい人とが，インタ

ーネットなどのネット上で，ダイレクトにネットワークされ，一

方が利用者で，他方がプロパイダーの関係になる，もちろん両者

の閑には，インタラクティずな関係があり，自在に，その役割を
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変更することができる。

②世界のどこからでもアクセスが可能であるため，取引の場

は，当然，グローバルかつボーダーレスな市場になる。したがっ

て，セキュリティ面で，ある程度の信頼のおける電子決済の仕組

みが完成すれば，小さな組織て世界をターゲットにしたビジネス

の展開が可能になる。

( 2) ECの分類

このように，インターネット時代の到来によって，ビジネスの担い

手や企業と顧客の関係，ビジネス・プロセスやビジネスの形態が，大

きく変化することになるふしたがづて，台頭しつつあるサイパー・ビ

ジネス群は，経済システムや社会システムを，実際のビジネスの場を

通して，自にみえる形で変化させる既成秩序のカテゴリー・キラー

（破壊者）ということもできる。

わが国でも，＇ 1995年半ば以降，通産省を中心に， ECの本格的推進

に向けた対応が図られており，これまでに数種類のプロジェクトが設

定されている。詳細は後述するとして，これによると， .ECは，取引

主体者（一般的にプレーヤーと呼称する）の差異によづて，

①企業内EC

② 企業関EC(Busip.ess to Businessまたは Bto B). 

③生活者一企業関EC(Consumer to BusinessまたはC-to・B) 

との 3つの分野に整理できる。①と②は，主に，ビジネス・ユース

(Business Use）のECであり，産業や業種の特徴に応じた対応が必

要な領域である。③は，小売業やサービス業を中心に，生活者として

の消費者と企業の関係から発生するビジネス・システムである。さら

に②の企業関ECは，そのネットワークの特性によって，fオープ
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ン・ネットワーク型ECJと「特定企業関型ECJに区別した対応が

求められる。このようにわが国では，初期段階にある ECもアメリカ

では，すでに EI・(Enterprise Integuration）が提唱されており，分

類の段階から，企業関，生活者・企業間合どの統合による EC時代を

迎えつつある。

2-. EC登場の背景

(1) 経済の成長

第2次世界大戦後， 50余年を経過したわが国経済の変遷過程には，

われわれが認識しなければならない幾つかの節目がある也九戦後の経

済復興の名の下にアメリカ，ヨーロッパの先進資本主義諸国を凌ぐ

GNPの高成長率は， 1960年代の政府の所得倍増計画とともに続き，

1968年にはアメリカに次ぐ世界第2位の経済大国となうた。経済白書

i幻956年， GNP.I.人当りの水準が大きく回復したのを契機に「もは

や“戦後”ではない。われわれは異なった事態に直面しようとしてい

る。回復を通じての成長は終わった。今後の成長は近代化によって支

えられるJと述べている。その後h わが国経済は1971年のニクソン・

ショックによって，それまでの固定相場制は崩壊し，変動相場制へ移

行，円高という基調に入った。この円高は1994年にはついにニューヨ

ーク市場で1ドル＝・79円をつけるに至った。また，この間， OPEC

は， 1973年原油公示価格の一方的な値上げを宣言し，石油ショックは

圏内に異常な物価上昇をもたらし，年率30%以上というインフレ状況

が“狂乱物価”と呼ばれたことは記憶に新しい。

しかし，ここに至って急速な発展を遂げたわが国経済は戦後初めて

マイナス成長となりj文字どおり低成長時代へとシフトすることにな
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る。ところが，このような円高，石油ショックという環境変化に対

し，わが国経済は内需拡大，円高下による海外進出，金融の自由化と

緩和策によって， 1985年の円高不況以降，パプル経済が出現する。い

わゆる平成景気がこれであるーその後1991年夏からの俗にいう乎成不

況は周知のように長期であり，戦後初めて成長率がマイナスとなづ

た。長引く不況はペ単なるパプル経済の崩壊によるものではない。

それは複合不況と言われるように，従来型のいくつかの種類の不況と

バブル崩壊によってもたらされた，あらたな不況の波が同時多発的

に，そして継続的に起こった結呆だと考えられる5経済企画庁の「景

気動向指数J(DI= Diffusion Index）闘によると，幾度とな〈，景気

回復の兆しがみられるとの判断がなされたが，長期化する消費不況に

その基調は明確には見られないのが実情である。

( 2）・生活者と市場環境の変化

1985年のプラザ合意以後，円高不況が叫ばれるなか，わが国は1986

年後半から内需拡大により景気は好況に推移した。また， 1990年635

億ドルまで減少していた貿易黒字は一転して拡大し， 1993年には過去

最高の1,400億ドル台に達した制。

このような経済環境下において生産技術の高度化，コストダウンを

図った海外への技術移転，それに伴った製品の高級化，高付加価値化

はいちだんと進み，また，金融の自由化，一般投資家の株式ブームは

バブル経済をより助長させ，わが国経済は1986年11月～1991年3月ま

で平成景気と呼ばれる好況期を経験した。この平成景気に生活者ニー

ズは個性化，多様化し，高度情報化社会の到来とともに加速度的に市

場を成熟化させた。しかし，世界同時不況の色合が強まる一方，アメ

リカやヨーロッパなどの先進諸国におけるわが国市場の早期開放要
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求，輸入規制の緩和，内外価格差の是正など，経済不均衡に対する対

日感情は激ししわが国市場経済は従来の経済システムでは対応でき

ない状況に置かれながら，バブル経済の崩壊と同時にこれまで内包さ

れた様々な問題を露呈した。

長期不況下での様々なわが国政権は，政治改革，税制改革？経済構造

改革を基調に「消費者，生活者重視Jの政治を訴えた。そして，バブル

経済の終罵，円高不況，長期化する景気低迷に企業はリストラクチュ

アリング（再構築の意），リエンジニアリング（技術革新の意）の名のも

と不採算部門切り捨て，人貝整理，コストダウンに見舞われ，日本的

経済・経営に代表きれる終身雇用，年功序列給与制度は狼幹から崩れ

ようとしている。このようなめまぐるしい環境において，生活者意識

は大きく変わった。実収入の伸ぴが物価上昇分を吸収できないほど小

さかったにもかかわらず汽平均消費者性向凶はマイナスになった。

すなわち，生活者の財布の紐は，家計の可処分所得の実質的減少の

可能性からより一層圏くなっている。しかし，景気低迷によって生活

者心理が萎縮し，購買意欲は薄らいだ反面，生活者が自分なりの価値

観，鑑識眼を持った消費行動が顕著に現れたことは事実である。これ

を如実に現したのが，パプル崩壊前後から急成長しているカテゴリー

キラー逮である。この業態は，薄利多売（低マージン），ローコスト

オペレーション，商品の高回転率によって経営が行われるが，生活者

へのアピールは何といっても商品の大幅な価格の値引きである。例え

ば，日常雑貨（コモディティグッズ）の消耗品については，商品の差

別化よりもむしろ，価格訴求カにあり，この傾向は今や買い回り品に

ついても例外ではない。これは商品の機能（使用価値）に大差なけれ

ば，プランドや価格にこだわらないという生活者の意識が着実に定着

している証しでもある。



16 第 I編電子商取引の概要

上述したように「生活者は自分なりの価値を重視し，ノぐりューに対

する厳しい価値観をもっ生活者もふえている。購買行動は明らかに変

化し，買い回りもふえ，顧客接点の高度な対応が要求されているjの

である断。このような理由からディスカウント・ストア，アウトレッ

ト，オフプライス・ストア，ホールセール・クラブ，パワーセンター

など新たな業態が生活者に支持を得ている。いずれにしでもデフレ傾

向下に景気の回復が模索されている。

きて，本来わが国では，価格決定権はメーカー側にあり，これまで

わが国の流通システムにおいて「価格」が焦眉の的となることはまれ

であった。どちらかというと，これまでの生活者は「高くて良いも

の，高いから良いものJといフ意識が強〈働き，プランド・パトロナ

イゼーション（プランドへの忠誠心），高価格といった非経済性が購買

の意思決定にかなりのウエイトを占めていた。しかし，輸λ規制緩和

による内外価格差の実情，大手小売業者による PB・(Private 

Bland ：プライペート・プランド）商品の導入などによって， NB

(National Bland ：ナショナル・プランド）商品との差別化はいちだ

んと縮まり，この“価格破壊”という現象カえわが国の高い物価水準

の見直しに一石を投じる役割を呆たしている。

しかし，価格破壊と個人消費の低迷が続くなか，ディスカウント・

ストアとは対称的に百貨店やスーパーの売上げは大幅にダウンし，全

国百貨店の売上げ伸ひ寧ば90年第 1四半期をピータに急速に下降。ス

ーパーも91年第2四半期以降ー急激にマイナス成長に転じた目。景気

動向指数DIによるとi現在，生活者の購買意欲も徐々に回復基調に

あるが，バブル経済全盛期からパプル崩壊後に至る今日の消費不況下

に生活者の購買行動，そのライフ・スタイルは大きく変化し，既存の

流通はもとより，わが国の商取引構造は，新たな局面にその対応を迫
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られている。

(3) 生活者の購買行動と EC化

本来，生活者の購買行動は，まず生活者の行動そのものと外的要因

という 2つの要因を考える必要がある。生活者行動のダイナミズム

は，個々の生活者や消費者団体，そして刻々と変化する社会情勢のな

かで把握しなければならないし，生活者行動はマーケティング戦略の

発展と同様に重要な関わりを持っている。また， f消費者行動とは，

消費者が自分のニーズを満たしてくれると考えられる製品，サービ

ス，アイディアなどを探索，購入，使用，評価するために示す行動を

いうJll9と定義している。概して，生活者は商品を購入する際に，商

品そのものの魅力，商品広告，陳列，プランド， ：価格などによって刺

激を受け，この刺激に対して反応する。また，生活者は自らの心理的

要因に影響を受け，この外的要因と心理的要因との葛藤が購買行動に

つながることになる。

しかし，生活者のライフ・スタイルに基づく購買行動は，好況に推

移したパプル経済において生活者ニーズの多様化をはじめ生活者の商

品，モメに対する知識，J情報，こだわりによって大きく転換した。そ

れは，生活者にとってまさに“一物一価”のように，より個性化，細

分化され，その結呆，生活者はライフ・スタイルの大きな潮流によっ

て高品質，高品位，低価格志向の購買行動が前提となっ・できた。とこ

ろが，パプル経済崩壊後，生活者を取り巻《環境の変化は，長期化す

る不況と雇用情勢の不安，企業の経営体質の強化によるリストラやダ

ウンサイ・ジユィグの影響から所得の減少， また？円高下による円高差益

と内外価格差，輸入規制緩和による低価格商品の市場への参入によっ

て好景気にみられた高級化，大型化，高付加価値化，超－プランド志
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向，多機能化からその様相を大きく変えた。その背景には，バブル期

に培われた生活者自らの価値観によって商品の購買場所，購入価格，

商品の選択が決まり，その結果，購買行動は相対的に低価格かつ高品

質・笑質志向となってきた。

このような生活者の購買行動の変化に伴って市場環境も急速に変化

し，多様化・個性化する生活者ニーズにディ－スカウント・ストアをは

じめとした新たな業種業態が発展してきた。今回の消費低迷期におい

て凶，倹約タイプは全体の57%を占め，その内，

① 買物に際して本当に必要なものだけを買う……71.2%

② チラシなどをよく見て研究してから買うようになった

……39.5% 

③ ディスカウント・ストアを以前よりも利用するようになった

……28.6% 

など，慎重で賢い生活者像が浮かんでくる。これと同様に次のよう

に指摘がされている。「チラシ効果は，掲載商品の 2割しか売れない

のが実情であり，特売セールには余分な値イ寸け作業や補充作業を誘発

させ，目玉商品のトイレットペーパーや洗剤，ティッシュペーパーな

どのかさばる商品だけが売れ，肝心の利益商品は売れ残ってい

るJ住11。

また， 8つの小売業態（ディスカウント・ストア，食品スーパー， －

通信販売，一般商店，百貨店，高級専門店など）における異物回数を聞い

たところ剖Z，百貨店や高級専門店での買物回数は減って，ディスカ

ウント・ストアの利用を増やす生活者や生活者の生活サイズに応じた

購買形態が多いことが明らかとなった。このように生活者の低価格志

向によって業態聞の“乗り換え”が起こり，低価格志向の度合いが，

家計の引き締め意識と密接に関連していることが明らかとなった。現
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在，生活者は自分の個性を大切にし，自己の本当に必要なもの，欲し

いものを求めていく“ソフトセルフィッシュ”（穏やかなこだわり志

向）という消費のスタイルが中心となっている。バブル経済崩壊後，

生活者購買行動は大きく変化したが，「生活者による商品の絞り込み

および売れ筋アイテムの限定が，すなわち，賢明に思われる生活者の

購買行動は，実は多様性の中の集中化を行っており，多くの生活者の

求めているモノが特定の商品に集中しているj1£13と，換言できょう。

次に，生活者の購買行動と意識について，生活者が重視している点

は，商品選択の幅の広さ，購入に際しての利便性，購入店舗の信頼

性，価格など心理的側面が強〈影響しており，従来から支持を得てい

た総合スーパー，百貨店の人気は高いものの，ディスカウント・スト

アやコンビニエンス・ストア，専門店など商品に個性のある業態へ関

心が高くなっている。ごれは，日用雑貨など生活者の商品意識が十分

に浸透している最寄り品ではもはや差別化は難しいが，生活者ニーズ

の多様化，個性化が進む買い回り商品では，適切な商品情報の不足，

生活者の店舗選択の差別化は圧倒的な品揃えと価格訴求カとも密接に

関係している。また，生活者は単なる買物だけではなく，買物そのも

のが多目的となっており，マイカー・ショッピング率の高きが示すよ

うに生活者の購買行動は大きく変化していると考えられる。

(・4) 滅直・経営の変化と EC化

先進国の経済が，発展・成熟化した結果，国民の生活水準や様式は

大幅に変化した。生活者の欲求は利便性や快適性を指向するととも

に，意識や行動様式の変化を生み，物の豊かさよりも心の豊かさを求

める時代になってきている。このような変化が広範囲に，加速された

形で社会の中に広まり，それと共に情報化の進展に拍車がかかってい
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る。産業界では，業種を関わずこのニーズの多様化現象の中に商機を

求めざるを得ない。これに対応する形で商品開発の速度も早くなって

おり，商品のプロダクト・ライフサイクル（スクラップ＆ピルド）が

短くなっている。生活者のニーズに合致し，ヒット商品が出た場合

も，競争相手が類似の商品を開発・生産・販売して，短期間のうちに

競合することが多い。メーカーは，このような市場の動きに対して敏

感に対応していかざるを得ないのは言うまでもない。

経済の高度成長期に見られたように，大量生産によりコストを下

げ，価格を抑えて，売りさばくことが簡単ではなくなっている。これ

は，商品を「在庫Jするというリスクが非常に高くなっていることを

明示している。売れない場合は大量の在庫処分が待っている。したが

って， fさばけるだけ作るJとか，「さばけるだけ発注するJ傾向が強

くなってきた。結果として多品種少量生産が避けられない。また，市

場の動きに対して迅速に対応するためには，生産の各段階において発

注から納入までの所要時間，すなおち， リードタイムの短絡が求めら

れている。さらにE‘商取引の国際化が進展す．るなかで，－貿易経営のグ

ローパ1レ化への要請も大変強くなづているー貿易の不均衡是正のー環

として，生産拠点の海外市場立地の促進を計ることも緊急の課題であ

る。このような大きな流れの中で，各企業は，情報ネットワークの拡

充を計っている。市場ニーズへの柔軟で迅速な対応（JIT）が迫られ

るため，生産および流通段階のそれぞれの企業において，可能な限り

きめ細かな生産計画や販売計画が立てられ実行される。その結果，一

般的に 1回当りの発注の単位は小きくなり，これを受けて，生産現場

では，生産規模の縮小もやむを得ない状況にある。

換言すれば，企業関取引の単位が全般的に小きくなり，伝票1枚当

りの取引金額が低下するという， 1回の取引金額当りのコストの増加
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を意味している。例えば，極端な場合， 500円の売上に対して， 1,000 

円の事務処理コストがかかるという事態さえ起こり得る。しかも，取

引高自体は市場の拡大と共に増加の傾向にあり，注文書や納品書など

の伝票枚数は取引高の拡大以上のペースで増加する。受発注業務にか

かわるコスト増大に対処するため，事務処理面の合理化の促進は，企

業にとって緊急の課題となりつつある。受発注の事務処理を入手に頼

っている限りは，この問題は拡大する一方となる。これらのために

は，受注→製造→販売→物流→代金回収という企業の基本業務の時間

短縮，情報交換の迅速性と正確性が重要になる。

従来，企業関取引は注文書など各種の帳慕や書類を交換することで

成立してきた。中でも事務手続の簡略化は，長年にわたる命題であっ

たo 30年ほど前からその簡略化を急激に進展させる動きが出てきた。

それが機械化であり，当初はパンチカードの受渡しであった。さら

にz発注システムー受発注システム，売掛金決済システムなど各種の

システムが開発されてきたのである。コンビュータが普及し，受注者

が発注者の出力した帳票を再入力したり受注者が発注者の情報を磁気

ディスクで受取り，コンビュータに入力する方法などが取られる－よう

になったが，これを進歩させー受発注などに必要なデータをオンライ

ンでやりとりするのが企業問EDIである年14 （詳細は第3章）。

ここ数ヵ年聞は，通信技術の進歩，通信制度の合理化，コスト低減

などの理由により，取引先オンラインや特約店オンラインと呼ばれる

企業間ネットワークが構築されている。とりわけ先進の企業では，数

千社に及ぶ接続が既に現実のものとなっている。 EDIで取引を行え

ば，発注から納品に至るまでの様々な事務がペーパーレスイじされるだ

けでなく，処理が迅速，正確，効率よく行われるため，納期の短縮や

余剰j在庫の減少による在庫コストの削減などに威力を発揮する盆15。
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いわば，少品種大量に生産された製品を購入する時代から多品種少

量に生産された製品へのシフトと日用的な消費財には価格訴求がされ

ている時代となっており， EC化は，その実現を担う役割を持ってい

る。

3.企業問 ECの特徴

これまで述べたように生活者の購買行動が変容すれば，企業は売買

財に価格訴求カを求めるため，また，不況下のリストラクチュアリン

グ， リエンジニアリングを進めるために， ECを取り込む必要に迫ら

れる。特に前段で指摘したような，内外価格差に対して，円高・円安

いずれの基調でも是正を求めるのは，生活者だけでなく企業にしても

同様である。図 1の「企業関ECJは，小売業にとっても卸売業にと

っても，業種・業態を超えて，システム閑競争に打ち勝つには，極め

図1 ECの基本体系
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て有効な手法である。この「企業問ECJでは，狭義のCALSや

EDI （ともに後述）と同様に，データ交換やデータベースの活用によ

って，個別企業の壁を超えた情報の共有化かつ志向される。そして，こ

の企業問ECが本格的に稼働するよフになれば，業種別のECが確立

する。しかし，そのためには，次のような課題の解決が不可欠な条件

となる箆16。すなわち，

①商品属性の表示や設計図など，画像処理を行うための基本仕様

の標準化 、

② この仕様に基づくデジタル化技術およびネットワーク上で情報

共有するため環境の整備

③ インターネットやパソコン通信を使用した，中小・中堅の企業

を含めた広範な企業関における，受発注や物流の情報の「EDIJ

化の促進

という 3つの課題である。このように，企業関ECの笑現によって，

小売，卸，メーカーは，それぞれ， BPR(Business Process Re-

engineering）を徹底して展開することが可能になり， ’それによって，

大幅な業務の合理化とコスト削減を実現できるようになる。しかし，

さらに重要なのは，業種・業態を超えた複数の企業連携によって，個

別企業だけでは不可能な価値創造が実現できることにある。この複数

企業によるコラポレイション（協創）は，顧客たる生活者の要請に基

づいて，的確に商品やサービスの提供を行うためのカスタマーサポー

トを目的にした，小売・流通のシステムとして機能する。

4. 生活者一企業関ECの特徴

図Iの右側の生活者・企業問ECは，インターネットなどのネット
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ワーク上で，生活者に対して商品やサービスの提供を行うビジネスで

ある。当然，これは，パソコンが家庭に急速に入り込むことを前提に

したシステムである。実際，こうした状況が進むなかで，わが国で

も，商用のパソコン通信がインターネットに接続されたり，バーチャ

ルモールなどの商業的スペースが増加するなど，バーチャル・ショッ

ピングを取り巻〈環境が着実に整備され始めた。また，クレジットカ

ードを使ったオンライン決済についても，具体的に実用化されてお

り，様々な技術が進歩してきている。その結果，人々は世界中のバー

チャルモールを回って，自分に最も適した商品の購入ができるように

なる。

このように，オンライン・ネットワークを通した，生活者・企業関

ECが世界的規模で発展してくると，いよいよ，ネットワークは情報

受発信のメディアから電子商取引のためのチャネルへと進化すること

になって，事業としての採算性が本格的に関われるようになる。この

インターネットを活用した通販の最大の特徴は，消費のイニシアチプ

を買い手としての生活者の側が持つことにあるo そうなれば，インタ

ーネットが小売業の顧客マーケティングの手法を，根本から変えてし

まうような状況が出てくる。具体的には，今後の小売業のマーケティ

ングは，生活者主導の「パーソナル・マーケティングJを指向するこ

とが必要になる。このことは，今後の顧客マーケティングは「ワン・

トゥ・ワン・マーケティング（マン・トゥ・マンということもある）J

といった，よりパーソナルな指向の強いシステムになることを意味し

ている（第7章で詳述）。

また，今後の顧客と小売業の関係は，単なる商取引の関係を超え

て，精神的なつながりにまで発展することが求められるようになるで

あろうし，それが，あらゆるマーケティング戦略の前提条件になって



第2章電子商取引とは 25

くる。このように，多くの人々がインターネットを経験することで，

生活者行動もこれまでのような受動的なものから，生活者主導のスタ

イルに変化していくことが予想される。したがってまた，企業の側の

顧客マーーケティングのあり方も根本的に転換する。

5. ECによる国際取引

貿易取引を EC化することも，国内での商取引と何ら変りない。商

流という側面からのみ，形態を考察すると以下のとおりとなる。

ECによる貿易は，国内の取引と同様に代表的な方法として，

①発注者が受注者のコンビュータ内のメールボックス（Mail

Box）に注文データ（OrderData）を送信し，受注者が手に入れる。

｜＝＝一I ~ 

② 発注者が本人のコンビュータ内のファイル（File）に注文デー

タを番き込んでおき，受注者が読み取る。

｜＝＝＝一｜司

③各種仲介会社が，受発注者間に存在し，そのメールボックスを

通してデータの交換をする。
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三口1•
という 3つが一般的である（それぞれにどのようにアクセプタンス

（ゑ諾）するかは，別な問題として）。貿易取引の場合も，輸出者・輸入

者のいずれも受注者・発注者に成り得る（売り注文SellingOrder，買

い注文BuyingOrder）ことから 6通りの売買形態が考えられる。

これまでの郵便（Mail)，テレックス（Telex），ファックス

(Fax）などの交換による情報・データ交換（Correspondence）’とは

違い， ECの場合には，以下の特筆すべき利点を売買当事者（プレー

ヤー）は得ることができる。売り手は，

① 引合い（Inquiry）情報を参照することにより？買い手が求め

ている条件（品質，価格など）を収集できる。

②複数の買い手に対して，それぞれ異なる取引条件を同時に提示

し，より有利な売買ができる。

買い手は，

①求める物品を引合いすることにより，商品・取引条件でより良

い物品を探すことができる。

② 商品などの検索により，同ーもしくは類似品の’価格などが確認

でき，市場動向が把握できる。－

③ JITなものや在庫の過剰な条件の商品を購入することにより，

効呆的な仕入れが可能。

④過去の発注履歴情報をもとに再発注などが容易に可能。

両当事者は，

①商品・受発注，受発注の履歴情報を共有できる。
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②受発注の履歴情報を活用することにより，決済処理，伝票照合

処理が軽減できる。

企業関ECは，この方法に EDIを導入することによってさらに効

率をあげることが実現できる。

このほかにも，貿易にかかわる取引には様々な付帯する業界，業

務，商取引が存在する。企業関ECの導入により， QR(Quick Re-

sponce), JITが実現すれば，顧客や社会からのニーズに応えること

になる。

また，往々にして，労働集約的な分野であったこの貿易に係わる業

界が，時間・コストなどに最適化が図られることで，前段の内外価格

差，多品種少量のロットに対応できる。

さらに，コンビュータ・ネットワークのよには，境界線がある訳で

もなしこれまでの国境などという概念がなくなるため，国際マーケ

ティング戦略，国際ロジステイクス（物流）戦略などは，根本的に変

容することとなる。貿易というコンセプトを根底から‘ゆるがすイノベ

ーションとなる。

貿易取引は，圏内取引と取引（ビジネス）の基本は同じであるが，

貿易取引固有の特徴としてはM，①貿易管理一一国の貿易管理制度

に則ること，②外貨決済ーーイ℃金決済時には，外国為替決済機関の利

用が通常である，③図・地域（ローカル）聞の制度の相違一社会・経

済制度，文化・習慣の相違に起因する取引上の考慮すべき事項が多々

存在する。

国際ECにおいては，上記のような国際取引の特徴に加え， EC固

有の特徴から生じる問題への対応が必要とされる問。

①物流を除いて“Intangible”な媒体（電子媒体）により国際間

取引の遂行のための行為が行われる。
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デジタル・コンテンツ（DigitalContents）凶9においては物流

も“Intangible”な媒体で履行される。従来においても商取引の

ための情報交換は通信手段を用いることが通常であるが，電子商

取引においては店舗，契約文書・署名，現金・小切手，あるいは

公証機能の電子化などに例示されるとおり，取引の多様な要素・

機能が電子化される特徴がある。

②取引参加者はボーダーレスな取引空間を形成していく。

例えば， 2国聞にまたがる売り手と買い手（生活者）は電子空

間においては対面販売の状態となる。

（注：売り手と買い手の関係について以下においては，主として電子

的空間を議論する場合には革対面8 状態，主として物理的空間を議論

する場合には唱非対面（相互に懸隔がある）’状態とする。）

ECが国際商取引の手段として画期的である点は位。，従来の手段で

は同時に乗り越えることが困難であった，時間，，距離，コスト，双方

向性，表現の多種多様性などの障壁を，同時に，かつ劇的に低下させ

得ることである。これにより，これまでこれらの障壁に遮られて孤立

していた園や地域（ローカル）が，相互により身近な存在になり，ロ

ーカル聞の相互作用がより密に行われるようになっていく。

各ローカルでの商習慣や商取引制度は，各々の文化・価値観に深〈

根ざしており，相違点は少なくない。このため，その相違から派生す

る摩擦やトラブルの多発が予想される。パーソナル・コンビユ？タ

（パソコン）やインターネットがより身近な存在となり，国際商取引

の手段となりつつある事実を踏まえ，この観点から国際EC制度のあ

るべき姿（望ましい国際EC制度）を検討し，可能な限りローカル間

の摩擦を回避する制度の構築が求められる。
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