EコマースからChannel-lessコマースへ
「東南アジア」×「Eコマース」で勝つために
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＜サマリー＞
「東南アジア」×「Eコマース」は、昨今最も注目されているキーワードのひとつであり、日系企業の同分野への進出も年々加速している。
但し、東南アジアと日本のEコマースの様相は大きく異なる点に留意が必要だ。本稿では、インドネシアを例に日本との違いを紹介し、
市場参入の成功に向けた考察をしてみたい。
東南アジアのEコマース市場
近年、東南アジアにおけるEコマースの成長が著しい（図1）。2012年から2014年にかけて、インドネシア、ベトナムでは年平均成長率がそ
れぞれ60%、50%に迫り、2014年から2016年にかけても、下図6か国中4か国（インドネシア・ベトナム・タイ・マレーシア）が20%を超える成長
率を見込んでいる。
図1 アセアン主要6か国のEコマース市場成長率

（USD Million）
1,800

1,742

1,699

2012

1,600

2014

1,400
1,200
1,000

1,088
968

CAGR

971

2012～2014は実績値

841

800

2014～2016は予測値

689

644
600
400

2016

1,293

594

485
409

386

316
253
182

266

224
200
0
インドネシア

ベトナム

タイ

マレーシア

シンガポール

フィリピン

出所：Euromonitor

多くのポテンシャルを秘めた東南アジアのEコマース市場ではあるが、進出に際しては、マーケットの実情を正確に把握することが重要だ。
実際の市場の様相は、日本とは大きく異なるからである。今回は、成長スピード・人口の多さからも注目度の高いインドネシアを題材に、
日本とは異なるマーケットの特徴を紹介したい。
最大の相違点：4割を占めるSNS経由の取引
インドネシアでは、Facebook、Instagram等のSNS（ソーシャルネットワークサービス）を利用したEコマースが浸透しており、市場の4割を占
めている（本稿ではSNS市場と呼ぶ）。SNS市場では、SNSのユーザー同士が直接コミュニケーションを取り、商取引を行う（図2）。
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図2 Facebookページを利用してバッグを売っている例
1. 売手はFacebookに自分が販売する物品を写真付きで掲載し、連絡先・連絡方法を記載
2. 買手は、指定された連絡方法で売手に連絡
3. 双方話し合いながら取引を進める（物品配送・決済の段取り等をすり合わせる）

購入希望者は、メール又は携帯のテキストメッセージで
連絡をしてください

SNS市場の特徴は「SNSはあくまで売り手と買い手間のコンタクトの場であり、決済手段の提供や配送手配等は行わない」ところにある。
買い手はSNSサイトに掲載されている情報に従い、売り手と直接コミュニケーションを取りながら、一連の商取引を進める。
日本のEコマース黎明期には、そもそもSNS自体が存在しなかったが、SNSの流行とEコマースの成長がほぼ同タイミングで到来している
インドネシアでは、実に市場の4割がSNSを含むC2C経由だといわれている（図3）。
図3 インドネシアのEコマース市場外観
100%

100

100

100
B2C
(オンラインショップ・マーケットプレイス)

90%
80%
70%
60%

58%

59%

60%

42%

41%

40%

2012

2013

2014

C2C(SNS, etc.)

50%
40%
30%
20%
10%
0%
出所：Euromonitor、NRI、Deloitte analysis

この4割の市場を自社のEコマース事業の対象とするか否かで、事業規模が大きく変わることは念頭に置く必要がある。
発想の転換 ‐ EコマースからChannel-lessコマースへ ‐
「自社のEコマース事業は、SNS市場を対象とするべきか」「SNS市場を対象とする場合、どう取り込むべきか？」
Eコマース関連でインドネシア進出を検討されている方なら、一度は検討をされたことがある命題だろう。これらの命題に対して提言した
いのは、「SNS等のチャネルカテゴリーを外す（＝Channel-less）べき」ということだ。チャネルカテゴリーによらず、全てのオンラインユー
ザーが潜在顧客であることは、改めて認識すべき重要なポイントである。その上で、潜在顧客の利用頻度の高いチャネルを「商圏」と見
立て、商圏ごとの最適な小売戦略を立案し、また全「商圏」を包括した俯瞰的事業戦略を策定すべきではないだろうか。
例えば、自社が服飾品のオンラインショップを1つ、持っていたとしよう。前述の図3では「BtoC」のカテゴリに属するものだ。1店舗でカバー
出来る対象ユーザーは限定される。何らかのきっかけで存在を知らない限り、ユーザーはオンラインショップを訪れないからだ。SNS市場
にのみ興味を持つユーザーはまず知り得ないだろう。
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さて、ここで発想を転換させるために、一般的な小売りの成長過程を考えてみよう。小売店は、その成長に伴い主要地域（エリア）に店舗
数を増やす。地域の人口属性に合わせ、店舗形態・品揃えを調整しつつ出店する。小売の一形態であるオンラインショップも、同様のこと
が当てはまるのではないか。例えばFacebook、Instagram等、SNSの各チャネルをエリアと見立て、出店と同じ概念でサイト（自社ページ）
をオープンさせる。それぞれのSNSチャネルの方式に従った売り方をし、ユーザーの属性に合わせてサイト毎に品揃えを調整しつつも、
ブランド感は統一する。それぞれのサイト（≒店舗）の収益管理、売れ筋・死に筋等の分析を行う。これらの情報を、チャネルを超えて横
断的に見ることで、全体としての方向性もとらえていく。重要なのは、全体の中での個別戦略だ。このような全オンラインユーザーを市場
と捉えたChannel-lessコマース戦略は、オンライン市場がどのような形をとる国であろうと、普遍的に活用可能な検討のフレームワークだ
と思われる。
図4 Channel-lessコマースのイメージ
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実際にインドネシアでは、複数チャネルを利用した顧客の獲得は一般的に行われており、インドネシアEコマースの最大手Lazadaは、
Facebook、LINE等含む9つのチャネルを活用したバーチャル商圏を確立している。勝負は、「商圏を確立した上で、いかにレベルの高い
Channel-lessコマース戦略を実行出来るか」にかかっていると言えるだろう。
SNS市場を活用するための仕組み
バーチャル商圏を確立するうえで、SNS市場を活用するための仕組みは重要であり、既に様々なツールが存在する。例えばFacebookに
ついては、「個人・法人が、自分のFacebookページをネットショップにレイアウトできるアプリケーション」を各社が開発・提供している（図5
は、最もポピュラーと言われているEcwidの例）。
図5 Ecwidが提供しているFacebookレイアウト設定アプリケーション
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LINEは、2015年より開始したLINE FLASH SALE事業（LINE上で、期間限定セールとして中間委託販売業者の在庫商品を販売）を東南ア
ジアへも展開する意向を示しており（タイは展開済み）、インドネシア、マレーシア、香港、シンガポール等が対象国として挙げられている。
今後も、SNSを商用で活用するための仕組みは様々な形で拡充されていくだろう。法人・個人等の枠に縛られず、活用できる仕組みは活
用する、或は仕組みの提供元との提携をする、既存のアプリケーションを参考に自社で仕組みを作る等、SNS市場参入の方法について
も検討する必要があるだろう。
おわりに
Channel-lessコマースでは、日本が過去に培った小売りのノウハウを、オンラインショップというボーダーレスな世界の中で、各国の実態
を踏まえつつ、発想の転換を加えながら活かしていく。当たり前のようで難しいこの戦略が、「日本のお家芸」とも言える小売を、「世界に
通用するお家芸」に飛躍させるための道ではないかと思うのだ。
なお本文中の意見や見解に関わる部分は私見であり、様々な論点や視点があることをお断りしておく。
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本文中の意見に関わる部分は私見であり、デロイト トーマツの公式見解ではございません。
本稿はデロイト トーマツ コンシューマービジネスメールマガジン2016年1・2月号にてご紹介した記事です。
同メールマガジンでは、消費財、小売などのコンシューマービジネス業界におけるトピックスを配信します。
デロイト トーマツ グループでは、専門性と総合力を活かしたナレッジや最新情報をWebサイトに掲載し、
その情報を｢デロイト トーマツ メールマガジン｣として無料で皆さまにお届けしています。
ご登録をご希望の方は、デロイト トーマツ グループ Webサイト（下記ご参照）からお申し込みください。
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