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持続可能な成長に投資する 

歴史上前例のない自主的なロックダウン（都市封鎖）が世界各地で解除されつつあるが、回復の確かな道筋
が描けているとは到底言えない。長期投資家としてのステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（「当社」）
の使命は、「谷の向こう側」まで見渡して、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による混乱を乗り越える、
あるいは、恩恵さえ受ける事業モデルや業種を見極めることだ。景気後退から回復できるかどうかは、消費者がいつ、
どの分野で支出を再開するかに大きく左右されるだろう。一部の企業は恩恵を受けやすい優位なポジションにある
が、他の企業ではそれほどでもない。 

当社は株式ポートフォリオを構築するに当たり、景気サイクルを通じて持続可能な成長を実現できる企業に注目
する。こうした企業は、盤石な事業モデルや市場でのポジション、有能な経営陣、ESG（環境・社会・ガバナンス）
に前向きな姿勢、健全なバランスシートといった共通の特徴を持つことが多い。当社では、独自の銘柄確信度
（Confidence Quotient＝CQ）という枠組みを用いて、これらの特徴を評価している。 

この最新レポートでは、消費者に関連する2つのテーマについて考察する。最初の記事では、景気サイクルを通じて
成長を持続させるブランド力について取り上げる。当レポートでは、米国、中国、中南米の3つの地域でEコマースが
どのように進化・発展してきたのか、そしてCOVID-19が今後の見通しに及ぼす影響について、当社のアナリスト3
名に話を聞いた。

https://www.ssga.com/Press%20Releases/20200821global-insight.pdf
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Eコマースの見通し: 
チーム・アナリストに聞く

Jeff Looby 
Research Analyst 

Vera Rossi 
Research Analyst 

Zhi Aik Yeo 
Research Analyst 

伝統的な実店舗小売業がCOVID-19パンデミックで大打撃を受
ける中、Eコマース企業は2020年の株式市場における明るい材
料の1つである。もちろん、Eコマースが伝統的な小売業に勝利し
て久しいが、Eコマースの分野は幅広く、様々なビジネスモデルが存
在し、国によって特徴も異なる。 

本稿では、当ファンダメンタル・グロース&コア株式（FGC）チーム
でEコマースを担当する3名のリサーチ・アナリストが、担当地域にお
ける業界の状況についての見解を提示する。担当地域は、Jeff 
Loobyが米国、Vera Rossiが中南米、Zhi Yeoが中国である。 

米商務省の統計によると、2020年第1四半期の小売売上高に占めるEコマースの割合は11.5％である。これ
に対して10年前は僅か4％だった。この10年間に誰が勝ち組となり、誰が負け組となったのか？ 

Jeff — Eコマースが誕生して25年になるが、米国と北米地域ではAmazon.comが文句なしに業界トップだ。その陰
で犠牲となったのは食品以外の小売業であり、その影響はほぼすべての分野に及ぶ。書籍はAmazonが最初に取り
扱った商品であり、Barnes and NobleやBordersのような大手書店チェーンが市場シェアを相当失った。それに対し
て、一部の分野、例えば家具・インテリアではLinens and ThingsやHome Senseなど、二番手の企業が途中で脱
落した。そのため、業界再編によって強力なナンバーワン企業が残っている分野も多いが（例えば、家庭用品の各分
野におけるBed Bath and Beyond、TJ Maxx、およびHome Goods）、その一方で、中小業者、独立系企業や
資本基盤が不十分な二番手の上場企業は姿を消した。 

留意すべきことは、商務省のEコマースに関する統計は小売売上高全体を対象にしている点だ。もう少し対象を絞った
方がよいだろう。Eコマースがあまり浸透していないガソリン、自動車、食料品店の売上高を除外すると、Eコマースが小
売売上高に占める割合は約16％になる。そして5年後にはおそらく25％程まで成長するだろう。 
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従って、業界再編が続き、Amazonは引き続き市場シェアを拡大するとみている。また、各分野のトップ企業は売
上高に占めるEコマースの割合が約10～30％あるため、今後も順調に成長すると予想される。 

中国ではEコマースが浸透しており、小売売上高に占める割合は30％を超えている。中国でEコマースが
これほど急成長した要因は何か? 

Zhi — 30％という数字には少し説明が必要だろう。コロナ禍でEコマースの売上が押し上げられているからだ。
これをきっかけにEコマースのトレンドが加速する可能性は高いが、COVID-19以前は25％程度だった。とは
いえ、例えばJeffが指摘したように米国では16％なので、諸外国と比べると中国の数字はかなり高い。 

この伸びを促す1つの要因として明白なのは、中国経済が好調に推移していることだ。GDPと1人当たりのGDPが
一貫して成長しており、個人所得を牽引している。また、中国の都市は人口密度が高いため、Eコマースの効率は
良く、消費者も玄関先に荷物が届く利便性を受け入れてきた。これを可能にしたのが、52％という中国のスマート
フォン普及率の高さだ。つまり、ラップトップPCやデスクトップPCの利用を考慮しなくても、潜在顧客が7億人いること
を意味する。

だが、Eコマースの成長要因は需要だけではない。供給側も関係する。オフライン小売業が実店舗の賃料に当てら
れるのは、売上高の10～15％程度だ。Eコマース・モデルに移行した場合、AlibabaなどのEコマース企業に支払
う手数料は約4％であり、収益性は向上し、各種商品の顧客基盤を開拓することができる。 
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Vera、中南米はJeffが担当する米国やZhiが担当する中国と比べてどうか? 

Vera — ブラジルでは、Eコマースが小売市場に占める割合は、2020年末までに約9％になる見込みだ。それでも
まだ米国や中国に7～10年遅れている。メキシコ、チリ、アルゼンチン、コロンビアなど他の中南米諸国はさらに遅れを
取っている。これらの諸国ではインターネット普及率がかなり高いにもかかわらず、Eコマースの普及率は5％未満だ。 

中南米はEコマースの長期成長の初期段階にあると思われる。Eコマース売上高の伸びが加速し始めたのは2017
年で、ブロードバンド接続（主に4G技術）が地域のモバイルユーザーの60％～70％に達した時だ。この時点で、E
コマース企業はEコマースのエコシステムへの投資を拡大し始め、物流網の改善やフィンテック商品の提供の増加につ
ながった。

% 
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詳しく見ると、Eコマースには大幅な成長余地があることは明らかだ。例えば、アパレルの小売売上高に占める割合は
米国、英国、中国などでは20～30％だが、ブラジルでは僅か4％に過ぎない。美容・パーソナルケア用品は諸外国
の10～23％に対してブラジルは3％だ。中南米のEコマースの主要分野である電子機器でさえ、小売売上高に占め
る割合は20％にとどまるのに対して、英国は28％、米国は29％、中国は44％と大きな差がある。 

他の地域に出遅れているとはいえ、中南米のEコマース・セクターは過去3年間極めて好調に推移している。また、成
長が初期段階にある点を踏まえると、投資機会はあると考えられる。 

中国と中南米の現地Eコマース企業は成功している。Amazonのような企業は、現地企業の様々な競争
優位性に太刀打ちできるのだろうか? 

Vera — Amazonは数年前にブラジルに進出し、過去2年間で品揃えを増やし、プライム・サービスを開始した。だ
が、他の中南米市場では現地の大手企業に依然として出遅れており、プレゼンスは限られる。その差を把握するには、
商品の最小管理単位であるSKUの数を比べるとよく分かる。ブラジルではAmazonのSKUは60万だが、Mercado 
Libreは2億2,400万、Magazine Luizaは1,200万、B2Wは2,000万となっている。例えば、現地企業は
Amazonより配送に多額の投資を行っており、ブラジルの厳しい労働法や複雑な税制も、海外企業の参入を阻ん
でいる障壁と言える。 

中南米ではこれまでのところ中国企業の投資は限定的だが、Tencentは中南米のフィンテック大手Nubankの少数
持分を保有しており、Alibabaはブラジルの決済企業Stoneの少数株主である。だが、全般的には、中国企業が中
南米への大規模投資に積極的なことを示す証左はほとんど見当たらない。 

Zhi — Amazonが中国に進出したのはかなり前のことで、当初はJoyo.comという社名を使っていた。Amazonに
社名を変更してからも、中国で大規模に事業を展開するには至っていない。問題の1つとして、現地の納入業者や
販売事業者から商品を十分に調達することができず、品揃えが限られることが挙げられる。マーケット・タイミングも若
干ずれていた ―― 参入当初に奨励金やディスカウントに多額の資金を費やし、その後、Eコマース市場がちょうど大
きく成長し始めた時にこれらを撤回した。現段階では、AlibabaやJD.comの規模と普及状況を考えると、
Amazonが中国で挽回するのは極めて難しいだろう。挽回するには、販売事業者や顧客への奨励金に多額の資金
を注ぎ込む必要があるが、株主から賛同を得られるとは限らない。 

Jeff — これまでも小売業者は自社のモデルをそのまま海外に持ち込んで、非常に苦戦した。米国の小売最大手の
Walmartはカナダとメキシコで成功したが、非常に長い時間を要した。ドイツや日本への進出は大失敗に終わった。 

Amazonも同様に海外での実績はまちまちで、欧州には早くから進出し、時間をかけて事業を拡大してきた。それが
現地での成功につながった。日本や、重点地域のインドでも同様だ。だが、中国ではAlibabaに完敗した。中南米は
Amazonがこれまであまり重視してこなかった地域だが、Mercado Libreなどは力を入れている。小売業やEコマース
ではスケールメリットを活かせる企業は有利ではあるが、現地企業としてのプレゼンスや注目、素早い対応、国内で競
争を勝ち抜いた実績も重要だ。 

Vera — 中南米ではまだ普及率が低いため、海外企業が進出して大きなシェアを獲得する余地はある。ただし、特
にCOVID-19後、市場の成長ペースが加速する中、参入機会は急速に狭まりつつある。海外企業は短期的に、
中南米に対するコミットメントを強化しなければ、買収以外でこの地域で成功することはますます困難になるだろう。 
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Jeff、貿易戦争やCOVID-19でグローバル化が後退しているが、こうした動きは担当企業にリスクをもたらしてい
るか? 
Jeff — ある程度のリスクはある。調達が複雑になり、コストの高い市場が仕入れ先になれば、販売する商品の
コストは上昇する。ただし、その影響はすべての小売業者が一様に受けるはずだ。小売業は流通ビジネスであ
り、消費者が求める商品を仕入れ、利幅を若干乗せて販売する。従って、モデルが変更されるのは、商品価
格が引き上げに対応する部分だけだ。また、Amazonのようなグローバル企業は、世界的な成長機会の減退
に直面し、規制や税制の強化の影響を受ける可能性が高くなっている。

長期的に、国内の市場シェア、あるいは小売業やEコマースの勝ち組と負け組の顔ぶれに大きな影響が及ぶか
どうかは分からない。企業は、COVID危機で従来のサプライチェーンが混乱した時と同様に、サプライチェーンの
シフトが必要になるかもしれない。2019年のトランプ政権による関税強化後、アパレル・靴製品の調達先は
中国から東南アジアに移った。このように、ここでは大きな影響が見られるが、該当する企業の収益性を大きく
変えることはないだろう。

当社の投資プロセスは、質の高さと持続可能な成長を特に重視している。これは担当するEコマース企業にどのよう
な意味合いを持つと考えているか? 盤石な競争優位性を有する企業だと確信する要因は何か？ 

Jeff — 当社が求めているのは顧客重視の企業であり、特に、ワンクリックで競合企業のサイトに行ける、または
ショッピングモールでライバル店が軒を連ねる競争の激しい分野で、市場シェアを伸ばしている企業に注目して
いる。適格なサービス、品揃えや価格を提供する企業は、顧客を引き付ける力、いわゆる「スティッキネス」を持
つ。例えば、Walmartの徹底した低価格戦略によって、安さを求めるならWalmartに行けばよいという認識
が顧客の間に浸透している。同じことは会員制倉庫型小売チェーンのCostcoにも言える。Amazonの場合、
Eコマース業界で品揃えが最も多く、配達時間が短いと認識されている。当社が求めているのはこうした簡単に
は廃れない特徴である。こうした強みを利用し続け、基本使命から逸脱しない経営陣は非常に重要だ。

Vera — 企業が盤石な競争優位性を持つために極めて重要な要因は3つある。1つ目は物流ネットワークで
あり、出荷コストを抑え、顧客サービスの向上に努めつつ迅速な配達時間を実現するには、物流の管理は不
可欠だ。Mercado Libreは、以前は外部の配送業者に依存していたが、過去2年間で自社の物流網を構
築し、現在は商品の40～50％を自社の物流網を使って配送している。Magazine Luizaは実店舗と外部
の運送会社200社を使って商品を配送しており、その流通システムは非常に強力と評価できる。 

2つ目の要因は、顧客ロイヤルティの向上にとって重要な、品揃えの多さである。その点で1番に挙げられるのは
中南米で「エブリシングストア（なんでも売っている店）」となったMercado Libreだ。同社は2018年にスポー
ツウエアのNetshoesを買収し、その後も新たな分野を開拓して取扱商品を拡張し続けている。

3つ目は在庫管理で、自社の直販とサードパーティ・プラットフォームを組み合わせたハイブリッド・モデルがより好ましい。
すなわち、取引高の多い重要分野を直販で保持しつつ、サードパーティ・プラットフォームでは運転資金を追加せずに
幅広い商品を提供できる。この組み合わせは来客数を増やすと同時に、価格主導権も得られる。Mercado Libre
は在庫の大半をサードパーティ・プラットフォームに置いているが（約90％）、最近になって直接保有する在庫
を増やし始めた。一方、Magazine Luizaは2017年にサードパーティ・マーケットプレイスを導入し、現在ではEコマ
ース売上高の30％を占めている。 
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Zhi — 中国のEコマース市場の重要プレーヤーはJD.com、Alibaba、PDDの3社である。JDの競争優位性
は物流と倉庫ネットワークで、最終拠点からエンドユーザーまでの「ラストワンマイル」の配送を自社で行っている。
大規模投資が必要な資産集約型モデルながら、今やスケールメリットが効果を上げる転換点に達し、営業レ
バレッジがプラスに転じ出した。同社は先ほどVeraが説明したような自社直販モデルが中心で、Amazonが当
初採用したのと同じ事業モデルだ。JDは現在、中国の95％で24時間以内の配送を実現しており、最高品
質のサービスと商品を提供すると広く認識されている。 

Alibabaの事業モデルはサードパーティ型だが、自社直販モデルも構築中だ ―― 同社のサードパーティ・マー
ケットプレイスは大規模で、利用者数は7億2,000万人にも上る。つまり、中国人の2人に1人がAlibabaを
利用している計算で、これが販売事業者に同社のプラットフォームを利用するインセンティブとなっている。こうし
てAlibabaは充実した品揃えを確保するとともに、販売事業者がオンライン事業を運営しやすいようにサービス
を提供して支えている。例えば、著名なオンライン決済システムのAlipayや自社の物流サービスを持ち、販売
事業者に融資を行い、ビッグデータを活用したターゲット型広告を提供している。クラウド・サービスも提供し、
大規模な投資を行っている。いずれも販売事業者の事業運営を支援し、ひいてはAlibabaの収益増加につ
ながっている。また、Alibabaは販売事業者の広告予算を狙って、事業者にAlibabaのレコメンデーション・フィ
ードやライブストリーミング・プラットフォームの使用を提案している。以上は、他にはないJDとAlibabaだけの競争
優位性と言ってよいだろう。

今後の見通しについて、Eコマース業界の5年後をどうみているか? 伝統的な小売業に未来はあるか? 

Jeff — 米国のEコマースは過去数年間にわたり10％台半ばのペースで成長してきた。「大数の法則」に基づ
けば、成長ペースはおそらく減速すると考えられる。だが、5年後もオンライン販売の普及率は上昇しており、
20％台半ばになると予想する。伝統的な小売業はこれまで1桁台前半のペースで成長してきたが、今後5年
間で成長率が大きく伸びるとは考えにくい。Eコマース企業は引き続きシェアを拡大し、利益率の上昇と収益の
増加が期待される。伝統的小売業界ではおそらく再編が進み、一部の企業は市場シェアを伸ばすものの、コ
ストは上昇し、売上高の伸びは鈍化し、収益は減少する可能性が高い。

Vera — 中南米も同様の傾向を辿るだろう。言うまでもなく、中南米のEコマースが小売売上高に占める割合
は米国に5～7年遅れているため、オンラインの普及率が高まるにつれて急成長すると予想される。 

経営陣がCOVID-19の影響を受けて2020年の予算や投資計画を見直す中で、中南米ではこうした傾向
が加速している。Eコマース業界では大規模な変化が起きており、新たな顧客や新たな業種のオンライン小売
業を促している。例えば、家庭用品やパーソナルケア、食料品や日用品など必需品に特化した企業がオンライ
ンに移行している。また、COVIDパンデミック中にオンラインショッピングが広く普及したため、実店舗が営業を再
開してもEコマースは「新たな需要」の一部を繋ぎ止められるだろう。

コロナ禍が起きる前までは、中南米では多くの人がネット上で銀行の口座情報を入力することに躊躇し、配達
を待つことを嫌がり、商品の質を懸念していた。ところが、Eコマース企業はエコシステム、品揃え、顧客体験の
向上に懸命に取り組んできた。その結果、COVID-19でやむを得ずネット購入を始めた消費者は、ショッピン
グ環境が大きく改善していることに気づいた。
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Zhi — 中国ではおそらくEコマースのシェア拡大は続くだろうが、伝統的な小売業にも生き残る場所は残っている。例
えば、高級品を買い求める際は店舗で接客してもらいたいと考える消費者は依然として多い。また、多くのオフライン
業者がデジタル化を受け入れ始めている ―― それを促したのはAlibaba、JD、Meituanであり、Alibabaはオフラ
イン小売業には依然として役割があると認めている。同社の「ニューリテール」戦略の目的は、例えば、決済サービスや
配送サービスなど、オフライン事業者のビジネスのデジタル化を支援することだ。その結果、これらの業者はオンライン販
売を増やすと同時に、オフラインでも商品を提供することは可能だ。あるいはショールームを残して、販売はオンラインで
行うという方法もある。Alibabaは実店舗小売業者を買収し、オンラインサービスを取り入れた融合事業に転換する
ことで、このコンセプトを自ら実証した。

こうした動きにより、オンラインとオフラインの境界線は曖昧になっており、中国のあらゆる小売企業は、効率性と収益
性を高めるために、デジタル化を取り入れる必要があるだろう。 

ここに示す情報を特定の証券への投資や提示する証券の売買の推奨と捉えてはなりません。示された証券が将
来利益を生む保証はありません。 
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