
東アジア地域における電子商取引利活用にかかるアンケート 

 

2017年 3月 1日 

日本貿易振興機構（ジェトロ）・日本商工会議所 

 

A. 会社情報 

 

御社名 
 

 

回答者氏名 
 

 

役職 
 

 

御社住所  

親会社国籍 

（対象の場合のみ） 
 

Eメールアドレス  

電話番号  

従業員数 11-50  2 51-100  3 101-250  4 251-500  5 501- 
 

 

A１ 御社が該当する産業を一つ選択してください。もし複数の産業に事業が及ぶ場合には、連結売上

高ベースで最大の割合を占める産業を一つ選択してください。 

製造業 1 食品・飲料 

5 家具・内装材製造 

9 石油・石炭 

13 製鉄 

17 電機 

21 自動車 

2  繊維・紡績 

6  製紙 

10 プラスチック材 

14 非鉄金属 

18 通信機器 

22 自動車部品 

3  衣服 

7  化学製品 

11 ゴム製品 

15 鉄製品製造 

19 電子部品 

23 その他輸送機器 

4 木材加工(家具製造を除く) 

8 製薬・化粧品 

12 セラミック・セメント 

16 機械加工 

20 精密加工 

24 その他の製造業 (下の欄に

擬態的な職種名を記入してくだ

さい) 

非製造業 25 貿易・卸 

29 電気・ガス・水道 

33 医療・介護 

37 飲食・レストラン 

26 小売業 

30 運輸 

34 不動産 

38 特殊技術提供 

27 炭鉱 

31 金融・保険 

35 教育 

28 建築 

32 通信 

36 旅行・ホテル 

39 その他の製造業 (下の欄に擬態的な職種名を記入して

ください) 

 

  



B. 現在の電子商取引利用状況 

 

B1. これまでに御社は電子商取引を利用したことがありますか。 

a. 現在利用している 

b. 1年～3年以内の利用を検討している 

c. 3年～5年以内の利用を検討している 

d. 以前は利用していたが、現在はやめている 

e. 利用する計画はない  質問 Cにお進みください 

f. 電子商取引には会社として詳しくない 質問 Cにお進みください 

 

B2. どのような形態で電子商取引を利用したことがありますか。最も典型的な取引形態を

以下ビジネスフローを選択する形で示してください。 

 

(1) 売買形態  (2) 対象地域  (3) 販売／購入先 

御社製品・サービスの

販売 

 

国内市場 

 
消費者 

(B to C)   

製品部材・サービスの

購入 

 海外市場 

(販売／購入先

国：           ) 

 
企業 

(B to B)   

 

B3. 今後 1年～3年間の、電子商取引ビジネスに関する見通しを教えてください。 

a. ビジネスを拡大する 

b. 現在のビジネス規模を維持する 

c. ビジネスを縮小する 

 

B4. これまでビジネスで利用したことのある電子商取引プラットフォームをお選びくださ

い（複数回答可） 

a. 御社自身の電子商取引プラットフォーム（ウェブサイト・ＥＤＩ等） 

b. 東アジア地域の電子商取引サイト（タオバオ、Tモール、JD、ラザダ等） 

c. 国際的な電子商取引サイト（アマゾン、アップル、イーベイ等） 

d. 国内電子商取引サイト（利用サイト名：                                    ） 

 

B5. 上記プラットフォームを選択した理由をお選びください（複数回答可） 

a. 知名度が高く、皆が利用しているため 

b. 他の電子商取引サイトより顧客層が広いため 

c. サイト利用時の料金が妥当なため 

d. 決済における高い信頼性 

e. 企業情報保護に関する高い信頼性 

f. 配送サービスの高い定時性 

g. 取引時に日本語を使えるため 



h. サイト側の充実した相談・フォローアップ体制 

i. 決済・消費者保護に関するシステムや規定の安全性 

j. 特段の理由はない 

 

C. 電子商取引ビジネス上の課題 

 

C1. 電子商取引ビジネス上の課題の大きさを、以下項目でそれぞれお選びください。 

1: 大きな課題 2: ある程度課題 3: 問題となっていない 

a. 社内体制（情報、知識、人的・資金的資源） 

b. インターネット環境 

c. 電子商取引サイト（言語、サービス利用料、独特な規定の存在等） 

d. 物流（輸送、保管、配送） 

e. 税関手続き 

f. 決済・金融サービス 

g. 顧客・引き合い先とのコミュニケーション 

h. 企業・個人情報保護 

i. その他（具体的に：                                                                                ） 

 

        以下 C2-1 から C2-7 の質問は、上記 C1 の選択肢に対応しています。もし C1で「大

きな課題」「ある程度課題」とした選択肢がある場合、以下該当する質問にお答えくださ

い（例：例えば C1の「a. 社内体制」で 1か 2を選択した場合には、C2-1にお進みくださ

い）以下それぞれの質問については、複数回答可。 

 

C2-1. <a. 社内体制>  

a. 電子商取引ビジネスについての知識のなさ 

b. 経営層の電子商取引活用に関する不十分な知見 

c. 不十分な社内人的資源 

d. 不十分な資金的リソース 

e. その他（具体的に：                                                                                     ） 

 

C2-2. <c. 電子商取引サイト>  

a. 統合的なサービスを提供してもらえない（例：金融、商品デザイン、マーケ

ティング、在庫管理、決済、アフターサービス等） 

b. 言語の相違 

c. サイトが設定する利用規約への遵守の難しさ 

d. 不十分なトラブル対応（詐欺被害、紛争解決等） 

e. 高額なサービス料（サイト名：                                                   ） 

f. その他（具体的に：                                                                                     ） 

 

 



C2-3. <d. 物流>  

a. 商品品質を保つのに不十分な物流サービス 

b. 不正確な配送 

c. 高額な物流コスト 

d. 不十分な商品追跡サービス 

e. その他（具体的に：                                                                                     ） 

 

C2-4. <e. 税関手続き>  

a. 複雑な手続き 

b. 高額な通関費用 

c. 商品価格と比べた場合の関税等支払い負担の大きさ 

d. 時間がかかる手続き 

e. 個別税関／担当者間での手続き、課税等に関する解釈の違い、曖昧さ 

f. その他（具体的に：                                                                                    ） 

 

C2-5. <f. 決済／金融サービス>  

a. 金融アクセスの難しさ（口座が開けない等） 

b. 電子商取引を行う際の決済手段が限定的 

c. 支払いを受けるまでの期間の長さ 

d. 決済に関係する詐欺、トラブル等への恐れ 

e. その他（具体的に：                                                                                 ） 

 

C2-6. <g. 顧客・引き合い先とのコミュニケーション>  

a. 言語の違い 

b. オンライン上でのコミュニケーションの難しさ（E メール、オンラインの引

き合いフォーム等） 

c. 商品品質を確認することの困難さ 

d. 顧客・引き合い先からの詐欺、トラブル等への恐れ 

e. 電子商取引においてビジネス上の紛争を解決するための知識の欠如 

f. その他（具体的に：                                                                                     ） 

 

C2-7. <h. 企業・個人情報保護＞  

a. 電子商取引を行う中での企業情報、個人情報の流出の恐れ 

b. 電子商取引サイトの情報保護システムに関する信頼性の低さ 

c. 地域全体での企業、個人情報保護についての共通した規則の欠如 

d. その他（具体的に：                                                                                     ） 

 

 

 

 



D. 電子商取引環境の改善に向けて 

 

D1. 越境電子商取引を更に活性化させるため、どのようなことが必要だと思いますか（複

数回答可） 

a. 地域内での共通・安全な決済サービス 

b. 透明性が高く、安定した税関手続き 

c. 価格が安い貨物に対する迅速な税関手続き 

d. 税関での課税基準の明確化・統一（課税しない金額の設定、デジタルプロダ

クトに関する非課税措置など） 

e. 域内の安全な情報保護システムの構築 

f. 越境個人情報保護規定の導入 

g. 域内で電子商取引上の紛争が生じた際の迅速な解決メカニズムの構築 

h. 電子商取引でやりとりされる物品についての、東アジア地域での共通保税在

庫エリアの設定 

i. 高品質、定時制の高い物流サービス 

j. 決済環境の向上（入金までの期日の短縮、様々な金融サービスへのアクセス

の向上等） 

k. その他（具体的に：                                                                                     ） 

 

D2. 越境での電子商取引ビジネスを更に活用するために必要だと考える支援策を 3つ選択

ください。 

a. 電子商取引ビジネス全般をより知るための機会の提供（セミナー、企業マッ

チングイベント等） 

b. マーケティング能力を向上するための支援策の提供 

c. 電子商取引をより活用するための具体的ノウハウに関する学習機会の提供  

d. 国際貿易全般に関わる学習機会の提供 

e. 外国語を学習するための支援策の提供 

f. その他（具体的に：                                                                                   ） 

 

 

これで質問票は終わりです。ご協力、誠にありがとうございました。 

 


