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第１章：ミニアプリを「知る」 

「ミニアプリ」基本のキ
15 ～ 49 歳では 9 割以上、70 歳以上でも5 割以

上が所持しているスマートフォン。その利用で必要不

可欠なのがアプリなのは、語るまでもありません。

ですが、今回紹介するのは、その派生サービスであ

る「ミニアプリ」。

中国を筆頭にアジア諸国で普及しているミニアプリと

は、いったい何なのでしょうか？

文：松尾薫

　「アプリ」と聞いたとき、ほとん

どの方が真っ先に思い浮かべるの

は、スマホやタブレットの画面に

並ぶ四角いアイコンだと思います。

App StoreやGoogle Playからダウ

ンロードして利用するアプリは簡単

で便利な反面、あまり使わないお店

やサービスのアプリは容量不足や画

面の整理で「不要」と判断され、削

除されてしまうことも珍しくありま

せん。

　また、アプリ内で会員登録が必要

であったり、機種変更の際にはアカ

ウントの紐づけが必要であったり、

ユーザーが手間に思う工程が存在し

ている点も、アプリのユーザー数を

減らしてしまう課題の一つとなって

います。

　それを解決するのが、「ミニアプ

リ」です。

　ミニアプリとは、既に相当数の

ユーザーに利用されているネイティ

ブアプリ（＝ダウンロードして利用

するアプリ）の内部に格納されてい

る小規模アプリのことを指します。

かつてWebブラウザのホーム画面

にニュースやミニゲーム、ショッピ

ングや乗換案内などの項目があり、

クリックでそれぞれのページに行く

ことができたのを思い出していただ

けると、より近いイメージが抱ける

かもしれません。

　ネイティブアプリより低コストで

作成できる点や、ミニアプリ導入先

のネイティブアプリユーザーへ直接

アプローチできる点など、ミニアプ

リならではの特徴やメリットが存在

しています。

　このミニアプリ、誕生したのは中

国ですが、いったいどのような経緯

で広まったのでしょうか？

5％OFF

■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■……

≫See More

■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■……

≫See More

今あるアプリ
（ネイティブ
アプリ）から
使えるアプリ
＝ミニアプリ
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スマホ登場期

スマホ普及期

　2007年に発売されたiPhoneです

が、価格が高かったためユーザーは

経済的に余裕のある一部の人に限ら

れていました。これは日本でも中国

でも同じでしたが、中国では2011

年に「1000元スマホ」と呼ばれる

格安スマホが登場。爆発的にユー

　Alipayは、元々アリババのECモー

ル「淘宝網」で使用するためのオン

ライン決済ツールとして誕生しまし

た。初めからオフラインへの展開を

想定していたかどうかは分かりませ

んが、低コストで設置可能なQRコー

ドの活用が、後にモバイル決済での

ザーを伸ばし、2013年には都市部

でのスマホ保有率が90％を突破し

ました（日本は約45％）。

　また、同年にはメッセンジャー

サービス「WeChat」が登場し、急

激にユーザー数を伸ばしました。そ

して、2011年からスマホQRコー

爆発的な広がりにつながります。

　今やスタンダードとなっている

iPhoneが発売されたのは、2007年

ごろ。2008年から現在主流のネイ

ティブアプリが配信されるようにな

ります。

　また、アプリとは異なりますが、

ド決済機能を提供し始めたAlipayに

対抗する形で、2013年に「WeChat 

Pay」がリリースされます。

　以降、ECモール発のAlipayとSNS

発のWeChat Payが、二大モバイル

決済サービスとして中国全土だけで

なくアジア圏にも広がりました。

2004年にサービス開始した日本の

mixiをはじめとするSNSでは、SNS

アカウントを利用して遊べるゲーム

などの派生サービスをユーザーに向

けて提供し始めました。これもまた、

ミニアプリの源流の一つと言えるか

もしれません。

第１章：ミニアプリを「知る」 

「ミニアプリ」普及までのスマホ史

棒：モバイルユーザー数
折れ線：モバイル
          インターネット
          利用率

2004年12月 Alipayリリース

2007年1月 iPhoneリリース

2008年6月 iPhone3Gリリース　米国外で初登場

2008年7月/10月 App Store/Google Play　リリース

2011年 「1000元スマホ」登場

2011年 1月WeChatリリース

2013年8月 WeChat Payリリース

2016年 中国のスマホ普及率58％（日本は39％）

現代の最新サービスである「ミニアプリ」。その誕生に至るまで、アプリ・Web サービス、そしてス

マホ自体の普及・進化の歴史があります。ここでは、ミニアプリに関連するサービスやガジェットの

変遷を、スマホ登場期から順に見ていきたいと思います。

文：松尾薫

出典：中国互联网络信息中心『中国互联网络发展状况统计报告』
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ミニアプリ登場期

  テンセントがミニアプリをリリー

スした当初は、中国でもその利便性

に懐疑的な目を向ける意見は少なく

ありませんでした。ですが、リリー

スした年の終わりには、ユーザー数

を200倍に増やしています。同時

に、中国国内ではネイティブアプリ

の新規ダウンロード数が減少し、ミ

ニアプリを搭載したいわゆる「スー

  最初のミニアプリが登場した

の は、2017年。 テ ン セ ン ト が

WeChat上に「ミニプログラム」を

リリースしました。この頃には

WeChatの ユ ー ザ ー 数 も10億 に

迫っており、同系列サービスである

WeChat Payのユーザー数がAlipay

パーアプリ」へユーザーが集中する

ようになりました。

  中国でにおけるミニアプリの収益

モデルは、①Eコマース型、②ソー

シャルゲーム型、③コンテンツ課金

型　が主です。また、ユーザーの年

齢分布は20歳～ 40歳のユーザーが

60％を占めており、女性の利用者

が若干多くなっています。そして、

を超えるなど、破竹の勢いで成長し

ていました。

  こ れ に 対 抗 す る よ う に し て、

2018年にはAlipay擁するアリババ

がミニアプリをリリース。続いて新

進気鋭のSNSサービスだったTikTok

もミニアプリをリリースし、競争の

ユーザーの90％が月あたり200元

（約3160円）以上をミニアプリに

使っており、いかに生活に定着して

いるかが分かります。（2020年8月

時点）

　今後、インバウンド向け対応をす

るうえでも、ミニアプリあるかない

かがインバウンド集客において、大

きなカギとなりそうです。

ステージが完全にミニアプリへ移行

しました。

  2019年1月には、WeChatミニプ

ログラム利用者数が6億人（DAU2.3

億人）、ミニアプリ数が100万個を

突破しました。そして今もなお、成

長を続けています。

ミニアプリの利用者数推移（中国）

2017年1月 テンセントがミニプログラムをリリース

2017年10月 アリペイユーザー数が6億3000万人、

  WeChat Payの利用者数が7億8000万人に到達

2018年9月 アリババがミニアプリをリリース

2018年10月   TikTokがミニアプリをリリース

2019年1月 WeChatのミニプログラム利用者数が6億人、

 ミニプログラム数が100万個を突破
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200万人
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7億2000万人
8億4900万人

（億）

▲日本版WeChatのミニアプリ
検索画面
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①大規模アプリとの連携で利用ユーザーの敷居を低く

②ネイティブアプリより圧倒的にコスパ良し

第１章：ミニアプリを「知る」 

ネイティブアプリとミニアプリの差
日本で現在「アプリ」という言葉が指すのは、App Store や Google Play からダウンロードして利

用する「ネイティブアプリ」が基本です。ネイティブアプリはスマホに適した UI/UX や機能を備えて

いるため非常に便利ですが、容量の大きさや開発コストの課題もあります。ここでは、そんなネイティ

ブアプリとミニアプリを、2 つのポイントから比較していきます。
文：松尾薫

　ミニアプリの最大の強みと言って

も過言ではないのが、この点です。

ミニアプリを擁するネイティブアプ

リは、中国で「スマホに入っている

のが当たり前」のアプリばかり。つ

まり、ミニアプリとしてリリースし

た時点で、大多数のスマホへインス

トールされているのとほぼ同じ状態

といえます。データ容量も、アカウ

ント情報も、親にあたるネイティブ

アプリの中で完結・紐づけが行われ

るため、アプリインストール時の手

間が一掃されています。

ネイティブアプリとミニアプリの開

発費には、大きな差があります。一

般的なネイティブアプリの開発コス

トは、概算でおよそ1000万円～。

対してミニアプリは100万円～と

なっており、十分の一のコストで済

みます。また、開発期間もネイティ

ブアプリが最短で1か月かかるとこ

ろ、ミニアプリであれば最短1週間

で完成するため、手軽でスピーディ

なリリースを実現することが可能で

す。作りたい内容やつけたい機能に

もよるとは思いますが、Webサイト

　短所としては、データ容量に上限

があるためアプリ自体にある程度の

制限がかかってしまう点、そして親

のネイティブアプリを介さなければ

アプリにアクセスできないため、ス

マホのトップ画面から直接開くこと

はできない点が挙げられます。しか

し、WeChatではデータ容量の上限

が引き上げられていたり、様々なア

プリを一元化できることでスペック

の低いスマホでも快適に利用できた

りといったメリットと表裏一体でも

あります。

やネイティブアプリよりミニアプリ

の方が適しているサービスは、想像

以上に多いのではないでしょうか。

　また、ネイティブアプリのリリー

ス時には、AndroidとiOSそれぞれの

機種に対応したものを作成する必要

がありますが、ミニアプリは親のネ

イティブアプリが既に対応している

ため、合わせる必要がありません。

こういった部分が低コストを実現し

ているポイントでもあります。

　複雑で大容量のものを作るのであ

ればネイティブアプリを選ぶべきで

　アプリのＤＬ時間やユーザー登録

の手間がかからない分、ユーザーと

してはより多くのアプリを気軽に試

せるのも、ミニアプリの良い所です。

すが、ミニアプリを選択肢に入れる

ことでより良いコスト感や運用を実

現できる可能性もあるので、適して

いるほうを活用した方がよいです。
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第１章：ミニアプリを「知る」 

WeChatのミニアプリ紹介
さて、ミニアプリがいったいどういうものなのかはもうお分かりいただけたと思います。ここでは、

実際に WeChat から利用できるミニアプリを、EC と観光の観点から 3 種類ご紹介していきます。

文：松尾薫

　最後に紹介するのは、シンガポー

ル観光局がMICE（企業が行う会議・

研修旅行・展示会・イベント）招致

のために作成したミニアプリ「新加

坡商务会奖旅游小程序」です。

　元々ビジネス往来の多いシンガ

ポールでは、観光客総数の14％が

MICEの一環としてシンガポールに

訪れている旅行者です。中でも中国

　同程旅行（トンチォンリュハン）

は、オンラインでの旅行予約プラッ

トフォームです。ホテルの予約はも

ちろん、観光地のチケット購入、飛

行機や列車などの交通機関の手配が

すべてアプリ内からできるため、中

国では今や旅行に必携のアプリと

なっています。

　排多多（ピンドゥオドゥオ）とは、

2015年に元Googleのエンジニア

が立ち上げた、地方都市を中心とす

る中・低所得者をターゲットにして

いる比較的新しいECモールです。

　特徴的なのは、「共同購入」とい

うシステム。ユーザーが欲しい商

品をWeChatやQQなどでシェアし

本土から訪れる人は多く、彼らの生

活習俗に対応したサービスとしてミ

ニアプリをリリースしました。

　アプリ内では、目的や規模感から

会場施設や観光先を探すことができ

ます。また、主要業界を対象とした

おすすめの旅行プランが提示されて

いるのも、利用企業から高い評価を

得ています。

　特徴的なのは、WeChat内の検索

機能を有効活用している点。ユー

ザーが「交通機関の発見」に関する

ことを検索すれば、同程旅行ミニア

プリの提供している予約サービスへ

直接たどり着くことができるため、

ユーザーの取りこぼしが少なく済ん

でいます。

て一緒に同じ商品を買ってくれる人

（共同購入者）を募り、一定時間内

に規定人数を集めることができれば

その商品を激安で手に入れることが

できる、というもの。まさに、SMS

であるWeChatと相性抜群のサービ

ス。友人や家族と一緒に、日用品や

嗜好品を安く買っているようです。

新進気鋭のECモール、拼多多（ピンドゥオドゥオ）

旅行関連の予約サービス、同程旅行（トンチォンリュハン）

シンガポール観光局によるビジネスアプリ「新
シンジャポーシャンウーフゥイジャンリュヨウシャオチョンシュ

加坡商务会奖旅游小程序」

ミニアプリ①

ミニアプリ②

ミニアプリ③
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第2章

ミニアプリを「使う」
中国では2017年以降から急速に広がりを見せ、スタンダードなものになりつ

つあるミニアプリ。ですが日本ではまだ「よく知られたツール」とは言えません。

しかし、1年前（2019年初頭）と比べると、「ミニアプリ」という単語をWeb

業界のニュースやコラムでよく見かけるようになっているのも、また事実です。

そこで2章からは、日本で実際にミニアプリを「使う」となるとどのようなも

のになるのか、日本のミニアプリの現状や利用レポートでお届けします。
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前章で紹介した通り、中国では既に多くの方に認知・利用されているミニアプリですが、

私たちが住むここ日本の現状はどんなもので、これからどうなっていくのか？

本書作成時点（2021 年 1 月）でミニアプリの存在を公にしている

「PayPay」と「LINE」の利用者視点で分かることをまとめ、近未来像について考察します。
文：國藤弘展

第2章：ミニアプリを「使う」

日本のミニアプリの現状とこれから

PayPay

　まずは左のキャプチャをご覧くだ

さい。PayPayのモバイルアプリを

操作していても、まだ現段階では「ミ

ニアプリ」という存在を意識するこ

とはできません。「機能一覧」のペー

ジに表示されているものの殆どが、

ヤフーやソフトバンク系列のサービ

スです。ヤフーのサービスは名称を

PayPayプランドに統一する方針の

ようなので、尚更ミニアプリである

ことが分かりづらい状態です。

　最もスムーズに動作しそうなも

のから敢えて試していこうと思い、

「PayPayモール」と「PayPayフリマ」

をタップしてみましたが、それらの

動作はしっかり「ミニアプリ的」で

した。「ミニアプリである」と断言

せず、敢えて「的」と濁しているのは、

実際のところ誰が開発・運用してい

るのかが不明だからです。

　本書ではここまで「ミニアプリ」

を「スーパーアプリ内に外部業者が

参入するもの」と定義してきている

ので、違和感を感じるところではあ

ります。とはいえ、これらも一応の

外部業者としてユーザーの認証のも

とデータ参照する仕様のようで、仕

組みとしては外部参入型のミニアプ

リと同じであると推測します。

　PayPayモ ー ル やPayPayフ リ マ

はヤフー株式会社の運営するサービ

スです。グループとはいえ別会社で

あり、個人情報などのデータ連携を

行うにはユーザー自身の承認が必要

となるので、このような立て付けに

なっていることには納得できます。

　「Uber Eats」や「さとふる」も、

いずれもソフトバンクの資本が注入

されていることから、純粋な外部参

入とは言い難いところがあります。

　ペイメント単体の機能では、や

やスーパーアプリとは呼びづらい

PayPay。親会社にあたるZホール

ディングスが、次に紹介するLINEと

の経営統合を発表したこともあり、

どこかのタイミングでグループ内の

ブランドをさらに刷新し、そこで本

腰を入れるのではないか？…など

と、筆者は勝手に予測しています。

現状調査 1

「モール」「フリマ」の

動作はミニアプリ的

数少ないスーパーアプリの

候補として期待大だが…

まだ「ミニアプリ」は

存在しないように見える

▲PayPay「機能一覧」のファーストビュー

▲セカンドビュー　以下割愛
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LINE

楽天／ Amazon

　既に76もの「外部業者が参入し

たと思われるミニアプリ」が稼働し

ています。

　美容や化粧品関係が多いことか

ら、LINEユーザーの中でもアクティ

ブな存在は女性なのだろう…という

ことがよく分かるラインナップ。

　他にも、乗換案内やお薬手帳、飲

食店の予約など、幅広いサービスが

既に稼働しており、多彩なユーザー

層が徐々に利用を始めていそうな気

配を感じます。

　ミニアプリを使おうと思った時、

「サービス編集」の画面のかなり下

の方までスクロールするとようやく

「ミニアプリ」というメニューが出

て来るのですが、これでは、その存

在に気付いてくれる方はそう多くは

ないのではないかと思います。

　ただし、一度「＋」ボタンを押し

て登録さえしてしまえば、ホーム画

面のファーストビュー（開いた瞬間、

全くスクロールせず見える範囲）の

中央付近ある「サービス」という欄

に、最新の利用が5つまで（開いた

順）そこに表示されるようになりま

す。そのため、一度利用した方であ

れば再利用はしやすい状況にあるの

ではないかと思います。

　既に参入している業者が多いこと

から、LINEはキッカケさえあれば

一気に認知され広まるポテンシャル

を、既に持っているように思います。

　従来より海外展開にも力を入れて

いて、既に日本も含め台湾、タイ、

インドネシアの４カ国で５０％以上

のシェアを獲得しているとの報道も

あります。グローバル展開も既にで

きており、このまま順調に成長して

いくのではないかと推測します。

　そして、そのブランドも国際的に

認知されている状態ですので、経営

統合後にも安易にサービス統合され

たり、リネームされることはないと

予測します。こればかりは予測がつ

きませんが （笑）。

　是非とも日本を代表するブランド

として、その地位を確固たるものに

していって欲しいものです。

現状調査 2

今後どうなる？

既にミニアプリ多数

ユーザー層にもマッチ

ポテンシャルは十分

海外にもユーザー多数

まだ目立たないが

一度使うと良い位置に

▲LINEミニアプリのファーストビュー

▲セカンドビュー　以下割愛

　はじめにおことわりしておきます

が、楽天もAmazonも現段階でミニ

アプリに関する発表を、何一つ行っ

ていません。ですからこのコーナー

の考察は筆者の妄想に過ぎません。

　ただ、世界的に見ても稀有な存在

であるスーパーアプリの担い手、中

国Alipayがその事業をEC（ネット通

販）から派生させていることから、

この2つの企業がミニアプリ構想を

スタートさせると、とんでもないイ

ンパクトをもたらすことになるの

は、誰もが想像できることではない

でしょうか。

　どちらも通常のセラーの取り扱い

との差別化が課題になりそうではあ

りますが、ミニアプリを始めること

で、今まで多くなかったサービス業

や飲食業との接点が生まれ、その「経

済圏」を大きく発展させることも、

十分にあり得ます。
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ここでは、編集部が「国産モバイルアプリの中で最もスーパーアプリに近い」と考えている「LINE」

のミニアプリを筆者が実際に利用してみて、感じたことを好き放題考察していきます。
文：國藤弘展 a.k.a. 青いジャケットのおじさん

第2章：ミニアプリを「使う」

LINEミニアプリ体験レポート

スシロー受付/予約

COFFE STYLE UCC

　我が家では、月イチ以上のペース

で回転寿司に行っています。普段よ

く行くのは自宅から近い別チェーン

なのですが、スシローもそう遠く

ないため、今回は気分転換を兼ねて

　普段ほとんどAmazon以外で買い

物をすることがない筆者ですが、折

角の機会なので、在宅勤務で毎日愛

飲している、コーヒーの豆を注文す

ることにしました。

LINEミニアプリから予約して行っ

てみることに。

　別チェーンに行く際にも、いつ

もスマホからweb予約していました

が、現地での順番待ちも並行される

　まずミニアプリを開くと「My 

COFFEマップ」というコンシェル

ジュ的なサービスが目に飛び込んで

きたので、早速タップ。

　するとLINEでの会話が始まり、

ため、しばしば予約した時間通りに

着席できないことも。筆者はこれに

不満を感じていたのですが、今回は

ほぼ時間通りの着席ができました。

　予約の30分前、10分前、次の順

番になった際には、それぞれリマイ

ンドのメッセージが届くなど、初め

てであったとしても戸惑うことがな

さそうな安心感がありました。

　会計は無人精算機が故障中で普通

のレジでしたが、もしミニアプリや

注文用タブレットで精算できるよう

になれば、混雑回避と時短になり、

もっと人気が出そうです。

いくつかの質問に答えることに。

　自分の好みは概ね把握できていた

のですが、予想外の質問から、既知

の自分の好みである「フルーティな

浅煎り」にちゃんと着地して驚きま

した。機械学習でしょうか？すごい。

　EC用のミニアプリが本体なのか

と思ったらチャットボットへの導線

がしっかり設計されていて、面白い

体験になりました。

　その後の注文は極めてオーソドッ

クスなEC（ネット通販）のフロー

でした。ここにも独自の工夫があっ

てくれると、嬉しかったですね。

体験記 その2

体験記 その１
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青いジャケットのおじさんが
好き放題に語る「正味のハナシ」

こうだったら、もっといいのに！

　今回の体験をどのミニアプリで行

うか検討する中で、様々な候補があ

りましたが、ECの形態を取ってい

るものは、まだまだ少ない印象です。

予想外に多かったのは、サービス／

飲食業店舗の「来店予約」と、雑貨

や化粧品の「事前注文・来店受け取

り」というものでした。

　では、何故そうなっているのかを

考察していきましょう。

　結論から書きますと、ECよりも

来店予約の方が、取得情報が少なく、

開発工数も少なく済むからではない

かと筆者は考えます。

　当たり前ですが、ECでは「モノ

の配達」を頼む訳なので「送り先」

を売主に伝える必要があります。

　筆者はモノグサなので、事前登録

しておいた住所をボタン一つで連携

してくれないものかと期待していた

のですが、前述の体験の中ではその

ような仕組みのミニアプリに遭遇す

ることはありませんでした。

　LINEはメッセンジャーアプリと

して気軽に始められるのが魅力の一

つであり、メッセンジャーとしての

利用において住所登録を求められる

ことはありません。そのため、今回

体験したECミニアプリのデベロッ

パーは、まだ大多数のユーザーが

住所を登録していないだろうと考え

て、住所連携の実装を見送っている

のではないかと思います。（単純に

準備中なだけかもしれませんが）

　改めて調べたところ「設定」＞「プ

ロフィール」＞「LINE Profile+」と

進んだ画面で、本名や生年月日、住

所などを登録する箇所があり「提携

サービスで利用することができる」

との記述を見つけました。ここへの

登録の動機をうまく作り、住所登録

を「当たり前のこと」にして行くこ

とが、LINE社とミニアプリデベロッ

パーの共通の課題になるのではない

かと思います。

▲ひっそりと「プロフィール」最下段にあった
「LINE Profile+」。使えれば便利なのだが…

　「COFFE STYLE UCC」では、本

体（本店？）であるwebサイトと全

く同じも支払い手段が選択可能で、

私はクレジットカード情報を入力し

て支払うことにしました。

　LINE Payで支払うつもりだった

のですが、どうやらこちらのデベ

ロッパーは、まだLINE Payの実装

をしていないようです。

　もちろん、後々対応予定ではある

　ここまでの考察の通り、まだデー

タ連携や、ネイティブアプリ／本店

サイトへの誘導を制限していないよ

うですので、次章を参考に、お早め

の参入を強くお勧めします。

　善は急げ。今がチャンスです。

のだと思いますが、LINE社からも

Pay連携を「必須」としていないの

は、まだミニアプリの事例を増やす

フェーズと考えて、敢えて制限を少

なくしているのかもしれません。

　他のミニアプリもいくらか起動し

てみましたが、それぞれネイティブ

アプリや、本店webサイトへの導線

がしっかり確保されており、現段階

ではそれらへの誘導を目的とするの

も可能なようです。

　もし住所連携とLINE Payが選択

可能であれば、住所連携の承認と

ペイメントの承認で、恐らく2 ～ 3

タップで注文完了できた筈です。

　もし、そんなミニアプリばかりな

ら、私は大喜びで囲い込まれ、お気

に入りのスーパーアプリ内でほとん

どの買い物や、飲食店予約をするよ

うになるでしょう。

　様々な課題を粗探しのように書い

てしまいましたが、筆者はLINEが

国内初のスーパーアプリに育ってく

れることに、大いに期待しています。

ECに期待していたが

まだ課題が多そう

ECには「配送先住所」が

必要不可欠だが…

特定機能の利用や連携は

まだ必須とされていない

これからミニアプリ作成を

考えている方へ

個人的にはフル連携で

ガッチリ囲い込んで欲しい
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第3章

ミニアプリを「作る」
これまで中国におけるミニアプリの現状、日本におけるミニアプリの現状や

利用方法を見てきました。ここからは、ユーザー目線からミニアプリを提供

する側の目線で、「どうすればミニアプリをマーケティングや顧客流入、サー

ビスの品質向上に生かしていけるのか？」という点、そして「実際に作る

ときは何が必要なのか？　どんなボトルネックがあるのか？」という点を、

具体的なフローや関連企業のインタビューを通して見ていきたいと思います。
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そもそも越境ECとは？

越境ECの壁

第3章： ミニアプリを「作る」

越境ECとミニアプリの繋がり
ミニアプリは越境ＥＣにおいても有利な点があります。

越境ＥＣで実施するのに困る点は、決済の面と商品の輸出入に関する面です。

文：山根弘義

　越境ECというのはインターネッ

ト通販サイトを通じた国際的な電子

商取引のことです。

　海外進出は多額の費用と専門知

識、人材が必要ですが、越境ECは

インターネット上で商品の売買が成

立するので、比較的簡単に海外進出、

海外への商品展開が可能です。

　簡単とはいえ、もちろん問題もあ

ります。海外へ商品を売る、あるい

は海外のサイトで購入し、海外から

モノを取り寄せる場合、一番問題に

なるのは言語、通貨そして税関です。

　越境ECはインターネットを使用

しているのでとても手軽で、近年で

は対中国、対アメリカの流通も増え

ていて、比較的小さな組織や商店で

も越境ECを行っていることもあり

ます。利用者は、自宅や国内に居な

がら、海外の製品を購入できるので

とても手軽です。しかし越境ECは

立派に輸出入の事業者。それを行う

側にとっては、言語、通貨、税関の

問題をクリアしないとなりません。

特に税関は語れば１日では終わらな

いほど奥が深い世界です。

　禁制品、法律、物流会社の選定、

そして物流会社で運べる内容が会社

によって異なるなど学ぶことはとて

も多いです。

▲現地倉庫に保管するサービスをする物流業者もある。

　税関に関しては、国や地域よって

禁制品が異なったり、モノによって

関税税率が異なるのはもちろんのこ

と、個人だとダメ、法人だとダメ、

など細かい規制が盛りだくさん。

　日本が取引相手として世界でも

トップレベルの中国を例にしてみて

みましょう。

　日本から中国へ品物を売る（輸出）

する場合、国際物流を担う物流会社

を利用しないとなりません。

　越境ECで利用できる中国の大手

物流会社は主に６社。以下の表の通

りです。物流会社のホームページを

見ても、詳細を記載していないこと

もザラです。

　同じ中国国内であっても、現地に

倉庫があってモノを予め置いておけ

る会社、そうでない会社、特定の地

域で輸出入を有利にできる会社な

ど、地域や会社次第で大きく変わる

ことも。直接大手物流会社とやり取

りするのは、かなり労力と時間を要

するとみてよいでしょう。

出典：経済産業省『平成 30 年度　我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商取引に関する市場調査）』
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独自の物流業者の存在も！　ミニアプリでどのように解決していく？

　例えば日本から中国へ品物を売

る（輸出）する場合、国際物流を担

う物流会社を利用しなければなりま

せん。越境ECで利用できる中国の

大手物流会社は主に6社。上記にあ

る表の通りです。物流会社のホーム

ページを見ても、詳細を記載してい

ないこともザラ。直接大手物流会社

とやり取りするのは、かなり労力と

時間を要するとみてよいでしょう。

　ミニアプリの日本での展開が秒読

みとなっている今、越境ECとスー

パーアプリやミニアプリはどう関連

してくるのでしょうか。

　当社のパートナー企業であり、中

国スーパーアプリへのミニアプリ導

入支援を行っている株式会社トリオ

システムズによると、ミニアプリを

通してこれらの問題を解決する方法

が提示できるとのこと　特に商品の

輸出に関してはトリオもノウハウが

あり、ユーザーとミニアプリ配信者、

双方どちらの利便性をも向上させる

施策を打つことができます。例えば、

商品の登録や関税。商品によって、

関税が異なる項目や、そもそも輸出

できない項目もありますが、トリオ

では商品に応じてなるべく関税が安

くなる手法で対応します。

　また、スーパーアプリへの掲載審

査は共通しており、イチから制作し

たネイティブアプリで越境ECを行

うよりも、簡潔で有利です。

　このように、安全・確実に中国の

スーパーアプリへの掲載を実現でき

るミニアプリでは、企業が個別に越

行うよりもずっと有利な環境で、越

境ECに取り組めます。

　ユーザー向けにも便利な施策とし

て、荷物の追跡をスーパーアプリ内

で行えることがあります。

　ユーザーは特別な操作や登録の必

要なく、スーパーアプリ内で商品の

配送状況を簡単に確認できます。ま

た、越境ECに対して特に強い物流

会社と取引することで、追跡のほか

安全な運送も可能です。

　また、スーパーアプリ内の機能を

活用することで、リピーター率の

アップや新規ユーザーの獲得をネイ

ティブアプリよりも簡単に、低コス

トで実現できます。

　スーパーアプリを用いることで、

ユーザーの利便性向上に繋がり、購

入への導線が自動的に整理されるた

め、誘導もより加速しそうです。。

物流業者ごとの違いは

個人での越境ECにとって壁に

ミニアプリと越境ECの

相性は？

ユーザーへの影響は

どんなものがあるのか

面倒ごとは任せたほうが得！

専用の事業者に任せよう

　弊社（UPC）や本書でも紹介し

ているトリオ、ACD、行雲といった

ミニアプリの制作代行をする会社で

は、越境ECの問題点も寄り添って

解決しています。現地通貨表示、翻

訳も行っています。

　手軽な海外進出が可能なのがウリ

の越境ECですが、国内ECサイトの

ようにはいきません。

　今までの国内ECサイトのノウハ

ウだけあれば、すべてアプリ制作代

行やパートナーにお任せしたほう

が、結果的に安くなることがありま

す。スーパーアプリへの登録、税関

対策はもちろんスーパーアプリ上へ

の商品の安全で確実な展開、言語や

通貨、決済の壁も取り払います。

　越境ECのアプリ（ミニアプリ）

は単なる制作代行ではなく、このよ

うな最後の障壁を取り除くお手伝い

をします。面倒なところは専門の会

社に委託することで、本当の意味で

「手軽な海外進出」になり得ます。

ミニアプリの登場により、越境EC

はさらに加速するでしょう。

中国の大手物流業者の例

出典：日本貿易振興機構（ジェトロ）北京事務所『中国税関における小口郵便ルート・通関等に関する調査報告書』２０１８年３月  



16 ©2021 UNIVA Paycast Limited.

越境ECのこれまで

事前注文・決済のこれまで

ミニアプリに最適な領域①：

ミニアプリに最適な領域②：

第3章：ミニアプリを「作る」 

ミニアプリの活用に最適な領域は？
これまでもご紹介してきた通り、ミニアプリは実にさまざまなサービスを提供しています。

その中でも、やはり社会情勢を鑑みて注目していきたいのが「越境 EC サイトの代わりとしてのミニ

アプリ」、そして「飲食店や観光の事前注文・予約・決済ミニアプリ」としての使い方です。そこで、

ここではこれまでの各サービスのあり方とコロナ禍での変化について、解説していきます。
文：松尾薫

　2010年頃から注目されるように

なった越境EC。2008年頃から越

境ECモールや国際配送代行サービ

ス等が登場しましたが、2009年の

時点では「様子見」を選ぶ企業も多

く、また日本人には海外から商品を

買う機会がほとんどなかったため、

「海外のものを気軽に購入できる」

という認識を持つのに時間がかかっ

ていました。当時、日本のECモー

ルなどからオンライン購入された合

計額は、米・中合わせて1,581億円。

2018年の合計額が2兆3,582億円

ですから、この10年でどれだけ大

きく成長してきたのかがよくわかり

ます。

　飲食店を中心とする事前注文・事

前決済は、少し前までは電話注文や

個別でのメール注文などに限られて

おり、かつ支払い自体は自宅や店舗

で商品を引き取る際に行う、という

のが当たり前でした。

　しかし、2016年から日本でサー

ビス提供を開始したUber Eatsなど

の、飲食店テイクアウトに特化し

た配送サービスが登場したことで、

　市場自体は大きく成長している一

方で、「物流面に対する不安」や「言

語の壁による認識違いやサービスの

不手際に対する不安」は、10年前

と変わらず存在しています。独自の

法律や規則があったり、配送会社が

日本と異なっているため届くまでに

商品が破損する可能性があったり、

日本国内から解決を試みるには中々

難しい課題も存在しています。

徐々に「アプリ等でメニューを閲覧・

注文・支払いをして、家で商品を受

け取る」という、消費者の負担が最

も少なくて済む方式へと変化してき

ました。

　自宅から店舗にではなく、飲食店

内でのセルフオーダーへ焦点を移す

と、一番想像しやすいのが回転寿司。

2005年にかっぱ寿司が業界で初め

て導入し、今ではファミリーレスト

ランなどでも利用されています。

　また、ラーメン屋など回転率の高

い飲食店で採用されている「食券制」

もテーブルオーダーのひとつといえ

ます。こちらも、現在では液晶パネ

ルでカスタマイズ性の高いメニュー

を提供するようになってきました。

　サービス自体は昔から存在してい

ますが、その在り方は年月を経て

ずっと進化を続けています。
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それぞれの領域におけるコロナ禍での変化

　１月に初めて日本国内での新型コ

ロナウイルス感染者が現れて以降、

EC分野は右肩上がりで伸びていま

す。これは後述する事前注文・決済

サービスにも共通しますが、対人接

触を最低限に抑えながら買い物がで

きることが、最たる理由です。

　三井住友カードの調査によると、

2020年4月～ 7月のアンケート回

答者のうち3人に1人が「昨年と比

べてオンラインショッピングの利用

が増えた」と答えています。特に、

元々 ECサイトを利用して買い物を

する機会が少なかったと予想される

60 ～ 70代ではおよそ2人にひとり

が「利用が増えた」と答えています。

また、クレジットカードの全利用額

のうちおよそ3割がECサイトで使わ

れるようになったまま現状維持が続

いており、大きく変わった生活スタ

イルが定着してきていることが分か

ります。

　筆者の体感ですが、特に「衣料品」

や「食料品」といった、今まで実店

舗で購入していた生活必需品のEC

購入額は、増加しているようです。

　越境EC分野では、日本へ旅行が

できなくなったインバウンド客が日

本製品を目的に、越境ECを利用す

る機会が増加しました。また、旅館

などインバウンド客の訪問が収入源

のひとつとなっていた事業者は、越

境ECサイトなどを立ち上げてお土

産品を購入可能にすることで、海外

インバウンド客の需要を満たして利

益化できる手段を模索するようにな

　App Annie Japanが 発 表 し た

2020年アプリDL数ランキング（非

ゲームアプリ）では、フードデリバ

リーサービス「Uber Eats」が初の

TOP10入 り。Uber EatsはCMな ど

の宣伝効果もあって、認知度は今や

9割を越えています。このような、

ステイホームにも三密にも適応でき

るフードデリバリーサービスがコロ

ナによって需要増加したことは、火

を見るよりも明らかです。

　また、飲食業界ではデリバリーだ

けでなく、事前注文・決済のテイク

アウトサービスも需要を伸ばしまし

た。店内飲食が感染の原因になると

　越境ECも飲食店の事前注文・決

済サービスも、ミニアプリで独自展

開が可能です。今はまだ発展途上で、

改善の余地があるサービスですが、

開発コストの安さやLINEなどSMS

での拡散を狙えるのは大きな強みで

す。今後の可能性も含め、一考して

みてはいかがかでしょうか。

いう懸念からイートインの売上が落

ち込み、閉店を余儀なくされる店舗

もある中で、テイクアウトに力を入

れて少しでも元の経営状態へ戻そう

と考える店舗は、感染拡大当初から

多く存在しています。そんな店舗を

サポートするアイデアとして、「ス

マホで注文～決済を行い、指定時間

に取りに行けば最低限の接触のみで

商品をテイクアウトできる」という

サービスも複数登場。コロナ禍以前

からこれを独自展開していたコー

ヒーチェーンやハンバーガーチェー

ンだけでなく、個人店でも導入すれ

ば利用可能になりました。

りました。

　2021年以降は、ECでの購入がス

タンダードになったことを契機に、

より多くのモノがECサイトで購入

可能になるものと思われます。また、

越境EC分野も需要は継続し、一気

に市場が拡大するのではないでしょ

うか。

事前注文・決済の変化：
需要が伸びて急速に拡大

EC業界の変化：
国内も越境も需要が増加

ミニアプリへの転用は
可能なのか？
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大変便利で今後の活躍が期待されるミニアプリですが、

実際に作って稼働させるには、一体どんな手続きが必要なのでしょうか？

中国の Alipay、WeChat、日本の LINE、PayPay（これらを「親アプリ」と呼びます）

を例に必要な手続きを調べてみました。

文：國藤弘展

第3章：ミニアプリを「作る」 

作るのに必要な手続きは？

　ミニアプリを作るには、まずはデ

ベロッパー（開発者）としての登録

を行う必要があります。

　ミニアプリの本場中国のWeChat

とAlipayは、それぞれ中国のサイト

での登録を行う必要があり、そのた

めのサイトも中国語で記載されてい

ます。審査のやりとりも中国語で行

うことがスムーズである（英語も通

じるとは思いますが）ことから、中

国語で十分なビジネスコミュニケー

ションができる開発メンバーがいる

ことが実質的な第一ハードルになっ

ていると言えそうです。

　もちろん、そのハードルを超える

のが難しい場合であっても、既にデ

ベロッパー登録を済ませている構築

業社を当社からご紹介することで、

開発委託のような形で開始すること

も可能です。

　 日 本 国 内 に お い て は、LINEも

PayPayも日本語で公開されている

webサイト上にデベロッパー登録の

窓口があり、各親アプリの名前の後

に「ミニアプリ」と付けて検索すれ

ば簡単に見つけることができます。

　本書発行時点では、メールアドレ

スさえ持っていれば誰でも登録でき

るようです。ただし、LINEのwebサ

イトではサービス企画書を提出して

の「サービス事前審査」というステッ

プがあると明示されています。

　他アプリでも明示されていないだ

けで、デベロッパー登録をした後

で提出を求められる可能性はあるの

で、準備しておくのが賢明でしょう。

デベロッパー登録STEP 1

開発STEP 2

◀︎LINE for Businessの
ミニアプリエントリー
窓口に掲載されていた、
リリースまでのフロー。
本章ではもっと大雑把
にステップを刻んで解
説しています。

　ミニアプリの開発は、基本的に

webアプリケーションのそれと同様

と考えて差し支えありません。詳し

い開発方法や仕様については、各ア

プリ運営元が公開しているドキュメ

ントを参照してください。

　注意すべき点は、次のステップで

ある審査の前までに、細部に至るま

での作り込み（親アプリによっては、

決済機能の実装が求められることが

あります）が完了している必要があ

るということです。

　また、特に中国向けのものを作る

際に気をつけたいのが、動画などの

メディアを引用している場合や、ク

ラウドサーバーを用いる場合です。

　中国ではGoogleのサービスが原

則的に利用できないため、Youtube

のコンテンツを引用している場合に

は「閲覧できない箇所があった」と

して通過できない場合もあるようで

す。データのホスティング先も、中

国からのアクセスに難がないか、事

前に確認して決めましょう。
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審査STEP 3

公開・稼働STEP 4

当社パートナー、株式会社トリオシステムズさまの
「テンプレート型ミニアプリサービス」

開発委託の費用参考に…

　株式会社トリオシステムズさまで

は、ノーコードでミニアプリを構築

できる、webでいうところのCMSの

ようなシステムを提供しており、中

国からの訪日客の方々に人気の各

カテゴリに対応したデザインテンプ

レートを選択して、写真やコンテン

ツを登録していくことで、簡単にミ

ニアプリ（Alipay WeChat）の運用

を始めることができます。

　ご興味をお持ちいただけました

ら、次ページに記載の当社ご相談窓

口までご連絡ください。多数のパー

トナー企業の中から、課題解決に最

適なサービスをご提案いたします。

タイプ 項目 金額 備考

月額固定

初期費用 無料

最低契約期間：1年
※印の項目はご希望の場合のみ

月額固定費
￥35,000 ／月 

（親アプリ追加時＋￥20,000）

決済手数料 3.00％（非課税）

※クラウドサーバー利用料 ￥5,000 ／月

※物流システム利用料 ￥10,000 ／月

成功報酬

初期費用 無料
最低契約期間：1年
3 ヶ月連続で月間売上が100万円(物流シ
ステム無しの場合は80万円)を超えた場
合、固定費無しの成功報酬型または月額
型にシフト可能
※印の項目はご希望の場合のみ

月額固定費
￥10,000 ／月 

（親アプリ追加時＋￥20,000）

販売手数料 7.00%（課税）

決済手数料 3.00％（非課税）

※物流システム利用料 ￥10,000 ／月

　前述の開発が完了した後は、どの

親アプリであっても、リリース前

の最終審査があり、それぞれのデベ

ロッパー向けサイトから申請するこ

とになります。

　それぞれに定められたレギュレー

ション（取り扱い商品やサービスの

種類、必須機能が盛り込まれている

かなど、各親アプリの定めた独自の

基準）に沿っているか、また、正し

く動作するかを確認されることにな

るでしょう。

　場合によっては審査を通過でき

ず、質問があったり、修正を要求さ

れることもあり得ますので、質問へ

の回答やプログラムの修正を速やか

に行えるよう準備しておいたほうが

良いでしょう。

　審査を通過すると、いよいよ公開・

稼働です。

　ただ稼働させるだけでは、なかな

か利用してもらうことが難しいと思

いますので、店舗と連携するミニア

プリの場合は店頭にQRコードを掲

示するなど、できる範囲でプロモー

ションを行うと良いでしょう。

　また、各親アプリ毎に「延ばして

いきたいミニアプリのジャンル」が

ある筈なので、事前相談をしておけ

ば、露出機会を提供してもらえるか

もしれません。

　特に中国の方から人気があった

り、知名度の高い商品や、アクティ

ビティの取り扱いがあるようです

と、交渉しやすいと思います。

　必ずできるとは限りませんが、当

社からも積極的なプッシュをして参

りますので、まずはお考えのアイデ

アをお気軽にお聞かせください。
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第3章：ミニアプリを「作る」 

UPCのミニアプリ「冲绳导狮」

沖縄ガイドライオンは、中国のスマ

ホ決済「Alipay」アプリ内から利用

可能なミニアプリです。これまで話

してきたミニアプリの特徴通り、中

国ユーザーはAlipayのアプリを持っ

ていれば、特別な手続きなしでこの

インバウンド向け観光ミニアプリの

最大の利点といえるのが、「言語の

壁」をなくせることです。

　外国人観光客が日本の観光エリア

でチケットを取ろうとしたり、予約

をしようとしたとき、言葉が通じな

　「冲绳导狮」 は、当社のパートナー

企業である株式会社LBBが提供す

る「L.B.B.クラウド」と連携してい

ます。そのため、沖縄の各施設・ア

クティビティを運営している事業者

は、L.B.B.クラウドの管理画面から

アプリが使えます。

　例えば、中国ユーザーが体験して

みたいアクティビティや観光施設を

検索した時、沖縄ガイドライオンか

らの予約が可能な施設の紹介ページ

にQRコードなどを設置しておけば、

い可能性や購入に時間がかかる可

能性があると、せっかく興味を持っ

た体験を諦めてしまうことも（皆さ

んも、海外旅行で経験があるかも

しれません）。しかし、ミニアプリ

は当然ながら中国語で作成されて

施設情報・商品情報の編集、注文・

売上・顧客情報の管理、返金対応と

いった操作を行えます。

　提供しているアプリ自体は中国イ

ンバウンド客にとって最も使いやす

い形でありながら、その予約情報な

「冲绳导狮（沖縄ガイドライオン）」とは、中国インバウン

ド客向けの、沖縄の観光施設・アクティビティの事前予

約・決済ができるミニアプリです。中国のモバイル決済ア

プリ「Alipay」内から利用することができます。

ここでは、UPC が開発に携わったこの「冲绳导狮」につ

いて、実例のひとつとしてその概要と具体的な機能をご紹

介します。

ミニアプリ作成の参考として、ぜひご覧ください。

文：松尾薫

中国ユーザーはそれを読み込むだけ

で自動的にAlipay内ミニアプリ「冲

绳导狮」が立ち上がります。ユーザー

が気になった瞬間に、やり慣れた方

法で予約・決済ができるというわけ

です。

おり、また支払いも親アプリであ

る「Alipay」から可能なので、中国

インバウンド客は自国のアクティビ

ティを予約するのと変わらない感覚

で、気軽に予約が可能です。施設側

も、外国語で対応せずに済みます。

どは日本の事業者にとって分かりや

すい手法での管理を適用させられる

点は、ミニアプリという「未知のツー

ル」を、少しでも身近に・導入しや

すいものにしてくれるのではないで

しょうか。

Alipayアプリ内から利用が可能POINT1

事前予約・決済でスムーズに観光POINT2

「L.B.B.クラウド」で顧客管理も簡単にPOINT3
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海外名称 ミニアプリ

Alipayアプリ内でサポートあり
（条件付き）

中国本土・香港・韓国・タイ・
マレーシア・インドネシア・
フィリピン・シンガポール等

海外向けの施策は未定だが、
アプリ自体はアジア諸国
20以上の言語をカバー

特別なサポートはないため
加盟店自身で集客施策

ミニプログラム

MAU
（月間アクティブユーザー数）

10億人以上
（2020年11月）

12億人
（2020年5月）

サービス内容 QR・バーコード決済アプリ インスタントメッセージアプリ

集客方法

展開予定国・
地域

Alipay（支付宝） WeChat（微信）

Alipay特有の宣伝サポートとは？

AlipayミニアプリとWeChatミニアプリの比較

中国でのミニアプリ最大手は、最

初に始めたWeChatです。しかし、

Alipayも一年遅れでミニアプリの提

供を開始し、2020年7月にはMAU

（月間アクティブユーザー）6億人

を突破しています。また、何かと

WeChatばかり取り上げられがちで

はありますが、AlipayにはWeChat

にないサポート体制が整っているの

が特徴です。

　Alipayのアプリ内には、その時

キャンペーンを行っているミニアプ

リや、クーポンが配布・利用可能な

ミニアプリを宣伝するための、バ

ナー広告スペースが存在していま

す。有料広告というわけではなく、

あくまで「ユーザーに対するキャン

ペーンを提供する」ことが条件です。

　右上の図は、そのバナー広告が

載っているイメージ図です。ここを

タップすると、直接ミニアプリの

▲実際のAlipay画面。中央にある青い部分が
バナーにあたります。

アプリ内PRで
マーケティングコストを節約

トップページが開いたり、特設ペー

ジが表示されたりします（特設ペー

ジは要作成）。

　また、その下にあるのはミニア

プリのアイコン一覧です。こちら

も、タップすることで各ミニアプリ

のトップページへ行くことができま

す。

　Alipayには他にも、位置情報を利

用したプッシュ通知や成果に応じた

送客サポートなど、WeChatにはな

いマーケティング機能があります。

　先述の条件はあるものの、ネイ

ティブアプリやWebサイトを作成

した後中国国内へプロモーションす

る手間と費用を考えると、どちらも

従来よりかなり抑えることができる

点は、最大の魅力といっていいので

はないでしょうか。

　開発を考える際は、こういった親

アプリの特性も加味した上で、最適

なものを選んでいきたいですね。
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　ミニアプリへの導線は数十個ほど

あります。その中でも分かりやすい

探し方は「ミニアプリ検索」。名の

通りでWebブラウザと同じく文字

を入れて検索し、ミニアプリを見つ

けることができます。

　アプリの検索だけならWebサイ

トでも可能ですが、スーパーアプリ

を介するミニアプリならではの導線

もあります。それが「友達とのシェ

ア」。ユーザーは既存テンプレート

を利用して見栄えのよいポスターを

ワンタップで作成し、友達に共有す

ることができます。

　更に、ミニアプリ配信企業は「シェ

アセール」を設定し、ユーザーが他

のユーザーに商品やアプリを紹介す

る方法もあります。シェアセールは、

紹介した商品が購入されたら、紹

介者に謝礼が支払われる仕組でユー

ザー同士で「口コミ」のような広が

りもあります。

　ユーザーは他のユーザーにチャッ

ト 等 で 送 れ る ほ か、WeChatだ と

「モーメンツ」でも紹介できます。

モーメンツはブログのようなシステ

ムで、日記や行動禄、呼びかけ等に

使えます。

　そのほかにも、スーパーアプリ本

体が配信しているアプリもあり、そ

こでライブ配信や宣伝を打ち込むこ

ともできます。ライブ配信を見た

ユーザーが、ライブ配信内で紹介し

ている商品をタップすると、自動的

に配信者のミニアプリに入ることが

できるなど、ミニアプリに行きつく

導線に工夫がされています。

　ユーザーは利用していると知らぬ

間にミニアプリを導入していた、と

思えるほど簡単にミニアプリに繋が

れるようになっています。

　また、導入企業は複雑なコードや

高い開発費を支払うことなく、ワン

タッチでこれらの機能を導入するこ

とができます。

第3章： パートナーインタビュー 　トリオシステムズ株式会社

中国での「ミニアプリ」の使われ方
ミニアプリ先進国の中国は数年前からスーパーアプリやミニアプリの使用は日常です。

ミニアプリは中国ではどのように使われているのでしょうか。

トリオシステムズ株式会社（朱自鵬社長）ソリューション事業課長の袁丹（えん・たん）さんに、

中国ではミニアプリがどのように利用されているか紹介いただきました。

取材・文：山根弘義　インタビュイー：袁 丹さま（トリオシステムズ株式会社　ソリューション事業課長）

ミニアプリの検索 友達とチャットでシェア 企業のライブ配信で訴求

ミニアプリとの出会い方
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　ミニアプリとネット通販の最大の

違いが「企業や店舗をフォローでき

るかどうか」です。

　例えばネット通販では、通常だと

商品をみても販売者をフォローする

ことは稀。一見さんになってしまい

がちです。

　ところがミニアプリだと、ユー

ザー登録の必要なしに販売者のフォ

ロー（導入）ができます。

　フォローするとユーザーのアプリ

内にお気に入りとして表示されるた

め、販売者側はその後もファンとし

てユーザーを囲うことができます。

　その他のメリットとしては、ネイ

ティブアプリやECマーケット（ネッ

ト通販）への出店は、高額なコスト

が掛かるか、簡単であっても自社の

ファンを増やすことに繋がらないこ

とが多いです。その点、ミニアプリ

はユーザーに近く、低コストで導入

できるメリットがあります。

　さらにもうひとつ、シェアセール

  ミニアプリの特徴のひとつとし

て、ライブ配信機能があります。

ライブ配信は数多くの企業が実施し

ていて、通販番組や即売会のような

使い方ができます。

テレビ通販と大きく異なるのは、電

話や複雑な手続きなく、即購入でき

る点。

　ネット通販と違い、既に銀行口座

等の情報をスーパーアプリに登録し

ていれば、初めて訪れる配信者でも、

ワンタップで購入できます。

ライブ配信はミニアプリともリンク

していて、ライブで紹介しきれな

い商品データはライブ配信中にワン

タップで閲覧もできます。

　ユーザーにとっては購入しやす

く、配信者にとってはユーザーの購

入の障壁となる問題を、取り除くこ

とができます。

　ライブ配信はスーパーアプリの公

式でも行われていて、ユーザーは毎

回違う配信者をつまみ食い的に閲覧

できます。ユーザーから見ても一度

体験すれば、二度と手放せないくら

い手軽です。

▲ライブには、多様な機能があります。

▲ミニアプリはフォローしてもらいやすく、リ

ピートもされやすいのが特徴。

ライブ機能を生かそう

ファンの形成が簡単

は、スーパーアプリ内のユーザー同

士でミニアプリのフォロワーを増や

せる施策のひとつです。設定する

と、ユーザーがミニアプリを他の

ユーザーに紹介して商品を購入した

際に、謝礼が紹介したユーザーに支

払われる仕組みです。

　また、設定次第では紹介したユー

ザーがさらに他のユーザーを紹介し

て商品を購入すると、最初に紹介し

た人にも謝礼が入るようにもできま

す。最大２段階まで「連鎖」させる

ことが可能です。

　これらの設定や、謝礼の割合等は、

配信企業が設定できます。また、原

則として謝礼が設定されているかど

うかはユーザーには知らされません

が、企業側が自社のミニアプリ内で

謝礼がある旨を掲載し、ユーザー同

士の紹介を促す手もあります。

　また、この機能を実施するか否か

は、ミニアプリ配信企業で決めるこ

とができます。

　ユーザーとしては、ちょっとした

お小遣い稼ぎにもなり、中国では日

常的に行われています。

　日本でも、日常的に商品やアプリ

を紹介しあう文化が、これからでき

るかもしれません。
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　日本では、今や大企業はもちろん

個人店舗に至るまでアプリを作って

いるが、乱立していてダウンロード

してくれる人を増やすことは開発費

より遥かに手間やコストが掛かりま

す。

　そこで活躍するのがミニアプリ。

既存の大規模アプリの１つの機能と

して参入することで、ダウンロード

数を稼ぐ努力を今ほどしなくても、

すぐにスーパーアプリの既存利用者

に利用してもらえるようになる利点

があります。

　ネイティブアプリで覇権を取るの

は至難の業で、利用者を独占するま

で膨大な赤字を出しつつライバルを

徹底的に追い出していく必要があり

ます。そのような競争に参加できる

のは大企業の中でも一部のみです。

相当な先行投資をし、失敗時には大

ダメージを覚悟し、成功しても多大

な出費を強いられます。

　一方でミニアプリならば、すでに

覇権を取ったアプリの利用者全員へ

最初から訴求が可能です。

　中国人はもうパソコンを使うこと

は仕事以外ではないし、インター

ネットブラウザで検索することも少

なくなっています。

　世界を見てみれば、中国やアメリ

カなどを中心に、LINEが足元にも

及ばない膨大な利用者数とシェアを

持つアプリが点在していて、中国で

はスーパーアプリが生活のすべてを

支えています。

　日本では、LINE（ライン）が覇

権と言っていい利用者数を確保して

いますが、生活すべてを完結するア

プリとはまだ言えません。

　中国人は訪日客も含め、インター

ネットブラウザで検索することは少

なく、スーパーアプリに入っていな

いアプリは使用しないと言えるほ

ど。

　導入企業は複雑なコードや高い開

発費を支払うことなく、ワンタッチ

でこれらの機能を導入できます。

ユーザーも、どのアプリも似たＵＩ

のため、毎回アプリごとに操作が異

なることもなく、すんなりと機能を

利用できます。

　このように、事業者と利用者双方

の利便性から、中国ではすでに通常

のネイティブアプリやウェブサイト

を利用することなく、ミニアプリの

みの仕様で成り立つ生活環境が完成

しています。

第3章： パートナーインタビュー　株式会社ACD

日本でのミニアプリのこれから
株式会社 ACD（古居弘道代表取締役）は日本でのミニプログラムのパイオニア。

ミニアプリはこれからどうなるのか。ACD 事業統括部の足立拓也部長に聞いてみました。

取材・文：山根弘義　インタビュイー：足立拓也さま（株式会社 ACD　事業統括部部長）

世界のアプリ事情
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　ACD社は日本資本。そのため日

本企業向けに特化した開発や展開が

でき、手厚いサポートができるのが

ウリです。

　日本ではミニアプリ黎明期。ACD

は裏方に徹してでも日本企業を盛り

上げてミニアプリの浸透をしていく

構えです。

　WeChatなどスーパーアプリやミ

ニアプリが浸透するのは確実なこと

です。ミニアプリを日本で展開して

いくことに障壁となるものはいまだ

　日本に興味を持つ中国人に、日本

の良さを広めたい。そんなときはど

うするか。

　日本の情報を中国人に向けて発信

するとき、いくら高機能・高性能な

サイトやアプリを作っても、中国人

がキャッチすることは難しいです。

それは情報規制（＝グレートファイ

アウォール）があるからです。

　しかしWeChatなど中国で日用に

見つかりそうにないほどです。

　世界的な流れでもありミニアプリ

は日本でも今後、広まることになる

でしょう。

　いずれは日本でも日常となると予

想されていますが、当面の課題とし

ては、日本はまだミニアプリの概念

が浸透していないこと。

　まだまだ個々にミニアプリという

ものは何かという説明が必要になっ

ています。

　ただし、あくまで裏方に徹すると

役立てられているアプリに機能とし

て組み込まれれば情報を届けること

ができます。

　しかもインターネットサイトを

作ったり、アプリをイチから作るよ

り遥かに浸透が容易です。

　ACD社は日本資本で唯一、サブス

クリプションで中国の大手資本アプ

リ（WeChat＝テンセント）にミニ

アプリとして食い込める窓口を持っ

するつもりのACD社では、丁寧な

説明を心掛け、仕組みを提携企業と

共に作っていくという姿勢を貫いて

います。

　現在、ミニプログラムで問合せや

引き合いがあるのは、地方自治体や

空港・大手航空会社です。

　地方自治体でも都市部ではなく地

方が中心。地方の県や市では、積極

的に情報を海外発信したい意欲が強

いです。情報発信の方法が多岐に渡

り、日本でもアプリも乱立するこの

時代。今後は見てもらえる方法を考

えていかないと、一切見てもらえな

いのが当たり前になっていきます。

　サイトやアプリを作っても見ても

らえないことが日本でも当たり前に

なりつつなってきています。その点、

ユーザー登録の必要がなく、すぐに

スーパーアプリのシステムを利用で

きるミニアプリは、ユーザーへの露

出という面でもかなり高い効果が期

待できます。

　ミニアプリは新たな情報発信源と

して日本でも近いうちに当たり前に

なるでしょう。

ています。

　WeChat内部のミニアプリを日本

国内ではACD社含め数社しか開発

ができる企業がいまはない現状で

す。また、その開発できる企業でも

スクラッチ開発（イチからすべて開

発をする）がほとんどです。

　しかし、サブスクリプションで提

供できるACDは、より素早く、簡

単に開発が可能です。

▲日本でも、訪日中国人の間では、ミニプログラム（ミニアプリ）はすでに生活に溶け込んでいます！

中国人はミニアプリを見る

日本での今後の展開
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MiniApp自社広告

全部まとめて
ご相談ください！

来店予約やリピート促進が
できるシステムはない？

越境ECを
これから始めたい！

セミナーを
共催しませんか？

モバイルペイメントを
お店に導入したい！

代理店制度は
ありますか？

ミニアプリを作って
お店の集客がしたい！

三密を避けるための
web／モバイルサービスを作りたい！

AD
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ペイメント自社広告

ユニヴァ・ペイキャストのペイメント・プラットフォーム
「UnivaPay」最大の使命は…

皆様のビジネスへの「成果提供」を通して

「進化した消費体験」を
共創すること

web：「ユニヴァペイ」で検索 または　https://www.univapay.com/

「UnivaPay」 は、あなた（加盟店さま、

パートナー企業さま）にとっての“成

果”をより大きくするために作られ

た、ペイメント・プラットフォームです。

連携できるのは、EC サイトや店頭設

置のスマートフォン／タブレットだけ

でなく、POS レジ、IoT 自動販売機や

券売機、無人精算、テーブルオーダー

のためのweb ページやモバイルアプ

リなど様々です。

そして、これらの支払いが関わるサー

ビス・製品を作る企業の皆様とパート

ナーシップを組み、更に進化した支払

い体験を社会に適用していくことを

目指しています。

本書をご覧になり、少しでも共創や協

業のアイデアが浮かんだ方は、是非一

度、お気軽にお聞かせください。

西日本

東日本

PAYMENT
BRANDS: etc.

API

<a> 
.js

API

API

Mini
app

SDK

ORDER
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編集後記

　この冊子は、PDF での「見開き

表示」または複合機で冊子印刷する

ことを想定し制作しています。

　pdf ファイル側で「見開き表示」

の設定をしていますが、閲覧ソフト

側でそれを否定した場合、図表の可

読性が著しく損なわれる場合があり

ます。上手く「見開き表示」されな

い場合は、以下設定をしてください。

◆ Windows（Adobe Reader）

　メニューバー＞表示＞「見開き表

示」or「見開きページでスクロール」

を選択し、その下段の「見開きペー

ジで表紙を表示」にもチェック。

◆ Mac

　「Preview」で、1 ページの天地

がモニタに収まっている状態でスク

ロールすると適正表示されます。

　Adobe Reader をご利用の場合

は Windows と同様の設定が必要で

す。Acrobat Pro の場合はメニュー

バー＞環境設定＞ページレイアウト

で「見開きページ」を選択、完了後

にアプリケーション再起動する事で

設定が適用されます。

◆プリンターで冊子印刷する

　プリンターとそのドライバの種類

にもよりますが、複合機であれば概

ね「冊子印刷」のオプションがあり

ますので、印刷して保存・回覧した

い場合はそちらをご利用ください。

　pdf についての詳しくはアドビサ

ポートを、プリンターについての

詳しくはメーカーの用意しているマ

ニュアル等をそれぞれご覧ください。

この冊子をpdfファイルで

ご覧の方へ

　 こ の 冊 子 は、2021年 開 催

の「 イ ン バ ウ ン ド マ ー ケ ッ ト

EXPO2021」にて発行・領布され

たものです。2017 年に中国で誕生

したツール「ミニアプリ」について、

日本国内でも徐々に注目を集めだし

たことを鑑みて、初心者向けのミニ

アプリガイドブックとして作成され

ました。

　本書に掲載の情報は、経済産業省

の統計情報、日本と中国の一般企業

による調査データ、およびユニヴァ・

ペイキャスト社員独自の調査内容を

もとにしながら、少しでもミニアプ

リを「身近なもの・便利なもの」と

感じていただけるよう、執筆者自身

の考察を交えて執筆しています。事

実に基づいた独自解釈・解説等が含

まれておりますが、その点も併せて

皆様にお役立ていただけますと幸い

です。何卒、ご了承ください。

　当社では、中国向けミニアプリの

作成・運用をご希望される方に、豊

富なテンプレートの提供や柔軟なカ

スタマイズに対応が可能な、ミニア

プリ開発サービス提供を行っている

企業をご紹介しております。

まずは、以下からご相談ください。

UnivaPay ご相談フォーム

ht tps: / /www.un i vapay.com/

contactus/form/

この冊子をご覧になる

全ての方へ

ミニアプリの開発を

ご検討されている方へ



29©2021 UNIVA Paycast Limited.

　小冊子作りを4年ほど続けてきま

したが、ついに編集長の座を新卒2

年目の若者に奪われました。未練も

ないし、頼もしくてむしろ嬉しいで

すが（笑）　いざ、いちライターの

立場になってみると、久々なのもあ

り、文章力のなさとタイピングの遅

さに愕然としました。「継続は力な

り」とはよく言ったものですよね…。

せめて喋りの方は錆びつかないよう

精進したいと思います。

　私たちは、加盟店さま、パートナー

企業さまにとっての“成果”をより

大きくするために作られたペイメン

ト・プラットフォーム「UnivaPay」

を主軸に事業展開を行う企業です。

　オンライン領域では、多通貨・多機

能のシステムを長年運用し、そのノ

ウハウから「SaaS 型決済処理システ

ム」を開発、手軽な PCI DSS 準拠を

  「書いて作るのだけが取り柄だな

あ」とぼやき、もぞもぞコラムなど

を書き続けていたら、いつの間にか

本冊子の編集長になっていました。

　全世界の常識がひっくり返った

2020年を経て、無事に本冊子が完

成したことにほっとしています。ミ

ニアプリという新しい世界への入門

書として、本冊子が活用されること

に期待しつつ、2021年も頑張って

いきたいと思います。

スタッフ紹介

実現。店頭領域でも、決済端末の提

供や、モバイルペイメントアプリの

提供（OEM・API 連携）を行なって

います。

　また、UnivaPay とのシステム連携

により、セルフオーダーや事前注文・

決済を行えるサービスをパートナー

企業とともに共創しているほか、経

験豊富な海外決済の強みを生かし、

中国インバウンド向けミニアプリの

開発サポートにも、積極的に取り組

んでいます。

　これらの「進化した消費体験」を

実現できるソリューションをお持ち

の企業様と共に、UnivaPay のペイメ

ント機能を活用して「新しく快適な

消費体験」を創っていく。これこそが、

UnivaPay の使命だと考えています。

國藤 弘展松尾 薫

　ものすごい現金派です。と数年ほ

ど前まで言ってました。

事業者側から見ると、損しかない。

手数料も掛かるし、と。でも実は電

子決済はデータ化が24時間いつで

も一瞬でリアルタイムで記録できま

す。資金管理も生活費の管理コスト

も浮く！？とそれを実感した今では

電子決済マニアになってしまいまし

た。電子決済、少しでも身近に感じ

ていただければと思います。

山根 弘義

すべては、あなたのビジネスの成果のために

東京オフィス：東京都港区六本木3-16-35　イースト六本木ビル2階

大阪オフィス：大阪府大阪市西区新町2-4-2　なにわ筋SIAビル3階

サービス導入・協業のご相談：03-5797-7934（営業部直通）

サービス導入・協業のご相談：06-6538-1101（営業部直通）

制作：ブランドコミュニケーション部
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