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先月号では KPMG中国と Mei.com による共同調査からみた、中国の小売市場の主要トレンドを紹介しましたが、今月号では購買層の世代
交代が進む中国で、小売企業が取るべき戦略や未来への展望について KPMG の視点を紹介します。 

第 3章 イノベーションは企業の必須事項 

中国で 1985年以降に生まれた、いわゆるミレニアル世代の大多数（74％）は、先端技術
に関係する画期的な製品やサービスに関心を持っています。人気のあるセグメントはスマート・カ
ー、スマート・ウェアラブル・デバイス、バーチャル・リアリティ、AR（拡張現実）などです。これに対
して、非ミレニアル世代の回答者でも先端技術に興味のある人は 69％となっています。 

このように市場がイノベーションを追求した結果、製品やサービスを販売するための新しいプラット
フォームとチャネルが生まれました。シェアリング・エコノミー・プラットフォームの発展にもそれは現れ
ており、自転車シェアリング、カー・シェアリング、ロッジング・シェアリング、ナレッジ・シェアリングなど
の利用がますます広がっています。 

2018年 6月 
 

China Management News  
（KPMG中国マネジメントニュース） 

2017年度「チャイナ・コネクテッド・コンスーマー（CCC）」調査 
～ミレニアル世代の台頭～（2） 

Egidio Zarrela 
KPMG中国 
クライアント&イノベーション責任者 

『中国の経済改革は、テクノロジーとイノ
ベーションの分野で新しい成長ドライバ
ー、新しい産業、新しい制度、新しいビ
ジネスチャンスの創出を促している。』 
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ミレニアル世代は全体として、シェアリング・エコノミー・プラットフォームに対する受容性が高く、約 3分の 1 の人が「これらのサービスの利用に関心が
ある」と答えています。これに対して、シェアリング・エコノミー・プラットフォームに関心を持つと答えた非ミレニアル世代は全体の約 4分の 1 でした。 

イノベーション、特に破壊的技術による事業モデルの革新は、企業による製品やサービスの販売方法という面でも起きています。例えば、初めて中
国本土市場に参入する海外ブランドが製品の人気を高めるためにキー・オピニオン・リーダー（KOLs）の助けを借りるケースが増えています。若年
層の消費者をターゲットにするブランドでは、こうした傾向が特に顕著です。その他の手法としては、ポップアップ・ストアの利用や既存の小売業者と
の戦略的提携などが挙げられます。 

しかし、企業は、斬新な製品やサービスを追い求めるあまり、機能性を犠牲にしてはならないという点をあらためて認識する必要があります。ミレニア
ル世代の 3分の 1近くが、先端技術を取り入れた製品の購入を決断する際に最初に考慮する最重要な要素として、その製品によって効率がア
ップできるかどうか、あるいは生活が便利になるかどうかを挙げているからです。 

中国では引き続き、新技術やデータ・アナリティクスの利用拡大がイノベーションを牽引し、テクノロジー・スタートアップ企業がさらにイノベーションを
活性化するでしょう。それは、中国はグローバルなベンチャーキャピタルの投資先として人気があるからです。例えば、デジタルメディア企業の拠点とし
て発展する上海はイノベーションの中心の一つと考えられています。また、深圳はハードウェアのイノベーション・センターです。 

 

第 4章 新しい小売、新しい未来                              

中国の小売業者は、オムニチャネル型アプローチを通じてオンライン事業とオフライン事業の統合を目指す方向へと進んでいます。アリババの「ニュー
リテール」戦略に見られるように、多くの大手企業がこうした取組みに力を入れています。 

オムニチャネルのキー・コンセプトは、顧客と企業の間のシームレスな関係の形成です。実店舗、会社のウェブサイト、モバイル・コマースといったさまざ
まなチャネルで最適かつ一貫したショッピング体験を形成するために、データ・アナリティクスを利用して消費者の嗜好を理解することもその 1 つで
す。 

E コマースはいまや、中国の中心的な小売チャネルとなっています。回答者の約 77％が好きな余暇活動として E コマースを挙げています。また、
調査の結果、中国の消費者の大多数が週 1回以上オンライン・ショッピングをすることがわかりました。これは、最近 KPMG が発行したグローバル
レポート「Me, my Life, my Wallet」の調査結果とも一致しており、世界中のオンライン・ショッピング経験者において最も活発なのが中国本土
のショッパーであることがこのレポートで明らかにされました。 

図 9：人気の先端技術 

出所： KPMG とMei.comの共同調査 
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さらに、このレポートの回答者の約 77％が、過去 12 カ月間に E コマースの利用が増えたと答えています。また同様に、4分の３以上の回答者
が、今後 12 カ月の間にオンライン・ショッピングの利用頻度がさらに増えるとしています。 

 
 

 

E コマースの一番大きなメリットとして挙げられているのは利便性です。実店舗で高級品やグローバルブランドを購入しにくい大都市圏以外の消費
者には特にそれが当てはまります。すなわち、大都市圏以外の都市への浸透を目指す企業には E コマースに商機があるということです。 

図 10：オンライン・ショッピングの利用頻度 

■ 非ミレニアル世代 ミ レ ニ アル世代 

出所： KPMG とMei.comの共同調査 
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図 11：過去 12 カ月間における
オンライン・ショッピング利用状況 

図 12：今後 12 カ月間における
オンライン・ショッピング利用意向 

■ 非ミレニアル世代 ミ レ ニ アル世代 

出所： KPMG とMei.comの共同調査 

■ 非ミレニアル世代 ミ レ ニ アル世代 

出所： KPMG とMei.comの共同調査 
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中国で最も人気のオンライン・ショッピングポータルが Tmall（天猫）、JD.com（京東）、VIP.com（唯品会）であることがこのレポートで明
らかになりました。ミレニアル世代の 44％、非ミレニアル世代の 46％が好きなオンライン・ショッピングチャネルとして挙げた Tmall が第 1位で、
JD.com （28％と 33％）、VIP.com（15％と 8％）がこれに続きます。 

 

さらに、E コマースを巡る多数の問題点も指摘されました。回答者が指摘した問題点のトップ 3 は、本物かどうかを確認できないこと（59％と
58％）、オンラインで購入した商品の品質（56％と 57％）、オンラインと実店舗での見た目の違い（58％と 54％）でした。 

図 13：オンライン・ショッピングの主なメリット 

出所： KPMG とMei.comの共同調査 
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図 14： 
ミレニアル世代に最も人気のあるオンライン・ 
ショッピングポータル 

出所： KPMG とMei.comの共同調査 
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こうした問題を解消するためのいくつかの取組みも進められています。例えば、中国は 2016
年末に電子商取引法の第一包括草案を発表しました。 

さらにその後、2017年 11月 7日には同法案の第二草案が発表されました。この法律
は、以下の事項を重点的に取り扱っています。 

1) 電子契約と電子決済 

2) 法的問題解決の仕組み 

3) 知的財産権の侵害 

4) 不正競争 

5) サイバーセキュリティ 

中国の電子商取引法案は、オンライン取引に関する基準と知的財産保護に関する要件を
定めるもので、商品の配送、サーチ結果の商業化、誇大広告、販売データ、ユーザーレビュ
ーに関する規則などが盛り込まれています。 

また、E コマース事業者に対して、2017年 6月 1日に発効した中国の新サイバーセキュリティ法の遵守を義務付けています。 

 

 

図 15：E コマースの主な問題点 

出所： KPMG とMei.comの共同調査 

非ミレニアル世代 ミ レ ニ アル世代 
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Thibault Villet 
Mei.com 
共同設立者、会長 

『製品・サービスそして O2O顧客体験
におけるイノベーションなどが、中国小売
業界の新たなキードライバーとなってい
る。データアナリティクス、AI、顧客エンゲ
ージメントは、製品のコ・クリエーション、
そして最終的にはカスタマイゼーションの
面で新たな機会を生み出している。』 
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第 5章 顧客中心のアプローチ                       

購入後のフィードバックは、顧客体験を向上させる上で非常に重要な役割を果たします。ソーシャル・メディア、オンライン・マーケットプレイス、会社
のウェブサイトなど、さまざまなチャネルが存在します。 

当社の調査結果もそれを裏付けており、回答者の 48％が購入に影響を与えた重要な要因と
してオンライン・フィードバックを選択しました。 

67％の人が、購入後にオンラインストアでコメントを投稿したと答えています。また 59％は、
WeChatなどその他のソーシャルメディア・プラットフォームで製品に関するフィードバックを共有す
るとしています。 

この数字は 2016年の結果より上昇しています。前回の調査では、購入後のフィードバックをオ
ンラインで共有すると答えた中国の回答者は 51.6％にとどまっていました。中国本土の消費者
が購入後のフィードバックに利用するもう 1 つの重要なチャネルはオンラインフォーラム、電子掲
示板システム（BBS）です。中国本土で人気の BBS には、Tianya（「天涯社区」）などの
ウェブサイトが主催する掲示板があります。 

 

 

これまで、消費者の役割は業界が作ったトレンドを受動的に受け入れることでした。しかし、今ではオンライン・プラットフォームで受け取った情報を
使って、企業が貴重な消費者データを分析し活用するケースが増えています。その結果、生産プロセスは R＆D部門と消費者の間の情報ループ
へと根本的に変化しました。製品の設計段階から消費者エンゲージメントのレベルが非常に高いということは、本当の意味で顧客中心のアプローチ
がとられ、適切な製品が適切な顧客に提供されることを示しています。顧客が今後の製品について意見を述べることができるようになった一方で、
企業もまた、消費者のニーズをより深く理解できる情報を入手できる、効率の良い設計プロセスの恩恵を受けています。 

Jessie Qian 
KPMG中国 
コンシューマー&リテール責任者（中
国） 

『現代の小売業は、企業が何を作るか
よりも、消費者が何を望むかを中心に
動いている。我々は顧客中心主義が
ますます強まる世界に生きている。目
の前の消費者の要求に基づいて、顧
客エンゲージメントと製品流通をいかに
構築するかという点にビジネス戦略の
焦点を絞るべきだ。』 

図 16：最も一般的な購入後の活動 

出所： KPMG とMei.comの共同調査 

オンライン・ストアでコメントを投稿 

WeChat その他のソーシャル・メディア
プラットフォームで製品に関する 

フィードバックを共有 

オンライン・フォーラムで製品に関する 
フィードバックを共有 

友人との間で製品に関する 
フィードバックを直接共有 



© 2018 KPMG, a Hong Kong partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. © 2018 KPMG Advisory (China) Limited, a wholly foreign owned enterprise in China and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

7 
 
 
 
 
 

オンライン・フィードバックとデータ・アナリティクスはその性質上リアルタイムで進行するので、企業はこれまでよりはるかに速いペースで製品を改良しな
ければなりません。一方、一部のブランドでは、顧客が自分の好みに合わせて製品を作れるように、より幅広い製品のカスタマイズを提供していま
す。 

 

以上 

 

 

（みずほチャイナマンスリー 2018年 6月号に掲載） 
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