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配送と物流：オムニチャネルの複雑さに対処する 

小売業者がオムニチャネル化に向けて動く中、実店舗の役割は変わりつつあります。とりわけショッピングに携帯機器を使用する消費者が増えてい
るため、オンライン販売がブランドの売上全体に占める割合が上昇しています。 

こうした中で有力な小売業者は、消費者との関係を強化して、消費者に商品に触れて確認する機会を与える場としての実店舗の有益性を認識
しつつあります。同時に、最初にオンライン専門会社として市場に参入した企業は、特に自国以外の市場で、リーチを広げるために実店舗を利用
しています。 

企業は O2O融合のため、在庫、物流、注文処理の管理方法を再検討する必要があり、それによって新たな問題が生まれています。中国本土
の都市では、消費者の 5人に 1人（21％）が、オンラインでは売り切れている場合が多いため、特定の商品はオフラインで購入したいと考えて
いることが我々の調査から明らかになりました。 

同時に、消費者はオンラインで購入する際、依然として低価格を期待しながらも、個々に合った配送と返品のサポートを求めています。こうしたサ
ービスに付随する高いコストは香港の CEO にとって特別な問題になっていることが調査によって示されました。調査対象の CEOの 43％が、最終
物流拠点から顧客までの物流とサポートの手配がビジネスにとっての大きな問題だと回答しています。 

さらに我々の調査から、配送料が香港の消費者が未だ実店舗での買い物を選んでいる大きな理由であることが分かりました。オンライン注文の
40％程度が返品される中、円滑でシームレスな返品物流の確保が、より良い顧客体験の構築に向けた小売業者の取り組みの大きな部分を占
めるでしょう。こうした取り組みには、革新的な思考とこの分野でのソリューションが必要となります。 

実店舗を訪れる理由が指し示す物流の問題 

大湾区の消費者がオンラインよりも実店舗での購入を好むのには、商品に触れて確認したいという大きな理由があります（香港の消費者の
43％、中国本土の消費者の 29％が選択）。 

2019年 8月 
 

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

スマートリテールを活用する（4） 
～大湾区の CEO と消費者の調査～ 
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香港の消費者にとって、2番目に重要な理由は、配送料を払いたくないことで（回答者の 32％が選択）、実店舗が近いこと（26％）が僅差
で迫りました。オフラインの方は価格が安いという理由は 4番目になりました（21％）。 

中国本土の消費者にとってオンラインで購入しない 2番目に重要な理由は、近所に店舗があることで（24％が選択）、オンラインでは商品が売
り切れていることとより個々に合ったサービスを受けたいこと（それぞれ 21％が選択）が続きました。回答者の 19％は、当日または翌日に商品が
配送されないからを選択しました。 

データプライバシーへの懸念も、オンラインで購入しない理由として挙げられ、大湾区全域で調査対象者の 18％が選択しました。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEO にとって、高い物流コストが E コマース最大の問題 

特にオンライン販売で激しい価格競争に直面する中、調査対象の CEOの 43％が最終物流拠点から自宅までの配送と返品のコストが高いこと
を、E コマースで最大の問題として挙げました。 

【図表21】消費者：オンラインよりもオフラインで購入する主な理由 

*中国本土の都市には広州、深圳、珠海、仏山、江門、肇慶、恵州、東莞、中山の 9都市が含まれる。 
出所：KPMG および GS1による調査分析、2018年 
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香港の実店舗の便利さもオンライン販売にとっては問題でした。35％の CEOが、香港では実店舗までの距離が大変短いため、消費者は類似の
商品をオンラインで購入することを検討するまでもないことに同意しています。CEOの 34％は、消費者がデータプライバシーを懸念していることを重
要な問題として挙げました。 

香港の E コマース利用の普及が中国本土と比べて遅れていると認識されているのとは対照的に、香港の消費者は買い物に新しいテクノロジーを
使用することに後ろ向きだと回答した人は、全体のわずか 5分の 1未満でした。 

物流が主要な問題として認識されており、企業が O2Oの融合を進める中で、大きな差別化要因になるのはテクノロジー主導型の物流ソリューシ
ョンであろうことが証明されました。 

 
 

 

 

 
物流会社にとって、オムニチャネルはオンラインとオフラインのサポート強化を意味する 
 
Mary Oxley 
DHLグローバル・フォワーディング、 
Consumer & Retail部門アジア太平洋地区責任者 

【図表22】消費者：オンラインよりもオフラインで購入する主な理由 

出所：KPMG および GS1による調査分析、2018年 
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今日の顧客は、オンラインか実店舗かどうかにかかわらず、ブランドとシームレスに関わりたいと思っています。こうしたことを受けて、香港と中国本土
の小売業者はオンラインとオフライン（O2O）の統合を進めて顧客との交流を活発化し、間接費を削減し、人材や他の資源をより効率的に活
用することを目指しています。 

O2Oの一層の統合にあたって、小売業者にはオンライン注文を処理し実店舗の商品を補充する中で、在庫を積極的に管理することが求められ
ます。企業がこうしたニーズを満たす支援をするために、世界有数の物流会社 DHLはオンラインとオフラインのサービスを拡大していると DHL グロ
ーバル・フォワーディング、Consumer & Retail部門アジア太平洋地区責任者のMary Oxley氏は説明します。DHLは 1960年に香港、
1980年に中国本土に進出しました。 

中国の E コマース需要の高まりを受けて、取扱能力を拡大  

中国の消費支出の場がオフラインからオンラインに急速に変わっていることで、急ぎの出荷やより個々に適したサービスへの需要が高まっていると
Oxley氏は話します。 

初回の配送の成功率を上げるために、DHLエクスプレスはオン・デマンド・デリバリーサービスで、E メールや SMSの通知をリアルタイムで送信しま
す。また DHLエクスプレスは中国にモバイルサービスステーションを開設しました。これは車内での出荷処理や空港への直接輸送を特徴としてお
り、どちらも配送時間の短縮を目的としています。 

今年、DHLエクスプレスは 2022年までに香港国際空港での年間貨物取扱能力を 50％増の 106万トンに増大させる計画を発表しました。
これは過去 10年でこのハブ空港の貨物量が年平均 12％伸び続けたことで必要になった投資です。 

オンライン購入の増加に伴い、返品も急増しています。これによって小売会社のサプライチェーン全体が一段と複雑になりました。オンライン小売プラ
ットフォームでは、返品率が最大 40％になる場合もあります。 

小売業者の「返品物流」ニーズの高まりに対応すべく、DHLエクスプレスは香港と中国本土のサービスセンターを改善し、オンライン小売の顧客の
ために「クリック・アンド・コレクト」の拠点を設立しています。 

DHLはまた、小売業者の配送コスト削減を目的とした、オンライン顧客向けの新サービスの実験も行っています。例えば欧州では、DHLエクスプ
レスは集荷拠点でオンライン購入者が利用できる試着室を設けました。顧客は衣服を試着して、必要ならば商品を直接返品することができます。
そうすることで、後日返品のために余分に移動する必要がなくなります。 

サプライチェーンをデジタル化して O2O体験を改善  

オンラインとオフラインの両方で消費者の選択肢がかつてないほど多くなる中、中国の顧客は小売業者によるアフターサービスとサポートが改善され
ることを求めています。彼らは物流会社から、ウィーチャットを通じたカスタマーサービスのサポートやデジタルウォレット経由の代金引換など、個々に
適した選択肢が提示されることを期待しています。 

小売業者は顧客に統合が進んだ O2O体験を提供するために、サプライチェーンにまたがってデジタルテクノロジーを活用する必要があると Oxley
氏は指摘します。サプライチェーンのデジタル化によって、小売業者と最終消費者の双方が、販売チャネルにかかわらず、サプライチェーンの流れを
端から端まで容易に見通すことが可能になると言います。 

今後はシェアードエコノミー企業との戦略的な提携が、物流会社が小売業者のニーズを満たすのに役立つとOxley氏は話します。その一例に
は、貨物に関するオンラインのプラットフォームとの提携があります。そのプラットフォームを用いて、荷主は比較し、コストとリスクを削減しつつ、配送を
最適化する手助けをしてくれる最適な業者を選ぶことができます。 

「デジタル化は買い手、売り手、物流パートナーをつなげることで、ダイナミックな注文処理を新たな現実にしています」とOxley氏は話します。「E
コマース、店舗の商品の補充、卸売りにまたがるオムニチャネルの可視性は効率を高め、最終的に売上を増加させるでしょう。」 



© 2019 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. © 2019 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. 

5 
 
 
 
 
 

 

 

物流の持続可能性を高める―ブランドの利益 

 
Seb Poole 
Olasso共同創業者兼最高技術責任者 

物流は E コマース産業の総カーボンフットプリントに大きく影響します。従って、小売業者と消費者は、売買のカーボンフットプリントを削減し得る代
替的な物流モデルを探すようになっています。 

今年 3月に設立された香港を拠点とする Olassoは、オンライン小売業者の配送と返品の管理、環境への影響の削減、顧客へのより良いサー
ビスの提供を支援します。 

Olassoのプラットフォームによって小売業者は、4万超の受け取りと引き渡しの拠点、そして 50超の運送業者からなる容易に利用できるネットワ
ークを通じて、世界中の購入後体験を管理することができます。またこのプラットフォームの各種管理ツールを用いて、小売業者は購入後の流れ全
体を完全にブランド化することができます。 

「代替的な物流」を通じてカーボンフットプリントを削減 

Olassoの共同創業者兼最高技術責任者の Seb Poole氏は、同社の狙いが、小売業者と消費者が価格とサービスの水準のためだけでなく、
世界の物流が環境に及ぼす影響のためにも、配送と返品の選択肢に関して意識的な決断をする手助けをすることだと説明します。 

それを可能にする 1 つの方法が、ライドシェアリングやスペースシェアリングの企業など、同じような考え方のニューエコノミー企業と協働することです。
Poole氏は、ライドシェアリング企業が自社のサービスに E コマース配送を組み入れるようになり、スペースシェアリング企業は集荷のために商品を
保管できる「マイクロ倉庫」の提供者として台頭すると予想しています。 

「我々は革新的なシェアリングエコノミー型の企業との統合を積極的に進めており、その機会に興奮しています。彼らは顧客に対して、持続可能で
個々に適したラストマイル配送（最終物流拠点から自宅までの配送）とファーストマイル返品（自宅から物流拠点までの返品）の体験を提供
できるでしょう」と同氏は話します。 

物流を単なるプロセスではなく「体験」にする 

物流の持続可能性を高める取り組みを行いながら、Olassoはブランドとどのように一体感を持つかという点で、ミレニアル世代と Z世代の消費者
が求めていることに注目しています。 

若い世代の購入者は、購入前にブランドの由来、物語、製造プロセスをより理解することで、ブランドとつながりたいと考えていると Poole氏は話し
ます。個々に適した配送と返品の体験を提供することは、ブランドがターゲット消費者とのつながりを築くのに大いに役立つと言います。 

自社のプラットフォームで得た消費者データの活用を通じて、Olassoは自動的に物流の選択肢を顧客の傾向に合わせ、関連のサービスを提供
することができます。また顧客の好みに基づいて、コミュニケーションのスタイルを変えることもできます。 

「単なる商品ではなく、社会的体験に対する需要が高まる方向に一般的なトレンドが向かうと見ています」と Poole氏は話します。「通信サービス
とウィーチャット、ワッツアップ、フェイスブック・メッセンジャーなどのアプリの統合を通じて、我々は世界の小売業者に、配送と配送後のサービスをカスタ
マイズ、ローカライズすることのできるツールを与え、顧客とのより良い関わりが築けるようにしています。」 

破壊的技術の利用―破壊的なビジネスモデルからの学習 
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香港の面積の狭さ、人口密度、実店舗へのアクセスの良さが、同都市での E コマースの発展が中国の他の地域よりも緩やかに進むという事態に
つながりました。 

しかしながら Poole氏は、破壊的技術がオンラインショッピングとオフラインショッピングの境界をあいまいにし、全体的な商取引を活発化させ、買い
物客により効率的で利便性が高く、個々に合った体験を与えるようになると指摘します。 

例えば Olassoは、顧客をブランドのエコシステム内に囲い込み、インテリジェントで優れた購入後体験を、いかにして小売業者が音声認識技術
を用いて提供することができるのかについて検討を行っていると言います。 

「顧客が注文の状況を尋ね、購入した商品の納期について相談できるように、そしてシステムが商品購入を提案できるように音声テクノロジーを利
用する可能性は、我々が積極的な調査を行っている楽しみな分野です」と Poole氏は話します。 

Olassoはまた Deliveroo、Foodpanda、ウーバーイーツといったフードデリバリーの先駆者のビジネスモデルを研究し、彼らの革新的な物流モデ
ルをいかにして E コマースの小売取引に応用することができるかを研究しています。 

「こうした企業は、インターネットに接続していない産業をデジタル化し、地元のレストランや食堂までの香港の消費者のアクセスを改善しようと努め
てきました」と Poole氏は話します。「今度は、こうした取り組みが消費者の E コマースに対する期待を再定義しています。」 

 

 

中国の E コマースブームに合った物流ソリューション 
 
Sean Kakikawa 
香港ヤマト運輸、専務取締役 

アリババや京東（JD.com）などの E コマースプラットフォームの驚異的な成長は、日本製品、特にファッション衣料や化粧品、キッチン用品への
中国消費者の需要拡大に貢献してきました。結果として物流企業は、日本から中国本土およびアジアの主要市場への消費財の輸送が円滑に
進むよう、自社のビジネスモデルを変化させています。 

日本の宅配最大手、ヤマト運輸は 1982年に香港に進出し、中国本土からの、また中国本土への輸送のために貨物輸送、物流、倉庫ビジネ
スを立ち上げました。それ以降、ヤマト運輸の中国ビジネスの中核として、香港ヤマト運輸は日本製品の中国市場への輸送に特化した企業へと
進化してきました。 

香港の物流ハブとしての利点を活用 

香港は、E コマースプラットフォーム経由で注文された商品を中国本土に輸送する上で、優れた中継地点であり続けていると香港ヤマト運輸の
Managing Director、Sean Kakikawa氏は話します。 

その大きな理由の 1つはアクセスのしやすさです。医療品を除くほぼすべての商品が香港から中国に出荷することができると Kakikawa氏は説明
します。さらに、海外市場から中国本土に直接輸送する場合、一旦国境を超えると通常は返品することができなくなるという理由もあります。その
点、香港に在庫を置けば、需要が予想を下回った場合、余った商品を東南アジアなどに容易に出荷することができます。 

中国の E コマース注文をより効率的に処理するため、ヤマト運輸は香港ベースの倉庫保管サービスのほか、出荷前の再梱包や宛名書きなど、幅
広い配送と輸送のサービスを提供します。 
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「香港に商品を保管するということは、日本から商品を送るよりもずっと速く注文を処理することができることを意味します。中国の消費者がインター
ネットで購入したあらゆる物が迅速に配送されることを期待している現在、このことは考慮すべき重要な事です」と Kakikawa氏は話します。 

発展力のある代替策：深セン経由の輸送 

日本製品を中国本土の消費者に届けるためにヤマト運輸が採用しているもう 1つの方法は、深セン経由で輸入することです。E コマースの観点
から見て、深セン経由の輸送は、上海や天津など他の主要な中国の港経由で輸送するよりも容易な場合が多いと Kakikawa氏は説明しま
す。 

その理由の 1 つは、注文、物流、通関、関税支払いの処理の迅速化、標準化を可能にする「越境 E コマース実験特区」としての深センの立場
にあると Kakikawa氏は話します。現在深センはコンテナ取扱量で世界 3位、中国では上海に次ぐ 2位になっています。 

「深センはしばしば、E コマースの実験台として使われます」と Kakikawa氏は話します。「深センで円滑に機能すると分かれば別の都市、通常は
広州、上海の順に展開され、最終的に北京や天津などの中国北部の都市へと広がります。」 

中国本土でヤマト運輸は十数ヶ所のオフィスを運営しています。同社は主に、中国郵政が所有する、中国最大の総合宅配・物流サービス会社、
中国 EMSを利用して商品をエンドユーザーに届けています。 

香港のニッチ市場 

香港ヤマト運輸はまた、香港の消費者特有の物流ニーズをも満たし、同都市で絶えることのない日本製品への強い需要から利益を得ています。 

例えば、冷蔵・冷凍品の取り扱い知識をもとに、同社は日本から香港のレストランや消費者に有機栽培の果物や野菜を届けるニッチなビジネスを
発展させています。 

農産物の他にも、ヤマト運輸は日本の高級化粧品を香港のブティックや免税店に輸送するビジネスを発展させ続け、富裕な旅行客を魅了してい
ます。 

「化粧品と香水の継続的な免税処置を考えると、香港はメイクアップ用品、美容品、香水の輸送で世界の中心地であり続けるでしょう」と
Kakikawa氏は話します。「化粧品セクターは間違いなく、特別なノウハウと専門知識を持つ物流企業が掘り下げるべき分野なのです。」 

中国本土の消費者にとってのもう 1 つの大きな懸念は、商品の検索結果に一貫性がないことで、26％がこれを選択しました。カスタマーサービ
ス、商品情報、配送の問題も主要な懸念でした（それぞれ 26％、25％、24％が選択）。さらに 23％が、商品の販売元が多すぎることがオン
ライン購入の大きな問題だと回答しました。 

今日のスマート消費者の把握 

中国の E コマースの急速な発展で、企業が大湾区で事業を拡大させて成長し、地域の技術知識の高さと急成長を遂げる消費市場を活用する
機会が多く生まれています。 

小売業者にとってこのことは、オンラインプラットフォームやソーシャルメディアを通して、実店舗やコンピューター、モバイルアプリにまたがってシームレス
に商品およびサービスを提供するために、オムニチャネルの問題に対処することを意味します。 

オンライン販売の業者にとっては、広範なブランド露出を展開し、見込み客に自社の商品を触って確かめさせることのできる物理的な場所を開設
する方法を決定することが含まれるかもしれません。実店舗チェーンにとっては、顧客体験を強化するためにテクノロジーを利用する方法を探すこと
になるでしょう。 
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物流企業と配送企業にとっては、中国本土からの輸送および中国本土への輸送を効率化するために、大湾区の新たなインフラ開発を活用するこ
とを意味します。いかにして顧客サービスに焦点を置きながら最終物流拠点から顧客までの配送を手配し、40％にのぼるオンライン顧客の未使用
返品率に対応するために革新的な「返品物流」ソリューションを提供するかが重要なポイントになるでしょう。 

こうした問題の複雑さを克服することは簡単ではないでしょう。我々が行った消費者と CEOの調査と大湾区の企業幹部とのインタビューの結果、
企業が混乱を避けて継続的な成長を達成するために実行できるものとして、3つが浮かび上がりました。 

・顧客中心を第 1の目標にすること。デジタル機器とインターネットのおかげで、今日の消費者、特にミレニアル世代は大きな力を持つようになりま
した。彼らは、オンラインのレビュー、主要なオピニオンリーダー、ソーシャルメディア経由での友人とのコミュニケーションを通じて、かつてないほどの情報
を容易に入手することができます。携帯電話やタブレット端末、ノートブック PC で場所を選ばずに買い物することが可能です。そして持続可能で、
個々の価値観に合ったブランドを好みます。 

企業にとっての問題は、適切なレベルの個々に適したサービスで、買い物客にカスタマイズされた動機とサービスを提供し、顧客に都合の良い形態
の決済方法を受け付け、購入した物を届ける（そして返品を処理する）ことを可能にするシームレスなシステムを開発することです。一方、大湾
区の企業がますますユーザー生成型のデータに基づいてビジネス上の判断を下すようになる中、彼らはデータプライバシーとセキュリティに関する顧
客のニーズを尊重するよう努める必要があります。 

・オンラインとオフライン（O2O）の統合。企業が喫緊にオンラインとオフライン（O2O）を統合させる必要性はかつてないほど高まっています。こ
れは新たなウェブサイトの追加か E コマースの組み合わせの提供のどちらかを行えばよいというものではありません。これら 2つを組み合わせる必要
があります。スマートな小売業者は、顧客のニーズを最も満たす O2Oの組み合わせを把握しなければなりません。これには買い物客が閲覧し、新
しい商品とブランドを発見し、商品を触って確かめることのできる物理的な場所についての構想づくりが含まれます。また商品が自分の体または自
分の部屋に合っているかどうか顧客が確認できるように、拡張現実や仮想現実といった新しいデジタルテクノロジーを活用することも含まれるかもし
れません。 

香港と中国本土の両方で営業する小売業者は、自社の O2Oアプローチをそれぞれの市場の違いに合わせて変える必要があります。一方で、大
湾区内で接続性が向上し、物、資本、労働力の移動がより自由になったことによって、企業が地域内のサプライチェーンの最適化のために、これま
での調達、製造、倉庫管理、流通の仕組みを評価する機会が生まれています。 

・テクノロジーの進歩についていくこと。オムニチャネル小売によって IT開発者は多くを求められるようになりました。販売チャネルを通じた在庫から
流通、物流に及ぶ企業の業務のエンドツーエンドの統合が要求されています。 

テクノロジーはすべての企業のあらゆる側面にとって欠かせないものであるかもしれませんが、それを配備して使用する障壁は低くなっています。POS
システムから AI駆動型の顔認識プログラムまで、2年前は大企業しか購入できなかったであろうアプリケーションが、今では中小企業が購入し導
入できるようになっています。 

アクセラレーター（新興企業の事業成長を加速させる支援を行う組織）とインキュ
ベーター（起業支援を行う組織）の増加に支えられて、大湾区でテクノロジーとイ
ノベーションが重視されていることで、起業家精神を高める、活気に満ちた中小企
業のエコシステムの成長が促進されています。このエコシステムの一部として、コワー
キングスペースを拠点にシェアリングエコノミーのソフトウェアサービスを提供する企業
は、1店舗のみを運営する企業でさえ利用可能な価格で、コラボレーションの新し
い方法を提示しています。大湾区の小売業者は競争力を維持するために、このよ
うな低コストのソリューションを活用すべきです。また香港で新たに運用が開始され
たファスター・ペイメント・システム（転数快・FPS）など、大湾区全域の決済方法
のさらなる統合を目的とした新たな施策も利用することが望ましいでしょう。 

 

顧客ニーズが絶えず変化し、新デ
ジタルプラットフォームが出現し続け
る中、CEOは大湾区全域の消費
者についての理解を深める必要が
あります。その理由は、彼らはかつて
に精通し、より優れた合理的な顧

ないほどテクノロジーに精通し、より優れた合理
的な顧客体験を求めているからです。 

Anson Bailey 
KPMG中国 
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以上 

（みずほチャイナマンスリー 2018年８月号に掲載） 
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