
© 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. 

1 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
本調査について 
今年に入って、KPMG中国とGS1香港は、小売業の急速に変化するデジタル・エコシステムの中で、大湾区（マカオ特別行政区を除く）の企
業と消費者がどのように進化したかを評価するための第 4回年次調査を YouGovに委託しました。 
 
CEO調査の目的は、香港特別行政区の最高経営幹部 300名以上の見解を知り、自社の多種オムニチャネル・ビジネスモデルに影響を与える
デジタル化とテクノロジーへのセンチメントを測定することです。また、本調査では、消費者動向が企業の製品やサービスに与える影響についても検
証しました。 
 
日用消費財（FMCG）から玩具、衣料品、ヘルスケアを含む幅広い部門の従来型小売事業者とメーカー、さらには物流、テクノロジー、ソフトウ
ェア等のサービス・サプライヤーからも回答を得ました。この質的調査では、現在各社に影響を及ぼしている最大の課題を回答者に尋ねました。さ
らに、これらの問題に対処し、消費者と競合他社に後れを取らないために、短期～中期的にどのような形のテクノロジーを導入する予定かについて
も回答を求めました。 
 
同時に 1,500人以上の消費者も調査しました。回答者は、香港と、本土の大湾区 9都市に均等に分散させています。これら 9都市は東莞、
仏山、広州、恵州、江門、深圳、肇慶、中山、珠海です。今回の調査では、これら本土の大湾区 9都市の消費者の調査結果と香港の消費
者の調査結果を比較しました。プライバシーや技術採択、さらには小売事業者とサプライヤーが市場で消費者の期待をどれだけ満たしているかとい
った問題について消費者の考えを把握することが目的です。 
 
写真画像内：調査結果のパーセンテージはすべて最も近い整数にまるめてある。 
 
エグゼクティブサマリー 
大湾区の小売消費者がますますデジタルツールに依存するようになったことを受け、地域の企業は業務を遂行するために、切迫感を持ってテクノロ
ジーに目を向けるようになりました。サプライチェーンの運用はますますデータ主導になり、消費者はオンライン・ショッピングを上手に使いこなすように
なりました。さらに、より迅速で満足度の高い取引への期待がこれまでになく高まっています。 
 
中国南部では、ハイテク化された動きの速い市場が増えてきました。この地域で起きていることは非常に大きな意味を持っています。大湾区は 11
の大都市で構成されます。広東省の 9都市と香港特別行政区、マカオ特別行政区です。これらの都市の人口は約 7,000万人、GDPは合
計 1兆 5,000億ドルに達します 。地域の人口は英国より多く、GDPは米国サンフランシスコ・ベイエリアの 2倍以上です。 
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今年のレポートでは、ビジネスの進歩と顧客中心のイノベーションに注目しながら、大湾区における小売の未来と密接に結びつく 5 つの重要な動き
を明らかにします。 

 

データ・アナリティクスが成長を後押し  
デジタル・テクノロジーの分野では、今後 2年間はデータ・アナリティクス分析がビジネスの最も重要な優先事項です。しかし、調査に応じたエグゼク
ティブの 77％がデータを収集していると回答する一方で、現在情報分析を行っている企業は 3分の 1にすぎません。企業にとって朗報なのは、
顧客が自分自身のデータを気軽に提供していると思われる点です。ただし、そのデータがどのようにして安全に保管されるのかを心配する人はかなり
の割合にのぼります。 
 
より高度なビジネス・エコシステムの形成 
データがビジネスに不可欠な要素として受け入れられるようになったことに伴い、大湾区の企業は顧客とのつながりとサービス提供を強化する新テク
ノロジーを自ら取り入れるようになりました。その結果、オフラインかオンラインかを問わず、調達、物流、顧客対応、製品販売の全領域でデジタル・
トランスフォメーションが進みました。企業が競争優位性を確保しようと賢明に考え、行動するようになったことを受け、コアアナリティクスとクラウド・コ
ンピューティングに強い関心が集まっています。 
 

ますますテクノロジーに精通する消費者  
急速に進化するデジタル・テクノロジーが消費者行動を変化させた結果、自ら「テクノロジーに精通している」と認識する消費者が増えました。しか
し、今回の調査結果から、香港の消費者と大湾区 9都市の消費者の技術採択には開きがあることがわかりました。大湾区 9都市の回答者の
4分の 3以上は技術通を自認していますが、調査対象となった香港の消費者では半数強にとどまっています。このように認識の差が生じたのは、
両者のオンラインリソースの使い方に違いがあるためです。 
 
変化をけん引するのはジェネレーション Z 
ジェネレーション Zについて述べると、小売ビジネスに生じた未曾有の変化をこの世代がけん引していることは明らかです。企業はこのグループ独自
の考え方に合わせて戦略を変えつつあります。ジェネレーション Zをターゲットとする調査対象企業の多くは、利便性やモバイル体験の最適化に加
えて、パーソナライズされた対話型の体験を提供することに重点を置いています。デジタル・ネイティブであるこの人口の大セグメントは、消費者とし
ても企業のリーダーとしても影響力を強めています。 
 
透明性の保証に努める企業 
大湾区の消費者は、全体として企業に対してより高い透明性を期待し、倫理と社会的価値を非常に大切にしています。企業は彼らのメッセージ
に耳を傾け、オンラインで消費者と上手に関わるようになりました。 
 
以下のページでは主な結果を詳しく説明し、急速に変化する消費者の要求に企業がどのようにして追いついているか（あるいは後れをとっている
か）を比較します。これらを分析することにより、すべてのステークホルダーにとって有益な未来のデジタル・エコシステムをどのように形成すべきかを知
ることができます。 
 

ビジネス・イノベーション 
第１章 データの課題 
大湾区では多数のチャネルを使ってショッピングを楽しむ市民が増えました。こうした背景のもとで、小売業者は消費者の期待に応えるべく、デジタ
ル・トランスフォメーションと数々のテクノロジーを受け入れるようになりました。 
 
消費者はオンライン・ショッピングとソーシャルメディアに目を向けるようになりました。一方で企業もまた、より直接的に、個人レベルで消費者と関わ
る機会の重要性を認識するようになっています。そのためには顧客のプロフィールを構築しなければなりませんが、特に本土では企業による個人デー
タの収集・保護の手法を消費者が信頼しなくなっています。小売業者にとって朗報なのは、消費者がカスタマイズされたサービスを受けるためにデー
タを進んで提供していると思われることです。 
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香港の消費者は全体として、大湾区 9都市の典型的な消費者と比べて、人口統計学的情報の提供に抵抗を感じていないようです。性別の開
示に同意する人は 3分の 2以上（68％）、年齢の開示に同意する人は 59％、居住する地区の開示に同意する人は 49％、雇用形態・職
種の開示に同意する人は 41％に達しています（図表 1.1参照）。しかし、未既婚と子供の数の開示に同意する人は 40％、所得水準を進
んで開示する人は 37％にとどまります。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
高度にカスタマイズされたサービスを受けるために消費者が提供する情報をさらに詳しく調査すると、香港と大湾区 9都市の回答が非常に似通っ
ていることがわかります。10の選択肢のうち 9つを見ると、2つのサブセットの差は 4％以内です。唯一の例外は、ブランドおよびショッピングの嗜好
または支出習慣に関する情報提供でした。これについては大湾区 9都市の住民の 59％が認めるのに対し、香港の消費者では 49％にとどまっ
ています。 
 
コンピュータまたはデジタル・デバイス上の閲覧履歴を記録されてもよいという消費者は、本土では 32％ですが、香港では 29％しかいないという情
報は小売業者の参考になるでしょう。言い換えれば、香港の消費者の 71％、本土の消費者の 68％は、企業に自分の閲覧履歴を知られること
をよしとしていないということになります。購入を考えるかもしれない顧客向けにターゲットを絞ったプロモーションを導入したい企業にとってこれは難題
です。同様に位置追跡を認める消費者は香港で 18％、本土では 20％にとどまります。 
 

データ・プライバシーへの認識の差異 
地域の企業が導入しているデータ・プライバシー対策の全体的水準について尋ねたところ、香港と本土の消費者には明らかな意見の違いが見られ
ました。 

【図表 1.1】よりカスタマイズされたサービスのために収集される情報 
消費者が提供する情報と企業が収集する情報 

 

出所：KPMG およびGS1香港の調査結果分析 
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香港では、小売業者が維持するデータ・プライ
バシーの水準は中程度だと 59％の回答
者が感じていますが、本土では 44％となっ
ています（図表 1.2参照）。全体として
高度なセキュリティ対策が取られていると考
える香港の消費者はわずか 16％ですが、
本土では 30％です。 
 
およそ 5人中 1人は、全体としてセキュリ
ティ対策が不十分だと考えています。しか
し、セキュリティレベルが低いと考える人はご
く少数しかいません（香港では 3％、大湾
区では 7％）。 
 
データ・インテグリティについては、香港の消費者が昨年と同水準と考えるのに対し、大湾区 9都市では、昨年は 89％だった満足度が今年は
73％に下がりました。これは、本土の消費者がこれまでよりもプライバシーの問題に敏感になっていることを示します。 
 
企業が最も気がかりなのはアナリティクス 
データが流れてきたとき、大量の消費者情報がもたらすビジネスチャンスを企業が掴もうとするのは当然です。どのデジタル・テクノロジーを採用する
かに関しては、最高経営幹部調査の結果から、今後 2年の間に企業が最も望むルートがデータ・アナリティクス（23％）であることがわかりました
（図表 1.3参照）。データ・アナリティクスは、いくつもの選択肢の中で明らかに好まれた選択肢で、2位の人工知能（AI）（17％）を大きく
上回っています。以下、ロボティクス／オートメーション（14％）とバーコード／QR コード（12％）がこれに続きます。 
 
次に得票数が多かった選択肢はいずれも
一桁でした。以下、モノのインターネット
（IoT）／センシング・デバイス
（7％）、クラウド・コンピューティング
（6％）、RFID（5％）、ブロックチェー
ン（4％）、バーチャル・リアリティ／オーグ
メンティッド・リアリティ（3％）、顔認識
（2％）となっています。 
 
これらの結果から考えて、消費者による
情報提供を阻む障害を取り除くことが最
優先課題と思われます。ショッパーが小売
業者に期待することと、小売業者が提供
するものの間には、まだ明らかな溝が存在
します。 

香港 大湾区 9 都市 

中程度または高い 中程度または高い 

高度なセキュリティ 

中程度のセキュリティ 

セキュリティが不十分 

低水準のセキュリティ 

出所：KPMG および GS1 香港の調査結果分析 

【図表 1.2】企業によるデータ・プライバシー対策の全体的水準についての考え 
 

【図表 1.3】今後 2年間、企業にとって最も重要なデジタル・テクノロジー* 
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出所：KPMG および GS1 香港の調査結果分析 
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調査の結果わかったのは、データ・アナリティクスが重要だという点で意見が広く一致しているにもかかわらず、データの収集と分析の両方に関して、
非常に多くのエグゼクティブ（67％）が現時点で実行していないということです（図表 1.4参照）。大多数（77％）は少なくとも何等かの形
でデータを顧客から収集していますが、情報分析を行っている企業は 33％にすぎません。さらに 38％は将来的にデータ・アナリティクスを導入する
計画だと答えていますが、7％は計画すらしていません。 
 
差し当たっての計画がないのは、消費者データの有
効な処理方法についての専門知識がないためで
す。大半の企業は、オンライン・ショッピングやロイヤ
ルティ・プログラムの顧客プロフィールから、何等かの
形でデータをすでに収集しています。問題はどう進め
るか、どこで助言をもらうかがわからないこと、そしてお
そらくは分析をスタートするためのノウハウがないこと
です。 
 
確かに、専門知識の欠如は 2年連続で、このデジ
タル時代に企業が直面する問題の第 1位
（45％）として挙げられています（図表 1.5参
照）。以下、データの統合が 38％、投資収益率
の測定が 34％でこれに続きます。本調査で判明し
た重要な点は大湾区全体の人材需要です。これは、社内で育成するか、第三者のスペシャリスト・プロバイダーと契約するかを問わず、デジタルと
データ・サイエンスの分野で教育訓練と人材採用への投資が必要であることを示します。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第２章 変化するデジタル・テクノロジーの優先順位 
事業のデジタル・トランスフォメーションを推進するために新しいテクノロジーを導入することに関して、今年の企業は考え方の視野を広げたようです。 
 

【図表 1.4】企業は収集したデータを分析しているか 

まだ分析していないが、将来的にデータ・アナリティクスを

導入する計画である 

収集したデータを分析しておらず、将来も計画していない 

データを分析している 

そのようなデータは収集または保持していない 

出所：KPMG および GS1 香港の調査結果分析 

顧客データを収集している 

データ分析は行ったことがない 

【図表1.5】デジタル時代に企業が直面する問題 
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出所：KPMG および GS1 香港の調査結果分析 
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現在使用しているテクノロジーとソリューションを
選択するよう求めたところ、最高経営幹部はこ
こでもバーコードと QR コードをトップに挙げまし
た（57％）（図表 2.1参照）。 
 
コアアナリティクスは 41％、クラウド・コンピューテ
ィングは 27％でした。この 2 つはどちらも今年の
調査で初めて加えられた選択肢ですが、重要
性の点でGPS追跡、RFID、オートメーション、
AIに実質的に取って代わりました。 
  
IoTの 18％、ロボティクス／オートメーションの
17％とともに、AIはいずれもまだ 19％を維持
しています。いずれも、RFID（昨年の 25％か
ら 16％にダウン）とGPS追跡（26％から 14％にダウン）を上回りました。 
  
驚くかもしれませんが、今業界で大きな注目を浴び、重要と位置付けられているテクノロジーは導入の優先順位が低いと考えられています。ブロック
チェーンは 11％、顔認識技術はわずか 9％（昨年と同水準で推移）、チャットボットは 8％（昨年の 14％からダウン）と元気がありません。生
体認証、VR、5G、音声認証にはほとんど票が集まりませんでした。 
 
デジタル戦略とデジタル技術が将来に向けた企業とブランドの位置づけに欠かせないという点を明確に受け入れているにもかかわらず、企業はなぜ
次世代技術の重要性を低く見るのかという疑問が当然湧きます。 
  
その答えはテクノロジーをどのように導入すればよいのか、どのテクノロジーを最優先すべきなのかについての深い理解が欠けていることにあると思われ
ます。これは、専門知識が欠けているという所見につながります。技術構想の教育を受けた人材が必要だという点を最高経営幹部が認識している
ことは確かですが、新しいスキルセットに関して人材を採用または訓練することは容易でないと彼らは考えています。事態をさらに複雑化させている
のは、多くの経営者が一部のテクノロジーやそのポテンシャルの十分な理解にまだ自信が持てないという点です。それが、結果として投資の意思決
定を妨げています。 
  
小売事業者にとって、技術投資がもたらすリターンの測定方法はもう一つの大きな課題です。33％は、どのテクノロジーが最大のリターンをもたらす
かが分かっていません。多くの最高経営幹部がすべてのテクノロジーを完全には理解できていないという推定が裏付けられた形です。今年の調査で
新しく加えられた選択肢は「未来への準備が整った人材」です。回答者の 27％がこれを選択しました。小売業界におけるスキルセットの空隙がこ
こでも浮き彫りにされました。（図 1.5参照）。 
 
しかし、これらの問題はどれも小売事業者によるマルチチャネル戦略の採用を妨げているわけではありません。組織が現在直面している問題を最高
経営幹部に尋ねた質問の中で昨年から一番大きく変化したのは、42％からわずか 23％に下がったマルチチャネル戦略の開発です。企業は自覚
した障害を克服し、オムニチャネル・リテーリングに少なくとも何等かの形で有効な解決策を取り入れたようです。 
 
向こう 2年間の成長 

【図表2.1】企業が使用中のテクノロジーとソリューション
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出所：KPMG および GS1 香港の調査結果分析 
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さらに、向こう 2年の間に導入を計画し
ている成長戦略を選択するよう最高経
営幹部に求めました（図表 2.2参
照）。今回の調査では他の質問でもデ
ータ・アナリティクスが高く評価されている
ように、ここでも「データ主導型を強め、リ
アルタイム・インサイトを生成する」
（37％）、「画期的テクノロジーを開
発・応用し、競争優位性を高める」
（34％）、「オンライン・キャンペーンを
開始し、顧客との関係を深める」
（32％）がトップ 3を占めました。 
 
さらに 28％は、オンラインチャネルとオフラ
インチャネルの橋渡しができるように、より
一体化された Online to 
Offline(O2O)マーケティングとフルフィル
メント戦略を立案したいと答えました。ま
た、26％は製品への意見とフィードバック
を探るため、消費者向けソーシャルメディア・プラットフォームの活用を目指しています。 
  
21％は E コマース決済の選択肢を取り入れたモバイルファースト戦略の開発を選びました。新市場へのデジタル・フットプリントの拡大を選択した
19％をやや上回っています。ジェネレーション Zの顧客を取り込むため、今後 2年間を新戦略の開発に費やすと答えた最高経営幹部は 15％に
とどまりました。 

今やデータはビジネスを成功させるための基盤だ。正確で共有可能、検索可能、リンク可能な情報は、顧客
体験の見直しに欠かせない。一方で、インサイトを生成するデータ分析とインテリジェンスは小売業者とブランド
の棲み分けを助ける。 

Anna Lin GS1香港 最高経営責任者 

 
コラム 1：データはサプライチェーン部門をどのように変えたか 

Jez McQueen 
SF DHL Supply Chain China  

香港・マカオ担当マネージングディレクター 
  
企業が意思決定を下す際に、また企業が競争戦略を推進するにあたって、データがこれまでになく不可欠な存在になっているこの時代に、非常に
貴重な最新情報の提供者であるはずのサプライチェーンが見落とされている可能性があります。それはあってはならないことだと SF DHL Supply 
Chain Chinaの Jez McQueen氏は確信しました。 
 

中国本土から香港に転勤したマネージングディレクターのMcQueen氏は 2つの重要な合言葉を発見しました。それは、テクノロジーの活用とデ
ータ主導の意思決定です。これらの指令は、テクノロジー主導のサプライチェーンを構築するための画期的ソリューションを求める方向へと彼を向か
わせました。3年がかりで進められた同社のテクノロジー改良は、ロボティクスや自動倉庫システムから AI、品質保証を目的とするカメラ・アナリティ
クスまで、幅広い分野を網羅しています。 
 

【図表2.2】最高経営幹部が考える向こう2年間の成長戦略 

データ主導型を強め、リアルタイム・インサイトを生成する 

画期的テクノロジーを開発・応用する 

オンライン・キャンペーンを開始し、顧客との関係を深める 

より一体化されたオンライン・オフラインチャネルを開発する 

ソーシャルメディア・プラットフォームを活用する 

モバイルファースト戦略（例えば E コマース）を開発する 

新市場でデジタル・フットプリントを拡大する 

ジェネレーション Z をターゲットにした新戦略を立案する 

スタートアップ企業に投資する 

 

出所：KPMGおよび GS1香港の調査結果分析 
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当然のことながら、商品の発注、発送、追跡、配達の過程で、物流サービスは大量のデータを生み出します。そこからもたらされるであろう画期的
なインサイトは、そのデータの収集、管理、解釈を行うことのできる人材を待ち望んでいます。 
 

「パーフェクト SKU」 
香港の SF DHLは、クライアントのためのパフォーマンス・アナリティクスを開発しました。これは、各部門の顧客のタイプに応じた、理論的に完璧な
ストック・キーピング・ユニット（SKU）を明らかにするシステムです。同社はこれを「パーフェクト SKU」と呼んでいます。パーフェクト SKUからの逸脱
がどの程度かを調査することによって、SF DHLは多様な保管・処理戦略を考案することができます。 
 
McQueen氏は次のように話します。「KPIの充足以上のことを考えることによって、会社は『全く違う言葉』で顧客に語り掛けることができる。その
データを顧客に持ち込み、顧客自体の経営に関してデータ主導の意思決定を手助けできるようになった」 
  
SF DHLのデータに基づくシステムの改良後、この手法を取ることによって、倉庫内に保管されるクライアントの製品数は減少する可能性がありま
すが、顧客が供給スピードを加速できるように助けることが全体としては有益だとMcQueen氏は考えています。「物流には昔から言い古された格
言がある。荷物の保管は儲からない。どれだけ動かすかが重要だ」と、McQueen氏は言います。 
 
ロボットの普及 
SF DHLは、倉庫・輸送管理システムに多額の投資を行いました。ますます高度化した携帯電話ベースのテクノロジーを最大限に活用するためで
す。「GPS位置情報等の基本的なデータを監視するために高価なシステムを導入する必要はあまりなくなった。今はスマートフォンで行えるからだ」
と、McQueen氏は説明します。例えば、配達証明（POD）の写真をアプリで撮影し、会社の中央サーバーに直ちにアップロードすることが可能
です。この簡単なプロセスによって、SF DHLは 1分以内に顧客の注文を完了できます。紙の PODが拠点に届き、チェックが終わるのを待つ必
要はありません。 
  
業務処理もスピードアップしました。同社は無人搬送車（AGV）などのテクノロジーを倉庫に導入し、常にものを動かしています。また、将来的に
はさらに幅広いロボティック・タスク・オートメーションをシステム内に構築する計画です。これらの改善により、物理的なスペースが高額な香港で、倉
庫スペースの利用が最適化されます。 
  
オートメーションはこのほかにも重要な部分で役立っています。香港の人口が急速に高齢化し、倉庫で働く若い人材の採用が相変わらず困難な
中でスタッフ探しの労力も軽減されます。「ロボティクスは従業員のハードな倉庫作業を快適化できる」と、McQueen氏は言います。従業員は機
械を使って商品をハブからコンベヤへ、パレットへと運ぶことができます。同社は最近、トレーニングをゲーム化するために VR安全・衛生システムを
構築しました。効率を改善し、顧客のコストパフォーマンスを高めながら、物流業界を若い人材にとって魅力ある場所にすることが目的です。 
  
自社の物流子会社を持つ大手 E コマース企業が業界の大きな脅威になるとMcQueen氏は考えています。一方でこの業界は、オンライン販売
機能を持つ小規模なプラットフォームを導入しました。SF DHLはそこでフルフィルメントサービスを提供できます。多くの関係者は E コマースの出現
が変革をもたらしたと見ていますが、McQueen氏はこの分野の扉はこれまで以上に大きく開かれると考えます。 
  
同氏は次のように指摘します。「そこには非常に多種のサプライチェーンが存在する。中国西部の省から香港のテーブルに果物を運ぶことは E コマ
ース・ソリューションではない。果物の移動に伴う、回収、統合、一次輸送、二次輸送、付加価値のあるサービスといったサプライチェーンの問題が
まだ解消されていない」 
  
「何もかもがコマースであり」、データ主導のイノベーションは特殊なエンジンだという考え方に「固執」しないほうがよいとMcQueen氏は助言しま
す。「当社はテクノロジーのほうを重視している」と同氏は話しています。 
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コラム 2：デジタル・テクノロジーとのパーフェクトフィットを紡ぐ 
Walden Lam 

Unspun  
共同創立者 

  

今や小売事業者は、顧客との間にパーソナライズされた対話型のチャネルを直ちに構築するためにデジタル・テクノロジーの力を活用するようになり
ました。既存のビジネスモデルの中で消費者の悩みの種に焦点を絞った新しいツールを開発しています。 
  

オーダー対応ファッション生産テクノロジーのスタートアップ企業「Unspun」の共同創立者、Walden Lam氏はアパレルバイヤーがパーフェクトフィッ
トを見つける際に抱える問題を解消するための画期的なソリューションを探り続けています。同社はボディスキャニングと 3D織機を使ってパーソナラ
イズされた服をオーダーで制作します。 
  

Unspunを立ち上げた二番目の目的は主にサステナビリティです。店舗に在庫を置く代わりにオンデマンドで服を生産することで売れ残った商品の
廃棄を減らすのです。 
  
現在のところ、Unspunはポップアップストアで商品の販売促進を行っていますが、実用レベル試作機に基づいて大湾区で 3D織機を開発してお
り、数カ月以内に香港の小売業界にさらに深く食い込む計画です。スタートアップ企業である同社のデニムジーンズ価格は、業界の標準的な競合
企業の約 2倍ですが、この機械の導入でコストを抑えられます。 
  

このソリューションは最終的に、オンラインやアプリで注文できるテクノロジーをベースにして使用されますが、Lam氏は同社のビジネスモデルをO2O
への移行として特徴づけることには消極的です。このコンセプトは、「少しだけ時代を先取りしただけ」だと同氏は考えています。当面の間、Unspun
は実店舗のタッチポイントを訪れる消費者を対象にスキャンニングプロセスを実行しますが、Lam氏は自宅でスキャニングができるような携帯電話
技術の開発を注意深く見守っています。 
  
アップルの iPhone Xがスキャニングに適した高精度センサーを採用した今、今後 2年のうちに大半の消費者が自分でスキャニングを行えるように
なるとUnspunは期待しています。こうした動きは、このビジネスの重大な制限要因だった問題点を解消する可能性があります。 
 
フロントエンドのイノベーション 
「当社の成長機会はますます明白だ。業界の不活発は困難な問題かもしれないが、ファッション界のイノベーションへのさらなる道筋をテクノロジー
が切り開く可能性が明らかになった」と、Lam氏は話します。今、Unspunに接触してくる企業の多くは小売店とファッションブランドです。 
  
小売のフロントエンドでは、テクノロジーや E コマース、顧客エンゲージメントのためのブランド構築などでエキサイティングなことが起きているが、バック
エンド、特にサプライチェーンではほとんどイノベーションが起きていないと Lam氏は主張します。 
  
「ビジネスパートナー、あるいはビジネスパートナー候補の集団を見ると、社内でのイノベーションに関しても、外部との協力によるイノベーションに関し
ても経験が浅い企業群であることがわかる」同氏はこのように指摘しました。 
 
ファッションの未来 
未来を先取りするビジネスとしてUnspunを育てることで、Lam氏は、ファッション業界と小売り全般の方向について独自の視点を持つことができ
ました。 
  
「3年から 5年後、どれだけの生産が実際に店舗の中で行われるだろうか」と、Lam氏は問いかけます。同氏は、アパレル買い付けの未来は小売
体験と深く結びついていると考えています。店舗内での生産が増えれば、ストック・キーピング・ユニットをたくさん作る必要はなくなると Lam氏は指
摘します。 
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さらに顧客はますます透明性を求めるようになり、より多くの生産プロセスをバックエンドではなくフロントエンドで行うことが望ましいと考えられるように
なりました。素材がどこでどのように調達され、服が作られたのかを消費者が尋ねてくる可能性が高くなっています。 
 
「小売はエンターテインメント、あるいは体験の一部になった。人々は足を運び、関わりを持つことの理由を求めている」と、Lam氏は説明します。 
 これは、特にファッション界ではパーソナライゼーションの重視を意味しますが、パーソナライズされた商品を消費者に提供する機会が、実際には小
売業者が使用できる技術に依存していることは明らかです。 
  
マジックミラー技術やビーコン技術など、ここ数年の間に導入された最新技術の多くが広く普及しなかったのは、消費者の根本的な悩みの種を本
当の意味で解決していなかったからだと Lam氏は考えます。 
  

「消費者がこれらのテクノロジーで解決したい実際の悩みの種の中心に焦点を当てずに、消費者とのエンゲージメントを維持することはきわめて難し
い」Lam氏はこのように述べました。 

 

以上 

（みずほチャイナマンスリー 2019年 12月号に掲載） 
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