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最先端の物流自動化

Nano-Fulfillment Centerの可能性

㈱ROMS

経営戦略室長  阿部  翔太郎

1．はじめに：三度目の 
変曲点を迎えるネットスーパー

コロナ禍により注目を集めたサービスの一つが、

食品スーパー業界におけるネットスーパーだろう。

調査によると、緊急事態宣言が発出された2020年

4月には、ネットスーパーの利用件数が前年同月比

165％とコロナ禍以前の3倍近くまで増加した。外

出自粛による内食需要、非接触ニーズの高まりを背

景に、自宅のパソコン・スマホから注文でき、商品

を自宅まで届けてくれるという利便性が、改めて注

目された形である。米国では2021年のスーパーに

おけるネット売上比率は既に10％に達したが、こ

れはコロナ禍以前の予測値と比べネット化の流れが

4～5年早まったことを示している。実際、筆者が今

年4月に訪米した際にも、店舗にはレジチェッカー

の代わりにセルフチェックアウトやECの受取りサー

ビスカウンターが、顧客の代わりに商品のピッキン

グを行うピッカーが爆発的に増え、コロナ禍以前と

の違いが体感できるほどの変わりようであった。翻

って日本では食料品EC比率は2020年で僅か3％と

他分野と比べネット化が遅れているものの、日本の

ネットスーパー市場も10年後には2.4兆円、EC比

率10％まで伸長するという見立てもあり、今後の動

向が注目される。

コロナ禍で取り沙汰されるネットスーパーだが、

何もつい最近始まったサービスではない。遡れば

30年以上の歴史があり、過去に2度の変曲点があっ

た。1度目はインターネットの普及である。1980

年代初頭に宅配サービスとしてスーパーサンシと船

井総合研究所が展開した「フレッシュシステムズ」

が今のネットスーパーの原型を作り、その後2000

年「西友ネットスーパー」を皮切りにその他のスー

パーやベンチャー企業がこの時期に参入した。しか

し、ドットコムバブルの崩壊と共に成長が伸び悩み

多くの企業が撤退、このブームは長続きしなかっ

た。そして2度目が2008年の日本でのスマートフ

ォン「iPhone」の発売である。これを契機に第二次

ネットスーパーブームともいえる各社の参戦が見ら

れる。イオンやライフなどの大手企業がサービスを

図1  米国食品EC市場
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開始したのもこの時期である。その後も各社が参入

や撤退を繰り返し今に至り、今回のコロナ禍が3度

目の変曲点である。

果たしてコロナ禍はネットスーパーに飛躍的前進

をもたらすのか、それとも一過性のブームとしてコ

ロナ終息と共に再度後退するのだろうか。筆者は市

場競争環境の観点から、不可逆的な前進の流れは変

わらないと見る。まず、コロナ禍以前からスーパー

を始め小売業は人手不足・オーバーストア状態と言

われて久しい中、装置産業型・労働集約型の店舗出

店競争はいずれ限界を迎えるためである。食品スー

パー3万人と言われる商圏は、既に元々スーパーを

生業としない大規模なECプレイヤーやコンビニ、

食品を扱うドラッグストア、そして近年台頭目覚ま

しい食料品デリバリーに侵食されつつあり、ネット

での攻勢は必至と言える。加えて、共働き世帯／買

い物弱者の増加とオンラインでの購買行動の習慣化

である。欧米のネットスーパーの浸透スピードが早

かった一因は、共働き世帯の多さと考えられる（欧

米では専業主婦は1％に満たない）。日本でも過去

30年間で共働き世帯と専業主婦世帯数は、完全に逆

転した。言うまでもなく日本は高齢化“最先進国”

であり、買い物弱者潜在層が多い。そして今では子

供からお年寄りまでスマートフォンでワンクリック

で必要なものを買う時代になった。つまり、ネット

スーパーは、コロナ禍以前から消費者・スーパー双

方において不可逆的に浸透する素地が醸成されてお

り、コロナ禍によってこのことが再認識されたと解

釈するのが妥当だろう。

このチャンスを上手く活用できるか否かは、寧

ろ、ネットスーパーを運営する小売企業の努力にか

かっている。店舗運営しかしてこなかったスーパー

マーケットが、全く異なるネットの領域にどう対峙

するのかが今問われている。

2．米国における 
Micro-Fulfillment Center

米国のスーパーを取り巻く市場競争環境は、一層

シビアである。Amazonの攻勢は、日本のそれとは

比較にならない。実際Amazon Freshは日本よりも

10年早くスタートしているように、米国のスーパ

ーのEC化・デジタル化は5～10年先行している。

消費者は「より早く、何でも届けてくれる」ことが

当たり前化しているのである。他方、労働供給側を

見ても深刻な人手不足・人件費高騰・場所不足に悩

まされている。ニューヨークの食品スーパーWhole 

Foodsでは、店舗ピッカーの時給は最低17ドルか

らと、日本の2倍近い。昨今の経済活動の急速な再

開やエネルギー価格の上昇により、今年3月の米国

消費者物価指数は前年同月比8.5％となったが、こ

れが更なる賃上げ圧力となることは間違いない。ま

た、2035年には米国史上初めて65歳以上の高齢者

が子供の数を上回るとされ、高齢化による労働者不

足も眼前に迫る。追い打ちをかけるようにECの普及

により物流センターの需要が増加し、空室率は4％

程度と史上稀にみる低水準である。

こうした背景から衆目を集めているのがMicro-

Fulfillment  Center（MFC）である。これは、

小売店舗に隣接／併設した物流拠点を作り、そこ

でネットオーダーのフルフィルメント（ピッキン

グ・梱包・配送）を行うモデルである。マイクロ 

（Micro）と冠する通り、従来フルフィルメントを

担ってきた都心郊外に設けられた数万平米の巨大

な物流センターCFC（Customer/Centralized-

Fulfillment Center）と比べ、1,000～2,000m2と

小型で都心部に設置されることが特徴である。従来

のCFCは消費者の需要地から遠く当日配送に対応で

きず、大型の同システムはサービス開始までに2～3

年を要し、激しい市場変化に対応できない一方、

MFCであれば、最終需要地の近くに機動的に設置で

きること、且つ、ローカルな生鮮商品の取り扱いが

できること、新たな拠点探しの必要なく既存店舗を

活用できることなどが、CFCを後押しした要因と考

えられる。また、通常同システムでは商品をピッキ

ングする作業者の場所まで荷物を運んでくるGoods-

to-Person（GTP）型の自動倉庫システムが具備さ

れていることから、ピッキングの作業生産性向上が
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見込まれ、人件費高騰に悩まされる米スーパーにと

ってはうってつけのソリューションと言える。

同システムは、既に2020年頃からWalmartや

Albertsonsを始めとする大手スーパーで導入が始ま

っている。調査によると、MFCの市場規模は2026

年には累積設置台数2,000台、100億ドル、2030

年には200億ドル規模に達するとの見立てもあり、

ネットスーパーのフルフィルメントにおける注目領

域と言える。

3．日本型のNano-Fulfillment 
Centerの可能性

先述の通り、日本のネットスーパーは未だ黎明

期であり、今まさに市場を深耕している段階と言え

る。特にコロナ禍以降、ライフや西友、イオングル

ープなど業界大手の数十社を中心に明確にネットス

ーパーを戦略の核と位置付ける企業が増加している

が、こうした積極姿勢な大企業であってもネットス

ーパー事業を黒字化できている企業は少ないとされ

る。これは大多数のネットスーパーのフルフィルメ

ントが「店舗出荷型」でありこのピッキングがボト

ルネックとなっているためである。店舗出荷型とは

文字通り、オーダーを受けた店舗スタッフがピッキ

ングリストを片手にショッピングカートで店舗内の

棚から商品をピックアップ、バックヤードで梱包作

業を完了し、配送業者に引き渡し店舗から出荷する

という運営方法である（一部のネットスーパーでは

配送を自前で行うケースもある）。問題は、現状多

くのネットスーパーではピッキングのキャパシティ

不足からネットスーパーのオーダー数に制限を設け

ざるを得ないということである。オーダー数が高ま

らない限り委託配送の効率が改善されず、配送の自

前化にも踏み切れないばかりか、届けてほしい配送

時間枠で注文ができずユーザーの顧客体験を悪化さ

せ、需要の取りこぼしにもつながっている。スーパ

ーの粗利率は通常25～27％、ここに支払配送料10

数％、ピッキングの人件費10数％、その他の地代・

諸経費・システム費用などを加味すると赤字になっ

てしまう。ピッキングのボトルネックを解消し、ピ

ッキング・配送のコスト効率や顧客体験を改善させ

ない限りネットスーパーを黒字化することは至難の

業なのである。

人口減少・高齢化著しくピッカーの確保が益々困

難になる中、日本の狭小な店舗バックヤードでピッ

キング・パッキングのキャパシティを如何に向上さ

せるかがネットスーパーの鍵となる。こう考えると

猫も杓子も欧米に倣いMFCを導入すればよいのでは

ないか、となりそうであるが、日本市場においては

導入に向けた課題が多い。第一に初期投資である。

ソリューション毎の差はあるが、同システムはハー

ドウェア設備だけで4～5億円、設置で同程度と二桁

億円規模の初期投資が必要になり、これを賄う売上

規模は25～30億円程度必要になる。一足先にネッ

トスーパーが花開き、寡占化・大資本の集約が進む

欧米ならまだしも、ネットスーパー黎明期／資本分

散している日本のスーパーでは導入が難しい。第二

に設置の物理的な制約である。海外のMFCは「大は

小を兼ねる」の思想から、日本の狭小スペースを前

提とした設計ではない。具体的には、天井高や地面

から床下の棚までの高さや棚の間隔など、商品の格

納効率・場所の活用効率が悪く、設置するために通

常1千平米以上のスペースが必要になる。実際に日

本のスーパーで同システム導入を検討しようとした

が天井高やスペースの問題から断念したケースもあ

ると聞く。第三にアフターサービスである。殊更日

本では日本語での対応が必須であり、2～3時間以内

での駆け付け対応ができるフィールドエンジニアの

確保が必要となるため、こうした特殊な環境が外資

図2  米国MFC市場
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系企業の参入を難しくしている。

こうした店舗出荷型ネットスーパーの一つの解と

して、当社はNano-Fulfillment Center（NFC）

を提供している。これはオーダーを受注した瞬間に

Goods-to-Robot（GTR）型で自動倉庫から商品を

搬送、ロボットにより商品がピッキングされ、その

後、便の締め時間になるとGTP型でオーダーごとに

仕分・順立てされた商品が店舗スタッフのところま

で搬送される仕組みである。これに生鮮品や大型品

を荷合わせし、オーダーを完成させ配送または受け

取りに備えるという流れである。GTR型で人が稼働

できない夜間帯でもピッキングをし続けられ、当社

のピースピッキングシステムは商品情報の事前登録

が不要なため、商品の改廃が激しいスーパーやコン

ビニでもマスターレスでピッキングできる。

同システムはまた、欧米のMFCと比べ日本のネ

ットスーパー事情に合わせたソリューションである

ということも強調したい。初期導入費用は目安とし

て1日1拠点100～150オーダーの受注があれば

採算が取れ、また、初期投資負担を抑えるためにレ

ンタル/サブスクリプションモデルで提供すること

も可能である。また、日本の店舗の一般的な天井高

2.7～3.9メートル内外や床荷重に対応できるため、

ロードサイド型スーパーであれば駐車場や屋上、店

舗フロアの坪効率の悪いスペースを利用できること

はもちろん、耐荷重上、都心型スーパーの2階の遊

休スペースなどにも設置できる。更に、24時間遠隔

監視し、リモート・駆け付けの対応が可能である。

4．店舗併設型で 
あることの意味

他方、イオンやセブン&アイグループは寧ろCFC

の構築に舵を切っている。ダークストア（既存店舗

を転用した小型のフルフィルメント専用施設）や同

システムのような倉庫出荷型の場合、処理キャパシ

ティが大きく、巨大なセンターであれば1日数十万

行を処理できるため規模の経済性のメリットがあ

る。また彼らの既存物流網を活用すればハブアンド

スポーク形式で当日配送も可能だろう。

では、当社はなぜ店舗併設型・店舗出荷型に拘る

のか。最大の理由は店舗という既存資産を最大限活

用できるからである。倉庫出荷型の場合、拠点の設

置・維持費に加え、商品の移動に係るロジスティク

ス費用や特に足の短い生鮮食品の廃棄コストなどが

かかる一方、店舗と違って販売・受取機能を持たな

いため、単なるコストセンターとなってしまう。規

模の経済を享受できる余程のオーダー数がなければ

採算が合わないのである。同システムは店舗を活用

することで、こうした費用がかからないばかりか、

店舗での受け取りのついでに買い物をして頂くこと

ができる。また、生食文化の強い日本で、普段利用

している店舗から届くという安心や信頼を担保でき

る。

この先、先述の米国の予測通り20％がオンライン

売上になったとしても、残る80％は結局は店舗から

の売上なのである。つまりスーパーにとって、ネッ

トスーパーの戦略的意義は“店舗のためのオンライ

ン”、“オンラインのための店舗”を構築し、既存店

舗で構築したドミナントを更に強め、その商圏にお

ける競争優位性を高めることにある。当社は多くの図3  NFCの概観
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スーパー関係者と話をする中で、日本においては顧

客・スーパー双方にとって店舗併設型・店舗出荷型

のメリットのほうが大きいと考える。NFCはある意

味で、郊外にあった従来型の倉庫やフルフィルメン

トセンターが、実際の商圏である店舗まで近づいて

きたものであり、ロジスティクスを踏まえた結果で

もある。この観点から、CFCとNFCを上手く組み

合わせ、NFCをスポークとしラストワンマイルへ

の一時中継・不足商品の補充拠点として活用するこ

となども今後十分期待できる。

5．おわりに： 
小売店舗の自動化の未来

当社は2020年10月から1年間、NFCの更に

小型版であるRobotics  Convenience  Store

（RCS）を無人コンビニ「MOPU」として実証し

た。アプリからのオンライン購入による店舗受取

（BOPIS）と即時配送（Quick-Commerce）、店頭

タッチパネルでの即時購入（店頭購入）の3つの購

買体験を用意し、オーダーに応じて格納されている

400～500SKUをロボットがピック、アソートし

て、受取口にデリバリーする無人店舗である。実証

中、様々なコンビニ・スーパー関係者の方々と話を

する中で、ロボットにより24時間ピッキングできる

メリットを活かし、ネットスーパーのフルフィルメ

ントに活用したいという話を多く頂き、NFCへの活

用展開に至った。つまり、同システムは元々無人店

舗を出自に持つ店舗起点のソリューションなのであ

る。店舗での顧客との接点・カスタマーエクスペリ

エンス（CX）は、これを提供するオペレーションを

規定し、サプライチェーンの在り方をも規定する。

逆を言えば、店舗が変わればサプライチェーン全体

を遡って変えていくことができる。店舗併設で自動

化を進めるべき理由はここにもある。

小売りの三種の神器は、「価格・立地・品揃え」

から「価格・立地・機能」に完全に変わってきてい

る。ネットスーパーをどこまで必要な戦略的機能と

位置づけるのか、如何に消費者に求められるサービ

ス・機能を提供し続け、オペレーショナルエクセレ

ンスを磨き上げていけるのか。機能を変え、CXを変

え、サプライチェーン全体を変えることが、人海戦

術に頼り限界を迎えつつある小売業界には求められ

ている。

なお、当社では、本年中頃でのQuick-Commerce

に対応させたRCSを、本年末までのネットスーパー

向けのNFCの導入を予定しており、今後の更なる導

入を想定している。

図4  無人コンビニMOPUの概観

小20mm
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