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利便性が重要
2019年は予想通り転換の年となった。小売業
者トップ5社の地位は安定していたものの、大
半の小売業者の命運は不確実で、有名企業の
破産も見受けられた。業界をリードする企業と
それを追う者の差は、消費者が真に求めている
ことを理解できたか否かで、さらに広がった。小
売業者にとって、消費者の期待がどのように変
化しているのかを理解することは、これまでに
なく重要になりつつある。

幸い、消費者が求めていることは、ある程度予
想することができる。デロイトの行ったアンケー
ト調査では、米国における成人の3人に2人以
上が、買物の際に重視するものとして価格、商
品、利便性と回答した1。

 • 適正価格　透明性の革新的な進歩や価格設
定の自動化が進む中、適正価格を最終的な
差別化要因とするのが難しくなっており、価格
のみで消費者のロイヤルティ（忠誠心）を呼び
起こすことはできない

 • 商品の品質と多様性　パーソナライズされた
商品からコモディティ化した商品まで、多岐に
わたる販売形式やチャネルで提供されてお
り、選択肢があふれかえっている

 • 利便性　リアル店舗、オンライン店舗に関わ
らず、商品にヒラメキを得る段階から、購買と
返品、さらにはブランドを支持するに至るまで、
消費者はストレスのない体験を求めている

利便性は、サプライチェーン、デジタルテクノロ
ジー、その他のイノベーションといった、さまざ
まな要素が錯綜する小売業界において、今後ま
すます重要な要素となるだろう。

今後1年間の見通し
向こう1年の小売業界は、「不確実性」に見舞わ
れるだろう。不況や関税による悪影響が懸念さ
れる中、小売業者は有事に備えて対応策を準
備しておくべきである。

2020年は経済に逆風が吹く可能性もあるが、
小売業者にとっては、低迷期を乗り切るための
戦略を見直す良い機会ととらえることも悪くな
い。準備を万全に整えるために、小売業者が優
先すべき事項として以下が挙げられる2。

 • 顧客から見た「自社の存在意義」を再確認する

 • 資金を蓄え、成長に向けて投資する

 • テクノロジーやオートメーションを取り入れ、
成長機会を活かす

 • 組織の外に目を向け、パートナーシップを活
用する

小売業者は今まで以上に戦略的に投資をし、
柔軟な計画を立て―不況や関税の問題に関わ
らず―流動的な状況の変化に対応することが
求められるだろう。一つ言えることは、2020年
は最悪の事態に備えた小売業者に勝機が訪れ
るということだ。

高まる消費者の期待と 
対応コスト
今や小売業界における卓越した顧客サービス
や体験への期待値は、テクノロジーの急速な進
歩や社会の変化に伴い、業界の外側で決まる
構図になりつつある。消費者の期待値は国境
を越えてグローバル化し、国や業界を隔ててき
た境界線は今まで以上に曖昧になり、消えつつ
ある。今後多くの小売業者は、競争力を維持す
るために、何を提供し、いかに利益を確保する
かという難しい戦略的判断を迫られることにな
るだろう。

小売業者は、この難しい戦略的判断を下すうえ
で、消費者にとって大切なものとは何か、また
新しい目標を追いかける前に社内で準備すべ
きこととは何か、改めて自らに問いかけてみる
とよい。例えば、デロイトの行ったアンケート調査
では、ホリデーシーズン中の買物客の85%以上
は商品の配達に関して迅速さよりも無料配達
を重視したことがわかった3。ある企業では、無
料もしくは迅速な配達オプションを可能にする
ために1四半期で10億ドル近くを費やしている
が、こうした投資はコストの透明性を確保しつ
つ、持続性を考慮したうえで行うべきである4。

小売業者は今後、購買行動における「利便性」
に影響を与える様々なテーマとの折り合いを戦
略的に検討する必要がある。例えば、迅速な取
引や消費者にとっての価値、小売業者側に求め
られる投資（品揃え、業務費用など）等のバラン
スを見極めなくてはならない。

図表1. 消費者の期待する利便性を満たすためのトレードオフ
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差別化要因としての 
マーケティング
利便性は個人の体験を高めるものであり、企業
の枠を越え、消費者と従業員の双方が恩恵を
受けるものである。デロイトの行ったアンケート
調査では、顧客経験を高める要素として以下の
5つがあげられた7。

 • あらゆる人の行動に目を向ける

 • 消費者のニーズを予測し、積極的に対応する

 • 思いやりを持って実行する

 • 本物であり続ける

 • 世界を変えるよう働きかける

デジタルの融合と進化によって恒常的にディス
ラプション（創造的破壊）が生じている今の時
代、もう商品と価格だけをマーケティングすれ
ばいい時代は終わったというのが現実だ。商品
の品質が重要なのは変わらないが、ブランドの
差別化のポイントは、サービス、デリバリー、そ
れによって提供される利便性全体をマーケティ
ングする能力にかかっている。同日配達やカー
ブサイド・ピックアップ（ドライブスルーのように
車を降りずに品物を受け取れるサービス）、ネッ
ト注文の店舗受取などのサービスはすでに常
識となっているため、競争優位性はこうした要
素を他社よりも効果的に提示することにより生
じると言える。企業として、常に消費者にとって
何が大切かの定義と再定義を繰り返し、カスタ
マージャーニーにおける付加価値を強化してい
かなければならない。

移しているため、消費者心理は、ここ数ヶ月で
多少変動が見られるものの依然として高い。
2019年に米FRBが実施した3度の利下げによ
る低金利が借入コストを低く抑えているにも関
わらず、消費者物価指数が比較的低く推移して
いることも消費者の助けになっている。

しかしながら、消費者は3つの大きな課題に直
面している。第一に、堅調な労働市場が賃金の
上昇につながっていないことが挙げられる。
2018年の実質週間平均賃金の上昇率はわず
か0.8%にとどまり、2019年でも1.2%しか上昇
していない。
第二の課題は、2017年に実施された減税の効
果が薄れ、可処分所得の減少が見込まれてい
ることである。デロイトの予測では、個人の実
質可処分所得が2019年の3.24%から2020年
には2.3%に減速すると見込んでいる。
最後の課題は、消費者が直面するであろう貿易
摩擦の緊張感の高まりによるリスクである。貿
易摩擦により、企業が投資支出や雇用を控える
と、経済成長や雇用の落ち込みにもつながりか
ねない。これが株式市場にもダメージを与え、
その結果、消費者の資産、強いては消費者支出
にマイナスの影響を及ぼすことにもなりうる。

結果、実質消費者支出の成長率は、2019年の
2.5%から2020年には2.2%に鈍化するものと
予測されている。

全社的な取り組みで 
実現される利便性
利便性を提供するということは一夜にして成し
遂げられるものではない。利便性の実現には、
小売業のほぼすべての社内組織の業務が関
わってくるため、様々な課題が待ち受けている
だろう。利便性は、組織全体で取り組まない限
り、単なるマーケティングの延長線にある戦術
に留まってしまい、収益を上げることはできな
い。そのため、組織全体に浸透させ、取り組む
べきだろう。また、利便性は常に進化しており、
昨日まで便利であったものが今日、今日便利な
ものが明日、便利でなくなってしまうこともある。

利便性とは、顧客が主観的に「楽だ」と感じる
経験と捉えることができ、消費者が利便性を認
識する観点として以下が挙げられる。

 • 時間が節約できる（同日配達）1

 • 他の商品へのアクセスがしやすい

 • 私のニーズに合うサービスに特別にアクセス
できる

 • どのような付加価値があるのかがわかりやすい

 • 一箇所で全てのニーズが満たされる

多くの人々は、充実した体験を提供しつつも、
自身の生活を楽にしてくれるものを求めてい
る。人々は商品を手に入れる作業を「外注」し、
自身の時間は商品を使うことに費やしたいと考
えている。

経済の見通し
小売業界は、向こう1年の経済状況の変化に対
応すべく、態勢を整えておくべきだろう。米国に
おける2019年のGDP成長率は、第1四半期の
3.1%から、第3四半期には1.9%まで落ち込み、
経済が鈍化した5。個人消費成長率は平均して
安定していたものの、投資成長率は失速した。
例えば、企業投資は2019年第2、第3四半期に
縮小し、住宅投資の成長率がプラスとなったの
は2018年第1四半期以来、わずか1四半期に
すぎない。グローバル経済の成長見通しが弱ま
り、関税に対する不確実性が近い将来に解消さ
れる見込みもないことから、今年の米国の
GDP成長率は2019年の2.3%から1.6%に低
下すると予測されている6。

消費者支出の見通し
消費者支出は小売業界の生命線とも言える。
消費者支出を後押しするのは健全な労働市場
である。米国における失業率は低く（2019年
10月で3.6%）、今のところ、平均して毎月16万
7,000件の雇用が創出されている。この数字は
2018年に比べると劣っているが、人口の増加
を見込んだ必要予想件数である7万5,000～
10万件を上回っている。労働市場が堅調に推
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らうこともできるのだ。消費者はこのレベルの
「楽さ」やパーソナライズされたサービスをどの
プロバイダーからも期待するようになってきて
いる。したがって、消費者の関心が、ディスラプ
ションを作り出す業者やニッチな業者に向いて
いるという変化に気付く小売企業こそが、これ
から成長していくだろう。

新たな競合の参入と収斂、物理的業務とデジタ
ル業務の融合といった要因により、様々な企業
がこれまでとは違う収益源を見いだす必要に
迫られている。会社や投資家にとっての価値を
確保しながら、さらに消費者やステイクホルダー
にとっての価値を創出する方法を模索する中
で、多くの小売業者は、消費者の選択を優先し
つつ、その需要を満たすことのできる新たな収
益モデルを取り入れている。例えば、サブスクリ
プション、マーケットプレイス、フルフィルメント・
サービス、ウェブ、クラウドサービスなどである。

かれた但し書きや、高低価格設定、その他うっ
かりすると陥りやすい罠にうんざりしている消
費者にとってはますますありがたい戦略となっ
ている。

利便性に対するプレミアム料金
小売業者がまだ完全に理解していないのは、
消費者は利便性に対し喜んでプレミアム料金を
支払うということである。例えば、Uber Eatsの
ような食事・食料品の配達サービスでは、商品
の料金とは別に配送料をプラスαの対価として
支払うことが当たり前になっている。こうした比
較的新しい配達サービスにより、消費者が食事
や買物をしたり娯楽を楽しんだりする方法が変
化してきている。食事の配達サービスを例に挙
げると、使いやすいアプリで、複数のレストラン
あるいは「ダークキッチン（店舗を持たず調理は
ファシリティと呼ばれる施設で行う業態）」から
カスタマイズされた食事を提供する。例えば1
軒目からは前菜、別の店から主菜を配達しても

透明性のあるプライシング戦略
クーポンを切り取って店に持っていく手間は煩
わしいが、他に選択肢がなかった時代の消費者
は、そうせざるをえなかった。デジタル・ソリュー
ションが使えるようになった今、消費者は最も
使いやすいオプションを選べるようになってい
る。デロイトのアンケート調査では、74%の回
答者が、小売業者が行う販売促進施策の中で
も、割引が最も魅力的だと回答した8。しかしな
がら、買物客にとって店内で携帯電話を使って
クーポンを探すのに時間を費やしたり、まして
や印刷したクーポンをわざわざ店に持っていく
のは億劫である。そのため、小売業者はその事
業内容に応じて、最も適切なプライシング戦略
を選択し、透明性のある価格設定を行うことが
必要だ。
例えば、量販店や食料品チェーン店は、「毎日
がお買い得（EDLP：Every Day Low Price）」
を提供することが自分たちの事業には最も合っ
ていると感じている。EDLPは、細かい文字で書

図表2. 小売業モデルの進化による、多様な収益ドライバー

 • プライベートラベルの 
クレジットカード

 • 会員制、協同組合モデル（CO-OP）
 • デジタル/D2C
 • ショップインショップ

 • サブスクリプション
 • サードパーティ販売（販売代行）
 • 支払いプラットフォームと 
ファイナンシャル

 • 消費者サービス
 • 社内メディア管理

 • LaaS（ロジスティックス・サービス）
 • メディアとエンターテインメント
 • ウェブとクラウドサービス
 • フルフィルメント・サービス
 • 社内ベンチャーファンド

従来型

より新しい小売業

本業としての 
小売業

業界展望 2020 小売 | 利便性という提供価値

5



第5世代ネットワーク・テクノロジー（5G）
小売業者の間で高まりつつあるデジタル志向
を近い将来に実現させるうえで、5Gは重要な
存在である。従来の約3倍の5Gのデータ転送
速度を活用し、世界中の何百万という機器をつ
なげることで、消費者により豊かな体験を提供
できる。5Gによる通信強化に伴う小売業者の
増益は、2021年までに120億ドルに達すると
いう予測もある12。

特に小売業においては、デジタル・エンゲージ
メントやアナリティクス、IoT、AR/VR、そしてド
ローン・テクノロジーに至るまで、5Gによる通
信技術の発展により消費者とのつながりが飛
躍的に前進するだろう。しかし5Gの可能性を最
大限に活用するためには、ネットワークの性能
改善だけでなく、小売業者や消費者がこれまで
以上に高度なテクノロジーを使用することに慣
れていく必要がある。こうしたアプリケーション
の実現にはまだ時間がかかるが、先を見据え
た小売業者は今からこの動向に向けて準備を
はじめ、実用的なアプリケーションを探索する
べきだろう。

商品戦略の見直し
今日の消費者にとって、気に入ったものが店舗
になければ、eコマースの「無限の陳列棚」にア
クセスし、「お目当て」の商品をボタン一つで購
入することが、もはや当たり前になっている。こ
れを受け、従来型の小売業者は、eコマース・プ
レーヤーの俊敏さに対抗すべく、在庫量を増や
すなど、大きな賭けに出ている。

小売業者は、品揃えを充実させることで利便性
のリーダーとしての地位を確立することに注力
しており、結果、倉庫や配送センターに大量の
在庫品を抱える傾向にある。これは在庫品を販
売するための値下げや販促費用、そして減損と
いった深刻なコスト増加につながるおそれがあ
る。また、米国の食料品以外の小売業者が
2018年の価格引き下げによって3,000億ドル
の収益を失ったという調査もある。これは総売
上高の12%に相当し、在庫管理の誤判断の結
果、売れない商品を値下げ販売したことが最大
の原因とされている13。

コネクト（つながり）：デジタル
推進による機能改善
2019年の独身の日（11月11日）、中国のオン
ライン企業・アリババはわずか24時間で総売上
高384億ドルを達成し、新記録を樹立した。さ
らに驚くべきは、売上高の90%以上がスマート
フォンによるものであったことである。米国で
は、これほどのスマートフォン使用率には及ば
ないものの、2019年のスマートフォンによるサ
イバーマンデーの売上は過去最高の34%に達
したと予想されている10。eコマースを成長させ
る原動力としてのスマートフォンの存在は、今
後もますます大きくなるだろう。デロイトの行っ
た2019年のホリデーシーズンのアンケート調
査でも、モバイル端末がホリデーショッピングの
プラットフォームとして確立されており、モバイ
ル端末での買物客の70%がスマートフォンを利
用していたことがわかった。独身の日にスマー
トフォンによるeコマースが大成功を収めた主
な分野に、決済サービス、モバイルゲーム、モバ
イルでのライブストリーミングなどが挙げられ
ている11。小売業者は、カスタマージャーニーを
通じたデジタル化を推進することの重要性を忘
れてはならない。

デジタル推進による機能の改善は、新たなビジ
ネスモデル、もしくはデジタルネイティブ企業の
買収を通じた収益源を模索している小売業者
にとって不可欠であり、これは単純にツールや
アプリ、機器、エンタープライズ・システムだけ
の話に留まらない。今日の小売業界では、ほん
の些細なことが命取りとなるとも考えられる。
パーソナライズされた経験、高度にインタラク
ティブなエンゲージメント、そしてあらゆる観点
から見た利便性は、もはや小売業者に対する
期待値の重要な部分となっており、これらを提
供するためには卓越したデジタル・ケイパビリ
ティが必要不可欠である。食料品の買い出しな
どの、日常的な出来事でさえ日増しにデジタル
化が進んでおり、大手小売業者は消費者を取り
込もうと日々奮闘している。将来的には、例え
ば食料品分野で、アンジュー梨とバートレット梨
の違いについての社員を教育するために、高度
なデジタルAR/VR技術が活用される日がくるだ
ろう。

今日の小売業者が、より利便性の高い商品や
サービスを提供するためには、改めて消費者の
動向について理解を深めてみるとよい。
かつては、店舗レイアウトが買物客の誘導に活
用されており、例えば、GMSなどの大規模小売
店などでは、目的性の高い生鮮食品や食料品
を店の奥に配置し、そこに到達する前に買物客
が他の商品の陳列棚の間を通るよう工夫され
ていた。こうしたレイアウトは、食料品を求めて
来店した買物客に、その他の必需品を買う機会
を提供していることから、利便性を提供してい
たと考えられる。しかし、残念ながら今の時代
ではこのようなアプローチは成立しなくなりつ
つあり、食料品の買物に関する消費者の意識変
化に対応するために、大手ブランドは新たなア
プローチを模索している。

今日の小売業者の課題の一つとして、消費者の
利便性と店舗側の意図とのバランスを取ること
があげられるが、この課題の対応策として以下
が考えられる。

 • データを通して視野を広げる
高度なアナリティクスを使ったデータ分析に
より、小売業者は、来店前後で買物客が何を
しているのかなど、広い範囲での消費者行動
を理解することができる。これにより、これま
で他社との競争だけに目を向けていた小売
業者も、視野を広げることができるだろう。

 • 足元商圏のトレンドを理解する
米国で1,000人以上の成人を対象に行われ
たSupermarket newsのアンケート調査9で
は、76%の回答者が、Amazonが提供してい
るような「同日配達」が可能であれば、地元の
店舗で生活用品を注文したいと回答した。こ
れは小売業者が地元での宅配サービスに注
力すれば、利便性の競争に勝つことができる
可能性を暗示している。

 • データ・プライバシーに関する意識を高める
小売業者はデータ戦略を慎重に進める必要
がある。多くの企業は、データを収益源とする
新規事業や活動を模索しているが、デジタル
に詳しい消費者は、どのような個人情報が収
集され、共有される可能性があるかを熟知し
ており、望んでいない販促を受けることにうん
ざりしている。
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役割を果たしており、人口密度の高いエリアな
どでは、店舗内の余分なスペースをマイクロフ
ルフィルメントセンターに変える動きが加速して
いる。使用していない店舗スペースの配置換え
の際には、再設計を制限する賃貸契約などが
障害となりうるため、再設計の取り組みは小売
業者が所有している自社物件で行われるケー
スが増えている。

データを活かした体験
社会的意識の高い消費者の多くは、購買力もブ
ランドへの支持表明の手段として活用している。
また、ある調査では、新しい商品の発見や購買
意欲を満たすために、消費者が依然として店舗
に足を運んでいることがわかった。こうしたこと
からも、小売業者にとって消費者の理解を深め
ることが最優先事項であると言えるだろう20。
オンライン小売業者・Amazonは、特定の拠点
で最も訴求力のあると思われる商品を陳列し
た店舗で実験を行なっている。また、Amazon 
4-starの店舗では、地域の購買トレンドやオン
ラインでの口コミに基づいて、品揃えを決定し
ている21。

性のリーダーとして最前線に立つことも可能だ
ろう。

店舗における新たな可能性
店舗も小売業も、まだ終わったわけではない。
デジタルに関する話題が絶えない一方で、小売
業界においてはリアル店舗が未だ必要不可欠
な存在となっている。米国統計局の調査では、
2019年第3四半期の小売売上高の約9割を、リ
アル店舗が占めたと報告されている19。2019
年、デジタルネイティブ企業はリアル店舗のパ
イロット検証に注力し、従来型の小売業者はデ
ジタル技術を適用したリアル店舗の展開を進
めた。小売業者にとって、2020年は店舗で利
便性を提供することに注力する一年になると考
えられるが、これから店舗にどのような変化が
訪れるのだろうか？

受注処理におけるフルフィルメント
小売業者は、受注処理に関しても「利便性」を
追求しており、フルフィルメントセンターやラスト
マイル配送の計画に知恵を絞っている。一方、
リアル店舗はサプライチェーンにおいて重要な

小売業者は、消費者の利便性への要望に応え
るためにも、独自の「スマート」な品揃え戦略を
検討し、コストの効率性も維持する必要があ
る。また、買物客の需要を誘導し、その需要をよ
り効果的に予測・管理する新たなアプローチが
必要となるだろう。買物客の需要に積極的に介
入する方法として以下が挙げられる。

マイクロブランドで消費者の嗜好を満たす
小売業者は、製造業者と協力して買物客のライ
フスタイルや個性にあったマイクロブランド（大
手ブランドの姉妹ブランド）を作ることができる。
マイクロブランドを作れば、小売業者は姉妹ブ
ランドとして様々な消費者にトライアルを行い、
需要をはかることができる。アパレル業者・
Expressは、デジタルに焦点をあてたダイレクト・
トゥ・コンシューマー（D2C）ブランド「UpWest」
を立ち上げ、幅広い洋服やアクセサリーを取り
扱うとともにサードパーティ・ベンダーにも商
品を提供している14。

中古品で品揃えを増やす
中古品市場はこの3年間で、小売アパレル市場
の21倍の速さで成長している15。デロイトの
行った調査では、2019年のホリデーシーズン
中、買物客の4人に1人以上（27%）が中古品を
贈り物として購入する予定であることがわかっ
た16。中古品を豊富に揃えることで、小売業者
は新しい商品を発注することなく、品揃えが可
能になる。消費者の需要がますます流動的で不
確実になる中、委託販売店やリサイクルショッ
プなどの中古品小売業者と提携する小売業者
も増えてきている（例えば、Neiman Mercus17

やRalph Lauren18など）。

人工知能（AI）/機械学習（ML）に基づいた 
フルフィルメントシステム
最新のAIやMLプラットフォームにより、小売業
者が行う受注処理の迅速化が可能である。こう
した技術進歩により、小売業者は全店舗、倉
庫、配送センター、輸送中の車両までも含めた
在庫状況と、需要を自動的に比較することがで
きるようになる。例えば、米国のフットウェア製
造業者は、過去18ヶ月の間に、アナリティクス
と機械学習に強みを持つ複数のスタートアップ
企業を買収したが、そのねらいは、RFID技術と
予測分析を組み合わせて、在庫引当と受注処
理を加速させることで消費者のニーズに対応す
ることだ。

AIとML技術に投資し、調達の方針を見直すこ
とで、過剰在庫を蓄積させることなく、リアルタ
イムで商品の在庫状況を顧客と共有し、利便
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 • 競争の激しいサプライチェーンでの在庫戦略
は、エンドツーエンドで在庫状況を把握する
力と、変化する需要に迅速に対応する力を柱
として構築する。売上と生産能力に合わせ
て、最適な数量を適切なタイミングで管理を
することにより、スマートな在庫管理が実現
し、在庫ロスを軽減させることができる。

 • 柔軟性に富んだネットワークによって、サプラ
イチェーンはこれまで以上に素早く資産を動
かせるようになるだろう。求められるスピード
感のある配送に対応するために、配送業者は
サービスレベルを見直さざるを得ない状況に
置かれており、物理的なネットワークも合わ
せて改善する必要がある。また、リアル店舗
を展開している小売業者は、「ネット購入・店
頭受取」もしくは「ストア・トゥ・カー」などの配
達オプションを活用することで、ラストワンマ
イルの宅配を回避しつつ、柔軟性や予測性の
改善に取り組んでいる

 • データとテクノロジーを取り入れることで、小
売業者は今までにないほどのデータ可視化
能力とインサイトを得ることが実現し、サプラ
イチェーンの改革に取り組むことができるよ
うになった。だたし、テクノロジーの統合は、
カスタマージャーニーを理解することと、大幅
な改善を実現することに焦点を合わせて行う
べきである。

サプライチェーンを通じて 
提供する利便性
「Amazon効果」の時代である今こそ、リアル店
舗のサプライチェーンは『What got you here 
won't get you there（これまで成功したやり
方で今後も成功するとは限らない）』という
Marshall Goldsmithの有名な著作の題名に
注目するべきだろう。かつてサプライチェーン革
新の先駆者と謳われてきた従来型の小売業者
は今、eコマースやデジタルネイティブ企業に
よって打ち立てたられたサプライチェーンの「新
基準」に対応すべく奮闘している。この「新基準」
の一つである、「エフォートレスな宅配」はもは
や今日の買物では常識であり、無料化も進んで
いる。資金が豊富な企業にとっては小売事業で
利益が出なくても問題はないかもしれないが、
多くの小売業者は利便性を念頭に置き、消費者
に複数のオプションを提案している。こうした小
売業者が、俊敏でスマートな供給ネットワーク
を実現するためには、新しい考え方が必要だろ
う。この領域で近い将来広がる可能性がある4
つのトレンドは以下のとおりだ。

 • 都市部でフルフィルメントを行うことで、小売
業者は大都市部の「つながっている」消費者
に同日サービスすることができる。都市部で
の倉庫の費用は高額であるが、地域の小さな
輸送業者を活用し、配送費を軽減することで、
最終的にはコスト削減に繋がるだろう。

消費者のハブとなる接客を強化した店舗
買物客にとって小売業者の顔といえば店頭に
立つ従業員だ。利便性という価値を提供するう
えで、従業員の接客力を強化することは重要な
カギとなる。その一例として、店舗における自
動化が挙げられ、優先順位の低い作業を自動
化し、店舗に適切なテクノロジーやツールを設
置することで、従業員はより生産的に接客する
ことができるだろう。
例えば、
 • 店舗内のコンシェルジュ・アプリによって従業
員は顧客の好みや在庫状況に応じて積極的
に接客をすることができる（例えば全米展開
しているオフプライス専門小売業者・Stein 
Martでは、携帯POSやエンドレス・アイル用
のMad Mobileコンシェルジュ・ソリューショ
ンによって従業員の接客力を強化し、店舗で
の購買体験を充実させている）22。

 • 5Gネットワークを使ったロボットがリアルタ
イムで在庫をチェックする（例えば、世界的な
食品小売業者・Ahold Delhaizeでは、500
店舗で店舗内ロボットを展開し、商品棚の在
庫チェックなど反復性の高い作業を自動化し
ている）23。

消費者に利便性という価値をさらに提供する
ために、リアル店舗はこれからも最前線で重要
な役割を担うことになるだろう。
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 • 組織全体での実績評価を行う。利便性の概念
は組織全体にまんべんなく織り込まれている
だろうか？利便性が各部署、ビジネスライン、
経営方針などでしっかり根付いているだろう
か？

 • 利便性は一時的な流行やトリックではなく、
新しい常識だということを忘れてはならな
い。プロミスを確実に履行することでのみ利
便性競争に勝つことができる。自社のブラン
ドプロミスに最も合った分野での利便性に投
資することだ。

 • 消費者が利便性にどのくらいお金を払う気に
なっているのか、自社組織はどのくらいまで
利便性に投資できるのかを見極める。最近の
リテールやサービスに基盤を置いた「ユニ
コーン」企業の多くは、利便性に投資をフォー
カスすることによって何十億ドルもの収益を
上げている。自社において、何に投資をする
のか、どのように優先順位を付けるのかを自
分たちの顧客ベースで考えることだ。

組織全体での取り組みを集約し、それをサプラ
イチェーンに向けることで、新たな小売事業モ
デルが進化していく。この新しい冒険をうまく乗
り切れるかどうかが勝負の分かれ目だ。結局の
ところ、こうした冒険によって小売業の未来が
形成される。

利便性という戦略要素
2020年にはさらに利便性の高いオプションが
数多く出現するだろう。利便性について語るの
であれば、同時に意図的な不便さについても
触れておこう。Supremeなどのブランドは、商
品の購入を極めて難しくすることによって、カル
ト的なファンを育てている。招待客だけが購入
できる商品に対し、人々は長蛇の列を作るとい
う現象は世界中で見られる。場合によっては店
舗に数分入るためだけに4時間以上待つことさ
えある。こうした不便さ、品薄といった要因で一
部の消費者を惹きつけることはできるものの、
通常の小売業者は商品やサービスの利便性を
高める努力をするべきで、利便性の低下を目指
すべきではない。もっと利便性の高い小売体験
を実現するためのいくつかのステップを紹介し
よう。

 • 消費者が望む利便性を提供するためには、も
はや配達を無料にしたり迅速化したりするだ
けでは足りない。今日の利便性は消費者の
体験全体に関係するものであり、よりストレス
の少ない買物の工程かつ、付加的なサービス
も提供されるということだ。利便性をどのよ
うに定義するかを考えることは大切なことだ
が、何が見落とされているのかを考えること
はさらに大切だ。

返品戦略の重要性
従来型の小売業者は、店舗に足を運ぶ顧客の
数を増やすためにリバースロジスティックスの
分野で新しい取り組みを始めている。7月、
Kohl’sは米国全店舗においてAmazonで購入
した商品の返品を受け付けるプログラムを導入
した24。inMarketが発表したデータでは、
Kohl’sの集客数は、プログラム導入以来3週間
で24%近く増加したという25。このように実店舗
を使って、eコマースのプレーヤーに代わって返
品を受け付ける小売業者は増えているが、忘れ
てならないのはコストだ。日本でも台頭し始め
ているD2C（ダイレクト・トゥ・コンシューマー）
やサブスクリプション・サービス、レンタル事業
などの新興の小売モデルは、サプライチェーン
の一環として大量の返品がないようにするとい
う発想から成り立っている。こうした新興の小
売モデルは、予測可能性の高いデータを使って
返品を予想し、在庫戦略に役立てている。多く
の小売業者にとって、本来意図していたサプラ
イチェーンではなく、これまでと違う行動を取ら
ざるを得ない状況となっており、リバースロジス
ティックスを成功させるためには、返品規定か
ら返品戦略へと移行していく必要がある。

サプライヤーとの
協業

返品に対応できる 
商品の品揃えと 
値引き

返品規定

返品までの時間、 
返金の条件、 

返品できる品物など

返品オプション

持参もしくは郵送など 
返品方法の提供

ロジスティックス・
プロセス

店舗と倉庫の指定、
最終目的地までの 
輸送手段

商品の処分

商品を在庫に 
戻すか処分するかを 

決定

返品の分析

返品の要因とコストを 
商品のライフサイクル 
全体を通して把握

ポリシーとプロセスがサイロ化した従来型の重点領域

プロセス全体を通じてよりスマートな洞察力を適用することで達成される一体感のあるリバースロジスティックス戦略

図表3. リバースロジスティックスのライフサイクル
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