
　今年7月1日に法人格を取得し、任意団体から一般社団法人になった日本スーパーマーケット協会。2010年に、10
年後のスーパーマーケットのあり方を研究する「シナリオ2020年」を策定し、変化する社会環境を踏まえた様々な
研究会を開催してきた。そして、それから5年を経た今年、さらに10年後を見据えた「シナリオ2025」を策定。協
会の活動と、10年後に向けての構想を、理事で事務局長の江口法生氏にうかがった。
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新たに、経済状況の変化  に対応した、
「シナリオ2025」構想を   提案！
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東京オリンピック開催など
SM、業界をとりまく状況が変化

――今年、「シナリオ2025」を策定
した狙いと、「シナリオ2020」との
違いをお伺いしたい。
江口　「シナリオ2020」には、3つの
ポイントがありました。第一は、世の
中が変わるということで、具体的には
少子高齢化、人口減少にどう対応して
いくかです。第2は、法律・制度が変
わるということで、特に、社会保障と
税の一体改革、食品表示、人事、環境
に関する法律や制度は、我々に大きな
影響があるので、その都度、説明会を
開き、ガイドブックなども作ってきま
した。第3は、IT技術の変化と進歩で、
これにより我々の仕事も変わっていき
ます。
　「シナリオ2025」でも、こうしたベ
ースは変わりませんが、さらに10年
後を見据えた構想を打ち出したのには、
3つの理由があります。
　第一は、「シナリオ2020」を策定し
た2010年当時の予測と経済状況が大
きく変わり、それへの対応が必要にな
ったことです。特に大きいのは、
2020年に東京オリンピックの開催が
決まったことです。「シナリオ2020」

を作った当時は、全くなかった要素で
した。オリンピックに向かって、日本
経済は活性化する一方、人手不足はよ
り厳しくなります。
　第2は、「シナリオ2020」策定から5
年の折り返し時点で、方向性や将来の
見通しなどを一度見つめ直し、やって
きたことが間違っていなかったのか、
検証したかったこと。
　第3は、今年に入ってから内閣府が
生産性向上を強調しており、我々の業
界でも生産性を考えていきたいという
ことです。
――シナリオ2020の3つのポイント
はどう変わっていくのでしょうか。
江口　世の中の変化については、少子
高齢化、人口減少、単身世帯の増加な
どは予想通りで、どんどん進行してい
ます。その中で顕著になってきたのが、
首都圏と地方都市との違いです。首都
圏は、高齢化が進んでいても、人口は
減っていません。それに対し地方では、
都市部でも人口の減少が止まらない。
　実は、首都圏、地方の中核都市、地
方都市の3つのエリアで、10年後、20
年後、さらに25年後の2040年では、
人口がどう変化するのかを検証してい
ます。その結果、首都圏では、2040
年でも人口は数％の減少に止まり、地

方の中核都市も極端な減少は無いので
すが、地方都市は大きく減ってしまい
ます。ある程度予測はしていましたが、
思っていた以上に、地域格差が大きく
なることが明確になりました。
　それにより消費規模が変わるので、
人口減少が著しい地域では、現存の
SC、GMS、SMがどれくらい生き残
れるのかといった将来像も見えてきま
した。大手チェーンも地方の規模が小
さいところも関係なく、存亡の危機に
さらされるのです。

ネットスーパーや移動スーパーは
必要だが課題は採算制

――それにＳＭ業界は、どのように対
応していくのでしょうか。
江口　首都圏も人口の現象は少ない
ものの、高齢化は否応なしに進み、消
費者の行動範囲は制限され、重いもの
を持つのも大変になり、SMの利用の
仕方、買物の仕方も変わってきます。
シナリオ2020で、ネットスーパー、
訪問販売や移動販売、御用聞きなどが
必要になるという話がありましたが、
その方向性は間違っていなかったし、
より現実味を帯びてきました。お客様
がご来店するのを待つのではなく、こ
ちらから届けることは必須になってい
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くでしょう。
――移動スーパー「とくし丸」などの
ような事例もでていますが、会員企業
では届けるということの具体策は進ん
でいるのでしょうか。
江口　必要であることは分かってい
ても、SMは事業であり、ボランティ
アではありません。問題になるのは採
算が取れるのかどうかという事業性で、
お客様のためにという思いはあっても、
事業性が無くては長続きしません。
　協会では、ネットスーパーに関して
2013年に勉強会をスタートし、2014
年には研究会に昇格させ、先行企業の
成功事例、課題などをもとに検討を重
ねてきました。人件費や配送のガソリ
ン代などを考えると、今の段階では採
算ベースに乗せるのは難しいのが現状
ですが、将来を見据えてベースを作っ
ておく必要もある。今の高齢者は、ネ
ットを使いこなす人が少なくても、
10年後の高齢者は違います。パソコ
ンやスマホをあたり前に使い、ECも
利用してきた人たちが増えるので、ネ

ットスーパーは拡大する可能性がある
からです。
　一方で、生鮮などは、自分で見て買
いたいというニーズは大きい。持ち帰
りが大変なお客様のために、店舗で購
入した商品を、家にお届けするサービ
スを取り入れるところは増えています。
エリアによっては、とくし丸のような
移動販売も必要ですし、場合によって
は、決められた曜日に、地域の集会場
のような場所に商品を運び、販売は地
域の皆さんがやって下さいというケー
スも考えられます。エリア特性に合わ
せて使い分けていくことになるでしょ
う。
　法律や制度に関しては、冷凍冷蔵機
器の冷媒の問題があります。既にノン
フロンにはなっていますが、地球温暖
化係数が高いということで、現在の冷
媒をさらに変えなくてはいけない。
2020年を目処に切り替えるというこ
とで、使用やリサイクルはできますが、
製造は中止になります。業界としても
対応を考えていかなくてはなりません。

流通BMSの標準化システム
「スマクラ」は、確実に導入が拡大

――ITの変化、進化への対応はいかが
でしょうか。まず、スマクラの導入状
況からお伺いしたい。
江口　IT化はこれからの部分が多い
のですが、先行しているのが、流通
BMSの標準化を図ったスマクラです。
受発注のデータ交換を標準化して、作
業の効率化を図る流通BMSは、個々
でシステム化するとコストがかさみ、
中小企業では厳しい。そこで、我々、
流通4団体が音頭をとり、各社が同じ
プラットフォームに乗って、受発注シ
ステムを共同利用することで、自社で
システムを構築せずに、ローコストで
システムを導入できるスマクラを開発
しました。
　その前段階に、物流クレートの標準
化がありました。従来は、各社まちま
ちのサイズのクレートを使用しており。
トラックに効率的に積み込むには、パ
ズルのように組み合わせなければなら
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共同利用型電子マネー（仮称　ＪＳＡマネー）推奨の経緯流通ＢＭＳ普及活動状況

2012年秋　 『eリテイルセミナー』設置
 情報収集と電子マネーの状況やシステムの勉強会を実施。

2013年　 『電子マネー研究会』発足
 協会として何ができるのか検討
 共同利用型電子マネーの要望

2013年12月 内容の骨子決まる

2014年1月 コンペ形式で関係企業の提案受け、日本電気、銀行グループ系のカード会社、
トッパンフォームズの3社に決定

 基準は、安心、安全、費用、拡張性

スマクラは、活動３年間で導入予定企業を含め100社まで拡大
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ない。店舗でも、移動に手間が掛り、
保管スペースを取るなど様々な問題が
ありました。これを標準化するにあた
り、自社の生産性が落ちると反対だっ
た企業もありましたが、時間を掛けて
説明し、浸透したことで問題が解消さ
れ、効率化も実現。目標は10万枚で
したが、今年7月の段階で17万枚を超
えました。
　こうした共同化、標準化の下地があ
ったので、会員企業もスマクラの導入
に前向きに取り組んでいます。普及活
動を始めて3年間で、導入は、予定企
業まで含めて、約100社まで拡大しま
した。これまでは、関東圏の大手企業
を中心に導入が進んでおり、関東圏以
外、及び中小企業への導入を図る段階
に入っています。
　2020年には、電話回線でのデータ

交換ができなくなるので、いずれは導
入しなくてはならないのですが、それ
まではと二の足を踏んでいる企業もあ
ります。しかし、導入企業の中には
10店舗以下のところもあり、大きな
成果を上げているので、こうした事例
をお話しして、浸透させていきたいと
思っており、個別に説明に回っていま
す。
　機能面では、課題であった生鮮に関
して、成果も含めて対応できるように
なりました。今後も、導入企業の意見
を聞いて、スマクラの機能や使い勝手
の向上も進めていきます。
――IT化に関して、他の部分ではどの
ようなことを考えていらっしゃるので
しょう。
江口　生産性向上にもIT化は欠かせ
ません、製造現場では、ロボットの活

用は当たり前になっています。流通関
連でも、アマゾンなどでは、商品のピ
ックアップにロボットを使っているそ
うですし、力がない人でも重い荷物を
運べる着るアシストスーツが実用化し
ています。我々SM業界でも、人材確
保がより厳しさを増す今後、ロボット
の活用を考えていかなければなりませ
ん。それにより、少ない人数で、生産
性向上や効率化が図れるだけでなく、
力を必要とする現場での、女性やシニ
アに活用も可能になります。
　また、来店動機を作り、来店頻度を
高めるために、行政サービスを始め、
コンビニのようなITを活用したサー
ビス業務も、今後、導入を検討すべき
でしょう。　そして、今年から来年に
かけて大きな事業となるのが、共同利
用型電子マネーの導入と運用開始です。

来春をめどに共同利用型電子マネー
（仮称JSAマネー）の運用を開始

――5月に会員を集めて説明会を開催
した、共同利用型電子マネーは、今年
の大きなテーマだと思います。
江口　電子マネーは、大手流通企業で
は独自のものを導入しており、コンビ
ニでも使えるなど使用できるチャネル
も店舗も多いため、利用者は増えてい
ます。シナリオ2020でも、レジでの
決済の方法は大きく変わるだろうとい
うことで、大きなテーマの一つになっ
ていました。
　最初は「電子マネーなんて」と言っ
ていた人も、いちいち、お財布からお
札や小銭を出す必要がなく、カードを
読み取り機にかざすだけで瞬時に決済
でき、釣銭をもらう煩わしさもない電
子マネーは、その使い勝手や便利さに
慣れると、使うことに抵抗がなくなる。
実際、Suicaを始めとする交通系の電
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子マネーは、急速に普及が進み、お子
さんからご年配の方まで、当たり前に
使用していて身近な存在となっていま
す。
――電子マネーの研究会なども実施さ
れてきました。
江口　まず、2012年秋に、『eリテイ
ルセミナー』を立ち上げ、様々な情報
を集めて、電子マネーの状況やシステ
ムについて勉強してきました。そして
翌年には、『電子マネー研究会』に発
展させ、協会として何ができるかの検
討に入りました。そうした中で、会員
企業から、大手の発行する電子マネー
が、お客様の囲い込みにつながってお
り、自分たちも導入したいが、単独で
システムを開発し、運用していくのは
コスト的にも人材的にも難しい。共同
利用型のものを開発して、皆で同じプ
ラットフォームに乗れないかという声
が大きくなってきました。
　我々は、物流クレートや流通BMS
で、標準化を実現しており、共同利用
型電子マネーもその流れの中で、やろ
うということになりました。
――具体的にアクションを起こされた
のはいつごろですか。
江口　昨年12月に骨子をまとめ、我々
の賛助会員様を含め、関連するところ
にお声を掛けて、1月に、コンペ形式
でご提案をいただきました。その中で、
共同利用型電子マネーに必要なシステ
ムと運用をNECさん、資金管理業務
と法令関係を銀行グループのカード会
社さん、カード回りをトッパン・フォ
ームズさんにお願いすることにしまし
た。
――3社に決定した決め手はどこにあ
ったのでしょう。
江口　第一は、非常に低コストである
ことです。NECさんは、既に電子マ

ネーのシステムを持っていらして、新
たに開発する必要がなく、サービスの
提供もクラウドなので、我々がデータ
管理のサーバを保有する必要がありま
せん。そのため、開発費用が掛らず、
クラウドサービスの利用料も、ある程
度の数の会員企業が参加することを前
提に、非常に安く設定して下さいまし
た。購入が必要なチャージ機、カード
読み取り機などのハードや、トッパン・
フォームズさんが御担当するカード制
作費用なども、まとまった数量を発注
することで安く抑えることができます。
　第二は、安心安全です。NECさんは、
誰もが知っている企業で、様々な実績
もあり、安心してシステムをおまかせ
できる。また、お金に関することです
から、お金の管理は信頼できる企業と
パートナーシップを組みたいと思って
いました。今回、資金管理のプロ中の
プロである銀行グループのカード会社
さんが実務をご担当下さることになり
ました。カードに関する動向もいち早
く分かります。導入するSM企業にと
ってだけでなく、電子マネーをご利用
いただく消費者の皆さんにとっても、
カードの発行元が銀行グループであれ
ば、安心していただけ、普及を促進で
きます。トッパン・フォームズさんも
高い実績をお持ちです。
　第三は柔軟性と拡張性です。多くの

企業が相乗りするわけですから、
POSレジなどの既存の機器もそれぞ
れ異なりますし、カードの種類によっ
てコストが変わるので、使いたいカー
ドの要望もまちまちです。そうした多
様なニーズに対応してくれるNECさ
んの柔軟性は、我々にとって必要なも
のでした。また、最初は利用者を増や
すために、電子マネーの機能に絞って
展開しますが、その先では、既存のポ
イントカードとの一体化や、毎月、あ
らかじめ決めた一定額を普段お客様が
お使いの銀行口座から自動入金できる
『かんたん定額チャージ』（仮称）機能
の付加も考えているので、拡張性があ
ることも魅力でした。
――導入のスケジュールはどうなって
いますか。
江口　規模に関係なく導入できます
ので、規模の大きいところから小さな
ところまで、20社くらいが関心を示
されており、今、パートナー企業様と
一緒に、こうした企業に、説明に回っ
ているところです。そして来春をめど
に運用の開始を目指しています。
――導入は会員企業に限定するのでし
ょうか。
江口　当面は会員企業中心ですが、数
がまとまればまとまるほど、規模のメ
リットが生まれるので、いずれは、会
員企業以外にも拡大していく計画です。

October 2015

IT-Interview-CS4.indd   61 15/09/18   17:26


