
72   2014.4  月刊マーチャンダイジング

幅広い業種の商取引
データを標準化

　流通BMS（Business Massage Standard）
は、経済産業省の「流通システム標準
化事業」により2007年4月に制定された
メーカー、卸、小売のためのEDI標準仕
様だ。流通BMSに対応することで、流
通事業者は発注、出荷、受領、検品、請
求などのデータを高速かつ低コストで交
換することができるという。
　小売と卸・メーカーの間で商取引を
おこなう際には、さまざまな情報のやりと
りが行われる。たとえば、小売が商品
を発注するときには「発注書」を送付す
る。それをうけて、卸やメーカーは出荷
の準備を行い、商品とともに「納品書」を
小売に送付する。小売は商品受領の
際に、「納品書」と実際の商品を突き合
わせて検品し、問題が無ければ納品書
に受領印を押印して（＝「受領書」とな
る）、品物を持ってきた運送業者に渡す。
また、納品書の控えを手元にとっておく。
後日、卸やメーカーは、その納品書を元
に「請求書」を発行し、小売業はその金
額を支払う。卸・メーカーは、請求額が
入金されたかどうかを入金情報を元に
確認し、「消込」を行う。
　端的に言えば、この「発注」「出荷」

「検品」「請求」「消込」などの業務
に関わる伝票類（「発注書」「納品書」

「受領書」「請求書」等）をデータ化し、
小売と卸・メーカーがやり取りをするとき
の形式と送付手段を定めたものが、流

通BMSだ。（図表1） なぜ今この流通
BMSに注目が集まっているのだろうか。

EOS、EDI
そして流通BMS

　1970年代、小売業は登場したてのコ
ンピュータに発注の情報を入力し、それ
を一度発注伝票として出力した上で、
卸売業者がその伝票の内容を自社のコ
ンピュータに入力し出荷の手配をしてい
た。なぜこのような2度手間をしていた
のか。当時は卸も小売もいろいろなコン
ピュータを使用しており、通信の方法が
異なっていたため、電子データを直接や
りとりすることができなかったからだ。
　80年代に日本チェーンストア協会

（JCA）が、オンライン発注のための標
準通信手順として、「JCA手順」を制定し

た。これをベースにして、小売とその取
引先間でのEOS（電子発注）がスタート
することになる。しかし、EOSは発注業
務のみをオンライン化したものであり、卸か
らの出荷データは紙に印刷されており、
それを受け取った小売はやはり人力でそ
れをコンピュータに入力して買掛金管理
を行うという人海戦術を行っていた。
　95年ごろから、出荷業務や受領業務
もオンラインでやりとりができるようになっ
た。これはEOSと区別するためEDI（電
子データ交換）と呼ばれるようになる。
　しかしJCA手順は、電話回線を使っ
て大量データのやりとりをするため、時
間がかかるのが問題だった。この遅さ
を解消するため、各社が導入を進めた
のがWEB-EDIだ。データのやりとりをイ
ンターネットで行うもので、通信のスピー
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進化続ける情報基盤がひらく可能性とは進化続ける情報基盤がひらく可能性とは
次世代EDIの標準として流通4団体（日本スーパーマーケット協会、オール日本スーパー
マーケット協会、新日本スーパーマーケット協会、日本ボランタリーチェーン協会）が中
心となり、普及を推進している「流通BMS」。DgS業界でも一部導入が進みつつある
この仕様について、普及の背景と現状をレポートする。

流通BMSは
次世代標準EDIとなりうるか？
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ドは上がったが、データ形式の標準が
無く、小売業ごとに異なるデータ形式が
使用されてしまったため、取引先である
卸やメーカーは個別のシステム開発が
必要となり、流通全体の効率化とは逆
行するものだった。

JCAの老朽化と
流通BMSの誕生

　一方世間では、2000年代の中盤か
ら後半にかけて、家庭で、オフィスで、1
人1台パソコンを使うのが当然となった。
1997年前後からインターネットも普及し、
光ファイバーの一般化により動画やゲー
ムなど大容量のデータを用いたコンテン
ツの視聴も可能となった。
　このような技術の進化と普及に対し、
JCA手順は通信に使用する専用機器
の製造も打ち切られ、あとがない状態に
なってしまった。
　2005年から、JCAと日本スーパーマー
ケット協会（JSA）が中心となり、流通数
社と協働して、老朽化したJCA手順に
続く新しいフォーマットの策定に乗り出し
た。2005年度には最終年度を迎えてい
た経済産業省の「流通サプライチェー
ン全体最適化促進事業」の事業の一つ
ともなった。
　2006年にはグロサリー部門において
実証実験を行い、2007年に「流通ビジネ
スメッセージ標準」と命名、Ver1.00を発表
した。当初数年は思うように普及しなかっ
たが、2009年から流通4団体が普及活動
を加速。食品スーパーを中心に、少しず
つ広がっていった。大きな転機となったの
は2012年、イオングループの流通BMS全

面導入の決定である。（図表2） 
　2014年2月現在、日本スーパーマー
ケット協会の調べによれば、年間売上高
100億円以上の小売業500社のうち、流
通BMS導入企業は、83社（16.6%）。うち
年間売上高1000億円以上の小売業につ
いては、82社中34社（41.5%）が導入して
おり、現時点では年商規模が大きい企業
において導入が進んでおり、中小規模の
企業についてはまだまだ伸びしろが見込
める状況といえそうだ。（図表3）
　ドラッグストア（DgS）業界で導入を公
表しているのは、マツモトキヨシホール
ディング、中部薬品、カメガヤ、薬王堂な
ど。こちらもまだまだ導入率は低い。費
用対効果的にまだ導入をためらう企業
が多いという状況のようだ。

1時間の処理を
4分程度に短縮

　流通BMSの一番大きな効果は、通信
スピードの短縮だ。インターネットを利
用してデータを送るため、電話回線を使
うJCA手順であれば1時間を要してい
た発注データ送付作業が数分で完了
する。データ送信処理に1時間かかるよ
うであれば、なんらかの原因で処理が途
中で失敗してしまった場合、再度同じ処
理をするためには相当な時間がかかる。
だが処理が数分で終わるのであれば、
万一のときのリカバリーも容易だ。データ
送付時間が短縮されることにより、発注
の締め時間の後ろ倒しも可能だ。
　流通BMSはさまざまな業界における
受発注業務を取りまとめ、標準化したも
のと言える。「そのデータ項目や、業務

フローには歴史ある流通小売業が蓄積
してきたノウハウが詰まっている。これ
を活用しない手はありません」と語るの
は、JSAで情報システム担当アドバイ
ザーとして、流通BMSの普及に携わる
篠原豊氏だ。
　近年DgSにおいては、食品・園芸な
どの新規カテゴリー取扱が進んでいる
が、すでに流通BMSを導入している企
業同士であれば、新規取引を開始する
ときのシステムコストも安価に収まる。
　「JCA手順は今後縮小の一方です。
将来、流通BMSを使用しないで、自社の
独自フォーマットでのデータのやりとりを
強制するような小売業さんには、仕入原
価にその分のコストが載せられてもおか
しくないような時代がくるのではないで
しょうか？」（篠原氏）

常に進化し続ける
システム

　2014年の流通BMSは2つの方向転
換を予定している。「納品明細書」と「オ
フライン受注の出荷データ」の標準化
だ。いずれも当初の仕様では想定して
いなかったが実際の現場からの声に対
応するために行うものだという。
　現場の実情に合わせて、システムは
変わり続ける必要がある。流通BMSも
現場の声を反映し、顕在化する課題の
修正に取り組んでいる。どのタイミングで
導入を進めるのかは、企業によって方針
は違うかと思うが、選択肢の一つとして検
討に値する仕組みといえるだろう。
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（2014年2月現在・日本スーパーマーケット協会調べ）




