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物流クレート標準化と
流通BMS・スマクラを背景に
『シナリオ2020』がスタート

食品を主体としたスーパーマーケッ
トが加盟する日本スーパーマーケット
協会は、1999年の発足以来、国や行

政から示された指針、条例、法律など
への対応を協議したり、ハンドブック
やマニュアルを作成するなど、業界が
直面する課題に対処してきた。
一方で、スーパーマーケットが生き
残っていくには、製配販について、競
争するだけでなく共同して、知恵を結

集したり、コスト削減を図ることも必
要だとの考えから、可能な部分に関し
ては標準化を進めている。
その代表が、物流クレート標準化と
流通BMS・スマクラだ。物流クレー
ト標準化は、食品の物流を、再使用で
きる共通サイズのクレートに統一。物

人口減と多様化する消費者の購入ルートに
対応するのは、今！

少子高齢化、単身世帯の増加、消費者のライフスタイルの変化、ネットスーパーや宅配など販売チャネルの多様化・・・。
ここ数年、スーパーマーケットを取り巻く環境は大きく変化している。これから先は、変化が加速化することは必至だ。
SMの健全な発展と普及を図る業界団体、日本スーパーマーケット協会は、2011年に、10年後の2020年のスーパーマ
ーケットのあり方を研究し『シナリオ2020』を策定。東日本大震災の影響もあり、実質的な活動は2011年7月からにな
ったが、以後、様々なテーマで勉強会、研修会、セミナー、委員会などを実施している。同協会事務局長の江口法生氏に、
今後の課題と展望を踏まえて、『シナリオ2020』に基づいた同協会の活動をお伺いした。

日本スーパーマーケット協会
事務局長

物流クレートの標準化・共有化に関する取り組み

①仕分け人件費発生
②保管スペース増加
③作業効率低下
④生産効率低下
⑤積み替え作業発生
⑥配送効率低下　　など

①仕分けの必要なし
②保管スペース縮小
③作業効率向上
④生産効率向上（ライン化）
⑤配送・物流機器の一元化
⑥積み替え作業なし
⑦配送効率向上　　など
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3June 2014

流の効率化とコスト削減、環境対策を
兼ね備えており、流通枚数は毎年増加
中だ（図表①）。
もう一つの流通BMS・スマクラは、
取引相手ごとにシステムが異なり、紙
ベースの取引も多かった商習慣を大き
く変えるものだ。インターネットを通
じて、統一した形式で受発注を行うシ
ステムを構築し、受発注の業務削減と
伝票レスを実現した。業界の他の団体
とも協力して進めてきたことで、導入
企業はどんどん拡大している。
「競争するだけでは、お互いに体力
を消耗してしまう。標準化できる部分
については共通のプラットフォームを
作って皆で共用し、そこから先で競争
すればいい」と江口氏。
『シナリオ2020』の背景には、実は、
この二つの標準化がある。
「スーパーマーケットを取り巻く環
境は激変しています。今後は、コンビ
ニ、外食店なども、今まで以上に手強
い競合になっていくでしょう。我々も、
業界全体で、将来を見越して何が必要
かを考えて課題を明確にし、対応を考
えていかないと衰退してしまう。こう
した危惧から、協会が誕生して10年
を経たことを機に10年後のスーパー
マーケットを見据えて、課題と展望を
検討しようということになったのです。
そのベースになったのが、標準物流ク
レートと流通BMS『スマクラ』が、
会員に支持され、成果を上げているこ
とでした」と、江口氏は語る。

2020年に向けた
スーパーマーケットの5つの
ミッションと7つの課題を策定

その江口氏は、これから先の食を巡
る変化について、「売るものが、今以
上に素材から惣菜に移行し、生鮮食品

も加工度が高まって、炒
めるだけ、焼くだけとい
った商品が増えていくで
しょう。さらに、お客様
が購入した半加工品やキ
ット化された商品を、店
舗スタッフがその場で調
理して、ホットな状態で
提供するサービスも必要
になる。持ち帰りもある
でしょうが、個食が当た
り前になってくると、そ
の場で食べたいというニ
ーズも増加し、フードコ
ートの併設も求められる
ようになるでしょう。す
ると、そこにコミュニテ
ィが生まれ、店舗が地域の核になり、
地域に欠かせない存在になっていきま
す。海外では、そうした店は既にあり、
日本でも、こんなことが普通になって
いくと思います」と語る。
また、販売チャネルに関しては、「シ
ニアが増えるこれからは、ネットスー
パーは必須になり、利用者は増えます
が、口に入る食品は自分で選びたい人
も多い。特に生鮮はそうしたニーズが
高く、スーパーマーケットのリアル店
舗が消えることはないでしょう。スー

パーマーケットは、自分たちの特性を
考えて、どのような形でネットスーパ
ーをやっていくかが課題」とも。
こうした将来の生活者の変化に対応
して変わるべきスーパーマーケットの
将来像を考え、2020年に向けたスー
パーマーケットの5つのミッションと
7つの課題を掲げた。

生鮮を扱う強みを生かした
ネットスーパーのあり方とは

［リテール IT イノベーション］

＜2020年に向けた５つのミッション＞
①多様なライフスタイルを持つ生活者の食を中心とする日常生活の充実
②リスクも含め、適切な情報を共有しつつ、食の安全・安心の確保
③コミュニティのコアとしての機能を強化し、地域社会の活性化
④食料問題、農業問題に対応して、日本食を守り、新たな時代に向けて発展
⑤自然と共生しうる循環型の社会を実現するために活動を接客的に展開

＜2020年に向けた7つの課題＞
①新たな時代の広範な消費者ニーズに応え続けること
②新たな時代の情報通信技術で、コミュニケーション、オペレーションの効率化
③新たな環境技術を導入し、環境負荷削減とコスト削減
④業界標準を積極的に採用し、サプライチェーンのコストを削減し生産性を高める
⑤高齢化により新たに発生する事業機会を捉え、収益的な新事業を展開
⑥企業としての競争力、収益性、生産性を高め、従業員の処遇レベルの向上
⑦災害リスクへの対応の向上
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これらに基づいていくつかのテーマ
を決め、1年目は、現状や課題、事例
等などについて学ぶ勉強会。2年目は、
それを実践に移して深掘りしていく研
究会という形で進めている（図表②、
③）。
テーマの一つが、O2Oやオムニチ
ャネル化が進む中、会員の関心が高く、
スーパーマーケットでも導入が急務と
なっているネットスーパーだ。

「ネットスーパーといっても、我々
が考えているのは、大手のネットショ
ップ専門企業が展開しているような、
センター形式の大がかりな仕組みを必
要とするものではありません。SMと
競合する業態は増えていますが、それ
らと差別化が図れるスーパーマーケッ
トの強みは何かというと生鮮です。そ
の生鮮を武器として生かすには、商圏
を広範囲に広げるのではなく、店舗を

起点として、足元の一次商圏を固める
ことが大事だと考えています。その上
で、お客様が求めるのであれば、次の
ステップを考えればいい」と江口氏は
同協会の基本的な考え方を語る。
2013年に、10社余りが参加して『ネ

ットスーパー勉強会』をスタート。
「実施するスーパーは増えており、
利用者も増加していますが、人手と配
送コストがかかり、どこも、利益がと
れていないのが現状です。そうした状
況を踏まえ、制度設計のポイントや利
益を出せるようにするには、どのよう
な課題があるかなどを2カ月に1回の
ペースで勉強しました」と江口氏。
そして2年目となる今年は、『ネッ
トスーパー研究会』と名を変え、実践
に入った。各社は、ネットスーパーを
展開するモデル店を決め、今年の12
月末時点で、どのようになっていたい
か目標を設定。2カ月に1回、目標達
成に向けての取り組みや成果を発表し
ていく。
「個々に試行錯誤していてはロスが
多い。配送効率や固定費の問題、ネッ
トスーパー会員の稼働率をどう上げて

２０１４年流通ＢＭＳの取り組み 「標準納品明細書」と「オフライン発注」のチェンジリクエスト実施
ポイント① 「オフライン発注」 ■ 流通BMSの標準仕様として、「出荷開始型」モデルの新しいバリエーションを追加

　 効果：実務上、廃止が難しい電話発注分の伝票入力工数削減

●加工食品協会と卸研究会と流通４団体で合意を形成。流通ＢＭＳ普及の実質的なメリットを提供。
●本取組のメリットにより、２０１４年は中小の小売業が、積極的に流通ＢＭＳへ移行。
●流通４団体推奨「スマクラ」では、実証実験を開始し、本メッセージを２０１４年１０月に本格稼働へ。

ポイント② 「標準納品明細書」 ■ 流通BMSの標準仕様として「標準納品明細書」を追加
　 効果：ＴＡ伝票・個別帳票の廃止

流通ＢＭＳ　各種機能

オフライン発注（電話・ＦＡＸ）

オフライン発注　新機能

受領機能

２０１４年１０月利用開始

小売業 取引先

基
幹
シ
ス
テ
ム 

伝票入力作業削減

・チェーンストア統一
 伝票の廃止
・支払照合作業の
 効率化

受領データ

入荷データ

受領確認

受注入力

　出荷　標準納品明細書

図表③

図表②

協議会、専門検討会
会議名 活動概要

物流クレート標準化協議会

・次世代管理システムの構築に向けたワーキンググループ
　⇒総数管理から個体管理への移行に向けた調査・研究
・事務局体制の再構築に向けた提案と運営費用の確保
　⇒標準クレートの所有の一本化に向けた調査・研究
・全国統一標準クレートの棚卸実施と棚卸検証会議の開催

流通BMS普及推進活動
・流通BMS導入に向けたアンケート調査と集計結果の公表
・流通BMSの活用事例と実導入手順の公表
・伝票レスによる毎月の入力作業の削除に向けた活用
・流通4団体によるチェンジリクエストの推進活動

品質管理専門検討会
・食品回収事例の増加状況と大型食中毒事例について
・食材の誤表示・偽装表示と景品表示法について
・ノロウィルス対策

お客様対応検討会
・アレルギー物質に関する誤回答、深夜におけるクレーム対応
・ネットへの従業員による悪ふざけ画像の投稿問題
・表示の一元化に向けた食品表示法の制定と栄養成分表示
・冷凍食品（一部アイスクリーム含む）の二重価格問題
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いくかなど、勉強会で学んだ課題につ
いて、様々な取り組みを行い、情報や
成功事例を共有していくことが狙いで
す」と江口氏。

急速普及が進む
電子マネーの導入も
重要なテーマ

スーパーマーケットにとって、もう
ひとつの重要なテーマが、急速に普及
が進む電子マネーだ（図表④）。
公共交通では、スイカ、パスモなど
の電鉄系電子マネーの使用が当たり前
になっている。大手流通企業では、独
自の電子マネーを発行し、それを周辺
の商店にも広げて、地域住民の囲い込
みを図る動きもある。しかし、中堅中
小のスーパーマーケットでは、電子マ
ネーで買い物ができる環境が整ってい
ないところが多い。
「電子マネーはスピーディに精算で
き、釣銭の小銭も不要。レジ通過時間
も短縮できます。これから高齢期に入
る人たちは、電子マネーを当たり前に
使ってきた世代で、その利便性を知っ
ており、電子マネーがお財布になって
いくでしょう。我々スーパーマーケッ
トも、早く対応すべきではないのか。
対応するなら、どういう仕組みが必要
なのか。さらにその際、一社で開発・
運用するとコストがかさむので、スマ
クラのように、共通の電子マネーのプ
ラットフォームが作れないか。そうし
たことを検討するために、テーマに取
り上げました」と江口氏。
12012年秋～2013年秋にかけて、

『eリテイルセミナー』を5回開催。こ
ちらも、今年は『電子マネー研究会』
となり、4月に第一回の会合が開催さ
れた。どのような方向に向かうべきか
を、今年1年かけて検討していく。

競争と共同を切り分けて、
個々の企業と業界全体に
発展を目指す

その他、新聞を定期購読する家庭が
減少する中、折り込みチラシ中心だっ
た販促をどう変えていくかなど、新し
い時代の販促を追求する『次世代販促
セミナー』。品質管理専門の検討会、
お客様対応検討会、消費税問題検討委
員会など、勉強会、セミナー、研究会、
委員会が並行して10以上が動いてい
る。
さらに、公開セミナーも随時開催。
今年度は、PB、ID-POSの本格的な
活用事例、ネットスーパー・宅配事業
についてなどが予定されている。
また、『シナリオ2020』スタート後
は、年1回、『スーパーマーケット　ア
ニュアルセミナー』を開催してきた。
毎回2日間に渡り、SMを取り巻く環
境の変化や今後の課題と展望について、
専門家、及び、業界内や他業態の経営
者などを招いての講演会やパネルディ
スカッションを行っている。2014年
は、10月2日、3日に、JA共済ビル（永

田町）で、『スーパーマーケット　ア
ニュアルセミナー2014』を開催予定だ。
「2020年までにSMを取り巻く環境
も消費者の購買行動も、急スピードで
ドラスティックに変化していくでしょ
う。それに伴い、新たな課題も生まれ
てくる。スマクラのような共同利用型
のプラットフォームの検討が必要にな
る部分も多いと思います。競争と共同
を切り分けて、個々の会員企業、そし
てSM業界全体を発展させていけれ
ば」と江口氏の思いは熱い。

月間決済金額（左軸）

月間決済件数（右軸）

年間で約2兆4千億円

電子マネーの決済金額・件数
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2,500

07年9月

250
（億円） （百万件）

2,000 200

1,500 150

1,000 100

500 50

0 0
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図表④
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お問い合わせ先

日本スーパーマーケット協会
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-2-6
日本橋通り二丁目ビル10階
TEL ： 03-5203-1770

（担当 ： 髙田・茂野）

公益財団法人 流通経済研究所
〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21
山脇ビル
TEL ： 03-5213-4533／FAX ： 03-5276-5457

（担当 ： 後藤）

シナリオ２０２０セミナー開催
開催日 ： ２０１４年１０月２日（木）・３日（金）
場所 ： ＪＡ共済ビル カンファレンスホール
　　　（東京都千代田区平河町）

＜セミナーのご案内＞


