
経営研究所論集　第26号（2003年２月） 11

グローバル小売企業のＢ２Ｂ：リテール・リンクへの挑戦
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　　おわりに

はじめに

　現在、世界の小売業界において、インターネットによるサプライヤーとの企業間取

引（以下Ｂ２Ｂ）は多数に上るが、とりわけ規模や革新性において注目されているの

が、ＧＮＸ（Global Net Xchange)とＷＷＲＥ（World Wide Retail Exchange）である。し

かし、これらＧＮＸ、ＷＷＲＥの展開は、小売業でこれまで圧倒的なＩＴ能力を集積

し、加速度的に業績を伸ばしているアメリカのウォルマートに対抗しようとする意図

を持ったものであることは明白といえよう。その証拠にウォルマートは独自にｅ－

マーケット・プレイスを構築するだけの規模とシステム構築力を有しているため、ど

ちらの陣営にも属していない。さらに対象を流通業のＢ２Ｂにまで拡大すれば、消費

財のメーカー、サプライヤー、小売企業等によって構成されるＧＣＩ（Global Commerce

Initiative)、Transora、CPGmarket といったｅ－マーケット・プレイスが活発な活動を

開始している。これらの参加企業はそれぞれのｅ－マーケット・プレイスを通じて、

ＧＮＸ、ＷＷＲＥなど小売業主宰のｅ－マーケット・プレイスとも接続し、Web ベー

スで企業間データ交換を行うとともに、ＣＰＦＲなどによるコラボレーションを進め

ており、Ｂ２Ｂの範囲は急速に拡大しつつある。

　本稿執筆の目的は、現代における小売企業の競争優位の１つがＢ２Ｂとしてのｅ－

マーケット・プレイスの有効利用にあるとの考え方に立ち、最近におけるグローバル

小売企業のＢ２Ｂの形成・拡大をグローバルな業界標準の設定やウォルマートの「リ

テール・リンク」への挑戦との関係において検討を行うことにある。
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１　ＧＣＩ（グローバル・コマース・イニシャティブ）の誕生

　今日では、各国を代表する流通企業が世界規模の競争過程に突入したとみるべきで

あり、日本の流通業もそうした世界動向から無縁ではいられなくなってきた。しかし、

他方でグローバルな小売企業やサプライヤーは、取引方法の基本的部分に関して、世

界的な標準化を推進すべく1999年10月にＧＣＩという会議体を発足させたのである。

　流通の国際化の進展により、グローバルな小売企業とメーカーとが世界各国で同じ

相手と取引を行うようなケースも増加している。そのような場合、国や地域によって

業界標準システムや取引慣行に差異があり、効率的な取引システムを構築する上で著

しい阻害要因になっている。ＧＣＩは、これらの差異をグローバルな観点から調整し、

取引を合理的に行うことができるように基盤の整備を行うための会議体である1)。

　表１は2002年10月現在のＧＣＩのホームページに掲載されている理事会メンバー企

業である。日本企業では、ジャスコ（イオン)、味の素、花王がメンバーとして掲載さ

れている2)。

表１　ＧＣＩの理事会メンバー企業

小売企業 メーカー

Auchan Pick’n Pay 味の素㈱ Kraft Foods
Carrefour Royal Ahold NV The Coca-Cola Co. L’Oreal
Delhaize Group SA Sears Roebuck Danone Masterfoods
Federated Merchandising
Group

Target Corporation/ AMC British American Tobacco Georgia-Pacific
Corporation

Fleming Tesco PLC Gillette Nestl-br
ジャスコ㈱ Wegman Food Markets Henkel Phillips Lighting
Kingfisher Johnson & Johnson Procter & Gamble
Marks & Spencer plc 花王㈱ Sara Lee
Metro Kodak Unilever

出所：ＧＣＩ,www.globalcommerceinitiative.org/　2002/10/19

　ＧＣＩは消費財に関して推奨される基準や重要なビジネス・プロセスの協働的展開

や支持を通じて、国際的サプライチェーンの実態を改善することを意図している。Ｇ

ＣＩは大陸横断的に、あるいはグローバルなサプライチェーンによって企業活動を行

う小売企業とメーカーから同等に選出された45社以上の代表企業によって構成され、

その理事会を通じて運営される。ＧＣＩは100万の企業の利益を代表して８つの既存後

援団体の下に運営されている。それら８つの後援団体はＧＣＩの運営に資金を拠出し

ている。

　その内４つの後援団体はメーカーと小売企業の利益を代表している（ＡＩＭ、ＣＩ
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ＥＳ、ＧＭＡおよびＦＭＩ)。ＡＩＭ（Association des Industries de Marque）は、ヨー

ロッパ･ブランドの協会で、有名ブランドを持つ消費財メーカーを代表する団体である。

CIES-The Food Business Forum は、小売業者とサプライヤー間の接点として、世界で唯

一の食品事業のネットワークである。ＧＭＡ（Grocery Manufacturers of America）は、

食品、飲料、および消費財を扱う企業によって組織される世界最大の団体である。Ｆ

ＭＩ（Food Marketing Institute）は、アメリカおよび世界各国の食品の小売企業、卸企

業、および顧客を代表し、研究・啓発・業界内の関係調整などを実施する非営利団体

である。

　さらに２つの後援団体（ＥＣＲ運動とＶＩＣＳ）は、協働してＳＣＭを行うための

作業ツールを開発している。ＥＣＲ運動（Effective Consumer Response Movement：効

果的な消費者対応運動）は、消費者の願望を、よりよく、より迅速に、より安いコス

トで満足させることを目的とした世界的なサプライ･チェーンの推進運動団体である。

ＶＩＣＳ（Voluntary Inter-Industry Commerce Standards）は、小売業界のサプライ・チェー

ン全域における製品や情報の流れを改善することを目的とした世界的な組織である。

ＥＣＲとＶＩＣＳは90年代から数千の企業が最良の仕事のやり方を共有でき、それら

の業務からコスト削減が可能になるよう援助してきたが、大陸間には依然として実質

的な業務プロセス上の障壁が残されている。

　最後の２つの団体は重要な標準規格団体である（EAN International とＵＣＣ)。EAN

International は、ＵＣＣとともに世界的なビジネス言語であり、ＩＤ、コード化、およ

びビジネス・コミュニケーションの問題解決策の開発や推進を目的とする非営利団体

である。ＵＣＣ（Uniformed Code Council）は、製品のＩＤやそれに関連したｅ－コミュ

ニケーションのため複数業界の標準規格の確立、推進を率先して行う団体である。両

団体の目的は、ＳＣＭの推進により、消費者に付加価値を提供することにある。

ＧＣＩは次のいくつかの重要な原則に従っている。

①　すべてのグループは EAN-UCC、ＩＳＯ、ＣＥＮといった既存機関内で仕事を

行う

②　それぞれのグローバル・ワーキング・グループでは、小売企業とメーカーが共

同で議長を務め、それらは異なった大陸を本拠とする企業でなければならない

③　その会合は会場を交代で設定する

④　各ワーキング・グループは中核メンバーを持ち、インターネットを使ってアク

セスし、website のワークスペースによってそのグループのすべての成果を共有

することができる
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⑤　理事会メンバーおよびグループメンバーは新規の基準を試行し、それらを実施

する意図を持たねばならない

　また、グローバル・ワーキング・グループは定期的に会合を持つが、①ビジネス・

プロセスを簡略化する、②大規模企業であれ、小規模企業であれ、またどこの国で事

業を行っていようと、すべてのユーザーに便益を提供する、の２つを共通目標として

掲げている。ワーキング・グループには、次の７つが設置されている。①製品アイデ

ンティフィケイション、②インテリジェント・タグ、③ビジネス・プロセス、④グロー

バル・スコアカード、⑤ＣＰＦＲ（Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment：

メーカーと小売業が協働して計画を立て、需要予測を行い、商品補充を行うこと)、⑥

製品分類、⑦グローバル・データ・シンクロナイゼーション

　また、2000年以降、先に触れた有力なｅ－マーケット・プレイスが業界内に複数設

立され、Ｂ２Ｂ取引が急速に進む状況が生じたことから、ＧＣＩは、ｅ－マーケット・

プレイス間、個別企業間の取引方法を標準化すべく、｢グローバル・コマース・インター

ネット・プロトコール（ＧＣＩＰ)」を完成させている。主要なｅ－マーケット・プレ

イスがこのＧＣＩＰを採用することを表明しているので、ＧＣＩはこの分野での標準

表２　メーカーと小売企業が得られる便益

メーカー 小売企業

企業経営 〇企業報告の簡素化(D)
〇小売企業ベースの地理的拡大(I)
〇ＩＴシステムの冗長度の排除(I)
〇サービスの創造を共有する機会(I)

〇企業報告の簡素化(D)
〇グローバル調達の可能化(I)
〇企業の透明性/販売シナジー(I)
〇ＩＴシステムの冗長度の排除(I)
〇サービスの創造を共有する機会(I)

カテゴリー・
プロモーション
管理

〇可視性の改善/在庫水準の計画化(I)
〇製品のポスティング/小売エクスポー
ジャーの最大化(I)

〇不満や紛争に費やす時間の短縮(D)
〇カテゴリー報告の簡素化と拡大(D)
〇製品導入に要するリードタイムの短縮(D)
〇製品プロモーションに要するリードタイ
ムの短縮(D)

〇現地代理店や仲介業者の必要性(I)
〇サプライヤー･ベースの拡大(I)
〇企業の仕入価格の透明性(I)
〇可視性改善/在庫水準の計画化(I)
〇不満や紛争に費やす時間の短縮(D)
〇カテゴリー報告の簡素化と拡大(D)
〇製品導入に要するリードタイムの短縮(D)
〇製品プロモーションに要するリードタイ

ムの短縮(D)

管理データの
取り扱い

〇クロス・リファレンス表によるチェック
排除(D)

〇インボイスに関する紛争の減少(D)
〇ライトオフ(帳消し)の減少(D)
〇受取勘定の減少(I)
〇販売注文の不成立の減少(D)

〇カタログ･メインテナンスの減少(D)
〇クロス･リファレンス表によるチェック

の排除(D)
〇インボイスに関する紛争の減少(D)
〇注文不成立の減少(D)
〇補充率の改善(I)

ロジスティックス 〇注文追跡の簡略化(I)
〇返品の減少(D)
〇完全注文の比率の改善(D)
〇緊急注文の減少(D)
〇正確なピッキング(荷受け)の向上(D)
〇短期計画の最適化(I)

〇誤りのない荷受け(D)
〇返品の減少(D)
〇バックオーダー(繰越注文)の減少(D)
〇過剰/安全ストックの減少(I)
〇ロケーション配送の最適化(I)

Ｄは直接的便益（明示的で定量化が比較的容易なもの)。Ｉは間接的便益（一般的に、より大きな潜在的価値

を持つが、定量化が難しく、分析や想定に依存するもの)

出所：表１と同じ。Cap Gemini Ernst & Young / Global Commerce Initiative より。2002年10月。
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化の推進者になったといえよう。日本の業界においてもこうした国際的な標準化に背

を向けることは、危険なことになるので早急な対応が必要となろう。

　最後に、ＧＣＩは、メーカーと小売企業が参加メンバーになることによって得られ

る便益を、企業経営、カテゴリー・プロモーション管理、管理データの取り扱い、ロ

ジスティックスの４つの要素との関係で表２のように提示している3)。

２　ウォルマートの競争優位―リテール・リンク

　グローバル・リテイラーになるための競争優位の源泉は何であろうか。それは他の

競合小売企業よりも品質のよい商品をより安く売ることであろう。品質については価

格が同水準なら各社ほとんど同程度の品質に収斂される傾向がある。従って、小売企

業経営の要諦は、競合他社よりいかにして長期継続的に安く売ることができるかとい

う点に尽きるといえよう。

　2000年にＧＭの売上高を抜いて世界最大企業となった小売企業トップのウォル・

マート（米）（2001年度売上高：約28兆円）は、２位にランクされるカルフール（仏）

以下の小売企業の売上高を大きく離しているが（カルフールの約３倍）、それはどのよ

うな理由からであろうか4)。

　一言で言えば、それはサプライヤーであるメーカーに対する圧倒的に強い拮抗力

（countervailing power）であるということができよう。ではどのようにしてこの強い

拮抗力を持てるようになったのであろうか。その最大の要因は、同社の巨大な販売力

を背景としたサプライヤーに対する圧倒的に強い商品仕入力であるといえよう。さら

に、ウォルマートはロジスティックスを重視し効率的な店舗展開で物流コストを競合

店以下に抑えている（２％以下)。それができるのは、自社独自のＩＴで装備された大

規模な配送センターの効率的運営があるからである。店舗に商品を納入して空になっ

たトレーラーでメーカーに商品を取りに行き、その分メーカーからバックウォール・

アローワンスを受けることも行われている。この配送センターの配置は店舗展開と調

和をとりながら戦略的に行われている。

　安い商品仕入れと低い物流コストが相俟って、競合他社より安く販売できるのであ

り、それは合理的な運営によるローコスト・オペレーションである。換言すれば、そ

れは今日言うところのサプライ・チェーン・マネジメント（ＳＣＭ）において価値を

生まない部分のコストは削減し、最終ユーザーあるいは消費者の価値を高めようとす

る経営でもある。

　ウォルマートでは以上のような競争力に加えて、80年代末から新たな競争優位の源
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泉が加わったのである。それは驚異的な「リテール・リンク」という名称の情報シス

テムの構築である。これに先立って、同社は、本部、店舗、配送センター間で迅速な

データ交換を行うため1983年に2,400万ドルを投資して人工衛星を打ち上げた5)。同社

の価格競争力と高い利益率には、このＩＴ活用によるコスト削減が大きいことも認識

する必要がある。

　ウォルマートは1987年にＰ＆Ｇ社と提携してＱＲ（Quick Response）の先駆例を実

現している。これは店舗側のＰＯＳデータをメーカーに開示して、商品の売れ行きを

監視させ、自動補充するシステムである。小売側は店舗での欠品率を大幅に低下させ

ることが可能になり、メーカー側も在庫の削減に繋がり、卸値を下げることができ双

方にとって大きなコスト削減になりうるものであった6)。これ以降、他のメーカーも

ウォルマートの取引先としてＱＲに参加するようになりその数を増やし、この通信シ

ステムが97年からインターネットに乗り換えられることになったのである。したがっ

て、ＱＲは小売業界で最初に構築されたオンラインのＢ２Ｂエクスチェンジの原型と

いうことができよう。

　その後､こうしたやり方を真似て非食品マーチャンダイザーの業界がＱＲを導入し、

ついでスーパーマーケット業界が食品メーカーとＥＣＲ（Effective Consumer

Response）の概念を作り上げたのである。ＥＲＰ（Enterprise Resource Planning）もＥ

ＣＲと同じ概念である。これらは共通して、個々の活動に掛かったコストとその活動

から得た成果（利益）を厳密に計算し、経営資源を効果的に配分することを目的とし

ている。

　現在、アメリカでウォルマートより大規模なコンピューター・ネットワークを有し

ているのは国防総省だけである。競合企業を10年は先行しているといわれている。そ

の革新性の象徴が、リテール・リンク（retail link）というデータ・ウェアハウスであ

る。これにアクセスすれば、午前４時までに全米店舗の前日の販売データを見ること

ができる。また、ウォルマートのサプライヤー約7,000社は、自社製品の過去104週間

の売り上げ、在庫、集荷状況を知ることができる。それによってサプライヤーは、今

後の自社製品の販売トレンドを予測し、店舗ごとの納品数量や販売促進について提案

を求められる。このようにして、リテール・リンクは顧客が求めている商品を適切な

ときに、適切な数量だけ店舗に供給し、適切な価格で販売することを可能にしている7)｡

　付言すれば、ウォルマートの子会社で卸・物流部門を担当するマックレーン社は、

石油メジャーで大手のコンビニ企業でもあるシェブロンおよびシステム構築のオラク

ルと組んで新会社｢リテラーズ・マーケット・エクスチェンジ（ＲＭＸ）を設営してい
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る。シェブロンは直営700店舗、フランチャイズ6,500店舗を持つコンビニの大手であ

り、マックレーン社は全米に16の物流センターと、情報処理会社、運輸会社を有して

いる。このＢ２Ｂが本格的に稼動するようになれば、米国ではセブン-イレブンとコン

ビニ業界を２分するような勢力になるかもしれない8)。

３　ＧＮＸ（グローバル・ネット・エクスチェンジ）のマーケット・プレイス

　後述するＷＷＲＥと同様､ＧＮＸは､圧倒的な販売力を有するウォルマートのグロー

バル・リンクへの対抗手段として形成されたものであると考えられよう。ウォルマー

トという「巨大な脅威への同盟軍」的性格を有するものであろう。ウォルマートのリ

テール・リンクには、既に１万社を超えるサプライヤーがリンクされており、売り込

みたい商品の説明はこれを通じて行われている。また、デザイナーとバイヤーは、商

品のデザインや仕様の打ち合わせでもリテール・リンクで行うように要求されており、

打ち合わせのプロセスは、社内やサプライヤーが共有する商品情報として活用されて

いる。これは業界水準を数年リードしている9)。

　この場合Ｂ２Ｂのパターンとしては「１企業（ウォルマート）対多数企業」の形態

である。これは既述のようにＰ＆Ｇとの「１企業対１企業」の形態から発展したもの

である。これに対して、2000年の２月28日、カルフール、シアーズ・ローバック、オ

ラクルの３社が中心となって世界の小売企業のためにＢ２Ｂのマーケット・プレイス

として創設されたＧＮＸは、「多数企業対多数企業」の形態をとる真の意味でのｅ－

マーケット・プレイスである。一般論として、１企業対多数企業のパターンの多くが

大手企業主導でバイイングパワーを発揮して、調達価格の削減を狙うのに対して、多

数企業対多数企業のパターンは販売者側も多数の買い手に対して商談を提示すること

ができるという大きな違いがある。Ｂ２Ｂのなかで最もオープンな取引の場（共同調

達サイト）がネット上に提供されるのが本来のｅ－マーケット・プレイスである10)。

　ＧＮＸ創設の目的は、①グローバルな公開市場での調達、②調達費用の削減、③サ

プライ・チェーン・マネジメントへの対応、④革新的な最新技術のコラボレーション

による導入、である。

　主要メンバーであるカルフールは世界２位の総合小売企業で、ハイパーマーケット

業態で世界30カ国近くに進出している。ＧＮＸ創設の直後（2000年３月）からオラク

ルのエクスチェンジを利用して家電製品の仕入れを開始している。シアーズ・ローバッ

クはアメリカ小売業第２位で衣料・生活用品の量販店チェーンとして全米に約3,500

店舗を有している。オラクルは、開発要員8,000人、顧客担当コンサルタント１万8，000
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人を擁する世界最大のデータベース・ソフトウェア企業である。

　その後、表３に示すように、ＧＮＸの参加企業は上記3社のほか、アメリカ最大の食

品チェーン、クローガー、英国２位の食品小売企業、セインズベリー、ヨーロッパ最

大の百貨店･メールオーダー小売企業、カルスタッド、ヨーロッパ最大の非食品小売企

業、プランタン（Pinault-Printemps-Redoute SA)、ドイツの世界的小売企業、メトロ、

オーストラリアの大手小売企業、コールズマイヤー、世界最大の会計専門サービス組

織、プライスウォーターハウスクーパーなどが新たに出資パートナーとして参加して

いる（2002年末現在)。これらの参加企業は、国と業態という視点で見ると重複が少な

いように見受けられる。これら企業は、商談、在庫管理、受発注、物流などを自動化

することを目論んでおり、商品調達段階での経費削減によって本来の商品開発や市場

開発に資源を集中できると考えている。取扱商品は、食品、衣料品、寝具、生活用品

などあらゆる消費財を対象としている。

　将来的には出資企業以外の小売企業やその取引先に広範な参加を呼びかけ、取引量

の増大とその結果としての利用料収入の拡大を狙っている。ＧＮＸは株式会社組織で

あり、株式の公開も予定している。

表３　ＧＮＸ加盟企業一覧表

社名 国 業態 売上高（百万ドル）

カルフール フランス ハイパーマーケット 62,225

クローガー アメリカ 食品スーパー 50,098

シアーズ・ローバック アメリカ 総合スーパー（ＧＭＳ） 41,078

メトロ ドイツ ＣＣ/ハイパー･マーケット 44,347

セインズベリー イギリス 食品スーパー 24,575

コールズマイヤー オーストラリア 食品スーパー 12,643

プランタン フランス 非食品小売 24,893

カルスタッド ドイツ 百貨店 14,388

オラクル アメリカ ソフトウェア /□

プライスウォーター

ハウスクーパーズ

アメリカ 会計専門サービス /□

ＣＣ：キャッシュ・アンド・キャリー。売上高は2001年度。

出所：Fortune, July 2002.Fortune Global 5 Hundred より。

　オラクルの「インダストリー」エクスチェンジをベースに構築されているＧＮＸに

は次の４つの機能がある。

　①　業界プラットフォーム機能

　業界のプラットフォームあるいはポータルサイトとしての機能である。業界に関す

るニュース、セミナー案内などをはじめとして各種の業界情報が掲載される。



経営研究所論集　第26号（2003年２月） 19

　②　市場機能

　小売企業が再販売するすべての商品、または資材、機器、消耗品などを対象に、オー

クション、リバース・オークション、共同購入、カタログなどの方法で調達を行うこ

とができる。

　③　サプライチェーン構築機能

　調達過程における協業、自動化などサプライチェーンでの売り手と買い手のコラボ

レーションを促進させる機能である。そのためのツールにはＣＰＦＲが採用される。

　④　新製品開発支援機能

　小売業界でのプライベート・ブランドや什器などの開発過程で使えるかもしれない

機能である。

　以上の４機能のうちで、出資企業の最大の狙い目は、②の競争入札やリバース・オー

クションであり、続いて主要なサプライヤーとコラボレーションを行う③のサプライ

チェーン構築機能であろう。既述のように、2000年３月には、カルフールが家電品目

を競争入札しており、同月にはシアーズ・ローバックも、非再販売品目ついで再販売

品目をこのマーケット・プレイスで調達している。シアーズはこれによってまずは総

仕入原価の約１％を削減することを狙っていた。また、セインズベリーは2000年５月

からリバース・オークションを開始している。その調達方法は、あらかじめ調達候補

企業を数社指名し、商品スペックや取引条件を提示し、トレーニング・パッケージや

パスワードを送付したのち準備期間を設けた上で、４時間のリバース・オークション

を行って落札者を決定している11)。

４　ＷＷＲＥ（ワールド・ワイド・リテイル・エクスチェンジ）のマーケット・プレイス

　2000年３月にウォルマートとＧＮＸのＢ２Ｂに対抗して運営されることになったこ

のＷＷＲＥは、当初12社で結成されたが、現在では62社のメンバーを擁するまでになっ

ている（2002年10月現在)。ＧＮＸではシアーズとカルフールが先取特権で大きな株主

比率を占めているが、ＷＷＲＥでは創業メンバーや今後の追加メンバーはすべて平等

の立場にあるという。ソフト開発会社はＩＢＭ、アリバ、ｉ２テクノロジーの３社連

合になっている。ＩＢＭが統合ソフトを提供し、ホストサーバーを管理し、アリバの

「Ｂ２Ｂコマース・プラットフォーム」とｉ２テクノロジーの「トレード・マトリッ

クス」により運営されている。

　開設直後から出資企業がパイロット・オークションを行い、８月にはテスコ、ロイ

ヤル・アホールド、ターゲットがそれぞれコンビーフ、海老、プラスチック製ハンガー
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のリバース・オークションを行い、アメリカではメンバー企業11社がオフィス用品の

共同オークションを実施した。

表４　ＷＷＲＥの出資・参加メンバー企業

国 小売企業名 国 サプライヤー名

日本 イオン株式会社 オランダ Laurus
オランダ Ahold アメリカ Longs Drugs
アメリカ Albertson’s 韓国 Lotte Group
フランス Auchan タイ Makro Asia
アメリカ Best Buy ドイツ MARKANT
イギリス The Boots Company イギリス Marks & Spencer
ベルギー C&A Europe アメリカ Meijer, Inc
ＣＰＢ Campbell Soup Company ドイツ Otto Versand
フランス Casino アメリカ Publix Super Markets
メキシコ Controladora Commercial Mexicana アメリカ RadioShock Corporation
イタリア Coop Italia ドイツ REWE
スイス Coop Schweiz アメリカ Rite Aid Corporation
フランス Cora アメリカ Safeway Inc.
アメリカ CVS/Pharmacy イギリス Safeway PLC
香港 Dairy Farm International スウェーデン SCA Hygiene Products
デンマーク Dansk Supermarked アメリカ Schering-Plough Heath Care

Products, Inc.
ベルギー Delhaize Group ドイツ Schlecker
イギリス Dixons Group plc 日本 西武百貨店株式会社

ドイツ Edeka アメリカ ShopKo Stores, Inc
スペイン El Corte Ingles カナダ Sobeys Inc.
フランス Galeries Lafayette アメリカ SUPERVALU INC.
アメリカ Gap Inc. アメリカ Target Corporation
アメリカ Giant Eagle ドイツ Tengelmann Group
アメリカ H.E. Butt Grocery Company イギリス Tesco
アメリカ Hy-Vee Inc. アメリカ Toys R Us
アメリカ JCPenney アメリカ Wakefern Food Co.
イギリス Johm Lewis アメリカ Walgreen Co.
フィンランド Kesko アメリカ Wegmans Food Markets, Inc.
イギリス Kingfisher アメリカ Winn-Dixie Stores, Inc.
アメリカ Kmart Corporation 南アフリカ Wooltru Ltd.

オーストラリア Woolworths
アメリカ Wyeth Consumer Healthcare

出所：https://www.wwre.com　2002/09/20

　ＷＷＲＥの仕掛け人は、ヨーロッパ小売企業第３位のローヤル・アホールドのキー

ス・ファン・デル・ヘーフェン社長であるといわれる。ローヤル・アホールドはオラ

ンダに本拠を置き、ヨーロッパ、北アメリカ、セントラル・アメリカ、南アメリカの

各国で店舗を展開する複合小売グループであり、総従業員28万人、総売上高323億ドル

を有している。彼は、「世界の小売業は予想を上回る勢いで大規模な再編が進行しつつ



経営研究所論集　第26号（2003年２月） 21

あり、ウォルマート、カルフール、アホールドの欧米３社に集約されるだろう」と日

本経済新聞の記者に語っている。また、再編の加速は、ＩＴ需要が企業規模の拡大を

促すことが大きな理由であると述べ、Ｂ２Ｂによるマーケット・プレイスで、アホー

ルドの参加するＷＷＲＥ、カルフールのＧＮＸ、および独自路線を行くウォルマート

が三つ巴の競争を展開することを予想している12)。

　ＷＷＲＥは、小売業ｅ－マーケット・プレイスでは第１位にランクされるＢ２Ｂエ

クスチェンジであり、最も精緻なインターネット技術を用いて、食品、ジェネラル・

マーチャンダイズ、繊維・家庭用品、薬品部門に属する小売企業とサプライヤーが商

品開発、電子調達、さらにはサプライ・チェーン・プロセスを通じて実質的なコスト

削減を可能にしようとしている。

　現在のメンバーは表４に示すように世界の小売産業のリーダー企業62社で構成され、

これら企業の店舗は世界130カ国以上に渡って運営されており、その総従業員数は500

万人を超え、売上総額は8,450億ドルを超えている13)。ＷＷＲＥでは、出資メンバーに

ついては国、業態による重複の発生には目を瞑り、より多くのメンバーを募ろうとす

る姿勢が見られる。

　今日までに、ＷＷＲＥはメンバー企業に５億ドル以上のコスト削減を可能にさせて

きたといわれている。このマーケット・プレイスはそのメンバー企業、サプライヤー、

そして最終的には消費者に利益を生み出す、オープンで独立した会社として運営され

ている。ＷＷＲＥはその努力と諸資源を小売業におけるサプライチェーンの効率改善

と顧客にもたらされる価値の増大に向けているので、企業としては上場しない予定で

あるという。

　ＷＷＲＥの発展と成長のための指針となる原則には次の６つがある。

　①　オープンネス（開放型）

　②　利用可能な最高の技術を利用

　③　小売業の効率を改善しコストを削減することに集中

　④　中立的な会社の運営

　⑤　すべての参加企業に対して同じ手数料

　⑥　取引情報の秘密厳守

　また､サプライ･チェーンを通じて小売企業とサプライヤーが効率改善やコスト削減

を可能にし、価値を実現するために、ＷＷＲＥは次の７つの重要な方策を有する。

　①　しっかりした、見積もり可能で、完全で、十分に支持される低コスト製品を提

供する
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　②　技術投資の分担や外部調達資産の共有を行う

　③　世界のメンバー企業や他の小売企業･サプライヤーとのネットワークにアクセ

スできる

　④　協働に参加する

　⑤　自動化を通じて複雑な取引や相互活動を容易にする

　⑥　すべてのＢ２Ｂの取引活動に標準化を設定し便益を得る

　これらの活動は、既述のＧＮＸと同様、参加の小売企業とサプライヤーが協力して

販売計画や販売予測を行い、サプライヤーから配送センターへ、そして店舗へ適切な

数量とタイミングで商品補充を行うＣＰＦＲの能力を高めることになる。

　日本の小売企業では最初にイオン（旧ジャスコ）、続いて西武百貨店が出資メンバー

として参加している。西武百貨店は店舗備品、衣料品などの主力製品も調達し、将来

的にはＳＣＭを構築し、仕入先との販売実績、在庫、販売計画、生産計画などの情報

共有と活用を目指している。

５　消費財メーカー主導のマーケット・プレイス

　小売企業がリテール・リンク、ＧＮＸ、ＷＷＲＥといった小売主導のマーケット・

プレイスを本格的に活用するようになると、小売企業だけでなく、サプライヤーであ

る卸売企業やメーカーにもこれまでとは違う大きなインパクトが及ぶことになる。日

本のように卸売企業の介在度が高い国や地域においては、小売企業とメーカーの直接

取引の増加により流通経路の中抜き現象が生じることも懸念されている。また、従来

それら小売企業と取引ルートを持たなかったサプライヤーは新たなビジネス・チャン

スを得る面もあるが、既に取引を持つサプライヤーは、価格引き下げ圧力をこれまで

以上に受けることになるであろう。ウォルマートのリテール・リンクのように、１企

業対多数企業型マーケット・プレイスでは、特にその傾向は強くなるであろうが、多

数企業対多数企業型マーケット・プレイスでも、小売主導のリバース・オークション

になれば、サプライヤー側は商品を買い叩かれるのではないかと懸念するようになる。

　こうした環境の変化から消費財メーカー側も巨大化するグローバル小売企業に対抗

するために、サプライヤー側が主導するマーケット・プレイスを創設することとなっ

た。有力なものとして、トランソーラ・ドット・コム（Transora.com）とＣＰＧマーケッ

ト・ドット・コム（CPGmarket.com）がある。

　(1) トランソーラのマーケット・プレイス

　トランソーラは世界の大規模消費財（Consumer Packaged Goods）メーカー52社が出
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資して消費財産業のために構築されたｅ－マーケット・プレイス（Ｂ２Ｂエクスチェ

ンジ）である。特に、この組織の設立にはＧＭＡ（The Grocery Manufacturers of
America）が重要な役割を果たしている。消費財産業ではｅ－コマースの展開・普及

により場所・時間・到達方法などの制限がなくなり、日々圧力は増大し、生き残りの

方策が模索されてきた。トランソーラは、この業界のメーカー、サプライヤー、小売

企業が今日の競争の激しいビジネス環境にうまく適応して、新しい仕事のやり方が実

行可能になるようにサービスを提供する。トランソーラは、年間の総売上高が6,500

億ドルを超える出資企業52社により運営され、当該産業の進化を促進するという特殊

な役割が与えられている。顧客満足の障害になっているサプライチェーンの非効率性

を排除するため、サプライヤー、小売企業双方と一体になってその改善を目指してい

る。

　そのためトランソーラは、需要情報の可視度を高め、アイテム情報を同時化し、サー

ビス水準を改善するための解決策を提供する。原材料の調達から店舗の商品棚に至る

まで、トランソーラの目的は、反動的な在庫慣行から企業を解放し、企業が市場での

業績を高める戦略的活動に集中できるようにすることである。

　トランソーラは、上記の活動目的の実現のためメーカー、サプライヤー、小売企業

のそれぞれに以下のような価値を生み出す提案を行っている。

　①　メーカーに対する価値提案

　消費財メーカーは、品質改善、市場スピードの増大、コストの削減といった強力な

圧力に直面している。成功への一つの鍵は、正確なリアルタイムの情報にアクセスす

ることである。そうした情報なしには、組織は新市場や製品開発によって最高の成長

機会を得ることもできないし、コストや生産性の改善を確認することもできない。

　必要な技術の投入にはかなりの投資が必要である。トランソーラは、メーカーによ

る新技術の採用を容易にするため創設された。また、トランソーラは、消費財産業の

マーケット･プレイスとしてそれらの企業がビジネス･プロセスを改善できるようイン

フラ、アプリケーション開発、およびサービスに対して共有されるコストモデルを適

用する。

　トランソーラはこの業界を熟知している。業界内には、広範な能力やニーズがある

が、どのような規模の企業にも利益をあげることのできる測定可能な解決策を提供す

る。

　バリュー・チェーンでの中核プレイヤーとしてのメーカーは、片目で収益を追いな

がら、もう一方の目で顧客満足を得る努力をする必要がある。トランソーラは、サプ
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ライヤーから小売企業に至る財の流れに沿って障害を取り除くための一連の統合され

たサービスを構築する。

　トランソーラは、協働、可視性、統合を通じて価値と効率を高めるための支援に活

動を集中する。当組織が提供する解決策によりメーカーは以下のことが可能になると

している。

　・リアルタイムの情報に基づいた需要予測の改善により、緊急出費や関連経費を削

減する

　・既存システムに統合することができて見やすいマスターデータにより、発注エ

ラーをなくしオペレーションを合理化する

　・プロセスの改善を推進する一方で仕入コストを削減する

　・必要なときに必要な場所に必要な誘引を届ける

　②　サプライヤーへの価値提案

　サプライヤーにとって、売上や付加価値を高めるには顧客価値を増大することが重

要である。取引パートナーと協働してサービスを提供することはサプライヤーの商品

を差別化し主要顧客との関係を強化することにより主導的地位を確立する機会を得る

ことになる。また、サプライヤーは主要顧客との協働によって正確なリアルタイムの

情報を得ることができ、顧客はコストの削減、生産性の改善、高度成長が可能になる。

また、トランソーラは、サプライヤーが競争優位を高めることのできる唯一のアクセ

スを提供することになる。

　サプライヤーはまた、トランソーラを通じた協働によって現在及び将来の需要を見

通すことでビジネス・プロセスを改善することができる。当組織の解決策は、サプラ

イヤーに以下の活動への支援を行う。

　・計画化、在庫管理、およびロジスティックスの改善

　・市場での業績を高めるより戦略的な活動への諸資源の再配置

　③　小売企業への価値提案

　主要取引パートナーとのコミュニケーションの改善、情報の共有化、および協働に

よって適切な場所と時間に、適切な商品を提供し、消費者の需要を満たす能力を高め

る必要がある。小売企業として成功するためには、信頼できる予想可能なサービスや

商品の取得可能性が顧客のローヤルティーや満足を高めるのに重要である。サプライ

ヤーはサプライチェーンを最適化するのに主要パートナーとの協働によりこの領域で

の業績を改善することができる。

　トランソーラは、世界の多くの大規模消費財メーカーを出資者としているので、小
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売企業は他のマーケット・プレイスとは比べ物にならないアクセスの成果を得ること

になる。また、トランソーラは、取引パートナーとの協働を支援することでサプライ

ヤーの収益にも役立つことができる。

　(2) ＣＰＧマーケットのマーケット・プレイス

　ＣＰＧマーケットはネスレ、ダノン、ヘンケル、ＳＡＰマーケットにより2000年３

月に創設されている。６ヵ月後に、24社が追加出資し、資本総額は8,000万エキューに

なっている。出資企業はヨーロッパの消費財産業に属するメーカーおよびサプライ

ヤーで構成されている。これらの企業は当マーケット・プレイスのサービス開始時よ

り運営に参加している。

　当マーケット・プレイスの設立目的は以下のとおりである。

　①　消費財産業に属するメーカーとサプライヤー間の仕入取引を容易にし、加速化

する

　②　アップストリームのサプライチェーンで調達コストと管理コストを徹底的に削

減する

　③　すべての利害者集団間のサプライチェーンを通じ生産と在庫のサイクルの最適

化を図る

　さらに、ＣＰＧマーケットの特徴としては、

　①　ヨーロッパでの財務、法律、文化、言語の要請に対応したサービスを開発する。

　②　メーカーとサプライヤー間のサプライチェーン管理を支援する。

　③　今日のビジネス問題に関して実践的な解決策を提供する。創設メンバーのノウ

ハウを利用して個々のメーカーやサプライヤーの要請に個別に対応する。

　④　当マーケットは、幅広い協働サービスを一つの場所で集約している。つまり、

新しい取引パートナーの検索から日々のビジネスの計画や実施まで、ビジネス・

サイクルの全体を支援する。

　トランソーラやＣＰＧマーケットの参加企業は、ｅ－マーケット・プレイスを通じ

て原材料や包装材料などの調達の効率化を図るとともに、それを通じてＧＮＸやＷＷ

ＲＥなど小売主導のマーケット・プレイスともリンクして、さらに大きなＭ２Ｍ（マー

ケット to マーケット）の電子取引へと拡大を図ろうとしている。

おわりに

　以上みてきたように、世界的小売企業のｅ－マーケット・プレイスでは、ウォルマー
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ト、ＧＮＸ、ＷＷＲＥによる三つ巴の覇権争いが展開されているといっても過言では

ない。仮想の市場といっても、年々その売上は増加の一途を辿っており、現実の小売

市場にグローバル規模の大きなうねりを生じさせている。しかもこれら一連の展開は、

既にみたようにＧＣＩを核として企業間やマーケット・プレイス間の取引方法を標準

化し、データ交換に混乱や非効率が生じないようにＧＣＩプロトコールが作成され、

全体として整合性が確保されようとしている。

　従って、こうしたグローバルな展開を押しとどめたり、これに反抗したりすること

は難しく、日本の小売企業も消費財メーカーとの連携の下、こうした世界標準に適切

に準拠しつつ、ビジネスモデルや経営のレベルでは日本市場の特殊性をも加味した上

で現行の世界標準を超える e-マーケット・プレイスを構築し、今日のグローバル競争

に果敢に立ち向かうことこそが現下の急務であると思料される。
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