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的に電子マネー事業に取り組んでお
り、供給高（売上高）の1割近くが IC
決済になっているという。流通・交通

フェテリアスタイルですが、最近は

他、全国に9つの地域の事業連合が

どんぶり、スパゲティといった専門

組織され、さらに全体をまとめてい

業態の出店も大学から求められてい

る連合会があります。

福井 福島さんは長年にわたり大学

ます。

福井

生協の改革に取り組まれてきまし

福井

生協というと、食堂の利用の

て、大学生協の電子マネー事業に積

た。その中の一つに、生協電子マ

ほかに、文房具や教科書等を買った

極的に取り組まれてきました。電子

ネーの導入があるかと思います。本

覚えがあります。

マネー導入の経緯について教えてい

日は、その電子マネーを中心にお話

福島

ただけますか。

をお伺いしたいと思っています。

書籍、食堂、サービスの4つに分けら

福島

本題に入る前に、大学生協の事業

れます。購買部門は新入生のための

が非常に混雑していたことから、そ

について少しご説明いただけますか。

新生活用品やPC、日常的に学内で使

の解消策として食堂の決済方法につ

福島 大学生協はもともと個々の大

われる商品を中心に品揃えをしてい

いて考えたのが始まりです。

学レベルでは戦前からありました。

ます。書籍事業は教科書が中心です

最初に導入したのはPETのプリ

戦時中にそれらのほとんどが解散し

が、専門書、一般書、雑誌なども販売

ペイドカードでした。その後、接触

てしまいましたが、1945年の終

しています。サービス事業では語学

型 ICプリペイドを導入してみたの

戦とともに再開されます。「学ぶこ

研修や「テーマのある旅」の企画・手

ですが、かえってPETよりも処理

とは食うことだ」ということで、学

配などを行っています。先ほど申し

が遅くなってしまいました。そうこ

食で炊飯釜を炊いたりするところか

上げた食堂を加えた4つの事業のほ

うするうちに、非接触型の ICカー

ら始まり、その後も食堂を中心に、

かに、共済連という組織を通して共

ドが出始め、スピードも速く、デー

「食べられない」という事態を減ら

済事業にも取り組んでいます。

タもたくさん取り込めるということ

すことに取り組んできました。

福井

で注目したわけです。

福井 現在、学食はどの位利用され

大学が加盟しているんですか。

福井

ているんですか？

福島

2014年4月末現在、大学

の40分ぐらいが勝負ですよね。もの

福島

1日最大およそ40万食を出

生協の会員数は206、組合員数は

すごい数の学生が、いっぺんに押し

食しています。食堂のほとんどがカ

157万人に達しています。その

寄せるとなると、決済時間の短縮は

生協が電子マネーを
導入した理由
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の組合員を持つ大学生協。近年積極
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私どもの事業は大きく購買、

大学生協には、どの位の数の

近年、事業連合が中心になっ

もともとは私どもの生協食堂

確かに、大学の食堂は昼休み
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必須です。しかも、ICカードであれ

を発行する場合、「いかにお客様を

福井

ば、データ量も飛躍的に増えます。

囲い込むか」という視点が必ずある

系のカードもあり、大学生も利用し

福島

最初に組合員証にICカードを

と思います。しかし生協のお客様

ていると思います。生協の電子マ

導入したのは熊本大学生協で2002

は、大学の学生と教職員に限られて

ネーを使ってもらうためにどのよう

年のことでした。当時は、PETのプ

います。

な工夫をされていますか。

リペイドカードとICカードの差はス

福島

福島

ピードだけでした。その後、カード

組合員の中で閉じられています。し

ジしやすい仕組みをつくっていま

にそれ以外の仕組みを盛り込もうと

かし、組合員の全生活費の30％ぐ

す。チャージ専用機だけではなく、

する動きが出てきて、カードの性格

らいしか取り込めていません。この

POSレジでも可能にしたり、さら

が大きく変わってきました。

数字をもっと上げて効率化を図りた

には各大学の生協本部でもチャージ

いと考えています。

できるようにしています。

最初にそうした動きをとったのが

確かに私どものマーケットは

電子マネーには交通系や流通

1つは、組合員自身がチャー

鹿児島大学です。組合員証の情報

福井

206の大学生協のうち何大

2つめに、親御さんが生協にお

以外に、健康診断の履歴、入退室

学ぐらいが ICカードを導入してい

金を振り込むことで、その金額を

管理、成績管理など11項目を載せ

るのですか。

POSレジでチャージできる仕組み

られないかという話が持ち上がりま

福島

本年4月現在107会員で

を設けています。これらのお金は生

した。そこで、まずは駐車場の管理

す。主に食堂を中心とした導入です

協でしか使えませんので、親御さん

の仕組みを入れ、次に入退室管理を

が、学生証と一体化させている会

の安心・安全に応えているという側

入れました。こうしたことが積み重

員も47会員あります。接触型プリ

面もあります。この仕組みは、生協

なって、1つのカードでいろいろで

ペイドも昨年6月現在53会員ほど

の電子マネー以外では見かけないと

きるように発展していきました。

残っており、今後 IC化を進めてい

思います。

くことになります。

流通・交通系カードとの
差別化
福井

一般の流通業者が電子マネー

3つめは、東京地区で始めた、交

今年は ICカードの利用が非常に

通系電子マネーSuicaとの連携で

伸びて、一般企業の売上高に当たる

す。サーバー型の電子マネーです

「供給高」の10％近くが IC決済に

が、Suicaの認証機能を利用し、食

なりそうです。

堂での利用やマネーへのチャージに
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きるサービスです。このカードのお

福井 「1日1,000円まで」という

かげで、朝8時すぎから学生が並ん

条件はありますが、基本的にはいつ

だり、夕食もそれまで150食くらい

でも食事ができる「食堂の定期券」

だったところが300食出たりと、食

のようなものですね。生協の供給高

堂事業を大きく変えるような効果が

は上がるし、親御さんは安心できる

ありました。

し、学生はお金がなくても食事がで

このサービスは、年額12万円で
Suicaで認証することができます。

始めましたが、結果的に大きな値引

仕組みですね。

都会の生協ではいろいろな方法、場

きを行うようなスタートとなりまし

福島

所で入金できないと使ってもらえな

た。それで現在は18万円くらいに

いてはビジネスモデル特許を取らせ

（注）

はい。このミールカードにつ

いので、そうした生活習慣に対応し

なっていると思います

ています。

会員の状況に合わせて、例えば1日

ただ私どもとしては、サービスが

1,000円という上限を700円に変

過ぎることで、学生が自立できない

えたり、昼食だけ利用する場合には

社会人になっては困りますので、学

上限を500円に変えたり、パン・

生の自立と親御さんに対するサービ

弁当、飲料も一緒に利用できるよう

スは常にバランスを考えないといけ

福井 昨今、大学の周辺あるいは構

にしたり、さまざまなバリエーショ

ないと思っています。ですから学生

内にも大手のコンビニ、スーパー、

ンが生まれています。

にもミールカードの利用データを見

「ミールカード」の反響

。また、

て頂いています。

外食チェーンが入り込んでいます。

ミールカードの是非については、

て何か考えてほしいんです。例え

こういう動きに対して何か対抗策を

当初、各会員生協の理事会でも議論

ば、自分が食べた食事の栄養価は全

取っていますか。

されましたし、マスコミにも随分取

部出ていますので、少なかった栄養

福島 私どもには文科省の設置基準

り上げられました。大学の先生から

素を足すといった行動につなげて欲

がありますので、その基準を超えて

は「自立しない学生をつくってどう

しいですね。

生協食堂の席数を増やすのは難しい

するんだ」という声もありました

という事情があります。そのため利

し、親御さんからは「十何万円もす

用が集中する昼食時などは大混雑に

るものを一括で払って本当に信用で

なってしまいます。それを見て、これ

きるのか」という心配も頂きまし

まで多くの業者さんが「大学の中は

た。また学生からも「それだけ払っ

福井

儲かるのでは」と参入してきたので

て、自炊を始めたらどうするのか」

かせください。近年、アマゾンに代

すが、ほとんどは出ていかれました。

と疑問視されたこともあります。今

表されるECサイトの利用は学生の

しかし、大学生協は教職員・学生

では理解が進み、大体1大学で数百

間でも随分増えていると思います。

人単位の利用者がいます。

大学生活に必要な文房具や書籍など

が自ら設立をしていることから、大

EC戦略を
どう展開していくか
生協のEC戦略についてお聞

親御さんにはミールカードの利用

もそうしたECサイトで購入できる

データを送っており、これも好評で

環境になっていますが、大学生協で

そうした中で私どもが考えたのが

す。「子供が何を食べているか」が

も何か対応されていますか。

「ミールカード」という仕組みで

わかるので、親御さんは安心できる

福島

す。これは ICカードで、1日当たり

わけです。こうした情報はネット上

のECサイトを作っており、利用は

（注）

500円や1,000円といった上限

の「マイページ」でも確認できるの

伸び続けていました。しかしアマゾ

を設け、その範囲であれば食堂が開

ですが、見ている回数は子供より親

ンなどさまざまな業者が進出してき

いている限り何でも食べることがで

御さんのほうが多いみたいです。

た後もあまりサイトに手を入れな

学から出ていくことは基本的にでき
ません。
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きる。みんなが嬉しい、非常によい
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大学生協では98年から書籍

かったため、今現在、私どものEC

員の方々には「自分たちの生活をよ

ら卒業に至るまでの行動履歴、購買

事業に対する取り組みは「非常に弱

くしたい」という気持ちを持っても

履歴が含まれています。これらは、

い」と思っています。

らい、生協に悩みや要望を伝えてい

学生のニーズをとらえた新たな商品

特に書籍の分野は、アマゾンの力

ただきたいと思っています。しか

をつくり出していく上で、貴重な

が大きくわれわれのEC事業で一番

し、学生の生活も昔と比べると楽に

データと言えます。生協の店舗のス

影響を受けているところです。

なってきていますので、以前のよう

ペースは限られていますので、無限

福井

に「困ったから生協」とはいかない

に商品を増やすことはできません

面があるのも確かです。

が、データを活用してニーズにあっ

何か対策は考えられているん

ですか？
福島

た商品を提供していきたいと考えて

今年、「教科書マネー」とい

それから、私どもは「人と人との

うものをつくりました。これは、す

つながり」を大切にしていきたいと

べての教科書を電子マネーで購入で

考えています。今後そのための機会

商品開発もさることながら、学生

きるサービスです。非常に好評で、

をいかに作り出していくかというの

のみなさんの未来に向けた活動にも

先ほどのミールカードの利用金額を

が課題です。学生はお互いにリアル

活用できるのではないかと思ってい

超えています。

な場所でコミュニケーションをとる

ます。大学在学中の行動履歴を分析

今後、大学と協力しながら、先生

中で成長していきます。そうした人

すれば、就職活動などに活用できる

方にシラバスや教科書を示してもら

と人の出会いを大事にしながら、お

かもしれません。また社会人になっ

えるようになれば、インターネット

金の面でも共同購入のメリットを発

て年月がたった後に、学生生活の行

での教科書注文も可能になるのでは

揮して、組合員の ICカードやウェ

動履歴を振り返ることができれば、

ないかと思います。

ブマネーの利用を増やしていきたい

次なるチャレンジに向けた気持ちが

と思っています。

生まれるかもしれません。

難しい側面もあります。先生方が、

福井

福井

「学生に高い教科書を購入させるの

を注文した場合でも、店頭にデリバ

また、これからは、社会人になっ

は忍びない」ということで、パワーポ

リーされ、そこで人との接点ができ

た後、あるいは定年近くになってか

イントの教材を利用したり、教科書を

ます。実店舗とECサイトを統合し

らでも、大学に入って勉強しなおす

新書版や文庫版にしたり、論文を教科

た「オムニチャネル」の発想とも言

ような機会も増えてくるかもしれま

書にしたりする動きが見られます。で

えますね。

せん。そうした時、生協さんとのお

きれば教科書をきちんと1冊読んで

福島

付き合いが復活することも考えられ

もらいたいのですが、学生の生活を考

リアル店舗に来てもらうことで、大

えるとそうもいかないようで、私ども

学にも来るし、友達にも会う、とい

本日は貴重なお話をどうもありが

の悩みどころでもあります。

う状況を作り出していきたいと思い

とうございました。（文中敬称略）

福井

ます。

この教科書の販売については少し

ビジネスの舞台がリアル店舗

生協ではECサイトで教科書

そうですね。学生に大学内の

からECに移ってきたことで、大学

福井

生協として何か新たな問題が出てき

が、電子マネーやミールカードを運

たりしていませんか。

営していくと大量の情報が発生し

福島

第一に、私どもの理念である

ます。昨今流行りのこうしたビッグ

「安心・安全」をどう貫くか、とい

データを活用するために何か計画な

う問題があります。ただ単にネット

どされていますか。

サイトに集客すれば済む話ではあり

福島

ません。大学生協は組合員がつくる

始めているところです。

組合員のための組織ですので、組合

最後にお聞きしたいのです

います。

そうですね。

ますね。

（注）大学によって異なる。

それについては今丁度議論を

個々の組合員データには1年生か
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