
 

① 店舗の形がどのようにできたか 
 
店舗は古くは貨幣などを通じて農林水産物と交換する交易所の役割を果たし

ていた。そのため取引されるものがその場所に存在することが求められてい

た。こうした交易のために交換する農林水産物を集める機能が店舗の原点であ

った。 

やがてこうした交易が、貨幣価値の安定化とともに拡大するとともに、取引

される品物に応じて、店舗は扱い品目を減退するようになった。魚屋、八百

屋、服屋、薬屋など扱い品目を限定した店舗が生まれるようになった。これを

業種化という。業種は、それぞれの品目によって流通の特性が異なることから

生まれた。魚を仕入れるためには漁師の集まるところへ行かなければ仕入れる

ことはできず、野菜を仕入れるためには農家の集まるところへ行かなければな

らないといういわば産地によって業種は扱い品目を限定してきた。 

さらに小売業の近代化を進めたのは物流を持つ卸売業や市場などの仲介業者

だった。漁師は魚を取ったら市場を介して業者へ引き渡し、業者が店舗へ配送

する。卸売業はこうした物流機能を有することで品揃えの拡大に貢献し、産地

や仕入れの機能は大きく発展した。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

産地から店舗までの流通概念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やがて国家により一定の商品の販売に対して規制がなされるようになり、自

由な取引に制約が課されることになっていく。タバコ、酒、薬などは誰でも自

由に販売できるわけではなく、国家により規制をかけられ、販売の権利を得ら

れたものだけが取引できるという権益が与えられた。 

 

こうした規制や販売の権益を守るために、業界内団体などが既存業者を保護

するために。さらにあらたな規制を要求することも少なくなかった。こうした

規制は新規参入に妨げとなることから、徐々に自由競争の時代に変わりつつあ

る。業種は法に基づいて規制されてきた。しかし規制緩和による法規制の緩和

や変更がなされ、業界内団体の影響力は弱まりつつあり、異業種からの参入な

ど業界の垣根を越えた事業が生まれてきている。 

 

小売業は大型店を大規模小売店舗法（～２０００年）で出店規制し、地方小

売業を規制で守ろうとしてきた。しかしながら消費者の嗜好性は高度化して、

地方小売業や商店街は徐々に疲弊していく。小売業の進化はアメリカからの小

売概念（チェーンストア理理論）の導入だった。 
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小売業（店舗）は 

← 消費者のニーズを伝える役目 



 

規制された店舗業種の一覧 

商品 規制に関連する法令 

たばこ店 たばこ事業法 

酒店 酒税法 

医薬品・化粧品店 医薬品医療機器等法 

飲食店 食品衛生法 

クリーニング店 クリーニング業法 

施術サービス店 柔道整復師法ほか 

宿泊施設 旅館業法 

リサイクル店 古物営業法 

食品製造・加工店 食品衛生法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのころ大型店とは駅前商店街の集客の要となっていた百貨店のみが進出を

許されていた。日本の大規模店舗法が徐々にその効力が無力化していく過程

で、大型小売業はアメリカ小売業から理論を学びロードサイドへの出店を加速

していく。 

 

 

 

（参考）チェーンストア理論  渥美俊一 

日本の小売業の革新に大きな貢献を果たした。 

１９６２年にチェーンストア経営研究団体ペガサスクラブを設立主宰 

１９６３年に日本リテイリングセンターを設立。 

ペガサスクラブでは、ジャスコ（現在イオン）など大手スーパーの若手を

中心として、チェーンストア理論を提唱した。現在の革新的な小売業の多

くが影響を受けてきた。 



 

日米の小売業の進化について 

国/年代 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 

アメリカ 百貨店 

スーパーマーケット 

 ハイパーマーケット 

ディスカウントストア 

スーパーストア 

ドラッグストア スーパードラッグ 

フランチャイズ 

日本 百貨店 

 スーパーマーケット 

 ドラッグストア 

フランチャイズ 

 

スーパーマーケットは旧来の肉屋、魚屋という対面式の販売手法からセルフ

サービスという概念を生み出した。アメリカでの買い物はすでにショッピング

（探したり買ったりすること）という言葉で、日本では買い物と翻訳され、消

費者が主体的な行為として買い物が非日常的なレジャーとなっていった。旧来

は対面販売での接客を基本としていたため、ワンツーワン（1体１）の制約さ

れた（買う目的でないと行けない店）から、自由に出入りできる買い物の自由

を消費者は手にすることになった。これによって買い物という行為は販売者の

コントロールから消費者のコントロールに変わっていった。 

 

アメリカ小売業では、扱い品目の業種の概念を破って、カテゴリーキラーと

いわれる店が成長を加速していた。 

 

 

 

 



 

 

カテゴリーキラーとは 

 

 

 

 

 

 

 

トイザらスは、従来の玩具店の玩具をメーカー主体の問屋経由で仕入れると

いう従来の取引を革新し、玩具ではなく子供という概念で再構成して品揃えの

革新に取り組んできた。子どもの家具、ファッション、スポーツ、食品など玩

具店では扱わない品種を取り扱った。子どもはいくつかの業種店へ行かなけれ

ばならなかった買い物がこの店ですべて体験できるようになった。まさに子ど

もにとって天国の店となった。こうして商品の集め方を生産や用途による川上

型ではなく、消費者から見た川下型に構成し直した。 

こうした店を業態店という。 

 

業態化とは 

 

 

 

 

 

 

ニトリは家具ではなくホームファッションというあらたなジャンルで品揃え

を再構成し直すことで成長してきた。コンビニエンスストアはすぐ使うものに

限定して取り扱い、営業時間を拡大することで成長してきた。コンビニで照明

器具を買おうなどとは考えないであろう。 

特定カテゴリー（家電、ドラッグ、家具、玩具など）を中心して仕入先と

の取引構造を改革し、豊富な品揃えとライフスタイルを武器に販売する業

態小売店。 

カテゴリーキラーが進出すると、商圏内で総合的な品目を扱うスーパーや

百貨店は、特定のカテゴリーで大打撃を受けるため、こう呼ばれた。 

商品を生産分類や取引ルート分類ではなく、消費者が使用するシーン（用

途、ターゲット、場所、時期）によって分類しなおして、あらたにカテゴ

リーを追加変更して、再構築すること。 

業態化によって、顧客の店舗へのロイヤリティ（信頼）が飛躍的に高まる

ことになる。 



 

アメリカではセルフサービスと業態化がいち早く発展し、日本の小売業は多

くをここから学んできた。ショッピングセンターはアメリカでは自動車の普及

とともに、日本より２０年以上前から発展してきた。日本で多くの業態化した

モデルはアメリカの考え方を発祥としている。コンビニも然りである。 

 

店舗の種類とその傾向について 

業種業態による分類 特長と傾向 

百貨店 都市部では衰退、地方では停滞業種 

スーパーマーケット 飽和状態。大型化から徐々に小商圏化へ 

ディスカント型、業務用スーパーなど多角化 

ＧＭＳ 大型化と小型化へ二極化 

テナントミックスとサービス機能拡大 

ホームセンター 大型寡占化と地域密着型へ二極化 

スーパーセンターへと発展 

コンビニエンスストア 店舗数が強みになる。大手の寡占化進む 

ドラッグストア 多機能化と競争激化が進行中 

専門店 家電、家具、ファッションは上位寡占化 

スポーツ、玩具、文具、飲食は業態が進化 

地方店舗では特長ある店が生き残れる 

 

大型小売業の業態化は商品カテゴリーの一部を取り込むことで成長してき

た。家電店舗で最も売られていた電池はすでにコンビニが圧倒的な販売量を占

めている。現在では何を扱うかではなく、どう扱ってどんな業態化を進めるか

が重要になっている。 

国内での競争は、市場規模の縮小から業態化が進み異業種からヒントを得た

新規事業や扱い商品の拡大は日々進化革新している。日本の小売業の競争と進

化はまだまだ進んでいる。大手小売業は、世界を市場として進出が加速し、国

境を越えてグローバルな戦いになっている。日本は製造業のグローバル競争に

後れを取っており、今後は商業サービス業での戦いになると思われる。小売サ



 

ービス店舗はあらたな業態化によってこそ活路は開かれる。地方にはまだそう

した活性化のチャンスは多い。 

世界の小売業ランキング 

  

世界の小売業ランキングからすると日本の小売業の規模は決して大きくな

い。海外展開に遅れているせいでもある。日本のおもてなしは世界で高い評価

を受けている。日本を訪れた外国人観光客の日本型サービスへの評価は高い。

こうしたサービスが新興国での小売商業経済へと輸出され、各国の消費経済活

性化へ大きく寄与している。海外の大手流通企業からはこうしたサービスの仕

組みや教育に対する引き合いのニーズが強い、 

一方で過剰なサービスによる高コストも懸念されていて、サービスの向上と

効率化の両立は今後の課題である。 

 

 

 

 

 

 

順位 企業名 本社 小売売上高 進出国数 

１ ウォルマート アメリカ ４８５６億ドル ２８ 

２ コストコ アメリカ １１２６億ドル １０ 

３ クローガー アメリカ １０８４億ドル １ 

４ シュヴァルツ ドイツ １０２７億ドル ２６ 

５ テスコ イギリス ９９７億ドル １３ 

６ カルフール フランス ９８５億ドル ３４ 

７ アルディ ドイツ ８６４億ドル １７ 

８ メトロ ドイツ ８５５億ドル ２２ 

９ ホームデポ アメリカ ８３１億ドル ４ 

１０ ウォールグリーン アメリカ ７６５億ドル ２ 



 

アメリカのＥコマース企業 

順位 世界小売ラ

ンキング 

企業名 Ｅコマース売上

高 

成長率 

１ １２ アマゾン ７００億ドル １５％ 

２ ４８ アップル ２０６億ドル １２％ 

３ １ ウォルマート １２２億ドル ２２％ 

４ ３５ メイシーズ ５４億ドル ３０％ 

５ ９７ リバティインタラクティブ ５２億ドル ６％ 

アメリカではＥコマースによる無店舗販売も進んでおり、その仕組みやビジ

ネスモデルには日本の小売業の見習うべき点も多い。無店舗販売業ではすでに

低価格を武器にするだけではなく、サービス競争に入っている。実店舗ではも

っとサービス性を高めないといけない、日本小売業の生き残りは、地方店舗こ

そのサービスと生産性の向上である。 

 

日本を訪れる外国人は増えていて、今後は海外進出のみならず、インバウン

ドをターゲットとした店舗の充実も期待できる。すでに消費税免税対応制度な

どが進められている。最低購入金額も５千円以下に引き下がられ、訪日観光客

消費が期待できる。地方は地方創生モデルとしてインバウンドの受け入れを積

極的に進めることで、あらたなビジネスチャンスが生まれる。 

地方創生の店舗改善によって、業態化を目指し、活性化した店舗が積極的に

インバウンド需要を獲得することは容易である。 

 

外国人旅行者と支出金額の推移 

 

年 ２００３ ２００８ ２０１３ ２０１４ ２０１５ 

外国人旅行者

（万人） 

５２１ ８３５ １０３６ １３４１ １９７４ 

一人あたり支出

（千円） 

 １３７ １５１ １７６ 


