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経済変革期、新業態の誕生と展開 

－流通ビジネス変革の方向性－ 
（社）中小企業診断協会 鐘井 輝 
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(2) 恐慌時の消費者ニーズ 

(3) スーパーマーケットの誕生 

  (4) スーパーマーケットの競争優位性 

 

３ 小売の輪理論 

  (1) 新業態の参入 

  (2) 新業態の格上げ 

  (3) 小売の輪理論の例外 

 

４ 関西地域スーパーマーケットのディスカウント化方向取組

ケース 

(1) 住宅立地小型ディスカントスーパーマーケットタイプ 

(2) 郊外近隣型ＳＣディスカントスーパーマーケットタイプ 

 

むすびに変えて 

（要約） 

急速な景気後退が現在も個人消費に色濃く影響を残しており、流通ビジネスに影響を与え続け

ている。これからの流通業ビジネスの展望には新たな方向性が求められる。現在、業種業態の垣

根を越えた競争の激化により多くの流通業収益モデルに構造的な劣化が発生してきている。そこ

で本稿は経済変革に伴う流通ビジネス対応の方向は価格ウエイトが も大きいことを確認した

うえで、再構築のアプローチを試みた。わが国成長力低下の原因について人材、現場力、技術・

デザイン・ノウハウなどの「宝の持ち腐れ」現象とそれらを組み合わせて活かす力の不足を指摘

する意見もあり、これらを活用しての多様な消費者ニーズへの対応方向性も求められている。 

キーワード：節約志向、生活防衛意識、高額品売上高低迷、セルフサービス、革新的ローコスト

経営、トレーディングアップ（格上げ）、提供する価値の革新性・適合性 
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はじめに 

去る4月18日、2010年2月期の関西中堅スーパーの決算集計が毎日新聞「経

済ナビ欄」で紹介された。営業利益が全社で2けた減、惨憺たる状況であると報

道されている。各社は売上が比較的堅調な低価格店を増やし、活路を見いだそう

としていることが述べられている。しかし、同時に薄利多売がさらなる競争の激

化を招くもろ刃の剣となる可能性もある点を指摘した。 

 2008 年秋のいわゆるリーマンショックによる急速な景気後退局面は現在も個

人消費に色濃く影響を残している。現在も100年に一度ともいわれているこの経

済激変が流通ビジネスへ影響を与えている。伝統的な流通ビジネスの代表である

わが国百貨店業界の動向を概観したうえで、1930年の世界恐慌時の経済変革が小

売業ビジネスに与えた影響を振り返り、今後の流通ビジネスの方向性を探ってみ

たい。 
 
１ 百貨店業界の近年の動向 

日本百貨店協会は2008年の全国百貨店売上高を前年比4.3%減の7兆3813億

円と発表した。百貨店業界の年間売上高は2008 年まで 12 年連続で 減少してい

る。 少子高齢化による消費人口の減少、定率減税廃止や雇用者所得の伸び悩み、

景気の不透明感などの様々な要因から、小売業全体の売り上げ減少に歯止めがか

からなかった。また、ショッピングセンターや専門量販店などの台頭によって業

界間競争が激しくなり、百貨店業界の経営環境は厳しい情勢が続いている。 
 

1-1 百貨店商品別売上構成比 単位：％ 

 
 
「ビジネスレポートspecial 2009」株式会社HK INTERNATIONAL VISION、25ページ。 
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近年の百貨店売り上げ傾向としては、消費者の節約志向や生活防衛意識が高ま

り、食料品や生活必需品は売れているが、高額品の売上高が低迷しているのが現

状である。全売上高の約24%を占める婦人衣料品は、景気などにあまり左右され

ずそれまでは売り上げも比較的安定していたが、2008年には6.7%減と落ち込み

が激しくなった。 
 

1-2 婦人服売上高動向 

                    単位：千円 
 売上高 前年比 

2004年 1,973,461,069 -4.7% 
2005年 1,961,539,163 -0.3% 
2006年 1,943,529,237 -0.6% 
2007年 1,891,839,745 -2.3% 
2008年 1,764,781,288 -6.7% 

「ビジネスレポートspecial 2009」株式会社HK INTERNATIONAL VISION、26ページ。 
 
また、衣料品全体でも前年比6.2%減となった。美術・宝飾・貴金属といった高

級品も8.9%減と大きく落ち込んでおり、景気悪化の影響が色濃く反映されている。 
 

1-3 美術・宝飾・貴金属売上高動向 

                    単位：千円 
 売上高 前年比 

2006年 401,258,139 － 
2007年 388,730,003 -2.7% 
2008年 353,326,523 -8.9% 

「ビジネスレポートspecial 2009」株式会社HK INTERNATIONAL VISION、26ページ。 
 
逆に売り上げが、わずかではあるが2007年を上回っているのは化粧品(2.2%増)

や食料品(0.3%増)であった。大幅なプラスとはいえないものの、堅調に推移して

いる。 食料品が安定している要因としては、消費節約のため、また、食の安全・

安心が注目される中、外食を控え、自宅で食事をする層が増えたこと、さらに、

百貨店側の「デバ地下」の相次ぐ改装が功を奏したことが考えられる。2007年か

らは食料品の売上高が婦人衣料品の売上高を上回っている。 
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２ 1930年の世界恐慌と小売業 

(1)1929年以降、30年代のアメリカの社会と経済 
 1929年の株価の大暴落、1930年に起こったアメリカにおける銀行危機に端を

発した経済恐慌は小売業に大きな与えた。 
1929 年 10 月 24 日、ニューヨーク証券取引所では、商いが成立するたびに株価

は5ドル、10ドルと下がっていった。普段から商いの薄い株には、まったく買い

がはいらなくなった。株価の大暴落が発生したのであった。1930年の後半に起こ

った銀行危機は農村部が中心であったが、31年の中頃になると都市部の銀行にも

問題が現れてきた。 
  飢餓と余剰の並存という信じられない光景がそこかしこに展開した。失業者た

ちはすりきれた洋服しか着ていないというのに、農民は1932年に1300万梱の綿

の売れ残りを抱えていた。子供たちは段ボール底の靴をひきずって学校へ行って

いるというのに、マサチューセッツ州の靴工場は年の内６カ月は閉鎖しなければ

ならなかった。食事に事欠く人間が大勢いるというのに作物は畑で腐っていた。

カリフオルニアでは売れ残りのオレンジに油をかけて燃やしているというのに、

アパラッチア山脈のある地方では村民のすべてがタンポポその他の雑草で飢えを

しのいでいた。アイオワではトウモロコシが余りにも値が安いため、郡部の裁判

所では暖炉の薪がわりに燃やされたが、干ばつに見舞われた北西部では多数の牛

や羊や馬が餓死していた。酪農家が売れない牛乳を排水溝に流しているというの

に、失業中の親は育ち盛りの子供に何とか１パイントの牛乳でも飲ませてやりた

いと必死だった。こうした矛盾は人々に「豊富の中の欠乏」として意識された。 
 1932年の秋に始まったアメリカの経済恐慌は、世界的な大不況をもたらして、

1934年から36年にかけて、どん底にまで沈んだ。したがって、一般の消費者の

所得は少なくなるし、企業は破産して、失業者が激増するという有様であったか

ら、一般の消費生活の水準も、好むと好まざるにかかわらず、引き下げなければ

ならなくなった。当時のアメリカ一般家計のエンゲル計数は33を示していた。 
(2)アメリカにおける恐慌時の消費者ニーズ 
 一円でも安い食料品を買おうと人々は血眼であった。「当店では卸値で商品を買

うことができます」と広告したスーパーマーケットはどんどん繁盛したのであっ

た。消費者にとっては、安ければ安いほど重宝なことだし、メーカーや問屋とし

ては、たとえ乱売になろうとも、ストックを資金化することの方に、より大きい

関心をもっていた。こういう両方面からの要求がスーパーマーケットの発展に拍

車をかけた。 
セルフサービスの採用は掛売、配達など費用のかかるサービスの一掃と商品回



5 
 

転率主義の採用による良品廉売主義への営業方針転換を意味する。時代の変化を

読みとり長年続けてきた伝統や習慣を捨てた新しい販売方法を採用した革新性が

あった。販売する商品の変更ではなく販売する方法の変更、すなわち全く新しい

タイプの業態の開発があったといえる。文化生活の高まりをうけて生活の享楽志

向が生まれ、消費者ニーズも食料品や日用品はノー・サービスでもよいから、良

い品を安く買うことの方が家庭経済にとっては大切なことであると変化したので

あった。 
(3)スーパーマーケットの誕生 
マイケル・カレンはクローガー・グロサリー・アンド・ベーキング社の支店を

担当していた社員であった。将来性に乏しい自分の地位の限度を知って、副社長

に手紙を書いたのであった。その中で将来のスーパーマーケットに関する自分の

アイデアを述べたのである。この手紙こそ、後に語り継がれることになる「スー

パーマーケットのバイブル」といわれるものである。  
1)間口40フｲート（約12㍍）、奥行130フｲートないし160フｲート（約40～49
㍍）の奇怪なサイズにする。 
2)店の場所は地代の高いところから1ブロックなし3ブロック離れた所。 
3)十分な駐車場を持つ。 
4)店は準セルフサービス方式の経営にする。 

20％を対面販売とし、８０％をセルフサービスとする。彼はその手紙のなかで

次のように述べている。「３００品目を原価で販売したい。２００品目を原価の

５％高で販売したい。３００品目を原価の１５％高で販売したい。３００品目を

原価の２０％高で販売したい。９％の粗利で年間５２０，０００ドルの食料品、

野菜果物を販売したい」。     
 

1-1投資金額 

 
投資内容 構成比 

設備費用総額7,000ドル 
商品在庫金額23,000ドル 
投資金額総額30,000ドル 

23,3％ 

76.7％ 

100％ 

(出所)The Super Market A Revoluton in Distribution,38～39 ﾍﾟｰｼﾞ。筆者加筆。 
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1-2収益・コスト金額 

 
項目 金額 売上高構成比 

食料品年間売上高見込 
野菜年間売上高見込 
精肉年間売上高見込 
年間売上高合計見込 
粗利益高見込 
経費合計 
精肉部門純利益 
経常利益 

442,000ドル 
78,000ドル 
130,000ドル 
650,000ドル 
46,800ドル 
33,800ドル 
3,900ドル 
16,900ドル 

68.0％ 
12.0％ 
20.0％ 
100.0％ 
7.2％ 
5.2％ 
0.6％ 
2.6％ 

(出所)The Super Market A Revoluton in Distribution,38～39 ﾍﾟｰｼﾞ。筆者加筆。 
 

マイケル・カレンの常に念頭を離れない想いは「いかにしたら、他の人より安

く売れるか、いかにしたら他の人を負かせるか、いかに会社のためにもっと稼げ

るか」ということであった。経費をいかに低く維持することができるか、そのこ

とこそが他の人を負かせる唯一のものであると考えたのである。しかしマイケ

ル・カレンはクロガー社の社長に面会することが許されなかったため、職を辞し

キング・カレン食料品会社を自ら設立して、ニューヨークのジャマイカ通りの一

角に1930年、店舗を開店させたのであった。 
(4)スーパーマーケットの競争優位性 
 スーパーマーケットはセルフサービスの便利さを強調し、広告にもそれを打ち

出したのである。「自分でサービスし、お金を倹約してください」、「一番好きな品

物をおとり下さい」、「全国商標品をおとり下さい」などと宣伝された。 
評価は分かれていた。ある幹部にとっては荷馬車時代のように人々が 25 マイ

ル（約 40 ㎞）以上も車を走らせるようなことへの逆戻りや客の慣れているチェ

ーンストアのカウンター・サービスを犠牲にすることが信じられなかった。 
一方で食料品配給機構に革命がまさに起きんと感じていた幹部も存在した。そ

の後Ａ＆Ｐが 1952 年以降の約 4,000 レベルまで店舗数減少させる も大きな要

因に 1930 年代初期におけるスーパーマーケット導入のもたらした食料品業界の

革命的変化があった。 
1942年11月に、政府がＡ＆Ｐを相手どって起こした有名な反トラストの訴訟

事件において、当時社長であった故ジョン・ハートフォード氏は、1945 年 9 月
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に証言台に立ち、キング・カレンやその他独立店が競ってスーパーマーケットを

開店していた 1930 年代初期に、ブルックリン及びロング・アイランドでＡ＆Ｐ

が直面したスーパーマーケットとの競争について述べた。彼はＡ＆Ｐのビジネス

に対するこれらの新しい競争者の蚕食を食い止めんとして、Ａ＆Ｐ自身がついに

スーパーマーケット経営に入っていったその過程を証言している。「私が 初に注

目したスーパーマーケットは東部のものでした。独立店はいち早くスーパー経営

に踏みきりました。私はデトロイトに出かけ、スーパーマーケットに改造された

古い貨物倉庫を実際にみました。私は会社の人間に話し、私たちもこのような経

営を採用する必要があると決断しました。後に私たちはこの競争が私たちにとっ

て本当に何を意味するのかブルックリンにおいて体験しました。私たちにはそこ

にキング・カレンという強敵と、いち早くこの種の店を開店した多くの独立店が

ありました。独立店はいち早く開店し、私たちのビジネスをひどく侵していまし

た。ブルックリンの店で起こりうるものは、他の店でもおこりうると考えました。

原価以下で販売しなくてもこの種の店が経営できるものかどうか試すために、私

たちはついに一店舗を実施に踏みきりました。私たちは経営できると確信を深め、

スーパーマーケット経営に精力的に入っていきました。」 
 初のスーパーマーケットは、大部分独立自営業者により設立されたにもかか

わらず、チェーンストア業者は結局、それらの基本的な利点を認め、唯一のなす

べきことは自分自身でスーパーマーケットを建設することだと決めたのであった。 
 Ａ＆Ｐのスーパーマーケットへの転換は徹底的なものであり、約1万1,000店

が減少したが、売上の減少をもたらすことはなかったのである。消費者が自分自

身で商品を選び、自分の買った品物を手押し車で運ぶことは、一人当たりの平均

買い上げ高の多額化を招き、売上高の増大を可能にしたのであった。 
 
３ 小売の輪理論 

 小売業態の革新考察時に、多くのケースで参考にされる「小売の輪理論」をみ

てみよう。小売業態の進展を説明する理論仮説である。1957年、ピッツバーグ大

学で開催されたシンポジウムでMalcolm .McNair により発表された。それ以来、

半世紀以上が経過しているが、現在でも小売業態の変化を理論的に説明する際に

よく用いられている理論である。 
(1)新業態の参入 
新しい小売業態は、提供サービスを抑え、設備も簡素化するなど革新的なロー

コスト経営を通じ、既存小売業者よりさらに低価格を訴求する形で市場に登場す

る。この革新的な小売業者は、価格競争によって既存小売業者の顧客を奪って成



8 
 

長し、市場での地位を確立する。 
 

3-1 経済効率・快適さからみた小売の輪理論 

 

経済効率

快適さ

快適さアップ

経済効率低下

 

(2) 新業態の格上げ 
やがて、同様のシステムで同程度の低価格を実現した追随業者が続々と登場し、

競争が激化していく。各々が低価格なので価格は競争の武器にならず、品揃えや

サービス、設備の向上などを通じた競争が展開される。その結果、革新的な小売

業者が登場した時の低コスト・低マージン経営は、高コスト・高マージン経営へ

と移行していく（トレーディングアップ：格上げ） 
徐々に価格が上昇していくところへ、次の新たな革新的小売業者が、低マージ

ン、低価格の形態で市場に参入することで成功を勝ち取ることができる。 
 このように、「輪」が一回りするごとに、新たな革新的業者が登場し、小売業

の革新が進んでいくというのが小売の輪の理論仮説である。 

Malcolm .McNair は、アメリカでの百貨店、バラエティ・ストアやスーパー

マーケットなどのチェーンストア、戦後のディスカウント・ストアなどの主な小

売形態の革新がこの小売の輪の理論仮説にあてはまるとしている。 

(3)小売の輪理論の例外 

しかし、小売の輪の理論にあてはまらない例外が存在する。参入時には必ず低

価格でなければならないということではない。例えば、かつて小売の新業態とし

て登場したコンビニエンスストアは、定価販売、高マージンで参入を果たしてい
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る。これは利便性という提供価値が受け入れられた結果と考えられる。 

このことからも小売業態革新は、小売の輪の理論で唱えられている「低コスト・

低マージン・低価格を実現する革新的業者の登場により実現する」というだけで

なく、「業態が提供する価値の革新性や適合性」という視点も必要であるといえ

るであろう。 

 

４ 関西地域スーパーマーケットのディスカウント化方向取組ケース 

以下関西圏スーパーマーケットで取り組まれたディスカウント化方向への取組

ケースをみてみたい。 

(1) 住宅立地小型ディスカントスーパーマーケットタイプ 

① Ａ社ディスカント業態Ｍ店の概要 

《Ａ社の概要》 

本部所在地 ：大阪 
事業内容  ：衣料品、食料品、電気、家具、レジャー用品、日用雑貨等の総合小

売業チェーン 
展開業態  ：GMS、SM、SuC 
売上高   ：3,371億円（2008年度） 
《Ａ社ディスカント業態Ｍ店》 

店舗面積  ：641㎡ 

駐車台数  ：22台 

駐輪台数  ：40台 

営業時間  ：10時～21時 

休業日数  ：年間1日 

年商予定  ：9億7,000万円 

従業員数  ：24名（社員5名、パートタイマー19名） 
商圏設定  ：世帯数30,521 0～0.5㎞ 7,295世帯、0.5～1.0㎞ 23,226世帯 
       人口   64,651 0～0.5㎞ 16,329人、0.5～1.0㎞ 48,322人 

 

② Ａ社ディスカント業態への取組 

Ａ社ディスカント業態店では顧客に1円でも安<商品を提供するため、店舗運営

に関わるあらゆるコストを見直した。 

店舗運営コストや各種サービスを見直すことで得られた原資をもとに、全ての商

品の価格を見直し、顧客に必要とされる商品の安さが強調され、毎日、低価格で

販売されている。EDLC（エブリデー・ローコスト）に取り組むことでEDLP（エブ



10 
 

リデー・ロープライス）実現に取り組んでいる。 

Ａ社ディスカント業態店では日々の低価格商品が店頭で「毎日がお買い得」、「ぶ

っちぎり得価」というPOP（ポップ広告）表現で顧客に知らされている。「毎日が

お買い得」と店頭POPにて表現される商品は毎日同じ価格で販売されるお買い得

商品で、いつでも安く販売されている商品」である。又、「ぶっちぎり得価」と店

頭POPにて表現される商品は数量が限定され期間も限定されている低価格で品揃

えされている商品である。 

(2)郊外近隣型ＳＣディスカントスーパーマーケットタイプ 

①Ｂ社ディスカント業態Ａ店の概要 

《Ｂ社の概要》 

本部所在地 ：和歌山 
事業内容  ：衣料品、食料品、電気、家具、レジャー用品、日用雑貨等の総合小

売業チェーン 
展開業態  ：GMS、SM、SuC、ＳＣ、高級食品スーパー 
売上高   ：2,558億円（2008年度） 
《Ｂ社ディスカント業態Ａ店》 

店舗面積  ：1,322㎡ 

駐車台数  ：360台 

営業時間  ：9時～24時 

休業日数  ：なし 

年商予定  ：12億円 

従業員数  ：34名（社員6名、パート・アルバイト28名） 
注) GMS:ゼネラルマーチャンダイジングストア、SM:スーパーマーケット 

 SuC:スーパーセンター、: ＳＣショッピングセンター 

②Ｂ社新業態への取組 

アメリカのウオルマート・ストアーズと互角に戦っていた米テキサス州のローカ

ルスーパーの経営方法を参考にして、ディスカウントスーパーマーケットと高級

食品スーパーマーケットの新業態を確立させた。 

米テキサス州のローカルスーパーでは高級食品スーパーやディスカウントスー

パーマーケットなど複数の業態を同一地域に展開していた。Ｂ社はこれを参考に

不振のスーパーマーケットをディスカントスーパーマーケットに転換するなどし

て2004年にSuCも含め3つの業態を一気にオープンさせている。 

高級食品スーパーはホテル出身のシェフらが惣菜を監修するなど、高級感と品

ぞろえの深さにこだわる。その結果、社会催事や給与所得者の給料日には売上が
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伸びることが確認されている。Ｂ社の地盤とする地域は物流の不便さと人口減少

から競合の大手流通業進出優先度が低いと考えられていたが、確実に食品で収益

を稼ぐ体質づくりを追求してきたことが新業態成功の基盤になっている。 

 Ｂ社はGMS、SM、SuC、ＳＣ、高級食品スーパーという5つの業態で自社商

圏の多様な買い物行動を行う消費者ニーズに対応しているといえる。 

 (3) ディスカウント化方向への取組内容 

取り組まれた内容は店舗運営に発生する経費の削減と顧客に提供するサービス

に伴う経費削減に分けることができる 

①店舗運営に発生する経費の削減 

１）チラシ折込み回数の大幅な削減 

2)コンテナ陳列・ケース陳列商品の拡大 

3)自動補充発注対象商品の拡大 

4)チラシによる売価変更の頻度を少なくしEDLP対象商品を拡大 

5)アウトパック比率の向上 

6)品捕えアイテム数の削減 

②顧客に提供するサービスに伴う経費削減 

1)ポイントカード・クレジットカードの取り扱い 

2)ギフト包装 

3)ドライアイスサービス 

4）宅配受付 

5)各種キャンペーン・イベント 

既存のスーパーマーケット業態と比べて、各種サービスが大幅に削減されてい

る。EDLPを実現するためには、EDLCでなければならない。ローコスト運営の仕組

みをより多く取り入れていく必要がある。 

例えば通常、飲料売り場では売り場ごと冷蔵庫化したウォークインクーラーが

導入されるが在庫置き場と売り場を共通化させて売り場へ運ぶ作業工程を省略さ

せる。 

 また、米などの重い商品は、コンテナごと商品棚にはめられる什器に変更され、

商品入れ替え作業の効率性を図るために通路も広げられた。 

 スーパーマーケットでは商品は理路整然と商品棚に並べるのが一般的である。

しかし、それでは棚整理のための作業量が多い。そこでローコストの仕組みでは

カップ麺など形の崩れない商品の棚をかご型に変更して陳列の直しにかかる手間

が省かれる。 

同時に商品説明のPOPも大幅に見直されることになる。通常、通路側の商品棚
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にはさまざまな POP が毎週作成され、入れ替えられるが、POP の内容を限定する

ことでPOP作成にかかる時間が圧縮される。 

 今までのスーパーマーケットのオペレーションでは同じ食品でも青果や加工食

品などの分類別に、各部門が縦割りで売り場を作ることが多かった。しかしEDLC

実現のためには品出しが従業員全員で行われ、部門をまたいで時間帯ごとの人員

配置が見直されることになる。 

 

むすびに変えて 

 

5-1 経済効率・快適さからみた対応の方向 

経済効率

快適さ

ＳＰＡ化

ディスカウント化

個店対応

コラボレーション

ＰＢ強化

 

以上、流通ビジネス変革の方向性について現在多くの企業で取り組まれている

ディスカウント化の方向について述べてきた。経済変革に伴う流通ビジネス変革

の方向は上記方向への対応のウエイトが も大きいと思われる。しかし、多様な

消費者ニーズに応えていくための変革には他の方向も存在している。すなわち「Ｓ

ＰＡ化」、「ＰＢ強化」、「個店対応」、「コラボレーション」などである。これら関

連した流通ビジネス変革の諸方向については今後の研究課題としていきたい。 
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