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１、はじめに 
この卒業論文を書くにあたり私は 100 円ショップを題材にあげることを考えていた。国

内において現在この 100円ショップ業界を牽引する大創産業が店舗を出したのは 1987年の
ことである。それも独立店舗という形ではなく、スーパー内のインショップ（店内店舗）

としてであった。それから 4年後の 1991年に初めての直営店としての独立店舗を出してか
らの成長はすさまじかった。わずか 7 年後には直営店、フランチャイズチェーン合わせて
1000 店を超える勢いで成長していた。もちろん、100 円ショップを営業しているのは大創
産業だけではない。2013年 1月現在では主要 4社（大創産業、セリア、キャンドゥ、ワッ
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ツ）の店舗数は 5600を超える1。100円ショップという小売の形態は 1990年代から今のよ
うな形として形成されていて比較的新しいと言える。しかし、百貨店や総合スーパー、コ

ンビニエンスト・ストアーといったいわゆる確立された業態に続く新たな業態として分類

する研究者が数多くいることを、100円ショップを追うことで知った。 
勉強不足を露呈するようでまことに恥ずかしいことではあるが、この“業態”とは何か、

この時著者はしっかりと認識することができなかった。 
実際に業態について学んでみると、業態を特に取り上げる小売業態論の研究パラダイム

は奥が深く、またその議論はいまだに収束しきらない状況にあることがわかった。 
私が特に明らかにしたいことは小売業態という概念、そしてこの小売業態の動きを研究

する上で掲げることのできる目的であったのだが特にこのあたりの議論が大きく渦巻いて

いるように思えたのである。 
こうした小売業態論の過去の研究の系譜を見つつ、100円ショップ、ダイソーをモデルに

業態概念とはどういったものか、そしてその研究目的とは何か、その答えをよりわかりや

すく明らかにすることが本稿の目的である。 
 
２、先行研究 
２－１、小売業態論の研究パラダイム  
２－１－１、小売業態研究の目的  

そもそも小売業態論は何故研究されるようになったのか。坂田(2002)は、日本の小売業	 
態に関する研究は荒川まで遡ることができるとしている2。そこで荒川は「小売商業競争の

解明において現代独占資本主義下の各個別小売商業資本の質的多様性をどう組入れてゆく

かは今後の重要な課題でなければなるまい」と述べ、小売形態は小売商業における競争の

分析に必要な概念であると示唆しているという。実際、1980年代から、食肉、鮮魚などと
いった、素材食品を扱う業種3店の衰退が始まり、変わって、スーパーマーケットといった

業態店が伸びていった。しかし、当時の経済産業省の指標ではまだ業態についての区分は

なく4、スーパーマーケットは「各種食料品小売業」や「その他の飲食料品小売業」に含ま

れ、統計によるこの変動の観察は十分にできる状況ではなかった。また、当時、支配的業

                                                   
1 株式会社大創産業	 会社概要、http://www.daiso-sangyo.co.jp/company/profile/index.html、 
株式会社セリア	 会社概要、http://www.seria-group.com/corporate/information/overview.html、 
株式会社ワッツ	 会社概要、http://www.watts-jp.com/company/outline.html、 
株式会社キャンドウ	 会社概要、http://www.cando-web.co.jp/corporate/about/profile.html、 
いずれも 2014年、1月 17日。  
2 ただし、小売業の形態という概念と業態という概念がほぼ同義語であると想定したとき。 
3 例えば、魚屋、八百屋、文房具屋など、一定の関連を持つ商品群を扱う小売様式である。業種という概
念のより詳細な議論は後に取り上げる。 
4 経済産業省による業態別統計は 1982年から始まっている(南	 2011)。取扱商品、売場面積、営業時間、
セルフ方式、従業者数などの５つの分類軸によって、「百貨店」、「総合スーパー」、「その他の総合スーパー」、

「専門スーパー」、「コンビニエンス・ストア」、「その他のスーパー」、「専門店」、「その他」の９つに分類

された(稲田	 2002)。 
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種の変動は「フォード効果5」による説明が主流だった。食料品の消費量が減ることは考え

づらいので、食料品を扱う業種店の減少フォードの法則に従うもののように見える。しか

し、「成長業種の中に従来の枠組みでは捉えきれないような、品揃え政策による複合型小売

業(稲田	 2002	 p.4)」、まさに業態店が出現した場合には対応できなかった。つまり小売競
争構造を分析する際には、小売競争を一元的にとらえるのでなく、小売企業の形態という

分類のもとで分析することで小売形態という概念を議論する必要性が見出されるとしてい

る。 
	 では、このように小売形態を基軸としたときに小売競争はどのように分類できるのか。

坂田(2002)は荒川の 3つの分類を採用している。 
	 	 同一形態間競争  

第一に、同一形態同士の小売商相互の競争が挙げられる。これは例えば百貨店同士やコ

ンビニエンス・ストア同士の水平的競争である。この競争は主に経済学者によって議論さ

れる領域であると考えられており、小売形態に関する議論ではあまり取り上げてこられな

かったと坂田(2002)は言う。 
	 異形態間競争  

第二に、異なる形態の小売商相互の競争である異形態問競争が挙げられる。百貨店対総

合量販店であったり、総合量販店対コンビニエンス・ストアといったような、小売業界全

体における形態の支配力の変動である。そして、この異形態間競争が も重要な競争形態

であると考えられてきた。その理由は３つあるという小西の主張を坂田(2002)は紹介してい
る。第一の理由は、新たな小売形態が既存小売商の扱う商品をより低コストで販売するこ

とで、高利益を獲得する可能性があることである。第二の理由は、新たな小売形態がその

取扱商品の幅を既存の小売商と相対的に増やすことで、既存の小売形態の主力商品を販売

するようになり、既存の小売商のシェアを浸食する可能性があることにある。第三の理由

は、そうした異形態間競争が進むことで、消費者の購買習慣に影響を与え、変化させ得る

ことにある。それによって、様々な形態の小売商の長期的シェアに影響を及ぼし得るから

である。実際、この異形態間競争に関する研究は小売業態論の中心的課題として取り上げ

られてきた。後の節でこの競争形態の主な研究を紹介する。 
	 垂直流通間競争  

そして、第三の競争形態は流通段階の異なる商業企業の間で起こる、流通過程における

支配力を争う競争である垂直的競争である。製造業者対小売商、卸売商対小売商といった

ような競争形態である。なぜここで小売形態という概念が必要になるのか。例えば新たに

登場した小売形態のその特徴的な戦略や、既存の小売業態の成長により、卸機能を自ら担

当したり、チェーン化することで、仕入れ量を飛躍的に増やし、メーカーとの交渉力を持

つようになり、流通の主導権を小売企業が握る可能性が考えられるからであると坂本(2002)
                                                   
5 「生産－消費」の流通構造の変化によって、小売業を通して販売される商品には種類別の増減があると
する説である。実際、先進国において、小売段階の生活必需品の流通量が増加した場合、その商品を販売

する小売商の店舗数は減少することが確認されている(稲田	 2002)。 
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は言う。 
 
２－１－２、小売業態研究の中心課題  

前節で挙げたように、小売業態論における中心的課題として取り上げられてきたのは異

形態間競争であった。そして、この異形態間競争は小売業態の発展と捉えられてきた。趙

曄(2009)は、Brown. S.の研究を紹介しつつ 1980 年代までのそうした小売業態展開理論仮
説を、循環理論、環境理論、衝突理論に整理していると紹介している。また、これらの研

究は、それぞれ視点は異なるものの、小売形態の変化を進化のプロセスと認識し、それを

解明することに小売業態研究の意義を持つと考えられて行われてきたと坂田(2002)は言う。 
上記のように分類された主な仮説の代表的論者と要点を渦原(2003)がわかりやすく列挙

しているので、紹介しておく。 
 

２－１－２－１、サイクル (循環 )理論  
	 サイクル理論とは、業態変化は周期的に起こるものであり、ある決まったパターンが繰

り返されるものであるとする理論である。 
(1) 小売の輪仮説―マックネア(McNair,M.P.)は、革新的小売業者は低い社会的地位、粗利
益率、低価格で市場に参入し、メジャーになるに従って、価格上げを行い、非価格訴求

戦略を取るようになる。それによって、新たなイノベーターの参入を招くという「小売

の輪仮説」を提唱した。 
問題点―高価格型の小売業態の出現が考慮されていないという。例えばコンビニなどが

いい例である。他にも、低マージン・低価格を可能にする革新の源泉、既存業態からの

反応、新規低価格業態の登場、格上げなどのプロセス、消費者の反応・愛顧など、その

限界は多く指摘されるものの、この仮説の提唱により小売業態発展仮説のパラダイムが

生まれた。 
(2) 真空地帯仮説―ニールセン(Nielson, o.)は、消費者の選好を曲線で表したとき、低価格・
低サービスと高価格・高サービスの両端ゾーンに空白ができ、ここから革新者が参入す

るという仮説を唱えた。 
問題点―消費者選好の対象が小売サービス全体を指すことから、消費者選好分布曲線が

既知のものとされているが、実際には推定が困難であると指摘される。 
(3) 小売アコーディオン仮説－ホーランダー(Hol1ander, S. C. )は、商業の発達史から見て、
商品ラインの総合化と専門化の繰り返しが起きていることを主張した。 
問題点―品揃えの拡大・縮小が発生する理由の説明不足、消費者の反応・愛顧が考慮さ

れてないと指摘される。 
(4) 小売 3つの輪仮説―イズラエリ(Izraeli, D. )は, 上記のマックネアの小売の輪仮説の不
備を補うために、価格・サービスが高水準の新規参入者、既存小売業態の反応を組み込

んだ 3つの輪をモデルに組み込み、より一般化を狙った。 
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問題点―新規業態の登場、格上げ・格下げなどのプロセスについて、消費者の反応・愛

顧が考慮されていないと指摘される。 
(5) 小売業態ライフサイクル仮説－ダヴィッドソン(Davidson, W. R. )は、小売業態の発展
段階が、導入期→成長期→ 成熟期→ 衰退期の過程を辿ることを説明した。 
問題点―小売業態が発展し, ライフサイクルを辿っていく理由の説明不足、消費者の反
応・愛顧が考慮されていないことが指摘されている。 

(6) 多極化原理―ブラウン(Brown, S. )は、業態革新の方向を、大型店⇔ 小型店、価格志向
⇔ サービス志向、狭い品揃え⇔ 広い品揃えなどのように、多次元対極モデルで説明し
た。 

 
２－１－２－２、環境理論  

環境理論とは、小売業態の変化を環境条件の変化(環境要因)で説明する理論である。 
(1) 環境理論―ワディナンビアラッチ(Wadinambiaratchi, G H.)は、小売業態の変化を市場
の経済的、人口統計的、社会的、文化的、法律的、技術的環境条件の変化で説明した。

バックリン(Bucklin, L P.)は、特に経済的要因を重視して、経済発展と小売構造の関係
を説明した。 
問題点―環境理論は、環境への適応能力を業態の存続と成長に結びつけ、環境に対する

受動的な側面が強調されて、業態の主体的な側面が軽視されていると指摘される。ワデ

ィナンビアラッチの理論では、経済史的な長期的視野に立つもので、高度産業段階での

業態の説明には不十分であり、バックリンの理論では、単純な西欧的価値一元論に根ざ

しており、普遍性に欠けると指摘される。 
(2) 自然淘汰説―ドリースマン(Dressman, A C R.)は、「生物と同様種々の環境要因に も

効果的に適応できるモノが繁栄し、生き残る」とダー・ウィン(Darwin, C)の自然淘汰
説に基づく適応行動理論で説明した。 
問題点―同じ様な環境条件や変化が与えられても、小売業態構造や変化の方向が同じに

なるとは限らないと指摘される。 
 

２－１－２－３、コンフリクト (衝突 )理論  
コンフリクト理論は、小売業の変化を旧業態と新業態との衝突、ダイナミックな相互作

用によって説明しようとする理論である。 
(1) 弁証法的発展論―ジスト(Gist, R R)は、正(テーゼ)・反(アンチ・テーゼ)・合(ジン・テ
ーゼ)という弁証法的進化論で小売業態の発展過程を説明した。 

(2) 「衝撃一防衛的後退一認知一適応」モデルー一スターンとエル・アンサリー(Stern, L W. 
& ELAnsa1y, AL)は、組織論で開発されたモデルを、新業態の登場は既存小売業にとっ
て「衝撃」の局面→挑戦者に対して中傷・妨害をする「防衛的後退」局面→相手が存続

するのを認知し、前向きの反撃手段の必要性を感じる「認知」の局面→ これまでの衝
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突を解決し、新たな均衡ができる「適応」という 4つの局面で説明した。 
問題点―コンフリクト理論では、競争関係のみで説明しようとしているために、その他

の外部環境要因の影響を入れていないと指摘される。 
	  
	 渦原(2003)は、さらにこれらの理論に共通した問題点も指摘している。 
まず、どの仮説も小売業態の生起・発展を説明しようとしているにもかかわらず、戦略

タイプとしての小売業態と、企業である小売業者、事業所である小売店舗とを混乱させて

いる。そして、小売業態に関する知識の国際的な移転が考慮されず、仮説として不十分で

ある。また、業態認識が不明瞭であり、展開の因果関係についての検討が欠如している。

さらに、業態展開理論研究が、業態と環境の問題、および、その生成・発展の問題を主題

とする、マクロ理論の視点から展開パターン分析に焦点設定されてきたが、今後はさらに

個別小売企業の経営戦略・戦術を課題とするミクロ理論の視点からの分析が必要であると

いうという。 
 
２－２、業態とは何か  
２－２－１、国内での中心課題研究  

	 前節では欧米の異形態間競争という小売業態研究の中心的課題に関する代表的な研究を

挙げた。そこではマクロ視点の研究が主流であった。坂田(2002)はそれでは小売業態そのも
のを説明するものではないと言う。なぜなら、支配的業態の変動や変化には焦点があてら

れてきたが、小売業態はどういった概念なのか、どう定義されるのかは触れられてこなか

った。そのために小売業態を語る際、各小売業態の代表的１社を挙げるか数社挙げるのが

一般的だったが、それでは語りたい小売業態そのものを語っていないからである。 
それに対し、日本国内の研究は小売業態とは一体いかなる概念であるのかということを

問題とした研究が多くみられる(坂田	 2002)。 
 

２－２－１－１、小売ミックスを分類軸とした小売業態  
前節で小売形態と小売業態はほぼ同義語の概念であるとしたが、現在では小売業態とい

う概念は小売形態を規定する一要素であるという見方が一般的である。ここで小売業態と

は消費者が実際に接する店舗や販売に関する営業形態であり、小売形態はそうした営業形

態を可能にする経営形態や企業形態などを包摂した概念であると矢作(1981)は言う。渦原
(2003)も同様のことを述べている。 
「小売とは、大量仕入れされた商品(消費財)を 終消費者である一般家庭へ小口に分割し

て販売することであり、小売商業形態とは、小売ビジネスを営むための事業パターンと定

義され、内容的には、営業・組織・小売店舗集合という３つのタイプに分類される。すな

わち、小売商業形態は小売事業パターンの総称(包括概念)であり、上位概念と位置づけられ、
この基での下位概念は、営業形態(業態)と組織形態、集合形態である。営業形態の省略形が
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業態であり、業種に対応する用語である。業種とは提供する商品の種類による分類であり、

業態とは営業の方法を分類する時の総称である（渦原	 2003	 p.87）。」 
つまり、渦原(2003)は、業態とは小売事業のうち、営業の形態、方法を分類する際に用い

られる用語であるとしている。 
そうした概念の捉え方を踏まえ、「小売業態を規定する要素が一体いかなるものであるの

か、あるいは、ある小売業態と別の小売業態とをいかなる軸をもって分類するのか(坂田	 
2002、p.66)」ということがメインストリームとして議論されてきた。 
そして、その分類に関わる要素や軸は、総括して「小売ミックス」と呼ばれてきた。「小

売ミックスとは、商品構成、価格設定、立地条件、販売促進、営業時間など諸要素の組み

合わせのことであり(稲田	 2002、p.11) 、」小売商は、これらの組み合わせから戦略を決定
するというのが、この議論を行ってきた研究者らの見解である。下の図表１は小売ミック

スの要素をまとめたものであるが、そこにあるように小売ミックスは個別店舗のみでなく

その集まりである、商業集積という形においても、構成要素となる。 
図表１	 小売ミックスの要素 
消費者の認知次元 小売ミックスの要素 

個別店舗 商業集積 

立地上の便利さ 所要時間 
公共交通機関 
駅からの距離 
駐輪場・自転車置き場 

所要時間 
公共交通機関 
駅からの距離 
駐輪場・自転車置き場 

品揃え 品揃えの広さ 
品揃えの深さ 
品揃えの水準 

業種構成 
業態構成 

販売促進およびサービス 店員の接客サービス 
広告 
宅配サービス 

広告 
飲食施設 
レジャー施設 
公衆便所 
歩行者安全 

雰囲気 レイアウト 
商品陳列 
店内混雑度 
顧客層 

レイアウト 
公共空間 
モール 
顧客層 

価格 価格ゾーン 
特売 

価格ゾーン 
特売 
寺島(1999) 、p.101より。 

	 小売業態は、こうした諸要素から構成される小売ミックスにより、小売店舗を、百貨店、
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食品スーパー、コンビニエンスストアなどに大きくパターン分けしたものだと池尾(1997)
はいう。しかし、ここで注意したいことは、小売業態はあくまで小売ミックスを大まかに

くくったもので、同じ業態においてもその要素の程度にはばらつきがあるし、組み合わせ

が異なる場合もある。さらに、小売ミックスの諸要素自体も挙げればキリがなく、統計の

年代や、研究者によって、業態の分類軸とする小売ミックスの要素は異なる。そして、小

売企業は市場の変化や、商圏といった制約の中で、より消費者の愛顧を獲得すべく小売ミ

ックスにおいて競合に対し、差別的優位性を追求していく。そのなかで、小売ミックスの

パターンである小売業態も進化していくとしている。 
 

	 ２－２－１－２、小売業態と小売イノベーション  
	 小売ミックスでの業態分類は、つまり業態を、小売店舗といった「消費者が実際に接す

る店舗や販売に関する営業形態」であるとする概念において可能となる。しかし、小売業

の後方部分である商品供給や組織構造といったマネジメントが伴わなければ、実際の店舗

運営は不可能である。つまり、業態革新は小売ミックスの次元の革新のみならず、このマ

ネジメントの革新も関係してくると考えるべきである。 
渦原(2003)は従来の小売ミックスやマクロ視点からのみの小売業態論では説明が不十分

だとし、売り方を規定する「顧客に対する技術」と、売り方の可能性を規定する「店舗や

取引関係の技術」に分けて説明しようとしている。前者は、まさに小売ミックスを指す。

後者は対組織間取引(商品調達やロジスティクス、情報サービスなどチャネル間関係)と組織
内取引(販売管理や財務管理、人事管理、システム・組織管理、情報管理などの内部管理)
から構成され、これらの総合的な組み合わせである小売経営技術でのイノベーションが小

売業態の生成や革新を生むとしている。 
矢作も同じ立場であることを稲田(2002)はいう。小売ミックスを背後で支える供給システ

ムと組織構造は、独立したものではなく、それら３つは、それぞれに相互作用し小売ミッ

クスの革新性を生み出す。それを「革新の連鎖」と呼び、小売業態の革新の程度は供給シ

ステムや組織構造といった、垂直的な関係を含めた小売流通システムを全体観察しなけれ

ば、正当に評価したとは言えないとしている。 
 
２－２－２、流通革命の研究パラダイム  

	 これまで取り上げてきた日本の研究をみると欧米に比べ、よりミクロの視点をもってい

ることがわかる。このマクロからミクロへという志向は他にも見られる。石井(2012)は日本
の流通革命6についての研究の系譜をたどっている。林(1962)、佐藤(1974)、矢作(1981)の
批判的検討の議論の展開は、ただ流通革命を追うだけものではなく、その理解の方法を深

                                                   
6 1950年代後半から 1980年頃のダイエーをはじめとしたイトーヨーカ堂、西友ストア等といった店舗/
企業群の生成、急激な成長を指す。「低価格設定」、「大型店」、「チェーン展開」、「 寄品中心の幅広い品揃

え」を特徴にしたそれらの新たな小売店舗、企業はそれまでの小売業界におおきな影響を与え、総合スー

パーという新たな業態として認識されるようにもなった。石井(2009、2012)参照。 
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化していったことが大きな功績であると石井(2012)は言う。 
 

２－２－２－１、林周二 (1962)の機能主義的アプローチ  
林(1962)は機能主義的アプローチでこの流通革命を見た。林(1962)は形態より機能に注目

すべきだという。この見方は機能主義7であり、システム(機能)分析は「全体」の視点に立
つと石井(2012)は言う。そしてその「全体」の視点からその「全体」を構成する各要素の機
能・役割を明らかにしていくことにその意義がある。ここで全体の秩序が前提としてあり、

その秩序を維持すべく各要素が機能するというのがその基本的仮定である。石井(1962)は、
「全体を成り立たせている価値は何か」ということは問題外であり、ここで見るのはあく

まで、既にある秩序がいかに保たれているかであるということを強調している。 
林(1962)は国民経済全体を生産部門、消費者部門、そして流通部門から成り立つと考えて

いた。これは今だからこそ注目すべきことではないが、当時の経済学では生産と消費をつ

なぐ「流通」は、ほとんど無視されていたことから、当時としては新しい見方であったと

石井(2012)は言う。 
	 当時、生産部門では大量生産体制へ、消費部門でも大量消費体制が定着しようとしてい

たと特徴づける中で、そしてこの流通部門が「長くて細くて複雑に交錯した」流通から「太

くて短い」流通へと革命的に変貌せざるをえないことを林(1962)は主張している。この「長
くて細くて複雑に交錯した」流通とは伝統的な卸売・小売の流通であり、これを非効率的

とした。 
 

２－２－２－２、佐藤肇 (1974)の組織論的アプローチ  
	 佐藤(1974)は林(1962)の「長くて細くて複雑に交錯した流通から太くて短い流通への変貌」
それ自体は確かに時代の流れの中で見て取れるものとしたが、それを引き起こす主体が何

か。果たして、この変貌は必然のものであるのか。そうした視点がないことを批判した。

佐藤(1974)はこの流通というシステムがより効率的なものへと自然に変貌していくもので
はないと考えた。そして、アメリカの流通革命の歴史を見ることで、このシステムの変貌

を引き起こす主体は何なのかを探ったのである。20世紀のアメリカの小売業態の変動の 
なかで、業態が違っても「変わらないものは何か」。そして、その「変わらぬものを変わら

ないものたらしめているものは何か」。これが佐藤(1974)の問題提起であった。 
	 佐藤(1974)はこの変わらないものが「チェーン・オペレーション」という経営管理技法で
あるという。このチェーン・オペレーションがアメリカで発展し始めたのが 1920 年前後。
それが定着して以降、1930年代にスーパーマーケット、1950年代にディスカウントストア
が登場しても、A&P、シアーズローバック、モンゴメリーワードなどのトップ小売企業の

                                                   
7 石井(2012)によるとこの機能主義は当時の流行りで、当時の戦後の新しい時代を切り開く勢いの中で機
能に注目することで旧秩序(旧形態)を打破し、全体としての秩序を維持し成長させていく躍動を感じさせる
枠組みであった。 
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市場地位は 1972年までの約 100年間ほぼ変わっていない8。 
	 チェーン・オペレーションは「多数の分散的に配置された店舗単位によって販売利益を

あげ、同時に中央の本部における大量集中仕入によって仕入の利益を実現(佐藤	 1974	 
p.32)」する経営手法である。そしてこの経営手法は「商店が対応できる市場の広がりは限
られている」という小売業の 大の制約を打破できるものだと佐藤(1974)はいう。商店は必
ず商圏を持つ。それぞれの商店によってその範囲は異なるが、チェーン・オペレーション

を導入できれば、需要のあるところどこにでも出店でき、商圏という限界を乗り越えるこ

とができる。 
チェーン・オペレーションは、本来、商店が一つの組織として行ってきた、仕入れと販

売を分離すること、つまり組織上の機能分離をすることによって可能になる。「仕入れ機能

を持った本部が商品を一括集中して仕入れ、それら商品群をチェーン各店で販売する(石井	 
2012	 p.229)」のである。この仕組みがこの手法の大きな利点である。まず、低価格・大
量販売(マス・マーチャンダイジング)を可能にする。さらに、本部の一括集中仕入は各店の
仕入とは比較にならない量の仕入を可能にし、それによって規模の経済が働く。また、そ

れに比較して仕入・運搬・取引作業が増えることはないので、コスト・ダウンにもつなが

る。対仕入れ先、対メーカーにおける交渉力を発揮できることも大量仕入の大きな利点で

ある。このように、チェーン・オペレーションは商圏という限界を打破するとともに、仕

入面での規模の経済性を持つ革新的な経営手法なのである。 
	 石井(2012)はここで単品主義という考え方が重要になるとしている。単品主義とは商品を
絞ってトップシェアをとることであり、チェーン・オペレーションのカギになるという。

ダイエーの創設者、中内功氏の話から説明している。「だしじゃこ」と「スカート」の組み

合わせによって一番を目指すのではなく、「だしじゃこ」単品で一番を確保するのが肝心だ

という。なぜなら、その「だしじゃこ」の仕入先にとって一番の取引先になることで、よ

り有利な取引条件を得ることができるからである。しかし、あまり関連性のない仕入はそ

の仕入力の分散につながると考えられる。中内氏は「メーカーから価格支配権を取り戻せ」

といったスローガンを訴える中で、この単品主義をチェーン・オペレーションに組み込も

うとしていたと石井(2012)は言う。 
	 チェーン・オペレーションによる影響は経済全体にも及ぶと佐藤(1974)は考える。まずは
大規模な小売企業の誕生である。小売市場における寡占企業となる力を持った大規模小売

企業はさらに、主導的な生産過程への垂直統合を図ると佐藤(1974)はいう。これは正に第三
の小売競争の形態である。しかし、すべての生産を小売企業が掌握することは考え難い。

そこで佐藤(1974)は流通システムは３つのサブシステムに別れるという。第一にチェーン小
売業が主体となって形成される流通システム、第二に卸売業が主体となって形成される流

                                                   
8 ただし、石井(2012)は、佐藤(1974)の理論的業績を貶めるものではないとしながらも、この「アメリカ
の流通 100年間に学ぶ」という立論の立脚点(帰納法)の限界を指摘している。なぜなら、この時の上位の
企業は 2000年代にはほとんどその順位に残っていないからである。 
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通システム、そして第三にメーカーが主体となって形成される流通システムである。この

３つのサブシステムは相拮抗しながら、成長していく。石井(2012)はシステム全体である経
済の秩序はこのサブシステム間の競争とサブシステム内の協調とが交錯することで保証さ

れることを佐藤(1974)が説明しているという。（多元的流通システム） 
 

	 ２－２－２－３、矢作敏行 (1981)の社会構築主義的アプローチ  
	 矢作(1981)は、流通革命は小売企業がチェーン・オペレーションという革新的な経営手法
の採用によってひきおこされたという佐藤(1974)を批判している。矢作(1981)は、佐藤
(1974)がチェーン・オペレーションをあたかもそれさえあれば、どんな市場の変化にも対応
できる「万能バサミ」のように理論立てていることを指摘し、重要なのはチェーン・オペ

レーションだけでなく、「店舗形態や販売技術」の革新(業態)も考慮に入れるべきだとした。
矢作(1981)は、チェーン・オペレーションのみでなく、業態によって市場の変化に対応した
例をあげている。 
「米国の A&Pはスーパーマーケットという業態の創業企業ではなかったが、それに先立

ち小規模食料品店のチェーンストアを展開しており、1930 年代以降のスーパーマーケッ
ト・ブームに巧みに乗った。 
バラエティ・ストアのチェーンストアだった K マート(旧社名クレスゲ)は 60 年代初め、

ディスカウント・ストア旋風に巻き込まれて業績が頭打ちになると、間髪入れずディスカ

ウント・ストアに切り替え、成功した(矢作	 1981	 p.62)」。 
こうした業態の革新は、では何によって引き起こされるのか。矢作(1981)が注目するのは

現実感覚を持った経営者らである。矢作(1981)の研究方法は他のそれとは異なる。既存の概
念をできる限り脇に置き、当事者の見方・考え方を再現するかのように歴史的な経緯をた

どっていく、石井(2012)はこの方法をエスノグラファー9的だという。この手法は日本の流

通革命の主役であるスーパー10の生成における経営者の動きを明らかにした。上の項でもあ

げたが、中内氏は単品主義をそのスローガンにこめていた。しかし、実際に売り場に並ん

だのは「だしじゃこ」だけではなく、「スカート」もそこにはあった。本来、目指していた

のは確かに単品主義という理論をいかした「スーパーマーケット」のはずであったが、流

通革命をなし得たのは「スーパー」であり、この変身を可能にしたのは経営者らに現実感

覚が身についていたからだと矢作(1981)はいう。 
このことから、矢作(1981)は、現実は理論を超えるという。これはどういうことか。理論

はあくまで当事者にとっては判断材料の一つにしか過ぎず、当事者はいくつかの理論を選

ぶ立場にあり、理論の妥当性は当事者の裁量によって決まると石井(2012)は解説する。これ

                                                   
9 未知の文化をたずねて、その有り様を翻訳する文化人類学の研究者。民族誌研究者。さらに石井(2012)
は内部観察者の立場であるとしている。 
10 矢作(1981)、石井(2012)はここで「スーパー」と呼んでいることに注意するよう指摘している。これは
食品専門の小売チェーンである「スーパーマーケット」でも、衣料品専門の小売チェーンである「スーパ

ーストア」でもない。より広い品揃えを持つ小売チェーンである。 
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は矢作(1981)のエスノグラフィーから見えてきたものであり、それまでの「神の立場」から
見た研究手法とは一線を画す考え方である。 

 
	 ２－２－２－４、石井 (2012)による流通革命研究の系譜のまとめ  

	 石井(2012)は彼ら 3 人の分析がマクロ的分析からミクロ的分析へと移っていったことを
指摘する。そして、それは 3人それぞれの理解の方法が異なることを示している。 
	 まずは林(1962)である。 
「林は機能主義に依拠する。機能主義の論理においては一般的に、（１）環境とシステム

の境界が所与とされ、（２）システムの目的が所与とされ、（３）その前提の下にシステム

を構成する諸要素の機能を考えるという方法がとられる(石井	 2012	 p.243)。」 
そして、所与とされた環境の変化により、システムが変化し、そのシステムを構成する

諸要素の機能が変化するという筋書きになる。これは自然科学的な見方であり、「あること

が原因となって、あることが結果としておこる」という必然性の構図で議論が進む。 
	 それに対し、佐藤(1974)は、社会現象はそうした必然性の構図をとるとは考えにくいと認
識する。 
「佐藤は「目的と手段の関係」に言及している。すなわち、流通革命の主体となる小売

企業が目指す目的と、それを可能にする経営的・組織的方策という構図である(石井	 2012	 
p.244)。」 
	 社会には人間と組織が関与してくる。その動きは不確実性が多分に含まれている。そし

て、市場機構(メカニズム)の作動にはこの人的要素が関わってくる。林(1962)が、市場が社
会の一部であり、社会において、原因と結果以外にも、目的と手段、意図と結果が交錯す

ることを軽視したのに対し、佐藤(1974)はそれを重視し、この市場機構の作動の前提を「人
間の意志の結晶」である社会的な制度や組織的な条件に探ろうとしたと石井(2012)はいう。 
	 矢作(1981)は佐藤(1974)の「事前合理性」という問題に批判的である。佐藤(1974)のいう
主役は作用、反作用含め、全体を配慮した合理的な戦略や計画を組むことのできる経営者

であり、彼らが理論を踏まえ、合理的な行動さえとれば、現実は自然と後からついてくる

というものであった。そうゆう意味で結局、佐藤(1974)も必然の構図から抜け出せないので
ある。それに対し、矢作(1981)が主役としたのは、現実感覚においてちょっと優れ、現実の
ちょっとした変化に対し、局地的に対応する経営者であった。彼ら当事者は、社会が自身

の思惑を超えた動き、いわば「他者性」を持つことを認識し、その中で理論を判断材料に

しながら、動いていくのである。矢作は(1981)はこの「他者性」を理解することが重要だと
述べ、石井(2012)もそこに偶有的性格を見ることで、矢作(1981)の功績を称えている。 
	 以上の三氏の理解の方法を石井(2012)は図表２にまとめている。 
図表２	 三氏の比較 
 林	 周二 佐藤	 肇 矢作	 敏行 
理論の志向 工学的 歴史法則の定立 経営者の意思と競争
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社会の自然法則の定

立 
意味志向 との相互作用 

系譜学 
方法論 構造機能主義 

物理因果的 
必然的構成 

主意主義 
起業家の意思決定 
組織決定論 
必然的構成 

社会構築主義 
偶有的構成 
逆理のプロセス 

社会変動の要因 社会的な自然淘汰 
環境決定論 

英雄的な起業家によ

る主導 
主体選択(目的)論 

等身大の起業家によ

る試行錯誤 

理論家としての立場 時空を貫徹する観察

者の視点 
社会を貫徹する観察

者の視点 
内部者の視点 

石井(2012)、p.248より。 
	 石井(2012)はこの流通革命のパラダイムを追う中で、特に矢作(1981)のエスノグラフィー、
内部観察の手法を取り上げている。これは内部観察という見方が機能主義や歴史主義に比

べ、理論への貢献がわかりづらいからであるという。その実践的意義はその手法を通じて

初めて、「現実は理論を超える」という、「当事者の現実感覚」を捉えられることにあると

している。実践者にも当事者にも理論というのはあくまで判断材料のひとつでしかないの

である。さらに、理論的意義としては、社会科学において理論は普遍的法則ではないとい

う示唆を与えたこと、そして、研究者は当事者を認識上で上回ることはないということを

示したことが挙げられている。内部者の立場に立つことで、神の視点は放棄され、研究者

の主張もまた、現実を構成する一材料に過ぎないということが明確になる。 
	 石井(2012)は以上を踏まえ、内部観察の立場が次の視点を与えたことを主張する。 
	 「第一に、「他でも有り得た(偶有的な)現実」に考慮が及ぶことが挙げられる。今ある現
実は、決して確固として現実ではなく、他でもありえるという実感を与えることができる。

… 
	 第二に、社会の法則を定立したり構造を見きわめたりすることよりむしろ、「変化」や差

異に分析の焦点が向くということである(石井	 2012	 p.250)。」 
	 起こったことを事後的に見ることで、たしかに法則の定立や変わらなかった要素の見定

めは可能になるが、内部観察の立場は物事がおこる当事者の立場に立つもので、その全貌

や帰結を見渡すことはない。その中でどの選択肢をとるか、そこに偶有性が現れる。そし

て、当事者はその偶有性を抑え込むために差異や変化を生み出す。そのプロセスを追うこ

とこそ、重要であると石井(2012)は言う。 
 
２－２－３、様々な業態概念  

	 前節のパラダイム研究から石井(2012)は、矢作(1981)が業態概念に関しても、大きな理論
的貢献をしているという。それは、業態を差異、他からの変化として見る視点だという。
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これはどういうことか。矢作(1981)は内部観察の方法をとることで、当事者の視点に立ち、
その当事者の現実感覚を重要視した。これは偶有性を肯定することになる。その当事者の

立つ現状からの差異を構築しようとする。そして、矢作(1981)が流通革命研究でその差異と
したのが他ならぬ「業態」であった。 
石井(2012)は差異としての業態概念は革新的であると言うが、ではそもそもこれまで語ら

れてきた小売業態とは何か。もう一度ここに立ち戻ってみる必要がある。 
 

２－２－３－１、従来の業態概念  
これまで本稿で紹介してきた研究においては、業態とは、小売ミックスによる分類にせ

よ、それに小売イノベーションという要素が加わったにせよ、これまでの業態研究におけ

る業態はほとんど、実体として捉えられてきたと石井(2012)はいう。そして石井(2012)は伝
統的な小売業態論の特徴を３つに整理している。 
第一に、伝統的小売業態論では、小売業態は、百貨店、スーパーマーケット、コンビニ

などといった形で、すでにある「実体」として把握されているという。業態はそれぞれが

同一性を保つ何かであり、他の業態ではない何かである。そして、それぞれの業態がそれ

ぞれ独自の外延(具体的な店舗)と内包(その店舗が持つ所属性)を明確にもった存在として認
識される。 
第二に、実体としての業態は、歴史的に見ると、それらの間で支配的な意味での入れ替

わりが観察できるとする。その認識を前提として、その原因を解明しようとしてきたとい

う。上で紹介したような小売業態発展理論仮説がそれである。それらは現実・結果の関係

において理解され、「必然性の構図」を打ち立てようとするものであった。そして、この種

の研究における目的は次の業態変化や業態特徴を説明・予測することにあった。 
第三に、そのために、実体の内包(諸属性)と、それに影響を与える外部諸要因を識別し、

変数化することで、数値的にその関係を把握しようとするという。より精確な予測をたて

るためにできるだけ標本数を増やし、新しい要素が出現するたびに変数化していく。 
こうした志向が、国内外のほとんどすべての小売業態研究の底流に流れていると石井

(2012)はいう。 
 

２－２－３－２、差異としての業態概念  
石井(2012)は前節の流通革命のパラダイムを振り返る中で、矢作(1981)の業態に着目する

姿勢と、内部観察という分析方法に焦点を当てた。これは、「業態とは実体ではなく、差異

である」というこれまでにない業態概念を提起した。 
石井(2012)はさらに、石原(1999、2000)の業種との差異から業態を捉える視点を取り上

げ、彼らの主張を踏襲し、差異としての業態理解の深化を図っている。 
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石原(2000)による業種と業態の関係の再検討 

石原(2000)は商人による売買集中とその限界を検討している。商人の存在意味は何か。そ
れはまさに生産者と消費者を繋げる役割である。物と物の交換はお互いの需給の一致が不

可欠である。これが一致しなければ、交換は起こらない。これを風呂は「使用価値的束縛」

とよんだ。そこで、商人の存在である。彼らは商品を消費することはないため、売れるも

のであれば、何でも買うので、生産者は商人にその生産物を売る。そこに商品が集まり、

消費者は自分の欲しいものを見つけることができるのである。結果、売買は商人の元に集

中する。これは、「売買集中の原理」と呼ばれてきた。 
しかし、石原(1999)はこの「売買集中の原理」が成り立つことはないと言う。マクロな視

点で見れば、需要と供給さえ一致していれば、問題はないように思える。しかし、ミクロ

な視点で見れば、無限に広がるといってもよい膨大な種類の商品群から一人一人の生産者

が需要を、消費者が供給を見出すのは困難を極める。そこで必要になるのは商品の分類コ

ード11である。しかし、分類コードによって、消費者の商品探索問題が解決するからといっ

て、売買集中の原理が働くわけではない。次に出てくる限界は、消費者の関連購買行動と、

供給側の商品取り扱い技術の問題である。 
	 第一の限界である消費者の関連購買行動とは、消費者は様々な商品を無差別かつ無限定

に購買することはなく、その範囲は関連した商品群に限られるということである。例えば、

夕飯の材料を買いにきた主婦がいきなり家電を買うことは考えづらい。 
	 第二の限界である商品取り扱い技術の問題とは、それぞれの商品取り扱い技術は商品の

物理的属性によって、それぞれに規定され、その間での互換性はほとんどないということ

である。例えば、洋品を扱う商店が、明日からいきなり魚屋になろうということを考えて

もらいたい。不可能ではないが、設備の転換にかかる時間とコスト、取り扱い知識、そこ

には様々な障害があることを見て取れる。 
そして、石原(2000)は、これらの消費者の関連購買行動と商品取り扱い技術の臨界点12と

いう要因を用いて、業種と業態を定義する。 
業種とはこれまで、商店を「何を」扱うかという取扱商品で分類したパターンとして認

識され、その変化は極めて緩慢なことから、商業者と消費者との間のコードとして定着し

ていると石原(1999)はいう。しかし、この区分は明確ではないという。鮮魚を扱う魚屋を例
にあげてみると、そこには鮮魚以外にもタコやエビ、貝も扱われている。このあやふやな

区分を、石原(2000)は消費者の関連購買行動と商品取扱技術で説明する。例えば、消費者の
鮮魚を買うパターンとタコやエビを買うパターンは似ている。そして、商業者にとっても

それらの取扱技術は似ている。つまり業種とは取扱商品の安定したパターンであり、消費

者の関連購買行動の臨界内と供給側の商品取扱技術の臨界内の制約の中で集約するという。

それを具体的な小売業として体現するのが、業種店である。石井(2009)はそれを図表３の
                                                   
11 石原(1999)は膨大な書庫から一冊の本を探すときを例に分類コードの必要性を説いている。 
12 取扱技術の臨界点とは、いくつかの技術を総合化する際、その異質性が飛躍的に大きくなり、その点を
超えることで、その総合化が不利益をもたらすような点であると石原(2000)はいう。 
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ように表現した。 
 
図表３	 	 業種の定義 

 
石井(2009)、p.305より。 

 
それに対し、業態はこの商品取扱技術の臨界を動揺させる、いくつかの新しい技術を、

まったく新しいコンセプトの下、総合した小売業として誕生する。さらに、それを具体的

な小売業として体現するのが業態店である。 
石原(1999)は新たな業態を支えるものとしてまとめあげられた技術を「業態技術」とし、

商品取扱技術を動揺させる新しい技術を「業態技術の芽」として位置づけた。しかし、商

品取扱技術を動揺させる新しい技術は、必ずしも業態技術の芽になるとは限らない。なぜ

なら、それが経営者によって、見つけ出されなければならないからである。さらに、革新

的経営者の役割は、ただ与えられた業態の芽を組み合わせ新しい経営を構想することでは

なく、何が業態技術の芽かわからない状況で、「いくつかの技術を組み合わせながら新しい

経営を構想し、新しいコンセプトのもとに新しい技術を結集する(石原	 2000	 p.9)」こと
にある。 
石原(1999)は技術から業態を捉えることから、食品スーパーやコンビニエンスストアを例

にあげ、異質の取扱技術を同質化することによって、従来の業種の制約を乗り越えた新し

い業態と評価したのに対し、百貨店や総合量販店は複数の業種店を総合したにすぎないと

している。 
このとき、技術の臨界点を移動すれば、新しい業種分類の誕生だと言えるように思える。

たしかに、業態分類に絶対的根拠があるわけではないので、そうなる可能性もあるが、業

業種 

消費者の購買習慣の 
臨界内 

商品取扱技術の 
臨界内 
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種は単に技術的制約が反映したものではなく、商業者と消費者の間のコードとして定着し

てしまっている。このように業種概念は保守的であるがゆえに、業種と業態との間には乖

離が発生する。もし、 先端の取扱技術がそのまま業種に反映されるならば、食品スーパ

ーやコンビニエンスストアも新たな「業種」と認知されるだろう。このように、本来、業

種と業態はほぼ表裏一体のものであり、こうして業種と業態を関連づけて捉えようとする

ことは当然なのだと石原(1999)はいう。 
石井(2012)による小売業態フロンティア 

石井(2012)は、石原(1999、2000)のこうした視点は業態を実体としては把握せず、業種
からの偏差、差異や変化として定義づけているという。同時にこれは矢作(1981)の姿勢に似
ていることも指摘している。なぜなら、石原(2000)も矢作(1981)同様、偶有性を認めている
からである。彼は業態の生成を説明する時、革新的な経営者の存在を、理論的説明の要素

として求めた。これは必然の論理からの逸脱を意味すると石井(2012)はいう。さらに、石原
の理論には、技術の臨界点だけでなく、消費者の関連購買行動の臨界点という要素もある。

つまり、技術革新により新しい経営方法を世に出したとしても、消費者がそれを受け入れ

なければ、実際の「革新」にはならないということを意味し、偶有性を持つという性格を

強めている。石井(2012)はこの偶有性こそが、業態を実体視せず、差異化(運動)として見る
ことの必要性を喚起するとしている。 
石井(2012)はこのような矢作(1981)と石原(1999、2000)の差異としての業態概念を評価す

るものの、その枠組みや基準が準備されてないなどの課題が多く残っていることを指摘す

る。その中で、彼らの議論を踏まえ、一つの業態生成の視点を提起している。 
	 その視点は図表４のように示されている。まず、業態を旧来の業種からの差異として、

また業態生成を偶有的なプロセスとして理解する。そして、業態生成の契機は石原(2000)
のモデルに準じ、経営者の実践を通じて、消費者の購買習慣の臨界、または商品取扱技術

の臨界を超えたところにあるとしている。この図表４で石井(2009、2012)独自である点は
「業態」と「ビジネスモデル」に分けているところである。	  
では、なぜこのように分けて考えたのか。石井(2012)は臨界点を超える試みは無数にある

が、その中からビジネスモデルに定着するものは限られているという。そしてその定着は、

偶然の産物であるとしている。ビジネスモデルの構想ができたとしても、成功するには常

に取引先や顧客という他者性がついてくるからである。そのため、ビジネスモデルが成り

立つかどうかは事前にはわからないのである。石井(2012)は、ビジネスモデルの成り立ちは
結果でしか説明できず、「デファクト（事後的）」でしかありえないという。 
	 しかし、業態の場合は違うという。ビジネスモデルが「私的」であるのに対し、業態は

「公的」であり、ビジネスモデルが業態になるプロセスとはデファクトがスタンダード（事

後的基準）になるプロセスであると石井(2012)はいう。 
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図表４	 業態論研究の視点 

 
石井(2009)、p.311、313、石井(2012)、p.277より作成。 

 
では、なぜこのように分けて考えたのか。石井(2012)は臨界点を超える試みは無数にある

が、その中からビジネスモデルに定着するものは限られているという。そしてその定着は、

偶然の産物であるとしている。ビジネスモデルの構想ができたとしても、成功するには常

に取引先や顧客という他者性がついてくるからである。そのため、ビジネスモデルが成り

立つかどうかは事前にはわからないのである。石井(2012)は、ビジネスモデルの成り立ちは
結果でしか説明できず、「デファクト（事後的）」でしかありえないという。 
	 しかし、業態の場合は違うという。ビジネスモデルが「私的」であるのに対し、業態は

「公的」であり、ビジネスモデルが業態になるプロセスとはデファクトがスタンダード（事

後的基準）になるプロセスであると石井(2012)はいう。 
	 では、いかに私的なものは公的なものになるのか？石井(2012)はそのモデルが普及し、 
他の企業もそのモデルを利用し、そのための共通のインフラが生成される必要があるとい

う。その共通のインフラを「バリューネットワーク」と呼んでいる。バリューネットワー

クとは、おおよそ業界の取引慣行を指す。さらに言ってしまえば、業界であると言っても

業態 

バリューネットワーク 
の確立 

ビジネスモデル 

経営者の実践 
消費者の購買習慣

の臨界を超える 
商品取扱技術の臨界

を超える 
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よい。バリューネットワークとは、企業が、サプライヤーやチャネル・パートナーと協力

してある階級の顧客に共通するニーズを満たして利益を得るために、コスト構造や業務プ

ロセスを確立し、構築する環境である。つまり、ビジネスモデルを確立した企業が、いく

つかの取引先との共同のプロジェクトのために、自らの業務プロセスを再編成し、そのプ

ロジェクトに関わる取引条件を安定化させ、コスト構造が安定し予測可能になった時、バ

リューネットワークが形成されたことになる。 
	 石井(2012)は、バリューネットワークとは、属する企業が抜けることでその企業にとって
不利益になる取引構造を形成すること、そして属する複数の企業が恩恵を得るようになっ

て初めてその存在に言及でき、その結果、私的なビジネスモデルは公的な業態として認識

できるようになるという。 
 

２－２－３－３、業態を分化して考える  
こうした「差異としての業態」は、動態性を持つものとして理解される。新倉、高橋(2013)

はこの動態性を持つ業態という概念を用いた業態分類をする研究を紹介している。田村

(2008)の「フォーマット」と向山(2009)の Formulaをここでは、挙げておく。 
 

田村(2008)のフォーマット概念 

田村(2008)は「業態は店舗がその小売流通機能を遂行する基本的な様式である(田村	 
2008	 p.21)」と定義している。これは上記で紹介した矢作(1981)の小売業態と小売形態の
関係と同等のことを述べていると考えられる。そして、その内容は小売商の戦略、つまり

全体的で基本的な活動様式によって異なっていると田村(2008)はいう。業態とはこの戦略に
共通したつくりを持つ企業の集まりを認識する概念であり、「同じ業態内ではその活動様式

の全体像が基本的に安定しているので、それによって他の業態とは区別できる(田村	 2008	 
p.21)」。しかし、この区別は市場環境の変化によって、企業はその戦略を変え、長期的に進
化していくため、限界が生じてしまう。田村(2008)はこうした進化による基本的な活動様式
の変化と業態のズレを埋めるべく、「フォーマット」という概念を導入することを提案して

いる。 
そもそも、このように長期的に不安定な、業態を実態としてその存在的根拠との関連で

定義しようとする試行は、統計調査における業態概念であると田村(2008)は指摘している。
小売店舗の活動基盤に焦点を当て、品揃えの広さ、セルフサービス方式採用の有無、店舗

規模といった要素を店舗属性として分類軸に据え、業態分類することで、調査を円滑にし

てきた。 
そしてこの店舗属性の決定は、つまり業態の選択は、流通市場で活動する企業の活動範

囲を決定すると田村(2008)は言う。メーカーが直面する市場が、一製品の全国あるいは国際
市場であるのに対し、流通企業が小売店舗を通して直面する市場は、多製品(品揃え)の地理
空間的に制約された多数の地域市場となる。まず、品揃えによって多製品市場での活動範
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囲が決まる。例えば、百貨店や総合スーパーは品揃えが多いため、多製品市場の大部分に

関与する。逆に専門店は少数の製品市場に関与していることになる。さらに店舗規模やセ

ルフサービスの有無によって、店舗が立地する地域市場の性格が決まる。巨大店舗であれ

ば、人が多く集まる立地が望ましいし、中小規模であれば、多くの地域市場に関与できる。

そしてセルフサービスの有無はその業態がチェーン展開を強く指向するかを決める要素に

なる。 
しかし、上記のような店舗属性を分類軸にした業態分類では業態の盛衰は語れないと田

村(2008)は言う。確かに、店舗属性の選択は活動範囲を指定することはできるが、その活動
様式を捉えることはできない。たとえば、スーパーは取扱商品によって、総合スーパー、

衣料品スーパー、食料品スーパー等に分化し、さらに総合スーパーはハイパーマーケット、

スーパーストア、総合量販店等の多様な形がある。他の業態も市場の発展、変化に伴って、

同様に分化していっているのである。このような業態では捉えきれない分化を田村(2008)
は「フォーマット13」という概念で捉えようとする。 
田村(2008)は既存のフォーマットの枠組みは明確でないとし、図表５のような要素を持

つ枠組みを示している。 
図表５	 フォーマット概念 

 
新倉、高橋(2013)、p.70より。 

	 フォーマットにはフロント・システムとバック・システムがあり、フロント・システム

                                                   
13 木綿(2005)はこのフォーマットは戦略類型的業態として、店舗属性を分類軸にした業態は形態類型的業
態として認識できるとしている。 
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は顧客と直接接する部分で、小売ミックスによって構成される。対して、バック・システ

ムはフロント・システムを支える業務遂行の仕組みで、顧客の目には触れない。「その内容

は SCM(サプライチェーン・マネジメント)14などその企業が利用する業務遂行技術とその企

業の組織文化から構成されている(田村	 2008	 p.27)」。つまり、「バック・システムは業務
遂行の知識、ノウハウであるだけでなく、状況の変化に対応して組織が新しい知識を学習

していく能力を規定することになる(田村	 2008	 p.27)」。 
	 フォーマットの分化はまず、業態を定義する分類軸である店舗属性の分化によって生じ

る。取扱商品範囲、セルフサービス採用の程度、店舗規模に関して、従来の業態を規定す

る基準の他にも、実際の店舗として多様なパターンがあるからである。田村(2008)がさらに
強調するのは、取扱商品範囲やセルフサービスの有無、店舗規模といった業態を区分する

基準そのものが競争過程の中でさらに多様化していることである。価格水準、品揃えの水

準、立地場所、営業時間などが例に挙げられている。まさにフォーマットの分化は小売ミ

ックスに規定される。このように基準が多様化すればするほど、さらにフォーマットの分

化が進むことになるのである15。 
	 そして、田村(2008)がフォーマットのもっとも重要な特質とするのが、それが個別企業の
独自戦略とグループ概念としての業態の両面を持っていることである。それはつまり、企

業が競争優位性を確保するために、このフォーマットが、独自性を生み出す主要な領域で

あり、他方で企業間競争での模倣を通して同質化する領域でもあるということである。た

とえば、ある業態の生成、導入期は、企業は新たな市場機会を得るために独自戦略を打ち

出す。フォーマットの分化は店舗戦略の束である小売ミックスに規定されるので、多様な

フォーマットが模索される。そして成長期、成熟期になるにつれ、フォーマットは標準型

に収束していく。この動きはまさに同質化に他ならない。衰退期になると生存をかけ、新

たなフォーマットの模索が始まるのである。 
	 そして、田村(2008)は業態の盛衰を見る上で従来の統計的業態概念では不十分とし、イノ
ベーションによる新業態の出現に加え、既存企業の戦略展開によるフォーマットの分化も

検討の対象に加えるべきだとしている。 
 

向山(2009)の Formatと Formula概念 

	 向山(2009)は小売国際化現象を説明するうえで、業態を従来の抽象的かつ操作性の低い概
念としてではなく、より現実的で具体的な概念として捉えなくてはいけないとしている。

これはつまり、小売企業が海外で展開する業態を実在のものとして捉えなくてはいけない

                                                   
14 「サプライチェーン・マネジメント（SCM：Supply Chain Management）は、商品や製品の供給者か
ら消費者までを結ぶ「供給の鎖（Supply Chain）」の全体を計画・管理・運営する民間企業の経営戦略で
ある。企業内では、開発・調達・生産・物流。販売部門の一連の活動の連鎖を示し、企業間では、供給者・

メーカー・卸売業者・消費者などの一連の主体の連鎖を示している(苦瀬	 2006	 p.12)」。 
15 ただし、短期的に見た場合、無制限に増えるものではないと田村(2008)は言う。その業態の持つ特徴的
な構造属性に他の属性がある程度規定されるからである。しかし、長期的に見た場合はフォーマットの変

化が業態の構造制約を打ち破り、新たな業態へ進化することもあるとしている。 
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ということである。なぜなら、向山(2009)はある小売企業が国際化した場合の、本国で展開
する業態と、進出先で展開する業態との関係性を追おうと試みるからである。従来の業態

展開論が異なる「複数業態」間の「時間的」連続性の解明に焦点を当てていたのに対し、

小売国際化研究では「同一業態」間の「空間的」連続性を問題としていると、向山(2009)
は強調している。 
	 業態を実在として捉えるために向山(2009)は田村(2008)同様、小売ミックスによる分類を
している。ここで向山(2009)は小売ミックスについて 2つの注意点を指摘している。第一は、
この小売ミックスを形成するそれぞれのサービスを決定している主体はその小売企業であ

ることである。つまり、業態は小売企業の明確な意思があって生まれるのである。第二に、

小売ミックスによって確定する業態は、矢作(1981)も述べているが、企業レベルではなく、
店舗レベルに現れるということである。つまり、業態を識別するためには店舗に表現され

た小売ミックスの値を見なければならないのである。 
	 向山(2009)は既存の業態研究における業態、例えば「百貨店というもの」、「スーパーマー
ケットというもの」「コンビニエンスストアというもの」といった認識レベルの業態では小

売国際化研究では不十分だとし、この実体を伴わない一般的、抽象的な認識レベルの業態

を Format(フォーマット)と位置づけ、具体的に実在し、観察可能な認識レベルの業態を
Formula(フォーミュラ)とし、小売国際化研究においてはこの Formula を観察するとして
いる。 
	 具体的な実在として、観察可能な Formula とは何か？これは先ほどあげた田村(2008)の
フォーマットと似ている。Formulaはフォーマットと同様、Format(田村(2008)で言うとこ
ろの「業態」)では捉えきれないさらに分化した業態を指している。向山(2009)はある小売
企業の展開する本国特定的な小売店舗をこの Formulaで捉えようとする。例えば、アメリ
カを本拠地とするウォルマートのディスカウントストアという認識である。この概念は

Formatとは違い、より企業特定的であり、本国特定的である。なぜ、そうしなければなら
いのか。これまでの業態、例えば「いわゆる百貨店」はあくまでそういった一般的なイメ

ージであり、実在しないので観察不可能であるからだ。また、小売ミックスはその小売企

業の主体的な意思決定によって構築される。異なる小売企業が全く同じパターンの小売ミ

ックスを選択することは想定しがたい。 
さらに、向山(2009)の研究主題は小売国際化である。向山(2009)は Formula をさらに 2

つに分類している。第一は、企業特定的で本国特定的な Formula。第二は、企業特定的で
進出先特定的な Formulaである。第一の Formulaは同じ業態間の差異を見る。例えば、テ
スコが展開するハイパーマーケットとカルフールが展開するハイパーマーケットで、どの

程度共通性を持っているかである。それぞれの小売企業は、それぞれの経営資源・経営能

力に依存しているため、両者のハイパーマーケットは決して同一ではありえないと向山

(2009)は指摘している。第二の Formulaでは同一企業における本国と進出先での Formula
の差異と、進出先の同一市場における異なる企業間の Formulaの差異を見る。小売企業が
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海外に進出する際、重要な意思決定問題はそこに何を持っていくのかであり、企業は本国

で展開するいくつかの Formulaの中から 適な Formulaを選択し、展開しようとする。し
かし、進出先の市場は本国とは異なる。結果的に進出先の Formulaと本国の Formulaは違
うものになり、そこに差異が生じることとなる。また他の小売企業が同様の進出先に展開

する際、本国とは異なる競争の形をとることも想定できる。以上を踏まえ、Format と
Formulaをまとめると、図表６のように表せる。 
	  
	 図表６	 Formatと Formula 
 特徴 例示 

Format 
一般的 
抽象的 

Hypermarket/Department store/ 
Supermarket/Convenience store/ 
Discount store 

Formula 
具体的 
観察可能 

企業・本国 
特定的 

Tesco Hypermarket Formula in UK/ 
Carrefour Hypermarket Formula in France 

企業・進出先 
特定的 

Tesco Hypermarket Formula in Taiwan/ 
Tesco Hypermarket Formula in Japan/ 
Carrefour Hypermarket Formula in Korea/ 
Carrefour Hypermarket Formula in Thailand 

向山(2009)、p.24より。 
	  
向山(2009)は「同一業態」間の「空間的」連続性を問題とすると上記したが、時間的連続性
の問題も無視できないとしている。なぜなら、Formula は小売ミックスによって規定され
るからである。市場環境が変化すれば、小売企業は戦略を変えるのが一般的である。小売

ミックスは店舗戦略の束となって現れるので、小売ミックスは変化するものとして捉えな

ければならない。なので、Formula も時間的連続性を考えたとき動態として見る必要があ
るのである。 
	  
２－３、業態としての 100円ショップ  
では 100 円ショップは小売業態としてどんな分類がなされるのか。木綿(2005)は 100 円

ショップを均一価格店の一つとし、1879年のアメリカの 5セント・10セント店にまでさか
のぼっている。アメリカではその後 1879 年の成功から次々と同様の 5 セント・10 セント
といった均一価格のプライスラインを持った店舗が誕生し、それらはダイム・ストア、ま

たはファイブ-アンド-ダイム・ストアと呼ばれた。 
ダイム・ストアは低価格訴求に重点を置いたこと、そして当時ほぼ同時期に成長してい

たグロサリー・チェーン(食品分野のチェーン)と並んで，ダイム・ストアは雑貨類（非食品
分野）でのチェーン展開に先鞭をつけたという点で，アメリカにおけるチェーン・ストア
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の黎明期をリードする車の両輪の一つとして広く小売業界の注目を集める結果となったと

木綿(2005)は分析している。 
ダイム・ストアは“バラエティ・ストア”（多様品店－多様な商品を取り揃える店）とい

う業態として認知された。本来、訴求点として打ち出していた廉価性もさることながら、

多様な品揃えが評価されていた結果である16。 
均一価格制のバラエティ・ストアの成立には環境的要因も大きく寄与した。1880の不況

は多くの商品の卸売価格を下落させたことにより、廉価で商品を販売することができたし、

それが不況期においては消費者に対し、大きな訴求点となった。その成立からバラエティ・

ストアは隆盛をきわめたと木綿(2005)はいう。しかし、消費者の生活の質的向上に加えて第
一次世界大戦、第二次世界大戦により、価格の維持はおろか、均一価格制そのものの維持

が困難になり、完全に均一価格制を捨てることになる17。 
こうして、価格均一制を捨てたバラエティ・ストアはその後、可能な限り、均一価格制

を維持する方向と、多用品店化の方向に二分し、それぞれが新たな差別化を模索し、独自

のフォーマットを確立しようとする。しかし、スーパーマーケットの非食品類の取り扱い

の拡大、ドラッグ・ストアの広範なバラエティグッズの取り扱い、総合大型ディスカウン

トストアの台頭など、戦後の小売業間の激しい競争の中で独自の特徴を打ち出せず、どれ

も失敗し、事業を閉じるか、一部が総合大型ディスカウント・ストアへと転換していった18。 
木綿はこうしたバラエティ・ストアの歴史を振り返ることで 100 円ショップの現状と今

後を説明する上で有効な情報になるとして、要点を２つあげている。 
「①中期的には、当初設定した均一価格を一貫して維持し続けることは困難である。 
②長期的には、均一価格制そのものの維持が困難になる。（木綿	 2005	 p.268）」 

	 木綿(2005)は日本の 100 円ショップであるダイソーを取り上げている。そして、チェー
ン展開によって支えられた、大量仕入れの薄利多売という経営方法の中で、そのマーチャ

ンダイジング19に注目している。その特徴は「次々と繰り出される新規性のある商品、多彩

な商品構成、そして広い選択幅であり、要は回転率の高低にかかわらず幅広く取り扱うこ

とにある(木綿	 2005	 p.279)」としている。これは他の業態が POSシステムを導入し、売
れ筋を揃えた結果、画一的で面白みのない陳列棚であるのに対し、差別化となると木綿

(2005)はいう。 
木綿(2005)は同時に、ダイソーが抱える問題も指摘する。歴史的に見ると、ダイソーをは

                                                   
16 この呼称をみる限り、価格均一の要素を見出すのは難しい。純粋なバラエティ・ストアはプライスライ
ンを設定しない低価格水準で、多様な商品を揃えた様式ということになることを考えると、ダイム・スト

アなどのプライスラインを設定していた小売企業は田村(2008)で言うところの、バラエティ・ストアから
分化したフォーマットと言える。 
17 たとえ、戦争がなくとも、消費生活の向上は商品の質の向上、種類の拡大を求め、均一価格性の維持は
困難だったのではないかと木綿(2005)はいう。 
18 現在、アメリカでは、均一価格制のバラエティ・ストアとしてダラー・ストアが確立している(木綿	 2005)。 
19 マーチャンダイジングとは、「店が想定する生活領域に応じた部門構成の設定に始まり、部門内の品目構
成、具体的品目の決定、その仕入れ、値つけ、在庫、陳列、そして販売に至るまで、商品に関する一連の

計画・実施・統制の活動を指す(寺島	 1999	 p.109-110)」とあるように商品にかんしての業務活動である。 
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じめとした日本の 100円ショップも 19世紀末のダイム・ストア同様、不況の中で急成長を
遂げてきた。その中で苦しむメーカーの存在と不況という追い風が 100 円ショップの成長
を支えてきたわけだが、これが逆転すればどうなってしまうのか。かといって、POS シス
テムなどの発注システムの導入した効率を重視しすぎる仕入れもダイソー独自の品揃えの

魅力を失いかねないという。また、ダイソーの仕入れにおけるドンブリ勘定も在庫管理を

中心とした物流面に不安の影を落とす。さらに、短期間のハイペースな出店を可能にして

きたフランチャイズ方式20の採用も本部が対応しきれているのかと、問題視している。 
木綿(2005)は、ダイソーを含めた 100 円ショップも、かつてのダイムストア同様、長期

的なコストの高騰は避けられない中、消費市場の変化に対応しながら、均一価格制を維持

するのは不可能だとしている。そのなかで生き残るには徐々にプレイスラインを上げ、バ

ラエティ・ストア化しつつ革新的なフォーマットを確立していくことが必要だとしている。 
 
２－４、先行研究のまとめ  
	 ここまで、業態論の大まかな流れを振り返りつつ、特に、業態とは何かということに注

目してきた。業態という概念は、業種という概念だけでは、流通市場の動きを分析するの

が困難になったことから生み出され、欧米では、その変動を追った小売業態展開仮説が伝

統的に中心課題としてすえられてきたことがわかった。 
国内ではとくに業態とは何かということに注目した研究がなされてきた。その中で、業

態を規定する上で特に用いられてきた分類軸が小売ミックスであったことが見て取れる。

業態の革新・生成においては、小売ミックスの変化のみでなく小売ミックスを支える技術

革新に注目した理論も提唱されてきた。矢作(1981)もチェーン・オペレーションを見ながら、
業態の革新を言及しているあたり、この色が強く出ていることがわかる。 
石原(1999、2000)や、その流れをくむ石井(2009、2012)は小売ミックスという分類軸を

使わずに、消費者の購買行動と供給側の商品取扱技術、そして経営者の実践という偶有的

な要素を用いて、業態は業種からの差異であると説明している。石井(2012)はとくに差異と
しての業態と実態としの業態という業態概念に焦点を当てている。 
その姿勢は、実体としての業態が語られる時に、研究者がすべての要素を見渡す「神の

視点」にたち、「必然の構図」を描こうとしていることへの批判であった。 
社会を構成る要素は、言うまでもないが、自分だけではなく、そこには同時に無数の他

者が存在する。つまり、他者性は免れようもなくそこに存在する。そして、流通市場はそ

の社会に内包され、お互いに影響しあう。その流通市場を分析するうえでこの他者性を無

視し、神の立場に立って(第一、研究者も事後的に見る立場であれ、すべての要素を見渡せ
るとは考え難い)、必然の構図を描こうとするのは無理がありそうだ。 
しかし、石井(2012)は、立場はさまざまであって構わないという。業態を実体で捉えても、

                                                   
20 フランチャイズ方式とは本部(フランチャイザー)は加盟店(フランチャイジー)に商標の使用を認め、店舗
運営ノウハウを提供する代わりに、加盟店ロイヤリティを収めるチェーンシステムであると池尾(1997)は
説明している。より少ない資本で敏速な成長を可能にする。 
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差異で捉えてもいいというのである。そこで強調されることは、いかなる理由をもって、

その研究の深化を欲するのかというところにあるという。研究目的を持つことが大事なの

である。たしかに、これまで見てきた研究は、たとえば田村(2008)は業態の盛衰を見ようと
していたが、そのために曖昧な認識でしかない業態をフォーマットに分化することで、実

体として捉えようとしていた。そうすることで、動きを見る上で理解しやすいからだ。 
では、石井(2012)の業態を差異で捉える立場は、どんな理由をもって研究の深化を求める

のか。 
また、先行研究を通じて、他にも疑問が生じた。実体でない業態に関する概念のズレで

ある。向山(2009)は、一般的、抽象的な認識レベルの業態を Format(フォーマット)と位置
づけ、これは実態を伴わないとした。これは石井(2012)が取り上げた差異としての業態なの
か。そもそも、石井(2012)はバリューネットワークというインフラが安定した場合もうそれ
は業態でなく、業種であるという。これは石原(2000)の理論を踏襲したものであるが、そう
なると業態という言葉を用いているだけでまったく別物の枠組みと捉えたほうがいいので

はないかとも思える。 
私は事例分析を通じて、その曖昧さに迫っていきたい。 
100円ショップは田村(2008)と木綿(2005)の研究を参考にすると、バラエティ・ストアの

フォーマットとして認識できる。それと、石井(2012)が提唱したモデルを 100 円ショップ
に適用し、比較することで、この疑問を確かめてみる。 
 
３、事例分析 
	 国内における、100 円ショップの店舗数は上記の通り、5600 を超え、今も増え続けてい
る。小売しかし、経済産業省による平成 19年度の業態別統計では 100円ショップの動きを
明確に確認する指標はない。なので、その成り立ちと今までの動きを、とくに現在の大手

の 4社(大創産業、セリア、キャンドウ、ワッツ)にしぼって、過去の日経新聞の記事から探
ってみた。 
	  
	 ３－１、100円ショップの歴史  
３－１－１、100円ショップの誕生（～1998）  

	 現在、100円ショップ 大手の座を守り続ける大創産業が店舗を構えたのは 1987年にス
ーパー内にインショップ（店内店舗）形式で進出したときが初で、直営店を構えたのは 1991
年 4 月のことである21。それまでは 1960 年代から、100 円ショップの先駆けである、100
円均一の催事販売がスーパーの店内や軒先で開かれる移動販売という形であったものの、

現在のように直営店やフランチャイズチェーンによる多数店舗展開が始まるのは 90年代に
はいってからであったと江口(2005)は言う。 
大創産業が直営店を構えてから 2 年の間にその店舗数は 40 を超え、またその 3 年後の

                                                   
21 『日経流通新聞』、1996年 2月 8日、p.9。 
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1996 年には直営店、フランチャイズチェーンを合わせて、600 を超える店舗を全国に展開
していった22。この急激な成長の背景にあるのは「高級志向のバブルの時代が終わり、さし

ずめ雨後のたけのこといった様相を呈している23」とあるように、バブル崩壊後に長く続く

不況であった。主な客層は OLや主婦、学生などの女性客が圧倒的で、平均的な広さの店舗
には常に 4000種類以上の商品が並ぶ中、どれもこれも 100円で買える驚きが買い物の楽し
さとして客に受け、衝動買いや、ついで買いにもつながっていった。大創産業は 100 円シ
ョップという新しい業態での盛況ぶりから出店要請やフランチャイズチェーンの加盟希望

者が殺到したが、しかし、それらすべてにこたえた訳ではなかった。買い物を楽しむ特性

上、通りがかりや買い物ついでにという客をも多いため、開業においては立地が重要なポ

イントとなった。人通りの多い商店街やショッピングセンター、スーパー内のテナントな

どがよく、店前の通行客は一時間当たり 1200人以上という、さらに商品構成により異なる
が客にアピールする品ぞろえを行うためには約 100 ㎡は必要という基準が設けられ、契約
率は 1994年には 0.8％であった24。 
また、急激な店舗展開は商品仕入れにおいても必要不可欠な要素であった。店内の商品

はすべて 100 円である。利益を得るためには薄利多売の実践が必須であった。その中で仕
入れ値を下げるため、国内外のメーカーと直接取引をし、1回に 20～30万個という単位で
商品を発注し、本社で一括仕入れをした。1994 年には国内に 200、海外に 20 の取引先を
かかえていた。さらに、商品の種類は増えていく一方である。その大量の商品をさばきき

るために店舗展開は急務であり、またその信頼から仕入れ値の引き下げにもつながった。

また、「安かろう悪かろうではお客がついてこない」と大創産業は、その品定めの基準を厳

しくし、1996 年には、早くもメーカーとタイアップした PB（プライベートブランド）商
品も企画し、商品力をつけていくとともに、さらに、メーカーとの信頼関係も強めていっ

た。この当時で、すでに洗面用品、台所用品、食料品、飲料品、アクセサリー等など、種

類は 3000を超えていた。 
さらに、随時発注、随時入荷のシステムをとることで店舗倉庫の省スペース化が可能に

なり、値付け作業も不要なので、人件費などのコストも抑えることができ、このことも出

店に拍車をかけた25。 
もちろん、100円ショップは大創産業だけではない。現在、業界 2位のセリアの前身であ

る山洋エージェンシー（2003 年にセリアに社名変更26）と業界 3 位のキャンドゥはどちら
も 1993 年に 100 円ショップの営業を始めた27。業界 4 位のワッツは 1995 年に28、と後に

                                                   
22 『日本経済新聞	 夕刊』、1993年 7月１日、p.16、『日経流通新聞』、1996年 2月 8日、p.9。 
23 『日本経済新聞	 地方経済面	 広島』、1994年 2月 25日、p.23。 
24 『日本経済新聞	 地方経済面	 広島』、1994年 2月 25日、p.23、『日経流通新聞』、1995年 11月 16日、
p.11。 
25 『日本経済新聞	 地方経済面	 広島』、1994年 2月 25日、p.23、『日経流通新聞』、1996年 2月 8日、
p.9。 
26 『日経流通新聞』、2003年 2月 4日、p.6。  
27 『日経流通新聞』、1998年 11月 5日、p.1、『日経金融新聞』、2001年 6月 15日、p.6。 
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大手となる企業も 100 円ショップに乗り出し、全国へのチェーン展開も始め、現在の基盤
となる市場は形成されていった。 
 
３－１－２、独自色を打ち出す差別化戦略（1997～2000）  

1998 年には、100 円ショップを運営するチェーンは全国で、約 20 社で291993 年の 200
社30と比べると、すでに淘汰の時代が始まっていたことがうかがえる。このころには、すで

に大創産業は 1000店を超え、さらに大量仕入れを強化し、1万 5千品目のうち 8割がオリ
ジナル商品と商品力にも磨きをかけていた。商品によっては 100万個単位になるものあり、
メーカー側もコストダウンに知恵を絞り、大創産業と二人三脚といった様相であった。330
㎡を超える大型店舗も徐々に増やしつつあった。1998 年 3 月期の売上高は 485 億円、99
年 3月期は 54.6％増の 750億円の売上高を見込む衰えない成長を見せつけていた。その人
気からスーパーやショッピングセンターは集客装置として期待し、大創産業への出店要請

は 1日に 4件もあったという31。 
	 長引くデフレ経済の中、大創産業に続けと 100 円ショップ 2 位以下も出店攻勢をかけな
がらも、急増する競合と自社を差別化するために、独自色を出すことに専念し始めた。	 	  
キャンドゥは 1998 年当時、業界 2 位で関東を中心に 200 店を展開し、売上高は 120 億

円にのぼる見通しだった。立地、賃料などの条件が合えば、規模に関係なく出店し、品ぞ

ろえは若者志向の大創産業を意識し、主婦層を取り込むために家庭用品の充実に努めた。

2000年には PB商品にも力を入れ、取扱商品の 1万 5千品目のうち、3割を占めるように
なった。品ぞろえをいたずらに増やしたり、店舗の大型化は進めず、生活必需品を主に扱

う戦略をとった。 
セリアの前身である山洋エージェンシーは店舗拡大よりもその『質』に重点を置いた。

これには駄菓子屋をイメージして展開していた「百円の館」での失敗が影響していた。店

舗数を増やしたものの、競合に勝つ力はなく、安っぽく狭い売り場では勝負できないと経

営陣は考えた。そこで、1997 年から 32 歳以下、特に主婦という明確なターゲットを狙っ
た清潔感のある売り場を持つ「ショップ・ワン・オー・オー」の展開を始めた。1998年に
はガーデニング売り場を設け、より一層差別化をはかった。さらに同年 7 月からはメーカ
ーとも直結した新発注システムを導入し、店舗運営のシステム化にも乗り出した。 
ワッツでも POS（販売時点情報管理）システムの導入が進み、後にワッツの傘下となる

オースリーもキャラクターグッズを扱うなど特色を出しながら、強気の出店攻勢をかけて

いった32。 
また、1997年にベストが九九エンオンリーストアを展開し始めた（のちにベストは子会

                                                                                                                                                     
28 株式会社ワッツ	 会社沿革、http://www.watts-jp.com/company/history.html、2014年 1月 17日。 
29 『日経流通新聞』、1998年、11月 5日、p.1。 
30 『日本経済新聞	 夕刊』、1993年、7月 1日、p.16。 
31 『日経流通新聞』、1998年、11月 5日、p.1。 
32 『日経流通新聞』、1998年 11月 5日、p.1、『日経流通新聞』、2000年 3月 9日、p.8。 
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社九九プラスを設立し、九九エンオンリーストアの運営を任せるが、2001年にプリント基
板メーカーのキョウデンが九九プラス連結子会社化する 33）。この店の特徴は取扱い商品 7
千品目のうち、4割が生鮮品を含む食品であることだ。少量パックで安く食品を扱っている
ので、単身者や高齢者のニーズにこたえることができた 34。 
 
３－１－３、「脱・百円均一」へ（2000～2008）  

これまでの長引く不況は、100円ショップにおおきなメリットを与える環境であった。卸
やメーカーは、大量に抱える在庫を持ち、工場は稼働率を上げるために原価ギリギリの取

引に活路を見出していた。さらに、退店跡地に破格の条件で入居できるという“追い風”

もふいていた。そして、前節で取り上げたように 100 円ショップ各社はそれぞれの独自性
を強めてきた。もともと、コスト削減のために広告費をあまり使いたがらない 100 円ショ
ップチェーンはその独自性と出店によって認知度を高めてきた。2000年代に入るまではカ
テゴリーキラーとして、スーパーやコンビニエンスストアを脅かす存在であり、店舗網も

全国を網羅しているわけではないので、100円均一の驚きが通用してきた35。 
しかし、2002 年には国内の 100 円ショップは 4000 店に迫る勢いで増えており36、各社

が独自性を追求し、その認知度を急激に高めたが故に「こんなものまで 100 円」と驚いて
いた消費者もすっかり慣れてしまい、ついで買いも減少。また、100円ショップの台頭によ
りスーパーやコンビニエンスストアなどの低価格化も進み、大きな競合となりつつあった37。

結果的に 100 円ショップの競争優位性は薄れ、収益の原動力である販売数量の伸びが鈍っ
てきたのである。 
こうした問題に対し、100円ショップ各社で一番見られた解決策は『脱・百円均一』であ

った。 
もちろん、業界自体は拡大し、各社は鈍化しながらも売上増、店舗展開しているので、

競合との差別化は続いていた。その延長に鈍る販売数量の圧迫と、90 年代後半の「もっと
品ぞろえを増やしてほしい」という消費者の声38をもとに、高単価商品の品ぞろえを増やし

始める 100円ショップが出てきたのである。 
食品に強みを持つ九九プラスは 2001年 99円以上の食料品を扱う「SHOP99」の展開を

始めた39。それに対し、他社はすぐに 100 円超えの商品を投入し始めたわけではなかった。
大創産業やキャンドゥは過去に 300 円の商品を扱った経験があるが、ことごとく失敗に終
わっていて、それよりも大創産業ではミステリー小説など書籍を投入するなど40、商品数を

                                                   
33 『日経流通新聞』、2004年 8月 10日、p.5。 
34 『日経流通新聞』、1999年 11月 25日、p.10。 
35 『日経流通新聞』、1998年 11月 5日、p.1。 
36 『日経流通新聞』、2002年 2月 7日、p.1。 
37 『日本経済新聞	 夕刊』、2001年 2月 24日、p.3。 
38 『日本経済新聞	 朝刊』、1998年 12月 28日、p.27。 
39 『日経流通新聞』、2001年 2月 27日、p.9。 
40 『日本経済新聞	 朝刊』、2002年 3月 6日、p.27。 
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増やすことや、キャンドゥでは売り場の改善を進めたり、山洋エージェンシーはブランド

の確立や既存商品の見直しに注力していた41。また、2 位以下の 2002 年からの出店攻勢は
すさまじく、キャンドゥや九九プラスは 2 年間で約 200 店以上増やし42、国内の 100 円シ
ョップは約 5000店にまで伸びた43。また 2004年には大創産業をはじめ、セリア（2003年
に山洋エージェンシーが社名変更）やキャンドゥ、ワッツでも 100 円超えの商品の展開を
本格化させていった。 
脱・百円均一は商品に限ったことではない。2003年、「シルク」を展開するオースリーは

アジア風雑貨店「ブォーナヴィータ」を開業した。女性客を意識し、品ぞろえをファッシ

ョン性の高いアジア風雑貨に絞り込んだ。大半は 100円の商品だが、1万円の陶器を含む高
価格帯商品も 3割ほど並べた44。今後、こうしたおしゃれに敏感な若い女性をターゲットに

した、ファッション性を重視した、商品や店舗作り、新業態が増えていく。こうしたこと

も、脱・百円均一の流れの一環といえる。また、100円ショップを利用する主な顧客は市場
が形成されてから、今も変わらず女性客であり、おしゃれ路線が確立していったのは、100
円ショップがそれに目を付けたからであった。翌年には大創産業が「ナチュラルハウス」

という若い客層をねらった新業態を、セリアが「エスクオーレ」の展開をはじめ、キャン

ドゥでも既存の店舗にナチュラルコーナーを設け、各社とも若返りをはかった45。 
結果的に大創産業を除く大手 100円ショップは売上、店舗数を伸ばし、特に 2005年、九

九プラスはキャンドゥを下し、2 位の座を奪う見通しも立っていた46。しかし、2005 年 5
月大手コンビニチェーンローソンが 100円生鮮市場に参入する47。これにより、大量出店戦

略にかげりを見せ始めていた九九プラスには大打撃となった。そして、2007年九九プラス
の筆頭株主はローソンになり48、その後子会社化され、さらなる成長はするものの、100円
コンビニへと様相を変えていく。 
他業種の大手小売り企業の低価格帯への参入に押されたのは何も、九九プラスのみでは

ない。上記のように 100円ショップは全国に 5000店を超え、飽和状態となりつつある中で、
大手小売りの低価格市場への参入による競合の増加、さらに 2004年から 2008年の間に原
油価格が高騰し、100円ショップに大きな打撃を与え、業界の成長率はさらに鈍化した。 

2005年にはセリアが 300円、500円などの 100円以外の商品を扱う高価格帯均一ショッ
プ「セリアネオ」を撤退し49、同年ワッツもメガネ販売事業やディスカウントストア事業か

ら手を引き、100 円ショップに特化することを決め50、さらに 2007 年には脱・百円均一に

                                                   
41 『日経流通新聞』、2002年 2月 7日、p.1。 
42 『日経流通新聞』、2002年 12月 24日、p.4、『日本経済新聞	 朝刊』、2004年 8月 5日、p.11。 
43 『日本経済新聞	 朝刊』、2004年 12月 15日、p.7。 
44 『日経流通新聞』、2003年 9月 2日、p.3。 
45 『日本経済新聞	 朝刊』、2004年 6月 25日、p.35。 
46 『日経流通新聞』、2005年 1月 28日、p.5。 
47 『日経流通新聞』、2005年 6月 12日、p.5。  
48 『日本経済新聞	 朝刊』、2007年 12月 26日、p.13。 
49 『日経流通新聞』、2005年 7月 4日、p.5。 
50 『日経流通新聞』、2005年 10月 28日、p.5。 
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失敗し、成長への活路を見いだせずにいた業界 5 位のオースリーを完全子会社化し、100
円ショップに原点回帰した51。同じく 2007 年、キャンドゥも 300 円均一ショップ「YOU	 
YOU」や 300円と 500円に特化した「生活雑貨 SHOP」の出店をとりやめ、食器やバッグ
など生活雑貨が中心の「Natural	 Zakka」の撤退を決めた52。 
このように 100円ショップ 2位以下は消費者から高価格帯の商品を否定され、「100円シ

ョップへの原点回帰」を図るのに対して、大創産業は 2003 年ごろから看板から「100 円」
を記載しなくなり、「DAISO」、「ザ・ダイソー」として高価格帯商品の充実につとめ続けた。
そこには「ダイソーといえば 100円ショップ」という認知度があるためだという53。 
 
３－１－４、発注のシステム化と店舗改善（2008～）  

	 2007年、100円ショップ業界では原油・原材料高騰に加え、海外生産拠点の人件費上昇、
中国製品の安全問題というトリプルパンチに見舞われていた。それに対し、大創産業は 100
円超えの高額商品の投入で解決してきた54。「脱・百円均一」から手を引いた各社は PB 商
品の開発でそれに対抗した。PB商品は基本的に完全買い取りのため、売れなければすべて
自分持ちというリスクは背負うものの、仕入れ値を抑えるとともに他社との差異をつける

こともできる。セリアやワッツ、キャンドゥは 2008年からその強化に力を入れ始めた55。 
また 2008年は 2位だったキャンドゥと 3位だったセリアの順位が入れ替わった年でもあ

った。脱・百円均一の失敗の影響により 2期連続の減収が響いたこともあるが56、セリアの

独自性を生かした結果の勝利であった。セリアは 2008年から従来の「セリア生活良品」に
比べ、低い什器を使い、空間に余裕を持たせるとともに、特殊な照明を使い、高級感を持

たせるデザイン性を重視した 100円ショップらしくないおしゃれな新型店「Seria」を展開
し始めた。さらに、取り扱う商品もパッケージを「Seria」に合うデザインに統一した PB
商品の割合を増やしていった57。セリアの品目数は当時約 2万、大創産業の 9万品目や、キ
ャンドゥの 3 万 5 千品目に比べると少なく、その売り場はすっきりと洗練され、商品の見
せ方へのこだわりが感じられた。これが主婦層にうけた。2013年からは都市部の商業施設
のテナントを中心に、取扱商品の内、食器やインテリアなどを豊富に揃え、食品を減らし

た「カラー・ザ・デイズ」を展開している。 
また、セリアは売れ筋を並べ、死に筋は店に並べない信念がある。これを可能にしたの

が業界ではいち早く 2004 年から導入した POS システムである。全店に蓄積されたデータ
は売れ筋、死に筋などのニーズを明確にする上に、そのデータを取引のある約 200 社のメ
ーカーに開示し、生産、開発にまで意見が言えるようになり、必要以上の陳列や余計な在

                                                   
51 『日経流通新聞』、2006年 12月 5日、p.5。 
52 『日経流通新聞』、2007年 8月 5日、p.5。 
53 『日経流通新聞』、2008年 8月 25日、p.3。 
54 『日経流通新聞』、2008年 2月 4日、p.1。 
55 『日経流通新聞』、2008年 3月 21日、p.5。 
56 『日経流通新聞』、2009年 8月 12日、p.5。 
57 『日経流通新聞』、2008年 6月 13日、p.5。 
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庫も抱えずにすむ。さらに本部主導の商品発注や在庫管理によって、店舗に立つ従業員が

接客に注力できる環境を作り出せた58。 
このセリアの成功はただ順位が変わっただけではおさまらなかった。スーパーやコンビ

ニエンスストアなどの大手小売りによる、格安 PB 商品などで 100 円ショップ各社はさら
なる打撃を受ける中でセリアは 2009年から 2011年まで急激に増収増益をし、業界では一
人勝ちの様相を呈し、現在でもその勢いは止まらない59。 
セリアの年 2ケタの増収増益という成功を受け、100円ショップ各社も同質化をいそいで

いる。これまで圧倒的な取扱い品目数を武器にゴチャゴチャした売り場を展開してきた大

創産業は 2010 年 11 月に「100 円ショップは時間をかけて『お買い得品を宝探し』する店
ではなくなり、生活必需品を短時間で求める場に変質してきた」として、「わかりやすく、

おしゃれ」を意識したダイソー亀戸リリオ店を開店60。その後、2012 年には 7 年以上も横
ばいが続く売上高の本格改善のため、2013年からは新規出店を抑え、年 600店のペースで
既存店を上記のダイソー亀戸リリオ店のようなわかりやすく、おしゃれな店舗に改装を進

めてく方針を打ち出した61。12 月には同じコンセプトのもと、売り場面積 990 ㎡の大型店
舗である「DAISO 心斎橋店」を出店している62。さらに、物流システムの改善によりコス

トの削減を狙う。それまで広島県内にしかなかった店舗への配送拠点となる大型倉庫を全

国 9か所に配置する方針である。これにより店舗への配送期間を発注後 2日以内に短縮し、
店頭での売り切れを防ぐ63。 
同年、キャンドゥもこれまで坪効率重視の陳列方法が主流だった既存店のうち、約 100

店を改装し、全店にも POSシステムを導入した64。さらに、2013年は新規出店を 100件以
上に増やし、内装やロゴを新たなデザイン性の高いものに統一することで、都心部の駅ビ

ルやファッションビルにも出店しやすくする65。 
これらの動きに対し、ワッツは競合する他社製品に比べ量などを増やしたＰＢ商品「ワ

ッツセレクト」の扱いを 3 割増の 200 品目増やし、他社が「おしゃれな雑貨店」へのイメ
ージ転換に取り組む中、「割安感」を演出する狙いがある66。 
 
３－２、100円ショップは業態なのか。  
	 前節では、国内の 100 円ショップの歴史を見てきた。新聞の記事の中で 100 円ショップ
は専門店という分類にくくられていた。対し、木綿(2005)は 100円ショップをバラエティ・

                                                   
58 『日経流通新聞』、2009年 8月 10日、p.1。 
59 『日経流通新聞』、2010年 7月 14日、p.5、『日経流通新聞』、2011年 7月 13日、p.5、『日経流通新聞』、
2012年 7月 18日、p.5。 
60 『日経流通新聞』、2011年 3月 7日、p.1。  
61 『日経流通新聞』、2012年 12月 7日、p.5。 
62 『日経流通新聞』、2013年 2月 18日、p.5。 
63 『日本経済新聞	 朝刊』、2012年 7月 19日、p.9。 
64 『日経流通新聞』、2012年 7月 18日、p.13。 
65 『日本経済新聞	 朝刊』、2013年 1月 13日、p.7。 
66 『日経流通新聞』、2013年 2月 13日、p.5。 
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ショップと分類している。石井(2012)の理論で言えば、どうゆう分類がなされるのか。それ
を検討しつつ、前章であげた疑問を解く鍵を探りたい。 
 

３－２－１、100円ショップを実体としての業態と見る  

	 100円ショップを業態として認識すると、どのように分類されるのか。木綿(2005)はバラ
エティ・ストアという分類を用いている。それは膨大な種類の取扱商品を持つという特徴

から来ている。100 円ショップの棚に並ぶ商品は基本的にどれも 100 円である。そこから
利益を得ようとなると、どうしても数を売らなくてはならない。種類が膨大になることは

当然の結果であろう。しかし、バラエティ・ストアには、価格均一制という特徴は本来な

いのである。そこで、田村(2008)のフォーマットという概念である。価格均一という要素は、
このフォーマットで捉えることができる。しかし、フォーマットという概念は 100 円ショ
ップにそのまま当てはめていいのだろうか？ 
小売ミックスの要素には店舗規模がある。100円ショップは商業施設内のテナントという

形で店舗をもったり、路面店として店を出したりもしている。その同じチェーンでも規模

はバラバラで、規模によって品揃えの広さやパターンが変わるのである。ここまで各店舗

でばらつきのある 100円ショップをフォーマットで捉えることは難しいように思える。 
専門店業態で捉えることも難しそうだ。専門店とは特定のカテゴリーに特化し、深い品

揃えを持つ業態であると池尾(1997)はいう。そもそも 100 円ショップは何の専門店なのだ
ろうか？大創産業の店舗である「100円ショップダイソー」は 1994年にはすでに食料品や
飲料を取扱商品としていた。ほかにも、すでにアクセサリーや洗面道具など、石原(1999)
がいうところの分類コードでこの商品群をとらえたとき、とても同じコードだとはいえそ

うにない。 
	 このように 100 円ショップを業態として捉えようとすると、その特異な性格から、分類
はあやふやになってしまうと考えられる。 
 

３－２－２、100円ショップを差異としての業態で捉える。  

	 では、差異としての業態で捉えた場合はどうなのであろうか。 
	 まず、石井(2012)の提起したモデルに当てはめてみる。石井のモデルに当てはめると、ま
ずビジネスモデルの生成である。現在のような 100 円ショップはチェーン展開を前提とし
ている。それがなければ、20万から 30万といった、一括大量仕入れが不可能だからである。
大量仕入れがなければ、PB 商品を作る以前に 100 円均一で販売すること自体が利益につ
ながらないだろう。そう考えるとこのビジネスモデルの生成の主役である経営者は大創産

業の創設者である矢野博丈氏をおいて、他にはいないだろう。そして、1987年の初店舗の
開店は消費者の関連購買行動の臨界を超えることができたといえる。どれもこれも 100 円
というインパクトはやはり強い。当初は矢野もしていた、催事場での移動販売であっても、

評判は上々であったと江口(2005)はいう。商品の取扱技術の臨界点はやはり、木綿(2005)
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も示しているマーチャンダイジングだと言える。卸を通さないで、直接メーカーとの交渉

を行い、より安く仕入れるために他の小売業では考えられない量の仕入れをする。その仕

入れた商品を売り切るためにどんどん新たな店舗を構えていく。このリズムが新たな 100
円ショップというビジネスモデルとして定着していったのである。そして、大創産業の好

調な成長によって、メーカーとの信頼関係も深まり、次第に PB商品の割合を増やすことが
できるようになった。それによって、「え、こんなものまで 100 円なのか。」といった驚き
を顧客に提供できるようになった。さらに、このビジネスモデルは、他の似たような企業

にも模倣され始め、普及する。まさにバリューネットワークが形成されたと言ってよい。

これが 100円ショップ業態である。 
	 ここで注意しなければならないのは今の 100 円ショップは業態とは言えないということ
である。なぜなら、このバリューネットワークは安定したものであるからだ。石井(2012)
がいう業態とは安定したものではなく、差異であり、バリューネットワークが安定した以

上、それは業態ではなく業種なのである。 
 
４、考察・まとめ 
	 ここまで先行研究を踏まえたうえで、100円ショップを事例分析の対象としてあげ、業態
とは何かを見てきた。 
	 従来の業態である「実体としての業態」として 100 円ショップを捉えようとしたとき、
均一価格制であること、膨大な品揃え、店舗属性の一つである店舗規模といった要素をま

く捉えることのできる類型を説明することは難しいということがわかった。 
	 それに対し、石井(2012)の提示した「差異としての業態」として捉えたところ、100円シ
ョップ業態の生成をうまく説明することができた。 
	 ここで重要なことは、「実体としての業態」が「100円ショップをどのように分類するか」
という志向に立っているのに対し、「差異としての業態」は「100 円ショップはいかに生成
したのか」という視点を持っているということである。これがまさに石井(2012)が言うとこ
ろの研究の深化を欲する理由であると私は考える。つまり、「差異としての業態」を見るこ

とは、その差異を生み出す諸要素とその動きの分析を容易にしてくれるのである。 
また、石井(2012)は「偶有性」と、「現実感覚を持った経営者」という要素を強調してき

た。100円ショップのビジネスモデルを作り上げた矢野氏とその成功は、この要素を多分に
含んでいる。彼が 100 円ショップを今のように急激に増やしたのは、何もこの連鎖を完全
に予測していたわけではなく、「会社がつぶれる」という危機感で増やし続けたという面も

ある。1993 年にはすでに 100 円ショップ市場が淘汰の時代に入ったと指摘している67。つ

まり、理論のみで動いてきたわけではなく、まさに少し優れた現実感覚をもって勝ち抜い

てきた経営者なのである。近年の大創産業のほかの 100 円ショップから一足遅れた、発注
システムの導入と店舗イメージの改革は矢野氏の危機感の薄れによるものだと本人は語る

                                                   
67 『日本経済新聞	 夕刊』、1993年 7月 1日、p.16。 
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68のを聞くと決して全てを見渡す経営者ではないことがわかる。 
木綿(2005)は POSシステム導入による弊害を指摘していたが、セリアはそれを導入した

ことで、商品の魅力を引き上げることに成功し、今の躍進を勝ち得たことを見ると、当事

者にとって理論は一つの判断材料にすぎないことがより実感できる。 
	 石井(2012)の提示した業態概念は従来のように店舗を分類することはできない。だからこ
そ、石井(2012)は業態をどう見るかという立場を研究目的に依るものとしたことが理解でき
た。 
	 本稿では、差異としての業態概念を理解することができたが、私があげた、実体ではな

い業態概念のズレという疑問を捉えきることができなかった。 
	 向山(2009)は小売国際化研究パラダイムが現実追随型であり、現実に埋没する危険性を伴
うというが、石井(2012)による、伝統的な小売業態論の枠組みの中で仮説の検証と修正が絶
え間なく行われている現実の指摘を鑑みると、小売業態論もまた、現実に埋没する危険性

を多分に伴っていると考えられる。 
	 こうした中で、業態概念をよりはっきりと定義づける必要があると私は考える。 
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