
はじめに

イギリスでは食品小売市場において大手 社のシェアが 割を超える寡占状態にあるのに

対して、日本では大手 社のシェアでも 割に満たない。その背景として、イギリスでは大

手小売業は生産者からの直接仕入れがほとんどであるが、日本では大手小売業といえども卸

売業を経由した仕入れが大半であること、イギリスでは食品スーパー企業においても 割

合が半数を占めるのに対して、日本では取り組みが進んでいる総合スーパー企業においても

％程度にとどまっていること、購買頻度の違いなど消費者の購買行動の相違が指摘されて

いる。

本論では、このような日英食品小売構造の現状と歴史的な変化について明らかにするとと

もに、食品小売構造の相違に影響を及ぼしていると考えられる流通経路、 割合、消費者

の購買行動等について分析することを目的とする。

．日英食品小売構造の相違

小売業態別シェアおよび店舗密度

表 は、日英を含む先進 ヶ国の食品小売市場の業態別シェアを比較したものである。

独立食品店 および 専門食品店 、すなわち小規模小売業のシェアは日本が ％と最

も高く、イギリス（ ％）の約 倍のシェアとなっている。他方、 スーパーマーケット

および ハイパーマーケット のシェアは、日本が ％と最も低く、イギリス（ ％）

と比べると約 ポイント低い。

表 は、表 と同様に日英を含む先進 ヶ国について小売業の店舗密度（人口 万人あ
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たりの店舗数）を比較したものである。日本の店舗密度は小売業計 店、食品小売業

店であるのに対して、イギリスの店舗密度は小売業計 店、食品小売業 店と

なっている。日本の食品小売業の店舗密度は最も高く、イギリスの約 倍となっている。

食品小売市場における業態別シェアと上位集中度

イギリス

イギリスの食品調査研究機関である （ ）の推計（

年）によると、食品小売市場において売場面積 以上の中大規模総合食品店が占める

シェアは ％に達し、その大半の ％は大手食品小売企業 社によるものである。これ

ら大手食品小売企業のシェアは、売場面積 未満の小規模総合食品店も含めると食品小
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表 食品小売市場業態別シェアの国際比較（ 年）

（単位 ％）

日 本 イギリス ドイツ フランス アメリカ

ハイパーマーケットおよびスーパーマーケット

食品ディスカウンター

コンビニエンスストア

独立食品店

専門食品店

その他の食品小売店

合 計

（注）小売業態の定義は、次のとおりである。 ハイパーマーケット 売場面積 以上

で、うち ％以上がノンフードの売場。 スーパーマーケット 売場面積 以上 未

満、食品販売割合 ％以上。 食品ディスカウンター 売場面積 、取扱商品はプ

リパッケージのグロッサリーを中心に 品目以下。やや大きめの売場面積で

品目を取り扱うタイプも含む。 コンビニエンスストア 週 日営業、 日以上は開店時間

午前 時前かつ閉店時間午後 時以降。セルビデオ、弁当・サンドイッチ類、新聞・雑誌、切

花、グリーティングカードのうち、 以上を扱う。 独立食品店 食品販売割合が ％以上

の独立食品小売業（店舗数 店以下）。 専門食品店 べーカリー、精肉店、青果店、鮮魚

店など。 その他の食品小売店 キオスク、食品市場、食品土産店、健康食品店、オーガ

ニック食品店、デリカテッセン、家庭向け飲食配達店など。

資料

表 小売業店舗密度の国際比較（ 年）

日 本 イギリス ドイツ フランス アメリカ

人口（千人）

店舗数（店） 小売業計

食品小売業

店舗密度

（店 万人）

小売業計

食品小売業

資料
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売市場全体の ％を占めており、大手小売業による寡占化を示している（表 参照）。

の推計でも、大手 社のシェアは 年で ％、 年の ％と

比較すると、わずか 年間で ポイントの増加となっており、急速に寡占化が進行してい

る ）。上位 社（ ）のシェアも、 年の ％から 年には

％となっており、 ポイントもシェアを拡大している。

日 本

日本の食品小売市場における業態別販売割合は、イギリスと同じ基準で比較することは難

しいが、ほぼ同じ基準で比較しうる統計として経済産業省 商業統計表（業態別統計編）

がある（表 参照）。日本の中大規模総合食品店（売場面積 以上）のシェアは ％、

これに対して専門食品店等（中大規模総合食品店およびコンビニエンスストアを除く）の

シェアが ％となっている。他方、イギリスの中大規模総合食品店（売場面積 以

上）のシェアは ％、専門食品店等（専門食品店、限定品揃えディスカウントストア、非

店舗食品店）のシェアが ％となっている。日本はイギリスと比較して、中大規模総合食

品店のシェアが低く、専門食品店等のシェアが高いことが特徴である。

表 イギリス食品小売市場業態別・経営主体別シェア（ 年推計）

（単位 ％）

小売業態別・売場面積規模別 経営主体別

中大規模総合食品店

（売場面積 以上）

大手食品小売企業

コンビニエンスストアチェーンおよび独立店

小規模総合食品店・コンビニエンスストア

（売場面積 未満）

大手食品小売企業

コンビニエンスストアチェーン

ガソリンスタンド併設コンビニエンスストア

独立店

専門食品店

限定品揃えディスカウンター

非店舗食品店

（注 ）大手食品小売企業は、

。

（注 ）コンビニエンスストアチェーンは、

。

（注 ）非店舗食品店の販売額にはインターネットショッピングは含まれない。

資料 推計（

）。

） 年のシェアは、 年に に買収された を含む。なお、最大手の の売場
面積は、 年 千 、 年 千 、 年 千 （ を買収し、売場面積が大幅に増
加）、 年 千 、 年 千 （見込み）と推移しており、年間 ％以上増加している（

）（
）。また、 の国内食品

売上高は、 年度 百万 、 年度 百万 、 年度 百万 、 年度 百万
と推移しており、毎年 ％程度ずつ増加している（ 調査）（ 通商弘報（ジェトロディリー）

年 月 日、添付資料）。



日本の食品小売市場における上位集中度（ 年度）は、大手 社のシェアが ％、大

手 社のシェアでも ％にとどまっており、イギリスと比較すると上位集中度は非常に低

いといえる ）。

．チェーンストア化の進展

食品小売業商店数の推移

イギリスにおける小売業を対象とした統計調査は、日本の商業統計調査に相当する全数調

査がほとんど実施されていないこと、また頻繁に統計のカバレッジが変更されたり産業分類

が変更されたことにより、その推移を正確に把握することは困難である。そこで、小売業計
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表 食品小売市場業態別シェア日英比較

（単位 ％）

イギリス（ 年推計） 日 本（ 年）

中大規模総合食品店

（売場面積 以上）

中大規模総合食品店（売場面積 以上）

百貨店

総合スーパー

食品スーパー

小規模総合食品店・コンビニエンスストア

（売場面積 未満）

コンビニエンスストア

専門食品店およびその他の食品小売店 専門食品店およびその他の食品小売店

専門食品店

限定品揃えディスカウンター

非店舗食品店

（注 ）日本の小売業態の定義は次のとおりである。 百貨店 衣・食・住にわたる各種商品を

小売し、そのいずれもが小売販売額の ％以上 ％未満、従業者数 人以上、非セルフ方式

（セルフ方式が売場面積の ％未満）。 総合スーパー 同上、セルフ方式（売場面積の

％以上）。 食品スーパー 売場面積 以上、取扱商品は食が ％以上、セルフ方式。

コンビニエンスストア 売場面積 以上 未満、営業時間 時間以上、セルフ方

式。

（注 ）イギリスの小売業態の定義については、表 と同じ。

資料 日本は経済産業省 商業統計表（業態別統計編）、イギリスは表 と同じ。

）食品小売市場規模は経済産業省 商業販売統計年報 、大手小売業の食品売上高は日経流通新聞 日本
の小売業調査 （ 年 月 日）におけるバイイングパワーランキング（ 年度決算、 年 月

年 月までに迎えた決算）による。日本における 年度の大手 社は、セブンイレブン・ジャパ
ン、ローソン、イオン、ファミリーマート、イトーヨーカ堂、上位 社は、これにサークル サンクス、
ダイエー、ユニー、ライフコーポレーション、マルエツを加えた企業。同じ基準で比較しうる 年度の
大手 社のシェアは ％（ 年度 ％）、大手 社のシェアは ％（ 年度 ％）となって
おり、それぞれ ポイント、 ポイントの増加となっているが、イギリスと比較すると急激な増加とは
いえない。
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と食品小売業の商店数について、時系列的に比較可能なデータを抽出したものが表 であ

る。イギリスと対比するために、日本における商店数の推移についても商業統計調査が開始

された 年以降のデータを示した。

イギリスでは、本格的な統計調査がはじまった 年以降、毎回小売業商店数が減少して

おり、日本よりも相当に早い時期から商店数の減少が進んだものとみられる。とりわけ、食

品小売業の減少は著しく、 年の 千店から 年には 千店へと約 分の にまで減

少しており、特に 年代から 年代における減少が著しい。他方、日本では小売業商店

数は 年、食品小売業に限ると 年をピークとして商店数が減少している。特に、大規

模小売店舗法の規制が緩和され、大型店の出店が本格化した 年代以降の減少が目立って

表 小売業計・食品小売業商店数推移の日英比較

（単位 千店）

イギリス 日 本

小売業計 食品小売業 小売業計 食品小売業

イギリス 日 本

小売業計 食品小売業 小売業計 食品小売業

資料 イギリスは 日本は経済産業省 商業

統計表（産業編）。

）大規模小売店舗法など大型店に対する経済的規制が日本の小売業態の発展に与えた影響、および中小小
売店の保護に寄与したかについては、南方建明 日本の小売業と流通政策 中央経済社、 年、および
南方建明 大型店出店規制の変遷と小売業態の発展 日本商業施設学会 年研究発表論集 年
月、を参照されたい。
）食品小売業商店数の合計は、ピークである 年の 千店から 年には 千店へと 千店、
％の減少となっている。これを従業者規模別にみると、 人以下 規模が 年の 千店から

年には 千店へと 千店、 ％の減少、 人 規模が 年の 千店から 年は 千店
へと 千店、 ％の減少、 人以上 規模では増加となっている（経済産業省 商業統計表（産業
編））。



いる ）。食品小売業の 年の商店数は 千店、これはピークの 年の 千店と比較し

て半減している ）。

このように、日英両国とも食品小売業の商店数は大きく減少しているが、その減少率はイ

ギリスの方が格段に大きいこと、またイギリスでは 年代から 年代における減少が大

きく、日本では 年代以降の減少が大きいことが特徴的である。

チェーン店の成長

イギリス

表 表 は、イギリス食品小売市場における業態別シェアの推移をみたもので

ある。イギリスは、消費生活協同組合のはじまりといわれ、 年に組織されたロッチデー

ル公正先駆者組合の発祥地である ）。当初の生協運動はほとんどが北部の労働者階級の地域

であったが、その後ロンドンにおいても中産階級の生協が成立し、イギリス全土に広がった ）。

セルフサービス方式は 年に生協によって実験的に導入され、 年代前半までは生協

がセルフサービス方式をリードしていた ）。しかし、 年に精肉を最後として配給制度が

廃止され ）、さらに 年には集団的再販売価格維持行為が禁止、 年には一部の例外

（書籍と医薬品）を除いて個別的再販売価格維持契約も原則禁止され ）、ようやくスーパー

マーケット発展の素地が整ったといえる ）。

表 によると、生協のシェアは独立店のシェアを奪う形で拡大し、 年の

％から、 年には ％とピークを迎え、 年には ％とやや減少

傾向をみせている。マルチプルのシェアは、 年の ％から一貫して増加を続け、

年には ％となり、この頃に生協のシェアを上回るに至ったようである ）。

年以降の業態別シェアの推移は、表 に示すとおりである。推計の方法が異なる

ため、表 とは必ずしも連続していないが、大まかな傾向は読み取ることができる。生
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）生協の組合員数は、 年 万人、 年 万人、 年 万人、 年 万人、 年 万人、
年 万人、 年 万人、 年 万人と推移しており、 年以降は年平均 万人程度の

ペースで増加している（
）。なお、ロッチデール公正先駆者組合については、中川雄一郎 ロッチデール公正

先駆者組合と生産協同組合 協同の発見 第 号、 年 月、に詳しい。
） （鈴木安昭訳 小売業の地域構造 大明堂、
年、 ページ）。
）外川洋子 英国の小売市場の上位集中化 矢作敏行編 欧州の小売イノベーション 白桃書房、
年、 ページ。
）前掲論文、 ページ。
）前掲論文、 ページ。
）セルフサービス方式をとるスーパーマーケットの商店数は、 年には 店であったが、 年
店、 年 店、 年 店、 年 店、 年 店と急激に増加している（高橋喜代春 ヨー
ロッパのスーパーマーケット 三上富三郎編 ヨーロッパの販売革新 同文舘出版、 年、 ペー
ジ）。セルフサービス店に限った売上構成は、 年には生協 ％、マルチプル（ 店舗以上）
％、その他 ％であったものが、 年には生協 ％、マルチプル（ 店舗以上） ％、その

他 ％と、マルチプルが生協を上回るに至っている（宗像平八郎 ヨーロッパの消費者協同組合 三上
富三郎編、前掲書、 ページ（ ））。
）イギリスにおいては、早くからマルチプルの展開が進んだ。食品のマルチプル（ 店舗以上）の商店数
は、 年 店、 年 店、 年 店、 年 店、 年 店、 年
店、 年 店、 年 店と増加している（

）。



食品小売構造の日英比較（南方）

表 イギリス食品小売市場業態別シェアの推移（推計）（ 年）

（単位 ％）

年 生 協 マルチプル 独立店

生 協
大規模マルチプル（ 店

舗以上）

小規模マルチプル（ 店

舗以下）・独立店

資料

表 イギリス食品小売市場業態別シェアの推移（ 年）

（単位 ％）

資料 年は、 （日本貿易振興会海外経済情報

センター 西欧主要国の商業構造と商業政策 その 英国 年、 ページ）。

年は、 （日本貿易振興会 英国の大手食品流通業の動向 年、

ページ）。

表 イギリス食品小売市場業態別・企業規模別シェアの推移（ 年）

（単位 ％）

小売業態別 企業規模別

総合食品小売業 専門食品小

売売業

酒・ 飲 料・

タバコ小売

業

大規模小売

業（雇用者

人以上）

小規模小売

業（雇用者

人未満）計

大規模小売

業（雇用者

人以上）

小規模小売

業（雇用者

人未満）

資料



協のシェアは減少の一途をたどり、 年には ％まで落ち込んだのに対して、大規模マ

ルチプル（ 店舗以上）は生協のシェアを奪うと同時に、小規模マルチプル（ 店舗以下）

および独立店のシェアも奪う形で、 年代以降急速にシェアを拡大していった。大規模マ

ルチプル（ 店舗以上）のシェアは、 年には ％で、小規模マルチプル（ 店舗以

下）および独立店のシェア ％と拮抗していたが、 年には ％のシェアとなり、小

規模マルチプル（ 店舗以下）および独立店のシェア ％、生協のシェア ％を圧倒して

いる。

年以降は集計項目が変更され、表 および表 と継続する形で推移をみること

ができなくなった。しかし、 年現在の大手食品小売企業 社のシェアは 推計で

％（表 参照）、 推計でも ％となっており ）、現在では食品小売

市場の大半が大規模マルチプルによって支配されていることは間違いないといえよう。

なお、 年以降は、それまでの統計との連続性はないが、表 に示すように食品小

売市場のシェアを業態別・企業規模別にみることができる。 年現在の業態別シェアをみ

ると、総合食品小売業 ％（うち雇用者 人以上の大規模小売業 ％、 人未満の小

規模小売業 ％）、専門食品小売業 ％、酒・飲料・タバコ小売業 ％、企業規模別の

シェアは大規模小売業（雇用者 人以上） ％、小規模小売業（雇用者 人未満）

％となっている。総合食品小売業や大規模小売業（雇用者 人以上）への集中傾向は

緩やかではあるが依然として進んでおり、 年と 年を比較すると、総合食品小売業の

シェアは ％から ％へと ポイント増加、大規模小売業（雇用者 人以上）のシェ

アも ％から ％へと ポイント増加している。

このような急速な寡占化の進行は、必ずしも新規出店によるものではなく、 によ

る店舗数の拡大によるところが大きいといえる ）。

日 本

表 は、日本の食品販売額に占める 総合スーパー 食品スーパー などのシェアをみ

たものである。 年調査から コンビニエンスストア が産業分類として加えられ、過去

の調査との比較ができなくなったため、表 では比較可能な 年から 年までの数字を

示した。なお、 年 と 年 は、 百貨店 および 総合スーパー

の定義が異なることもあって不連続なため、 年の数字は両方式による数字を重複する形

で掲げている。
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） （
）。

）食品小売市場における寡占化が進むイギリスにおいては、公正な市場競争の確保という観点から
が認められない場合もある。具体的な事例については、野崎俊一 英国食品小売業 寡占市場下の競争形
態 生活協同組合研究 第 号、 年 月、に詳しい。また、イギリス小売業最大手の によ
る他社の買収の歴史については、 著・戸田裕美子訳 テスコ イギリス発スーパーマー
ケットの覇者 マーケティング史研究会編 ヨーロッパのトップ小売業 同文舘出版、 年、 ペー
ジ、 年以降の食品小売企業による の状況については、

、に詳しい。
）法人商店で、かつセルフサービス方式を採用している 生鮮食品取扱飲食料品小売業 のうち売場面積

以上のものを 食品スーパー とみて、その商店数の推移をみると、 年 店、 年
店、 年 店、 年 店、 年 店、 年 店、 年 店、 年 店
と推移しており、 年頃までは年間 店前後、それ以降は年間 店程度の増加となっている
（通商産業省 セルフサービス店統計 ）。
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表 日本の食品販売額に占める 総合スーパー 食品スーパー のシェア

（単位 ％）

百貨店・総合スーパー

（ 年）

食品スーパー

（ 以上）

（参考）

コンビニエンス

ストア

（参考）
その他の小売店
（百貨店、総合
スーパー、食品
スーパー、コン
ビニエンススト
ア以外）

百 貨 店

（ 年）

総合スーパー

（ 以上）

（ 年）

（注 ）食品販売額は、 百貨店・総合スーパーにおける飲食料品販売額 百貨店・総合スー

パーを除く小売業の飲食料品販売額 。

（注 ） 年における 百貨店・総合スーパー の食品販売額は、衣・食・住にわたる各

種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品か判別できない事

業所であって、従業者数が常時 人以上のもの。

（注 ） 年における 百貨店 の食品販売額は、商業販売統計における 百貨店 （日

本標準産業分類における百貨店のうち、次の総合スーパーに該当せず、売場面積が東京都特別

区および政令指定都市で 以上、その他の地域で 以上）、 総合スーパー の食品

販売額は、商業販売統計における スーパー （売場面積の ％以上でセルフサービス方式採

用、売場面積 以上）の飲食料品販売額をとった。

（注 ） 食品スーパー（売場面積 以上） の食品販売額は、商業統計表品目編の 各種食料

品小売業 の飲食料品販売額に、商業統計表産業編の 各種食料品小売業 計に占める売場面

積 以上の販売額割合を掛け合わせて推計した。そのため、売場面積 以上の事業所

については、 総合スーパー と重複している場合がある。なお、 各種食料品小売業 の販売

額計に占める売場面積 以上の割合は ％となっている（ 商業統計表（産業編）

年 ）。

（注 ） コンビニエンスストア の食品販売額は、日経流通新聞 コンビニエンスストア・ミニ

スーパー調査 によるコンビニエンスストアの年間販売額に、 商業販売統計年報 年 に

よるコンビニエンスストアの飲食料品販売割合 ％を掛け合わせて推計した。なお、日経流

通新聞調査におけるコンビニエンスストアとは、 売上割合のうち生鮮食品が ％未満、 営

業時間が 日 時間以上、 売場面積が 未満（ 年調査までは 未満）を中心とす

るチェーンが対象。同調査は 年から開始されているが、時系列分析が可能な 年調査以

降の数字を掲載した。

資料 経済産業省 商業統計表（品目編）（産業編）、同 商業販売統計年報（商業動態統計年報）、

日経流通新聞編 流通経済の手引 日本経済新聞社。



日本において、 食品スーパー ）のシェアが 百貨店 総合スーパー の合計シェア

を明らかに上回ったのは、 年以降である ）。ただし、 年時点でも百貨店・総合スー

パー・食品スーパーを除く その他の小売店 のシェアは、ほぼ 割を占めている。

年以降の状況をみると、 総合スーパー（売場面積 以上） のシェアは、大規

模小売店舗法による規制が強化された 年代には横ばいであったが、規制が緩和された

年代になって増加している。他方、 食品スーパー（売場面積 以上） のシェアは

年から 年にかけて ％から ％へと急速に拡大したが、 年以降は微増にと

どまっている。 総合スーパー（売場面積 以上） と 食品スーパー（売場面積

以上） を合計した総合食品店のシェアは、 年の ％から 年には ％へと大幅

に増加したが、以降は増加率が鈍化し、 年に ％、 年に ％となっている。

コンビニエンスストア は、推計値ではあるが着実にシェアを増加させ、 年には

％を占めるに至っている。百貨店・総合スーパー・食品スーパー・コンビニエンススト

アを除く その他の小売店 のシェアは、 年 ％、 年 ％、 年 ％、

年 ％と減少しているものの、 年時点でも半数近くを占めている点がイギリスと

は大きく異なるといえよう。

なお、先に表 でみたように、 年現在の小売業態別シェアは、中大規模総合食品店

（売場面積 以上） ％、これに対して専門食品店等（中大規模総合食品店およびコ

ンビニエンスストアを除く食品店） ％、コンビニエンスストア ％となっている。

また、食品小売市場に占めるマルチプルのシェアについては、イギリスでは 店舗以上を

マルチプルとしているのに対して、日本の商業統計調査では複数店をもつか単独店かの区分

でしか販売額を把握できないこともあって、正確に比較することは難しい。また、コンビニ

エンスストアの大半を占めるフランチャイズチェーンは、オーナーとチェーン本部は独立し

た経営体であるため、オーナーが複数店舗を経営している以外は単独店として集計されるこ

とになる。そこで、産業分類における コンビニエンスストア のすべてがフランチャイズ

チェーンに加盟し、かつオーナーが単独の店舗のみを経営していると仮定して、飲食料品小

売業の単独店販売額（飲食料品以外の販売額も一部含む）から、コンビニエンスストアの飲

食料品販売額のすべてを差し引いて、単独店のシェアを推計した。これによると、 年現

在で食品販売額（百貨店・総合スーパーは除く）の ％は単独店によるもの、他方 ％は

レギュラーチェーンあるいはフランチャイズチェーンによるものと推計される（レギュラー

チェーン ％、フランチャイズチェーンのコンビニエンスストア ％））。表 で

みたように、イギリスでは小規模マルチプル（ 店舗以下）および独立店のシェアが ％

（ 年）であることを考えると、日本における単独店のシェアの高さが際立っている。
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） 年代前半までは、生鮮食品の鮮度管理技術やバックヤードで生鮮食品を加工・プリパッケージし、
セルフサービスで販売するシステムは確立されておらず、生鮮食品は収益をあげうる部門ではなかった。
そのような状況の中で、大規模セルフサービス店は品揃えの総合化を進め、総合スーパーとして成長して
いった。近代的な食品スーパーシステムが確立したのは、これに先駆的な役割を果たした関西スーパーに
おいては 年、それが 年代前半までに全国に伝播していったといわれている。詳しくは、関西スー
パーマーケット 関西スーパー 年の歩み 年、南方建明 日本の小売業と流通政策 中央経済社、

年、南方建明 統計からみた食品スーパーの成長と専門業種店の動向 日本経営診断学会編 経営パ
ラダイムシフトの診断 同友館、 年 月、を参照されたい。
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．流通経路と 割合

流通経路において食品卸売業が果たす役割

イギリス

流通経路への卸売業の介入度、すなわち工業や他の産業の出荷額のうち卸売業を経由して

小売業などに販売される割合は低下を続けてきた。 年頃、大半の工業製品は卸売業を経

由していたが、 年代のはじめには ％以下にまで低下している ）。 年現在の流通経

路をみると、食品製造業の出荷額の ％は小売業に直接販売され（食品製造業からレスト

ラン・喫茶店・ホテル・パブ・持ち帰り食品店などに直接販売される割合は ％）、食品卸

売業を経由する割合は ％にとどまっている ）。

食品の 比率（小売業食品売上高に対する卸売業食品売上高の割合）の推移をみると ）、

年 、 年 、 年 、 年 、 年 と急速に低下し、食品卸売

業を経由することなく、食品製造業や農畜産物生産者から食品小売業が商品を直接調達する

傾向が強まっていることを示している。

物流については、 年代までは、食品の製造業者や納入業者は、卸売業者を活用しな

がら、スーパーの店舗への配送を行うこともまれではなかった。しかしながら、 年代よ

り各大手スーパー・チェーンは自社の配送センターを次々に整備、卸売業者の数が急速に減

少していった ）。現在では、大手食品小売業はほとんど自社配送センター経由で物流を

行っている ）。

）日本の食品小売市場に占めるマルチプル（複数の店舗をもつ事業所、フランチャイズチェーンに加盟し
オーナーが単独店を経営しているものは除く）のシェアは、同一基準で算出しうる 年以降、次のよう
に推移している（経済産業省 商業統計表（産業編））。 年 ％、 年 ％、 年 ％、

年 ％、 年 ％、 年 ％、 年 ％、 年 ％、 年 ％、 年
％、 年 ％、 年 ％、 年 ％、 年 ％、 年 ％、 年 ％。

）
（横森豊雄 流通の構造変動と課題 ヨーロッパと

日本の流通 白桃書房、 年、 ページ）。
） 推計（

）（食料・農業政策研究センター編 イギリスの食品産業 農村漁村文化協会、
年、 ページ）。

） 年の 比率は、次のように算出した。卸売業食品売上高 百万円（食料・飲料卸売業売
上高 百万 農畜産物卸売業売上高 百万 ） 小売業食品売上高 百万 （食品小売業
売上高 百万 飲料・菓子・たばこ小売業売上高 百万 ）。卸売業食品売上高については、

（横森豊雄 流通の構造変動と課題 ヨーロッ
パと日本の流通 白桃書房、 年、 ページ）。小売業食品売上高については、

（ 年は、
）。なお、小売業食品売上高を 総合店 （ ）と 専門店 に分けると、 総合

店 のシェアは 年 ％、 年 ％、 年 ％、 年 ％と推移し、その割合が増加し
ている。
）日本貿易振興会 英国の大手食品流通業の動向 年、 ページ。
） 推計によると、店舗への全配送量のうち自社センターを経由する量（物量ベース）の割合は、
年は ％、 ％、 （ 年に に買収） ％、 ％、

年は ％、 ％、 ％、 ％である。 年においては
％であったものが、 年においては 割を超え、ほとんどの商品が自社物流センターを経由して店

舗に配送されるようになっている（日本貿易振興会 英国の大手食品流通業の動向 年、 ペー
ジ）。



日 本

日本における食品の 比率を算出すると、 年 、 年 、 年 、

年 、 年 、 年 、 年 と推移している ）。 年および 年

をピークとして減少し、卸売業の位置づけが低下傾向にあるといえるが、イギリスの

比率が 年において であることを考えると、非常に高い水準といえる。

また、卸売業者間の取引回数を示す 比率を食品についてみると、 年 、 年

、 年 、 年 、 年 、 年 、 年 と推移している ）。

年の 比率は、 年と比較すると ポイント減少し、流通経路の短縮化傾向

が進んでいるとはいえ、 年以降はほぼ横ばいで推移しており、依然として食品では 段

階近い卸売業を経由して流通していることを示している。

割合

これまで、イギリスにおいては日本とは対照的に食品小売市場における上位集中度が高

く、また大手食品小売業はほとんど卸売業を経由しないで商品を調達していることを明らか

にしてきた。イギリスにおける流通のもう つの特徴は 割合の大きさである ）。イギリ

スにおいては、主として衣料品および食品を取り扱う においてほとんど

全品が である。また、大手食品スーパー 社（

）においても、 割合が約 割に達している ）。他方、日本においては、積極的に

展開を進めている イオン でも、 年度（ 年 月期）の販売額に占める 割

合は ％にとどまっている ）。なお、日本生活協同組合連合会傘下の各生協の総供給額

（販売額）に占める コープ商品 の割合を推計すると、 年度（ 年 月期）に

おいて ％を占めている ）。
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） 比率は、経済産業省 商業統計表（産業編） に基づき、飲食料品卸売業年間販売額 飲食料品
小売業年間販売額で算出した。
） 比率は、経済産業省 商業統計表（流通経路別統計編） に基づき、卸売業全体の販売額から
本支店間移動 を除いた値を、 小売業者向け、産業使用者向け、国外向けおよび消費者向け合計値 、

いわゆる 卸売業者向け以外 の販売額で除して算出した。なお、食品卸売業の販売額は、 農畜産物・
水産物卸売業 食料・飲料卸売業 の販売額を合計した。
）本論では、小売業ブランドを総称として とよぶ。日本では、 は小売業や卸売業のブランドとい
う意味で、製造業ブランド と対比される形で用いられ定着した用語となっているが、英国では“

”、米国では“ ”という用語が用いられることが多く、 や と略されることはあ
まりない（根本重之 日本におけるナショナル・ブランドとプライベート・ブランドの競争 流通情
報 第 号、 年 月、 ページ）。
） 通商弘報（ジェトロディリー） 年 月 日、 ページ。なお、大手食品スーパーの 割合の推
移については、矢作敏行 プライベート・ブランドの発展過程 イギリス・スーパーマーケットの場合
矢作敏行編 欧州の小売イノベーション 白桃書房、 年、 ページ、に詳しい。

）イオンの トップバリュー は、 つのサブブランドをもち、 年度（ 年 月期）現在で約
品目、売上高は 億円、グループ全体の売上高 兆 億円のうち ％を占めている。イオン

では、 年 月に 商品の企画から開発、マーケティング、生産、販売促進までを統括する イオン
トップバリュー株式会社 を設立、 年度には 売上高 億円を目指すとしている（イオンホーム
ページ）。
） 年度における日本生活協同組合連合会から各生協へのコープ商品供給高は 億円、各生協にお
ける供給原価に対する供給高の比率を とみて（日本生活協同組合連合会編 生協の経営統計 年
度 コープ出版、 年、 ページにおける会員生協全体損益計算書 年度による）、各生協のコープ
商品供給高（販売額）を推計すると 億円、これに対して各生協の総供給高（販売額）は 兆 億円
であり、総供給高（販売額）に占めるコープ商品供給額（販売額）の割合は ％となる。
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堂野崎衛は、 割合に影響を与える要因に関する先行研究を次のように整理している ）。

市場規模の大きさ、 小売市場の集中度、 景気変動と逆相関で 割合が推移、 製

品の品質と価格訴求力の向上、 チェーン小売業に対する法規制がもたらす影響。そして、

このうち 小売市場の集中度 および 製品の品質と価格訴求力の向上 が説得的であ

るとしている。

また、矢作敏行はイギリスにおける の発展過程から得られる含意について、次のよう

に述べている ）。 世紀後半から第 次世界大戦開始までの時期において、生協やバラエ

ティストアの は、消費者が必要とする良品廉価な商品が市場で供給され

ないという状況の中で大量販売・仕入れ力を生かし、直接商品の開発・調達を行う道を選択

した、すなわち の社会的認知が の市場浸透以前の極めて早い時期に形成された。

の浸透が高い理由は主に小売商業構造の上位集中化と関連づけて説明できるが、小売経

営革新行動の観点からは 開発の動機が価格競争手段からストア・ロイヤルティ競争手段

へと変わり、その結果、品質重視の 戦略が採用され、 の劣等財的イメージが一新さ

れた。 多店舗展開と並行して配送センターが整備され、大量性と高回転に特徴があるコモ

ディティ商品のほか、商品管理の難しい生鮮食品、惣菜、調理済み食品等の も可能と

なった。

すなわち、イギリスにおいては、小売市場の上位集中度の高さと、小売企業の経営革新行

動の蓄積によって、 割合が大きくなったと理解することができよう ）。表 は、国別に

割合と上位集中度の関係をみたものである。 割合をみると、西欧および北米諸国が

上位を占め、イギリスは ％で第 位となっている。上位 社への集中度は 割合上位

ヶ国しか示されていないが、アメリカを除いて ％以上のシェアであり、イギリスでは

％となっている。他方、日本の 割合は ％で、調査対象 ヶ国中 位、 割合の小

表 割合と上位集中度（上位 社の累積販売額シェア）の国際比較

（単位 ％）

割合 上位集中度 割合 上位集中度

スイス オランダ

ドイツ カナダ

イギリス デンマーク

スペイン アメリカ

ベルギー

フランス 日本

（注）原典では、 （ ）という用語を用いているが、ここでは とした。

資料

）堂野崎衛 プライベートブランドの発展と動因 中央大学大学院論究（経済学・商学研究科篇） 第
号、 年 月、 ページ。
）矢作敏行 プライベート・ブランドの発展過程 イギリス・スーパーマーケットの場合 矢作敏行編
欧州の小売イノベーション 白桃書房、 年、 ページ。
）イギリスにおける の特質の変化については、伊部泰弘 プライベート・ブランドの発展プロセスに
関する研究 英国と日本の 国間比較において 企業経営研究 第 号、 年 月、に詳しい。



さい下位にはラテンアメリカおよびアジアパシフィック諸国が並んでいる。これらの国の上

位集中度は明らかにされていないが、おそらくそれほど高くないものとみられ、上位集中度

の高い諸国は 割合も大きい傾向があるものと推測される ）。

．購買頻度と購買行動に影響を与える要因

購買頻度

イギリスの消費者は、日本の消費者のように鮮度を重視し多頻度小量で購買するよりも、

週に 回程度まとめ買いする傾向が強いといわれている ）。食品基準庁（

）の調査（ 年）に基づいて食品の購買頻度をみると、 毎日 ％、 日

ごと ％、 週に 回 ％、 月に 回 ％、 月に 回 ％、 月に 回以下

％、 利用しない ％となっており、 週に 回 が 分の を占め、週に 回以上

購買する消費者は、わずか ％にすぎないことが特徴である ）。

他方、日本における生鮮食品の購買頻度について東京都の調査（ 年）からみると、

ほぼ毎日 ％、 週に 回 ％、 週に 回 ％、 ほとんど購入し

ない ％、 わからない ％となっており、週に 回以上購買する消費者が 分

の を占め、週に 回が 分の を占めるイギリスとは好対照である ）。

購買行動に影響を与える要因

自家用車による買物

買物において自家用車を利用するかどうかは、消費者の購買頻度に大きな影響を与えると
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）小売市場の上位集中度は高いが 割合がそれほど大きくない国について、堂野崎衛は次のように分析
している。 デンマークやスウェーデンのような北ヨーロッパの国では、小売市場の集中度は高いが、市
場をコントロールしているのは主として多数の卸売業者であり、小売組織と卸売業者の統合があまり進ん
でいない。小売組織から製造業者へのコントロールが機能しにくい流通構造であるために、 の浸透度
は低い状態となっている （堂野崎衛 プライベートブランドの発展と動因 中央大学大学院論究（経済
学・商学研究科篇） 第 号、 年 月、 ページ）。
）イギリスでは、深夜営業と日曜営業を禁止した商店法（ ）によって営業時間が規制
されていたが、 年に大幅に規制が緩和された。平日は 時間営業も可能となり、日曜日は売場面積

を超える店でも午前 時から午後 時の間で 時間まで営業を行うことが可能となった（ 通商弘報
（ジェトロディリー） 年 月 日、 ページ）。
） 同調査
は、 年 月実施、性別・年齢（ 歳以上）等人口構成に応じて抽出されたサンプルを対象とし、
回答者数は 人。 年に競争政策委員会によって実施された調査（回答者数 人、性別は男性
％、女性 ％）でも、食品の購買頻度は 週に 回以上 ％、 週に 回 ％、 月に 回 ％、
月に 回以下 ％となっており、ほぼ同様の結果となっている（日本貿易振興会 英国の大手食品流
通業の動向 年、 ページ）。
）東京都生活文化局 食品の購買意識に関する世論調査 年。同調査は、 年 月に実施、回答者
数は 人、男性 ％、女性 ％。また、東京都産業労働局の調査によると、地元商店・商店街の
利用頻度は、 ほぼ毎日 ％、 週に 回 ％、合計 ％、地元大型店の利用頻度は、 ほ
ぼ毎日 ％、 週に 回 ％、合計 ％となっており、約 分の の消費者は地元商店・
商店街、地元大型店ともに週 回以上利用している（東京都産業労働局 都民の購買行動に関する調
査報告書 年）。同調査は、 年 月に実施、回答者数は 人、男性 ％、女性 ％。な
お、東京都では同一項目の調査を 年および 年にも実施しているが、地元商店・地元商店街の利用
頻度がやや減少傾向にあるものの、ほぼ 年と同様の傾向を示している。詳しくは、同報告書、 ペー
ジを参照のこと。
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想定される。イギリスにおける買物交通手段は、市場調査会社 （

）の調査によると、 自家用車 ％、 徒歩 ％、 バス ％、 自転車

％、 鉄道 ％となっており、自家用車が 分の を占めている ）。他方、日本にお

いて買物に際して自家用車を利用する割合は、 利用する （ いつも利用する 日常の

買物にもよく利用する ）合計で ％となっている。 利用する という割合は都市規模別

の差が大きく、東京都区部では ％、政令指定都市では ％、中都市（人口 万人以上

の市） ％、小都市（人口 万人未満の市） ％、町村 ％となっており、一部の大

都市を除くとイギリスと同様に自家用車による買物が一般的になってきている ）。

そこで、いつ頃から自家用車による買物が一般化したかについて、人口 人あたりの

乗用車保有台数から推測する（表 参照）。 年においては、イギリスも日本もほとんど

同じ水準（イギリス 台、日本 台）にあるが、 年においては日本では 台で

あったのに対して、イギリスでは既に 台（ 年の半数近い普及率）、日本の約 倍

の水準に達していたことが注目される。日本では、その後 年代から 年代にかけて急

速に自家用車が普及していった。

先に表 でみたように、 年にはイギリス食品小売市場の ％はマルチプル（

店舗以上）によって販売されており、自家用車による大規模スーパーでの購買が一般化して

いたものとみられる。他方、日本では 年当時は乗用車の普及率は 人に 人程度であ

り、また先に表 でみたように 年当時の食品小売市場に占める大規模店のシェアは、百

貨店・総合スーパー ％、食品スーパー（ 以上） ％、合計すると ％に過ぎ

ず、徒歩や自転車によって小規模な専門食品店で購買する行動が一般的であったといえる。

表 人口 人あたり乗用車保有台数推移の日英比較

（単位 台）

イギリス 日 本 イギリス 日 本

資料 イギリスの 年については、

（

）、 年および 年の乗用車保有台数は日本道路協会 世界の

道路統計 。日本の 年の乗用車（普通車、小型四輪車、軽四輪車）保有台数は日本

自動車工業会 自動車保有台数 （国土交通省調べ）、人口は総務省 国勢調査 、 年は同

推計人口 。

）日本貿易振興会 英国の大手食品流通業の動向 年、 ページ。
）内閣府の調査によると、買物に際して自家用車を利用する割合は、 利用する ％（ いつも利用す
る ％ 日常の買物にもよく利用する ％）、 時々利用する ％（ 日常の買物にも時々利
用する ％ 日常の買物以外で時々利用する ％）、 利用しない ％（ あまり利用しな
い ％ ほとんど（全く）利用しない ％）、 分からない ％となっている。同調査は、

年 月実施、回答者数は 人、男性 ％、女性 ％（内閣府 小売店舗に関する世論調査 、
年）。



自家用車の普及率からみると、イギリスでは早い時期から少頻度大量購買が可能となり、日

本ではそれが難しく、多頻度小量購買が求められていたといえよう。

女性の社会進出

女性の社会進出が進むほど平日の買物時間が減少する傾向があり ）、購買頻度も減少する

可能性がある。女性の労働力参入率（経済活動に従事している 歳人口の割合） ）を

みると、 年においてはイギリス ％、日本 ％、 年においてはイギリス

％、日本 ％となっている。両国とも労働力参入率が増加しているが、イギリスの方

が ポイント程度高い水準にある。確かに、イギリスにおいて女性の社会進出が日本より進

んでいることは日英の購買頻度の差を説明する つの要因といえる。しかし、週に 回の買

物（イギリス）、毎日あるいは 日に 回の買物（日本）という購買頻度の大きな違いを十

分に説明できる要因ではないと考える。

外食割合

外食割合が大きくなればなるほど、食品の購買頻度は減少するものと考えられる。そこ

で、日英の外食割合 飲食販売額合計（小売業食品販売額 外食販売額）に占める外食販売

額の割合 ）を比較すると、イギリスでは 年 ％、 年 ％、 年 ％、

年 ％、日本では 年 ％、 年 ％、 年 ％、 年 ％と推移

している。両国とも外食割合がやや増加傾向にはあるが、その割合は日本の方が大きく、イ

ギリスの食品購買頻度の低さは少なくとも外食割合が大きいためではないといえよう。
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）日本における女性（ 歳以上）の就業形態別買物時間をみると、平日では 主に仕事 分、 パート
（家事などのかたわらに仕事） 分、 家事 分、日曜日では 主に仕事 分、 パート（家事など
のかたわらに仕事） 分、 主に家事 分となっている。日曜日の買物時間にはほとんど差異はない
が、平日の買物時間は 主に家事 の女性と 主に仕事 の女性とでは 倍以上の差異がある。また、夫
が有業の妻の週平均買物時間をみると、 専業主婦 分、 夫の週就業時間 時間以上、妻 時間未満
分、 夫、妻ともに週就業時間 時間以上 分となっており、妻の就業時間が長いほど買物時間が短

くなる傾向が明確である（総務省 社会生活基本調査 年 ）。
）

（ 世界経済・社会統計 柊風舎、 年、 ページ）。
）日本の外食割合は次のように算出した。外食割合 飲食店市場規模 （ 家計の食料・飲料消費額
飲食店市場規模 ） 。 家計の食料・飲料消費額 は、内閣府 国民経済計算 （暦年、名目）によ

る 食料・非アルコール飲料 および アルコール飲料・たばこ の合計額から、日本たばこ協会調べに
よるたばこ販売実績であり輸入品を含む たばこ販売額 を差し引いて算出。 飲食店市場規模 は、料
飲主体部門および集団給食、宿泊施設を除く飲食店の市場規模で、食堂・レストラン、そば・うどん店、
すし店、その他の飲食店の合計。いずれも、外食産業調査総合研究センターの推計（外食産業総合調査研
究センター編 外食産業統計資料集 年版 外食産業総合調査研究センター、 年、 ペー
ジ）。イギリスの外食割合は次のように計算した。外食割合 レストラン売上高 （ 小売業食品売上高

レストラン売上高 ） 。 小売業食品売上高 は品目別統計、 レストラン売上高 にはホテル、
バー、ケータリングの売上高は含まない（ ）。なお、食
品基準庁調査に基づいてイギリスの外食頻度をみると、 月に 回以下 ％、 週に 回 ％、
週に 回 ％、 ほぼ毎日 ％、 利用しない ％となっており、月に 回以下が約 分

の を占める（
、 年 月調査、有効回答者数 人、男性 ％、女性 ％）。同様に、日本の外食頻度をみ

ると、 月に 回以下 ％、 週に 回 ％、 週に 回 ％、 ほぼ毎日 ％、
利用しない ％（株式会社インフォプラント 外食 に関する調査 年 月 日、 年
月調査、有効回答者数 人、男性 ％、女性 ％）となっており、イギリスよりも外食頻度は

高いといえる。
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むすび

本論では、日英の食品小売構造を比較し、その相違をもたらす要因について考察してき

た。イギリスでは食品小売市場における大手食品小売企業 社のシェアが約 ％、上位 社

だけで ％を超え、寡占化が進んでいる。他方、日本では大手 社のシェアでも ％に満た

ない。食品小売業の商店数の推移をみると、日英両国とも大きく減少しているが、イギリス

の減少率の方が格段に大きい。イギリスでは 年代から 年代における減少が大きく、

比較的早い時期から寡占化、小規模店の淘汰が進んだのに対して、日本では大規模小売店舗

法の規制緩和のもとで大型店の出店が急増し、他方で消費が低迷した 年代以降に小規模

店を中心に減少が目立っている。

寡占化が進むイギリスの大手食品小売業では、食品卸売業を経由することなく、生産者か

ら直接調達することが一般的であり、また 割合が大きい。これに対して、日本では卸売

業を経由した仕入れがほとんどであり、また 割合も小さい。消費者の購買頻度をみる

と、イギリスでは 週に 回 が 分の を占めるのに対して、日本では 週に 回

が 分の を占めている。自家用車の普及率からみると、イギリスでは早い時期から自家用

車による大規模食品店での少頻度大量購買が一般化したものとみられる。他方、日本では鮮

度を重視する嗜好が根強く、また自家用車の普及がイギリスよりも遅かったこともあって、

徒歩や自転車による多頻度小量購買が一般的であり、そのため小規模専門店の生存領域が確

保されていたといえる。

なお、寡占化が進むイギリスにおいては、大手食品スーパーの地域独占による消費者利益

の阻害が懸念されている。そのため、大手食品スーパーの出店に地方自治体が計画許可

（ ）を与えるにあたって、地域独占とならないかどうかを審査する

コンペティション・テスト の導入が検討されている ）。この点については、稿を改めて

考察したい。

（本研究は、平成 年度 平成 年度科学研究費補助金（課題番号 ） 小売業立

地が買物利便性に与える影響の評価モデルの構築 （研究代表者 南方建明）の助成を受け

たものである）。

）日本の公正取引委員会に相当するイギリス競争政策委員会による コンペティション・テスト 導入の
提言については、

、またイギリスにおける小売開発の都市計画的規制については、南方建明 イギリスにお
けるタウンセンターマネジメントと小売開発規制 大阪商業大学論集 第 巻第 号、 年 月、を
参照されたい。




