
．問題の所在

近年，世界規模での金融不安や原油高による物価高騰が続き，さらに，食品偽装などによ

る食の安全性に対する問題が頻発することにより，とりわけ流通環境や消費者環境は不安定

な状況が続いている．そのことがメーカーにとっても，流通業者にとっても不安定な要素と

して作用してしまい，このような状況に対応すべく，何らかの変化を余儀なくされている．

企業間の取引環境に限定するならば，それまでよりも徹底したコスト管理や品質管理に重点

がおかれ，経営環境そのものを見直す傾向にある．ここでとりあげるサプライ・チェーン・

マネジメント（ ，以下， ）は，流通費用の削減，リードタ

イムや在庫の調整，そして品質管理などを徹底すべく，個別企業同士の取引の枠を超え，企

業間全体としてサプライ・チェーンを構築し，企業同士の関係性を見直すことにより経営の

最適化を目指す経営管理手法であるといえる．ただ， 依然として多くの産業で， の

実施から一定の成果を達成できない企業が多い ） のも実態としてあり，欧米のそれと比

べて日本での の定着・浸透が進まない状況が続いてきた．問題は，日本においては，
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一部の分野を除けば，この の浸透がうまくいかず，あくまでも理想論としての

関係（両者利得関係） を目指している企業が多いところに つ目の問題があ

る．さらには，多様な実態があるなかで，国や分野による のとらえ方の相違も相まっ

て，広義の意味において メーカー主導の と 小売主導の とに， のと

らえ方自体が分かれていることが， つ目の問題点としてあげられる．そのため本稿では，

がどのような形成過程を経て現代に至り，そこにはどのような問題や課題があるのか

といった基本的なまとめを行なった上で，イギリスの事例から に関する若干の示唆を

取り入れ，日本における の方向性についての提示を行なう．

まずは， の概念と目的，形成の背景をみていき，欧米とどう違うのかを考慮しなが

ら日本における の形成をとらえる．つぎに， のとらえ方の相違，つまりメー

カー主導の と小売主導の はどのような違いがあるのか，現状を把握しておく．

さらには卸売業者の現状，そして小売主導型 の有用性を展開し，イギリスの事例から

の示唆を取り入れ，最後に日本における 適用の有用性を展望する．

． の形成とその背景

とは何か

が日本で注目されるようになったのは，およそ 年代後半以降といわれる．それ

は，近年の情報技術（ ）の進歩の影響を強く受けた結果である

といってよい．これまでメーカーや卸売業者，そして小売業者は，各主体間での熾烈な競争

を展開してきた．たとえば，大規模メーカーが販売価格や利益の維持のために，卸売業者や

小売業者を管理・統制下に置く 流通系列化（近年，見直されつつある） が組織された

り，メーカー商品よりも安価な商品提供を実現するために，大規模小売業者がメーカーに対

して小売ブランド商品開発の委託を拡大したり，あるいはメーカーと小売業者が直接的な取

引関係をもつ 製販提携 によって 中抜き といわれる卸売業者の排除を実施したりと，

その動向は多様である．これらは企業としての自己利潤追求の一環として，このような競争

を展開してきた． はまさにこのようなメーカーや小売業者の競争形態が変容した結果

の一つといえる．すなわち，それまでの 競争（対立的） 関係から 協調（協力的） 関係

へのシフトを前提にする競争形態の変容を意味するものである．

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）崔 容熏，藤岡章子 サプライ・チェーン戦略最適化のための選択フレームワーク 製品仕様の柔軟性
に焦点をあてて 龍谷大学経営学論集 第 巻，第 号， ， 項．



日本型流通システムにおける小売主導型 の可能性（金）

とは，図 のようにサプライヤーから最終消費者までのチャネル上の各主体を実際

にはそれぞれのチャネルにおいて構成し，その中で図 に示された業務を一気通貫的に管

理・統制することである．実際には業界によって，より複雑な仕組みをもつものではある

が，その場合， サプライ・チェーンを効率的に連結するのに欠くことができない ） もの

が， ロジスティクス（ ） となる．すなわち，物の流れをコントロールすることが

の核心の つとなる．ロジスティクスマネジメント評議会（ ）の示す定義によれ

ば，ロジスティクスとは， 顧客要望にこたえる目的で，出発点から消費地点までにわた

る，商品，サービスおよび関連情報の効率的かつ効果的な流れと保管を計画し，実施し，そ

して管理するプロセス ） である．要するに，それまでの物流管理において，別々に機能

していた物流機能を統合し，物財の円滑，かつ効率的な流れを管理する手法で，配送コスト

からリードタイムに至る物流の総合的な管理形態であり，その語源は軍事用語の 兵站

（学・術） から由来する ）．近年，このロジスティクスの手法が各業界において活用さ

れ，多くの関連企業の物流戦略が見直され，実行されている．たとえば，メーカーにおいて

は原材料調達や部品供給などの効率化のためにサプライヤーを組織したり，小売業者におい

ては自社専用の物流センターを保有し，自社専用トラックを配備したりと，その活用は多岐

にわたる．このような物流戦略において，たとえ自社でまかなえない，あるいはコストがか

かりすぎてしまうと判断された部分が生じても， （サード・パーティ・ロジスティク

ス）とよばれる物流専門業者への一括委託によって，可能な限り効率的な物流を目指すこと

になる．これらを基礎とし，メーカーをとりまく原材料供給業者から最終顧客までの一連の

流れ（プロセス）をトータルに管理・統制するのが なのである．

）松浦春樹，島津誠監訳 サプライチェーン・ロジスティクス 朝倉書店， 年， 項．
）前掲書， 項．
）詳しくは，金 度渕 小売ロジスティクスの本質─イギリス食品小売業における小売ロジスティクスの
発展─ 中央大学 大学院研究年報 商学研究科篇 第 号， 年を参照されたい．
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形成の背景

では，なぜ が日本において注目されるようになったのか．主な背景をいくつか取り

上げる．

戦後復興期を経て， 年代後半からの高度経済成長期を経験した日本は， 年の プ

ラザ合意 まで，継続的でゆるぎない経済成長を果たした．先進主要国には類を見ない特殊

的な日本型流通システムの仕組みは，その後バブル経済を基点として大きな転換を迎えた．

それは，バブル経済の崩壊と長引く景気低迷によって， これまでの 成長神話 が崩壊

し，小売段階での価格競争が激化するにつれ，日本型流通システムの根幹をなすメーカーの

建値制が不可能となり，同時に流通系列化，リベート制，特約店制，返品制といった日本的

取引慣行の維持が困難となった ） ことが指摘できる．また， 年代半ば以降のディス

カウント・ストアの発展が，小売段階での低価格競争を刺激した主要なものであったのは周

知の通りである．

一方，消費者のニーズは，所得の上昇とともに 年代にかけて多様化・個性化を始

め， それに応じて生産の側で多品種少量生産体制への移行が始まる ） ことになった．つ

まり，生産者から小売店までの時間やコストの問題を改善していくことが重要となるのであ

り，特にそのための 物流活動における各機能の効率を高めていく必然性がでてきた ） とい

えよう．大量生産体制から多品種少量生産体制への変化は，まさに多様化・個別化する消費

者に対する企業側の取組みの結果であった．コンビニエンス・ストアの発展による多頻度小

口配送の現出が，ますます消費者の利便性を高める役割を担ったことは，その代表的な例と

いえよう．ただし，三村（ ）が指摘するように，多頻度小口配送そのものが納入業者に

多くの負担をあたえ， かぎりない小口化，納入時間指定や欠品ペナルティ要求など，納入

業者を悩ませる要求の厳しさ ） を増幅させてきたのも事実である．

いまひとつの の形成をうながす背景として，企業にとってのコスト構造の見直しが

ある．企業にとっての物流コストの削減が直接的には利益そのものを押し上げるとされ，

売上高の大幅拡大と同等の効果がある ） ほど，重要な位置を占め，コスト管理の徹底

が望まれているのも周知のとおりである．

たとえば，飲料メーカーのサントリーは，従来，生産計画に関する情報の更新は 週単位

で更新し，この間に生産計画の変更が発生した場合には，メールや口頭で連絡を繰り返す作

業をおこなっていた．現在， の情報システムに切り替え，約 千品目の生産計画を売

れゆきに応じて毎日更新できる仕組みに変更している．このような 生産の合理化などで年

間 億円分のコスト削減 ） を見込んでいるという．

また，セブン・イレブン・ジャパンは，大手飲料メーカーである日本コカ・コーラ，サン

トリー，伊藤園，キリンビバレッジ，アサヒ飲料，カルピスの 社とともにメーカー共同デ
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）加藤 司 日本的流通システムの動態 千倉書房， 年， 項．
）山口重克，福田 豊，佐久間英俊編 による流通変容の理論と現状 御茶ノ水書房， 年， 項．
）金 度渕，前掲論文， 項．
）三村優美子 消費財流通変化とサプライチェーン・マネジメント 黒田 充編著 サプライチェーン・
マネジメント 企業間連携の理論と実際 朝倉書店， 年， 項．
）斎藤 実，矢野裕児，林 克彦 現代企業のロジスティクス 中央経済社， 年， 項
）日本経済新聞， 年 月 日付．



日本型流通システムにおける小売主導型 の可能性（金）

ポを専用拠点として展開し，原料の調達物流まで管理領域を拡大したうえで，徹底的な物流

コストの削減を図っている ）．

本来，ロジスティクスは，別々に機能していた物流機能を統合するという意味で，トータ

ルコストの管理を念頭におく必要がある．必ずしもグローバルな生産体制をもつ企業に特化

されるわけではないが，現代企業の生産システムにおいては コスト削減が限界まで追及さ

れ，トータルな生産コスト，在庫コスト，物流コストの徹底した削減 ） が図られてお

り，その意味でトータルコストの管理の重要性が高まっているのである．

延期 投機理論の枠組み

市場の不確実性が高まるなかで，企業が商品を市場に投入する際，流通チャネル（または

流通フロー）のどの地点に商品を配置（在庫）すれば，もっとも適切にコストを削減し，そ

して効果的に戦略を遂行できるかを問う理論が，この延期 投機理論である．延期 投機理

論は， を考察する上で重要な位置を占める．

まず，延期理論は， ．オルダースン（ ）によって提唱された理論であり，

製品差別化 に端を発している．製品差別化の決定を，消費者の 購買点 にまで引き延

ばすこと（延期）によって効率化することができると提起する．ここでの 購買点 とは，流通

チャネル上の 時間次元の［購買時点］と，空間次元の［購買地点］という二重の意味 ） が

含まれている．すなわち，生産段階における スタイル，色，サイズといった製品形態の決

定はできるだけ［購買時点］に近いところまで引き延ばされることで市場リスクを削減でき

る ） のである．

これに対して，その逆である投機の原理を提案し，延期と同様に投機の原理も流通費用の

節減に効果があると主張し，延期 投機の合成モデルを作り上げたのが バックリン

（ ）であった．つまり，流通チャネル上で買い手による発注から売り手による

納品までのリードタイムが長いと， 在庫位置の変化に関する決定が前倒しで行われている

ことになり，売り手の輸送・在庫費用が減少する投機の効果が実現し，買い手の在庫費用が

低下する延期の効果が失われる ） ことが，投機理論である．このような延期 投機の原

理の作用は，商品分野によっても，そして販売形態によっても異なる．

しかし，現実にはどちらか一方に偏るのではなく，様々な条件にしたがって延期 投機両

者の統合を図ることが重要であるが， ビジネス世界の歴史的推移は投機重視から延期重視

へ大きくシフトしてきている ） という点に留意する必要がある．それは，多様化・個性

化する消費者への現実的な対応として，投機よりも延期重視への流通システムの変化が求め

られたことを意味している．たとえば，衣類を販売する場合，膨大な量を一気に大量生産し

て店頭に並べて在庫を抱えるよりも，染めていない衣類を生産段階にストックしておき，売

） セブン イレブン・ジャパン〔 〕 大手飲料メーカー 社と共同デポを展開 垂直統合を進めて物
流コスト削減を図る 月刊ロジスティクス・ビジネス ，第 巻，第 号． 年 月， 項．
）山下洋史，諸上茂登，村田潔 グローバル 有斐閣， 年， 項．
）矢作敏行・小川孔輔・吉田健二 生・販統合マーケティング・システム 白桃書房， 年， 項．
）前掲書， 項．
）前掲書， 項．
）加藤義忠監修 現代流通事典 白桃書房， 年， 項．



れゆきが良く，欠品の恐れがある色の衣類をクイック・レスポンスで製造して対応すると

いったことも，現実の衣類メーカーなどでは行なわれている．問題は，たとえそれが流行や

社会現象に影響されて（あるいはそのような現象をメーカー自らが作って）売れるだろうと

予測された（あるいは予想した）情報にしろ，店頭での事後的な 情報にしろ，あるい

は商品がどこに位置しているのかといった在庫情報にしろ，それらの情報をいかにリアルタ

イムで把握し，対処すべきかにある．近年，情報共有が前提となる が注目されるもう

一つの理由が，ここにある．原材料調達段階から最終販売段階までのサプライ・チェーンの

一連の流れのなかで，各主体間での情報をそれぞれリンクさせ，市場の動向に俊敏に対応す

ることが望まれるのである ）．

小 括

このように は，現代の主要な企業における経営管理手法の一環として注目されてい

る． の達成や成功の源は， トップマネジメントの確固たる信念，企業内外の情報共

有化，精度の高い需要予測，柔軟な生産体制，部品部材業者との協力体制，効率的なロジス

ティクス・システム ） などに求められよう．それには主体間で結んだ協調的関係は当然

であるが，さらにはサプライ・チェーンをコントロールできる強力なリーダーが必要になる．

しかし，現実の流通経済が複雑，かつ多様であるため，そのようなリーダーシップの舵を

誰がとるかといった議論は，これまであまり明確に示されてこなかった．そのため，ここで

は広義の意味において，サプライ・チェーンを主導する主体をメーカーと小売業者に分けて

議論する．このことは少なくとも日本における を理解する上では有効と考えられ，さ

らにメーカー対小売業者の関係が変化してきたことも関連しているといえる．

．メーカー主導と小売主導の

現実の多様なサプライ・チェーン マネジメント活動は，後述するように， ，

， といった調達を含めた生産管理からの流れと， ， ， といった生

産を含めた販売管理の流れという つの流れのもとに生まれ育ってきた． つの流れの違い

は，サプライ・チェーンを主導する主体の違いであり，大規模メーカーか大規模小売業者の

いずれかがリーダーになることによって，その特性はそれぞれ異なるようになる．

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

） ただしここでは，情報化の進展が の主体間での情報の不確実性を解決してくれるというような見
方ではない．木立真直氏は， 情報化の進展がただちに情報の不完全性を解消し，協力的調整機構の領域
を拡大させるとはいえない（木立真直 による流通システムの転換をめぐる展望 阿部真也，藤澤史
郎，江上哲，宮崎昭，宇野史郎編著 流通経済から見る現代 消費生活者本位の流通機構 ミネルヴァ
書房， 年， 項） と主張され，そのネットワーク（ ）に参加する主体の性格が問われなければ
ならない点を強調されている．これについては，すでに佐久間英俊氏が， 実体としての技術の発展とそ
の利用の社会的形態を区別している（山口重克，福田 豊，佐久間英俊編，前掲書， 項） 点を評価さ
れており，賛同できる．ここではあくまでも情報化の進展が，企業間の 形成の原動力として作用し
ている点を指摘している点にとどめているが，これらの点は留意すべきである．
）加藤義忠監修，前掲書， 項．



日本型流通システムにおける小売主導型 の可能性（金）

メーカーによる の展開

日本は，他の先進主要国に比べてメーカーの市場支配力が強いといわれる．既述のよう

に，バブル経済を契機に日本の企業は転機を経験し，それまで市場の支配者であった大規模

メーカーによる卸売業者や小売業者への 力 の行使は変容するようになった．近年，メー

カーは 圧倒的なチャネル・リーダーとして外部企業に一方的な指揮命令を下す分野は狭め

られ，部品部材業者，製造業者，卸売業者，小売業者が対等な関係で戦略提携を結ばざるを

えないようになっている ） 状況にあり，その内実は，相対的に小売業者とのパワーバラ

ンスの変化に求めることができる．たとえば，大規模な家電メーカーにとって流通系列化が

見直されているのも， ヤマダ電機 のような家電量販店の発展，巨大化に起因していると

いえる．それは，大規模メーカーにとって， かつて 正規の販売経路 として認められな

かった専門量販店，さらには統制不可能であった （ディスカウント・ストア）さえも

が，正規の取引契約を結んでいる ） ということからも明らかである．

また，大規模メーカーの場合，国際化，グローバル化を進め，これまで生産拠点のほとん

どを海外に移転させてきた．生産拠点の海外への移転は，人件費や地価の安さ，原材料調達

の容易さなどをもたらし，国内よりも効率的に運営ができる．したがって生産拠点と販売拠

点が同一でない場合が多く，世界中に生産拠点を構える企業は少なくない．

に関連しては，たとえば， （ ）は，個別企業

の業務プロセスの最適化のための経営手法であり， 顧客満足を実現するため，現状にとら

われずに白紙の状態からビジネス・プロセスはどうあるべきかを考え，作り直す ） 経営

手法である．この手法は，バブル経済崩壊後に脚光を浴びた手法であったが， が目指

す 全体最適が 個別企業 の全体最適であり，企業間のパートナリングやコラボレーショ

ンによる企業群全体としての競争力強化が重要な課題となっている今日，個別企業の単独の

最適化のみでは激しい競争に勝ち抜くことが難しい状況 ） にある．そのため，強力な

リーダーの下でサプライ・チェーン全体の最適化をはかる を形成することが望まれる

のである．

ところで， の基本を ものづくりの生産性の向上 ） に求める議論がある．

のプロセスにおける全体最適化を追求する手段は，およそ生産段階における実態として，既

述の延期 投機理論も含め，多くの理論やシステムなどの生産方式の活用がなされている．

いくつか示せば，サプライ・チェーン上の制約部分，または阻害要因をみつけ，継続的に改

善・修正していく （ 制約理論）や， 企業の資源を有効活用

し経営の効率化を図ることを目的とした業務横断型統合管理システム ） である

（ 企業資源計画）などがそれである．たとえば，自動車に

は 万から 万個の部品が使われているといわれているが，その部品を供給する多くのサプ

ライヤーと上述のような生産手法を活用し，情報共有のもとで全体最適を目指すのである．

）前掲書， 項．
）加藤司，前掲書， 項．
）山下洋史，諸上茂登，村田潔，前掲書， 項．
）前掲書， 項．
）前掲書， 項．
）前掲書， 項．



そのように組み立てられて完成した自動車を，チャネルのどこに配置するのか，どの地点に

どのように運ぶのか，そしてどの店頭に届けるのかを，一括してメーカー主導の管理のも

と，遂行されることになる．要するに， 調達 と 販売 をいかに結び付けて遂行すべき

かを徹底する経営管理手法であり， を議論する多くの研究において捉えている観点で

もある．

ただしこの仕組みは，厳密に言えば， 結果的に自社の製品を消費者に届けることを主眼

とするクローズドなチェーンに留まっている ）． ことになる．実際に家電メーカーの大手

である松下が， 年 月にマーケティング本部を設立し，在庫責任を持ちながら，自ら売

れると判断した商品以外は仕入れをしないといった， への大胆な組織改革をおこなっ

た．このことに対しては 強力な事業部制の中で 生産の論理 が優先され，市場ニーズと

ズレた製品開発体制が売上げ不振の原因であるという危機感をもったから ） であるとい

う指摘さえある．すなわち，メーカー側で組織する，もしくは利害を一致させたサプライ・

チェーンは，原材料調達から自社製品の生産・販売への取り組みが主な目的となり，その追

求に徹しているといえる．次節でみる小売主導型 とは，その性格がだいぶ異なるようで

ある．

小売業者による の展開

近年，流通外資の市場参入や小売業の大規模化，そしてあらゆる業態の誕生を基礎に，

数多くの消費財の流通システムにおいて主導的な役割を果たす主体，いわゆるチャネル・

リーダーとしての位置を，メーカーや卸売業者に取ってかわり，小売業者が占めるように

なってきた事態 ） が生じていることからも明らかなように，日本型流通システムは変容

し，メーカーと小売業者のパワー関係も大きく変化してきた．

先進主要国における小売主導の を展開する代表的な企業には，ウォルマート

（ ，米），カルフール（ ，仏），そしてテスコ（ ，英）などがあ

る．必ずしも欧米型の流通システムが先進的であるというわけではないが，しかし，日本に

おいては小売主導の を展開する企業は，近年その数を増やしつつあるものの相対的に

少なく，決して一般化している仕組みではない．その理由としては，日本型流通システムの

特徴として，卸売構造の多段階性や分散性，さらには既述のように，これまでメーカーの市

場支配力が強く，ようやく小売業者がメーカーに対抗できる 力 を身につけてきている状

況も多く影響しているといえよう．小売主導の を展開する代表的な企業としては，セ

ブン・イレブン・ジャパンやイオンなどをあげることができる．

そもそも の基礎的な概念としては， と をあげられる． （

）は， 年代の米国において海外の安価な製品が輸入されたため， 危機感を抱い

た米国の繊維メーカーと百貨店業界が衣料品を対象に 製販一体 となって取り組むことに

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）辰馬信男監訳 ロジスティクスと小売経営 イギリス小売業のサプライ・チェーン・マネジメント
白桃書房， 年， 項．
）加藤司，前掲書， 項．
）木立真直 小売主導型流通システムの進化と展開方向 戦後食品流通の展開過程と小売革新を踏まえ
て 木立真直，辰馬信男編著 流通の理論・歴史・現状分析 中央大学出版部， 年 ， 項．
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よって，不要在庫と見切りロスをなくすとともに，品揃えを改善し売り上げの増加に成功し

た ） ことから，日本においてもその概念が 年代に注目されるようになった． を

基礎に急速に発展したユニクロに代表される （

）は， 製造小売業者 と称され，生産と販売を自社でおこなっている．基本的には，

商品企画，生産管理，ブランド管理，商品供給，小売店頭管理を一元的に担う形態 ）

であり，その仕組みは， と類似している．

他方， （ ）は， 効率的消費者対応 と訳され，上記

の を食品流通領域に適用したものといえる． ウォルマート（ ）社とプロク

ター・アンド・ギャンブル（ ）社との共同的な取組みによって，そして

また景気後退と新たな小売業態の出現にともなう 年代初期に生じた伝統的な加工食品産

業における競争の激化を背景にアメリカで生まれた ） 概念であるが，それが日本で注目

されるようになったのは，（旧）通商産業省の 世紀に向けた流通ビジョン（産業構造審

議会・中小企業政策審議会合同会議中間答申）（ ）で取り上げられたことによる ）．こ

の はアメリカだけでなく，イギリスやヨーロッパ各国においても 年代以降に浸透

し，とりわけ食品流通（グローサリ）において用いられてきた．この方式がその後の食品業

界に影響をもたらし，近年の小売主導の の形成に多大な影響をもたらした．

小売主導型の は，既述のメーカー主導の とは性格が異なり，一般的には複数

のメーカーの商品を大量に取り扱い，品揃えを行なうことからオープンなチェーンの性格を

もつ．すなわち， 消費者の実需に即した社会的な品揃え形成を追求する小売サプライ・

チェーンでは，横断的な結合，いわば産業的な展開の論理が本来的に備わっている ） た

めである．さらには，小売主導の は，供給サイドでは把握しきれない消費者の購買情

報や購買行動もある．多数のアイテムの品揃え形成を基礎とする販売サイドでの実需の把握

は，多くのメーカーや卸売業者との取引を通じて多くの情報を仕入れるため，相対的に優れ

た情報を得ることになる．つまりタイムラグなく消費者情報を入手・分析・利用できるのは

小売業のみであり ），既述したように，近年における企業行動そのものが，投機型から延期

型へシフトしている要因の つがここにある．すなわち， 販売 を中心に構え，そのため

の 調達 をいかに遂行すべきかが求められる である．したがって，何を欲している

のかといった消費者ニーズへの対応も重要であると同時に，小売店頭の情報をいかに

全体にフィードバックしていくのかが重要な課題となる．

小 括

をパートナーシップの観点からみても，メーカー主導の と小売主導の の

違いははっきりしている．たとえば，松下のような家電メーカーは 一方でメーカーへのロ

）加藤司，前掲書， 項．
）加藤義忠監修，前掲書， 項．
）辰馬信男監訳，前掲書， 項．
）三村優美子，前掲書， 項．
）辰馬信男監訳，前掲書， 項．
）木立真直 小売主導型食品サプライチェーンの展開方向と課題（特集 フードシステムと日本の食事情）
経済セミナー 第 号， 年 ， 項．



イヤルティの高い系列店と情報を共有化しその経営管理機能を吸収することで系列化を強化

し，他方で，量販店との協調的関係を構築してきた ） 経緯がある．しかし，量販店との

協調関係については，従来の系列化の発想から抜けられず， 一方的な統制を目指すという

域から出ることは果たせなかった ） のである．近年の家電量販店の巨大化は，メーカー

による系列化をより困難にさせ， への取組みを余儀なくさせた側面もある．

さらに，グローバルな展開をするメーカーであれば，多様なシステム作りや現地取引業者

との信頼関係の構築，人材の確保と労働者への賃金問題など，なお課題が多くなる．だから

こそ，メーカー主導の は， 生産性の向上 に専念する特色をもつものであり，少な

くとも自社商品の生産に徹することができるもっとも効果的な経営管理手法なのである．

． 最適化に関する若干の考察

卸売業者の排除傾向と躍進

近年，メーカーと小売業者のパワー関係が変容し，巨大化する小売業者は，自らの物流セ

ンターやトラックの配備などにより，あるいはメーカーとの直接取引によって，中間流通機

能としての卸売業者を排除し，製販提携の傾向を強めている．卸売構造の多段階性や分散性

という，日本型流通システムの特徴に対するこのような傾向は，今に始まったことではな

い． 年代ごろより 問屋無用論 や 中抜き論 といったことが多く議論され，その意

味において卸売業者の存在意義が長い間，問われてきたのである．

これらをふまえ，卸売業者の今後の発展可能性について，たとえば， ロジスティクス専

門業者 への転身が今後の卸売業者の存続の解決策であるという議論が一部でなされている

が，実際の問題として多くの設備投資や資本が必要となるので，中小規模の卸売業者が大半

を占める日本の流通環境にとっては，現実的とはいえない．実際には，卸売業者の競合他社

同士で連合を組んでネットワークを形成したり，他方では身近な競合他社や小売業者に吸収

されたりと，それぞれが厳しい市場動向において 組織化 もしくは 同化 しているのが

現状といえる．

また， メーカー，小売業者が卸売機能のロジスティクスを主導的に管理しようとする傾

向が強まる一方で，逆に小売業者のロジスティクスを卸売業者，物流業者が一括して請け負

うなどの一括物流 ） が増えており，卸売業者の生き残りをかけた躍進は続いている．し

かしながら，必ずしも卸売業者の規模そのものが小さいわけではないが，問題はメーカーや

小売業者が大規模化するに連れて，自社で配送や在庫管理といった物流機能がまかなえるよ

うになると，それらの大規模メーカーや大規模小売業者の資本に吸収されるか，あるいは排

除される可能性が高まることにある．それに対するさらなる差別化をはかる必要があるが，

これまでその差別化策の一つとして議論されてきたのが リテール・サポート であった．

実質，小売業者との売買関係を抜きにしては成立しない機能であるし，小売業者が他の卸売

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）尾崎久仁博 流通パートナーシップ論 中央経済社， 年， 項．
）前掲書， 項．
）斎藤実，矢野裕児，林克彦，前掲書， 項．
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業者と を構築してしまうと，その差別化も意味をもたなくなる．そのため， 複数の

メーカーと複数の小売業の情報の結節点としての卸売業の位置的パワー ） に，今後の差

別化を求める必要がある．要するに，卸売業者のもつネットワークを駆使し，メーカーと小

売業者との関係性とともに，さらには情報分析対応能力としての 情報力 のレベルを高

め，位置的なメリットを最大限に高めていく必要があると考える．

卸売業者による今後の展開方向としては，これまでのメーカーや小売業者との単なる価格

交渉力や取引効率化としての躍進を目指すだけでなく， リテール・サポート や 情報

力 ，そして配送問題を含めた需給調整としてのサポートやサービスによる付加価値の提供

が必要となる．

小売主導型 の有用性

小売主導型流通に対する評価は分かれるところであるが，本来的に消費者情報を最もよく

入手しうる位置にある小売業者が， その情報を起点に川上の生産者にいたるサプライ・

チェーンを統合的に制御するとき，消費者に最大の価値を提供しうる ） ことが，ここで

の焦点となる．これまで小売業者は，生産者からの仕入れの際に見込みで意思決定を行な

い，事後的な調整に追われつつ，商いを行なってきた．情報の非対称性を除くことはできな

いが，近年の情報化にともない，何らかの形で消費者の情報がフィードバッグされるように

なった．小売主導型の にとって大事なことは， 小売業者が卸売業者やメーカー・生

産者を支配する場合だけでなく，小売業者のコーディネーションの下，効率的な分業編成を

構築し，それら主体間における互酬的な利益分配に基づく協同的な関係性が成立する場合を

も含むもの ） としてとらえる点にある．

また，小売業者は品揃えの観点からも，多くのメーカーや卸売業者を相手にバイイング・

パワーを発揮する必要がある．それが によって原材料調達機構から卸売業者までのサ

プライ・チェーンを形成すれば，なお条件は好ましくなり，最終消費者のニーズへの対応に

おいて最大の効果が得られる．他方，最終顧客である消費者は，近年の情報化がもたらした

インターネットや通信販売を利用する傾向が広がりを見せたとしても，それを利用する条件

やその利用によって得られる商品やサービスには限りがあり，その意味において地域に根ざ

した町の小売店は， というネットワークにおいてもなお，中心的な役割を担っている

のである．

日本のコンビニエンス・ストア（ ）は もっとも の完成度が高

い業界 ） である．なかでも劣化の早い惣菜や弁当に対し，徹底した需要予測と鮮度管理

がおこなわれてきた．一般に需要予測は， 発注の意思決定を 実需 消費者の購買時点

に近づけるほど正確になるため，コンビニエンス・ストアでは 日 回配送に象徴されるよ

うに，こうした商品の生産・配送を可能な限り短サイクル ） でおこなっている．周知の

ように，店舗展開のドミナント戦略によって配送を効率化していることや，廃棄ロスをでき

）加藤司，前掲書， 項．
）木立真直，前掲書， 年 ， 項．
）前掲書， 項．
）加藤 司，前掲書， 項．



るだけなくす努力がされてきた．ただし，大規模小売業は 販売リスクやコストを納入業者

に転化する日本的取引慣行を利用してきた ） 側面があり，コンビニエンス・ストアの仕

組みが万能な業態であるという点には議論の余地があるが，少なからず小売主導型 の

有用性を示している業態として捉えられる．

また近年， 食品の安全性や表示をめぐる事件が多発し，食品流通システムの果たす機能

への根本的な疑念が生じる ） ほどに，食品偽装問題が社会問題として絶えない．この問

題への取組みとして厳しい法的規制が必要になるのであるが，さらには大規模小売業者によ

る小売ブランド商品戦略が有効な手段となりうるのではないかと考える．大規模小売企業と

しての社会的使命や責任を前提に，強力な生産段階の管理・統制が可能になれば，どこで生

産されたかわからないものを店頭に並ばせることはまずない．さらには消費者にとっての小

売業者への信頼関係は日ごろより蓄積されていくものであるし，致命的な問題が生じれば，

当然ながら消費者の店舗利用は遠のく．たとえば，セブン・イレブン・ジャパンによる セ

ブン・プレミアム の導入に代表される昨今の大規模小売業者による小売ブランド商品の拡

大戦略は，まさに生産段階をもコントロールするに至り，小売側が望む価格設定を行ない，

小売側の望む良質な商品提供を可能にしている．これまで日本では，このような小売ブラン

ド商品の消費者への浸透が欧米諸国に比べて遅れた感は否めないが，小売ブランド商品は今

後も拡大するものと思われる．なぜなら，現代における絶え間ない 高品質化 と 低価格

化 ，そして 安全 といったキーワードに対する消費者の要望は，小売業者が主導する

の形成とそれにともなう徹底した品質管理に求められる可能性が大きいからである．

さらに近年においては，大規模小売業による食料品の直接調達が拡大している．大手スー

パー各社によって魚や野菜の直接調達が拡大し，中間流通を省いた形で調達コストを下げ，

価格競争力を一層強化している ）．このことは食材そのものが高品質かどうかは別にして

も，生産履歴などが明確な魚や野菜の扱いを増やすことによって，食品の安全・安心を提供

しようとするものである．

小売主導型流通システムとしてサプライ・チェーンを組織することの有用性は食品流通に

とってはとりわけ大きいといえるが，しかしそれは一概に全体最適を目指すのではなく，各

主体間の最適化という意味での 部分最適の総体 として全体最適を目指すことが，多様

化・個別化する消費者への対応を容易にする経営手法となる．それは，消費者ともっとも多

くの接点をもつ最終販売地点である小売業者のもとで，集約された情報を分析し，適切な販

売戦略の最適化が望まれる．

イギリス型小売 からの示唆

既述のように，イギリスの食品流通においては，アメリカを中心に発展した という

手法が，およそ 年代初めごろから伝わったとされる．ところがイギリスにおいては，す

でに 年代後半からサプライ・チェーンの革新は始まっていた ）．その先駆的な小売業者
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がテスコ社（ ）であった．

すでに 年代初めより物流活動の見直しを徹底したテスコ社は物流機能を集中化させ，

年代後半には 複合物流センター の構築に着手している．これは実際， 年代半ば

から開発された小売ブランド商品としての調理済み食品（ ）の普及にともな

い，品質管理の必要性が増大したからであった ）．その後イギリスは， 年に を経

験し，消費者の食に対する関心が高まる中，テスコ社をはじめとしたチェーン小売業者らは

品質管理の高度化を進めていった．

年代後半以降，テスコ社にとっての主要な戦略はコラボレーション（協調関係）の構

築にあった．供給業者とのパートナーシップのもっとも重要な問題が， 一つのデポの配送

地域のなかでの供給業者からの商品収集計画 であった ）．テスコ社では，運送業者や供給

業者において配送・収集作業において何らかの問題が生じた際に，小売業者が直接関与しな

いと多くの部分で問題が解決できないことがわかり，それによって協働作業の必要性を認識

することになった．そのため，供給業者とパートナーシップを結ぶことによって，コラボ

レーションを築くことになったのである．

この協調関係にとって重要となったのは，販売促進計画，新製品の開発，電子データの交

換，在庫管理であり，さらに物流における単位コストに関する情報の交換であった．共同で

作業することによって，より大きな成果をそれに参加する企業が得られ，情報と目的を共有

することが，サプライ・チェーンの領域において全体のコストを削減する機会を見出すこと

につながったのである ）．

表 は，イギリスの主要な小売業者の物流センターからの食品取扱量の割合を示してい

る． 年代後半になると，テスコ社だけでなく他社も同様に，およそ ％を超える食品が

）
）これについては，金 度渕 イギリスにおける小売ブランド商品戦略の変化がおよぼした食料消費への
影響 年代から 年代半ばにかけての調理済み食品の開発を中心に ，日本流通学会 流通 ，

， 年 月， 項．を参照されたい．
）

〔邦訳〕辰馬信男監訳 ロジスティクスと小売経営
イギリス小売業のサプライ・チェーン・マネジメント ，白桃書房， 年， 項．
） （邦訳， ページ．）

表 イギリスにおける物流センターからの食品取扱量の割合（％）

［出所］ より一部引用。



物流センター経由になっていることがわかる．それまで分散的な物流管理が集中したことを

表している．とりわけ 年代は，供給業者とのサプライ・チェーンの構築により，物流の

いっそうの効率化を図った．

また，表 は，イギリスにおけるロジスティクスの変遷を表している． 年代，物流管

理は製造業者の役目であったが，小売業者にとっては過剰供給が蔓延することとなり，窮屈

な在庫管理を強いられていた．ところが 年代ごろからチェーン小売業の大規模化が進

み， 年にクイック・セーブ（ ）， 年にはローコスト（ ）というディ

スカウント業態の外国資本がそれぞれイギリス市場に参入し，大量流通・販売が加速した．

いわば価格競争が激しくなった時期であった．その後 年代になると主要な小売業者は，

自らが管理できない部分を徹底的にアウトソーシングし，全体効率の向上に努めたのである．

イギリス食品流通から得られる示唆は，以下の 点にあると思われる．

第 に，表 にみられるイギリスのロジスティクスの変遷は，既述した日本が高度経済成

長から現代に至って経験してきた傾向と類似しているように思われ，日本においてもイギリ

スのような小売主導型流通が一般化する可能性が高いと思われる．地理的な特性や消費者行

動も異なっているのは確かであるが，問題はモノの流れをだれがどのようにコントロールし

ていくかが重要であり，すでにメーカーがその舵を取る段階ではなくなっている．オープン

なチェーンの性格をもつ小売業のリーダーシップを高めてこそ，小売のもつ品揃え形成の最

適化が図られるのである。

第 に，既述したように，日本の大規模小売業者らが取り組む小売ブランド商品に関連

し，品揃えにおける小売ブランド商品の比率はますます高まっていくことが予想される．実

際に，コンビニや専門店大手は小売ブランド商品の比率を高め，粗利益率の上昇が続いてお

り ），ともに消費者の低価格志向が依然として強く作用し，売上げを伸ばしている．すなわち，

一般のメーカー商品に比べて安価であるという認識のもとで，販売を伸ばしているのも事実であ

る．

しかしこのことは，イギリスにおいてもすでに経験していることであるが， 年代後半
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にテスコ社などが低価格競争を激化させた結果， 小売ブランド商品 安価な商品 として

位置づけられていた．それを脱するために主要な小売業者は， 年代から高品質化に向け

た品質管理，物流管理など，あらゆる面で小売ブランド商品の高品質化への方向転換を行

なったのであった．その結果， 年には売上高に占める小売ブランド商品のうち，調理済み食

品は小売業全体で ％に達し，合わせて消費者の期待にこたえる食品として成長した ）．

したがって，すでにセブン・イレブンなどはセブン・プレミアム商品に取り組んでいる

が，必ずしも小売ブランド商品を低価格の小売ブランド商品として位置づける必要はない．

イギリスにおいても経験したように，品揃えにおいて低価格な商品をメインにおきつつ，小

売ブランド商品を構成するだけでは限界があり，今後は，高品質・高付加価値型の小売ブラ

ンド商品とのバランスが求められていくと思われる．

．日本における小売主導型 の可能性 結びにかえて

およそ 年ごろより，欧米から日本へ巨大な流通外資の参入が相次いだが，当初の予想

よりも慎重な動向を見せている． 年にカルフール社（ ，仏）， 年にウォル

マート社（ ，米）， 年にはテスコ社がそれぞれ参入したが， 年 月にカ

ルフール社が日本撤退を表明したのは記憶に新しい．興味深いのは，ウォルマート社は買収

対象であった 西友 の株式を段階的に購入することによって参入し，テスコ社の場合は

つるかめランド という中堅スーパーを徐々に買収して参入している．これらとは異な

り，カルフール社の場合，日本にある既存小売業を買収せず，自国で展開する業態を日本各

地で新しく展開したのである．

その失敗の教訓は，取引業者との関係性の欠如も含め，日本型流通システムの特性が影響

したものと考えてよい．それは地理的な条件の違いであったり，消費者行動の違いであった

り，文化の違いであったりと，当然ながら国によって違いは多分にある．とりわけ食品小売

業は，地域密着型経営が基本であり，ローカルな存在である．近年，外国からの輸入品が多

く取り扱われているとしても，消費者起点が町に根ざす小売店舗からスタートすることに変

わりはない．小売店舗は人々の日々の生活を担う主体として，また，町のコミュニケーショ

ンの媒体としてわれわれの生活に存在しているのである．日本における小売主導型 の

有用性をコンビニエンス・ストア業態の仕組みに求めたのは，まさにこのような消費者起点

に立脚したからである．日本型流通システムは，必ずしも真新しい業態を好むわけではない

のである．

ただし，食品小売業そのものが地域密着であるため，商品調達も小規模，分散でローカル

な形態が多くを占めいるのも事実である．問題は， 調達 と 販売 のパイプラインをど

ういった形でつないでいくのかということと，それをベースにいかに 品質 と 価格 の

バランスを保ちつつ，商品開発をしていくのかにある．そのためにはサプライヤーやメー

）これについては，金 度渕，前掲論文， 年を参照されたい．
）木立真直，前掲書， 年 ， 項．



カーとの協調関係をもとに，より長期的で対等な 関係の構築を目指していく必要

がある．それは多様化・個別化する消費者の購買行動が，ますます利便性や簡便性，そして

安全性を求める傾向にあることからも推察されよう．現代の流通システムは， 成熟化する

消費の側から大きな転換を迫られている ） のである．

本稿は日本における の有用性を検討するため，これまでの研究から示唆を得ながら

小売主導型の を提示した．しかし，一概にイギリスの例から日本への適用を考慮する

ことには，多くの課題が残されているのも事実である．具体的な事例の検討もなされなけれ

ばならないが，これらは今後の課題である．
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