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1

研究課題とその背景

本論文では、中国小売業の先導的な試験都市である青島市を研究対象地域として、
急速に発展し進化する小売業の展開プロセスの解明を研究課題とし、これを解明する
ために実証研究を行う。まず、青島市の小売業の発展に着目し、当該都市を取り上げ
る理由を明らかにして、その小売業がいかなる要因に基づいて発展してきたのかを究
明し、青島市小売業がどのような発展段階を経て成長してきたのかを考察する。次い
で、外資系小売業がなぜ青島市へ進出したのか、進出後の経営展開がどのようになっ
たのか、そして当該都市小売業にどのようなインパクトを与えたのか、現地小売企業
がその影響を受け止め、どのように成長してきたのかを考察する。具体的には外資系
小売企業の成功した例、失敗した例と内資系小売企業の成長した例をそれぞれ取り扱
い実証研究する。さらに、これらを踏まえ、青島市小売業の展開を現代的小売業へと
発展転換したものとして捉えて明らかにする。この研究課題の背景は以下のようであ
る。
1949 年に中華人民共和国が成立して以来、改革開放政策の実施までの間は、ソ連型
の社会主義計画経済体制が流通分野も支配していた。その間、小売流通領域には伝統
的な経営方式を採っていた百貨店、総合商店、合作社しか存在していなかった。第 1
次 5 カ年計画の中で、中国国内全域に「統一的指導」、「分級管理」という原則に基づ
いて、国営商業体制が敷かれた。このような経済体制の下で、生産、流通はともに計
画経済の原理に基づき執行された。
1978 年の改革開放政策の実施以来、中国経済は飛躍的に発展して世界の注目を集
めるようになった。それにともなって、住民の可処分所得収入も年々に増加しつつあ
る。さらに、生産技術の革新が進み、市場経済が活発化するにともない、大量の商品
が市場で流通するようになった。特に生活日用品である衣食住関連の一般小売財分野
において、膨大な人口規模を背景に、消費需要が急増した。しかし、それと同時に商
品の流通は従来の指令的な経済体制で統治されたものから指令、指導、市場調節の三
つの要素からなるものへと変化することを要請した。こうした状況の中で、小売業を

2

含む流通業の環境には激しい変化がもたらされ、生産と消費を繋ぐ小売流通分野の改
革が不可欠となった。
1990 年初頭まで小売業を含む流通業は開放禁止業種として、政府の保護の下に置
かれていた。しかし、1992 年 10 月に中国共産党第 14 回の全国人民代表大会で社会
主義市場経済体制への移行が決まった。この決定に先行して、同年 6 月に実施された
「外商投資商業企業試点弁法」で商業における国有企業の所有制、政府の機能に関す
る改革が実施されている。また、これと時期を同じくして外資系流通企業による市場
参入、私営流通企業の成長、販売チャンネルの多様化などの方針が打ち出された。す
なわち、遅れていた小売流通業の発展を目的とし、外資系小売業へ門戸を開放するこ
とを中心に中国流通業の改革は対外開放へと政策の重心を移すことになった。
しかしながら、小売業は生活にとって最も身近なものであり、一般住民の生活自体
を直接左右するものであることから、中国政府はほかの産業よりかなり慎重な態度を
取った。そのため、小売流通分野における改革は、土地生産責任制の改革 1や経済特区
の設立 2などと同じように、青島市をはじめとする六つの沿海都市 3と深セン市をはじ
めとする五つの経済特区に限定し、外資系小売業の導入を行うという試験的なものと
して始められた。
2001 年 12 月、中国は WTO（世界貿易機関）に正式に加盟した。加盟時の公約に
応じて、3 年以内、5 年以内などと段階的な開放の道筋が策定された。この際に、小売
流通業は他の産業より開放が先行し、2004 年末までにほぼすべての制限が撤廃され
た。その結果、流通分野における外資系企業に対する出資制限、地域制限、数量制限
などの貿易制限は撤廃されて、外資系流通企業の本格的な参入が始まった。これを機
に、青島市をはじめとする沿海都市（地域）で蓄積された試験的発展経験、とりわけ
外資系小売業の進出により急成長した経験を全国範囲に広げる試みが実施されている。

1

2

3

生産責任制は現在の中国農村の経済基盤の一つの制度である。1978 年 11 月、安徽省鳳陽県小崗
村の 18 人の農民が生産請負することをきっかけに、四川省や安徽省の農村で試験的改革を進め
ていた。その試験結果と経験が中央政府の認可を経て中国全土へと広がっている。
経済特区の設立は 1978 年から始まった中国改革開放政策の一環であり、外国の資本や技術など
の導入を目指し、工業・商業・金融業などの経済発展を促進するために、相次いで深セン市、珠
海市、汕頭市、アモイ市と海南省が経済特区に指定された。その後この経験を基にして、上海市
などの沿岸都市が経済技術開発区とされ、これが更に内陸部へも拡大した。
六つの沿海都市はそれぞれ北京市、上海市、天津市、広州市、大連市、青島市を指している。
3

経済の飛躍的な成長に伴って、中国は「世界の工場」から「世界の市場」へと変化
しつつあり、小売市場の拡大も顕著になっている。しかも、経済のグローバリゼーシ
ョンの進展とともに、中国はグローバル小売市場の重要な一部分に属しつつある。ア
ジアは総体的に見ても、世界で最も経済成長率の高い地域であり、特に中国は世界の
小売業にとっても今世紀に残された最大の市場であるとの認識が強い。その強い認識
があるからこそ、中国市場は今後世界中の小売業界に注目・進出され、熾烈な競争が
繰り広げられると予想される。中国小売業の対外開放により、海外の大手小売企業が
相次ぎ青島市をはじめとする沿海都市（地域）に進出し、それによって内資系小売企
業や商品サプライヤーとしてのメーカーは改革の刺激を受け、小売業の近代化が実現
されるようになった。
しかも、現在までの青島市のような先導的な試験都市での小売業の発展過程を振り
返ると、中国における小売業の発展は、欧米や日本などの先進国が順を追って各業態
を段階的に発展させたのとは異なり、外資系小売業の進出の刺激を受け、政府主導に
よって各業態が短期間で、ほぼ同時に青島市小売市場に導入され成長してきたという
特徴を有している。そのため、青島市をはじめとする試験的都市（地域）での発展経
験は中国小売業の全体的発展にとって、その経験の分析の重要性は高まりつつある。
一方、小売業のグローバリゼーションの進展に伴い、世界市場を舞台に覇権を巡る
熾烈な争いが繰り広がられている中における不採算国・地域における事業展開に決然
と見切りを付けるという外資系小売企業の大胆な行動に象徴されるように、選択と集
中を徹底的に追求する動きも顕在化している。青島市をはじめとしての中国小売市場
の成長性は大きいといってよいが、他方では市場環境変化の激しさや消費文化・行動
をはじめとした市場の異質性の大きさなどといった中国市場の特性は、外資系小売業
の参入と展開に大きな制約をかけている。
外資系小売業が中国小売業の発展を推し進めると同時に、企業間の競争がその市場
を世界市場に巻き込むことにより、市場の国際化が急速に進展している中で、失敗・
撤退ケースが日増しに多くなってきている。このような動きは商業先進国に限らず、
青島市をはじめとする中国小売業の初の試験的都市（地域）にも見られる。
本論文では、上記の小売業の発展背景を踏まえ、青島市を研究対象とする理由を主
4

に以下の五つにまとめた。
第一に、青島市は中国での外資系小売企業進出の先導的な試験都市であるという点
である。第二に、青島市は中国での重要な経済立地を占め、独自の発展を遂げている
という点である。第三に、青島市小売市場における外資系小売企業の進出率の高さ、
及び中外資小売企業間の競争の激しさであり、このような状況は中国全土を見わたし
ても例を見ないものであるという点である（付表 2015 年中国小売企業チェーンスト
アランキング上位 100 社を参照）。第四に、内資系小売企業が外資系小売業の進出に
よってもたらされたインパクトを受けて、急速に成長してきたという点である。第五
に、外資系小売業の青島市小売市場での発展及び新課題が中国全土ないし商業発展途
上国の発展動向を代表すると考えられるという点である。この五つの理由は詳しく本
論文の第 1 章で検討する。
また、現在、青島市に関する実証研究は、中国小売業の研究にとって、重要性が高
まっていながらも、研究蓄積が不足しており、理論面だけでなく、実務面でもいっそ
うの検討や実証が求められている。
以上を踏まえて、本論文では外資系小売業の青島市小売市場進出によってもたらさ
れた影響を受けた現地小売企業の成長に伴い、中外資小売企業間の競争激化という中
で、青島市小売業の展開プロセスを実証研究することとする。本論文で取り扱われる
期間の範囲は 1978 年の改革開放政策の実施以降であり、とりわけ 1992 年の小売流
通分野の対外開放以降から、現在に至る時間範囲を設定する。また、研究対象の領域
は中国小売業の初の先導的な試験都市である青島市に設定する。
本論文の研究目的は、小売流通政策の緩和に伴う外資系小売業の青島市小売市場進
出により、小売業の発展転換が推し進められると、そのことを原因として小売企業間
の競争が活発になり、小売業が発展するという中で近代化へと発展転換プロセスにつ
いての解明することにある。
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2

研究方法と先行研究

2.1

研究方法

本論文は中外資小売企業間の水平的競争によって生じた青島市小売業の展開プロ
セスを中心に実証研究したものである。そのため、小売業の発展要因、小売業の海外
進出と小売業の近代化に関する先行研究をサーベイして、中国小売業の先導的な試験
都市である青島市の事例分析を通じて、その小売業の展開プロセスを明らかにするた
めの分析フレームワークを構築する。統計データの収集、現地調査した上での文献調
査の再確認などに基づく実証分析等の研究方法を用い、青島市における小売業の急成
長について、その発展背景、小売構造変化の経緯を追うことを通じて、その発展・変
化の全体像を浮き彫りにする。

2.2

先行研究

小売業は元々、地域性や歴史的、文化的、社会的、政治的、経済的などの要素の影
響が強いドメスティック（国内的）な産業として、海外へ進出することが困難だと言
われていた。しかし、一方で経済のグローバリゼーションが進行し、他方で小売業自
体のチェーンストアなどの革新的経営方式の普及や、小売業態の豊富化・多元化、情
報技術などの進化による小売ノウハウの更新などが進展することにより、小売業も当
初は近隣諸国への進出から始まり、次第に大陸を越えた国・地域へ進出するようにな
ってきた。
中でも、欧米などの大型小売企業は、それを取り巻く本国のプッシュ要因と進出先
国・地域のプル要因といった外部要因及び自社の経営方策の転換などの内的要因に規
定されながら、革新性や競争優位性を基盤として、積極的に海外進出している。
1980 年代から急速に進展するグローバリゼーションに伴い、同質的な市場が世界
規模で生み出され、画一的な事業展開が可能となると想定され、規模の経済やこれま
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での事業経験に基づいた優位性が発揮できることが見込まれ、小売業は海外進出を展
開するようになった。つまり、この時は小売企業にとって世界標準化経営展開の可能
性が示唆されたわけである。しかし、実際には、地球規模の視野に立脚し、画一的な
事業展開を試みようとした進出企業は、進出各国における消費者の嗜好、消費者行動、
政府の規制、競争関係などの多様性に直面し、進出先の市場特性へ対応せざるを得な
くなった。こうして、欧米などの外資系小売業の経営戦略の調整の試みがなされるよ
うなったが、海外進出に成功したケースもあれば、失敗したケースもあった。外資系
小売業はこのような様々な海外進出した経験を蓄積し、これらを踏まえた競争がラテ
ンアメリカ、アジアを舞台として展開されるようになった。こうした発展の流れの中
で、とりわけ 1980 年代後半以降、アジア諸国が市場開放政策を打ち出すことを契機
として、外資系小売業が当該地域への進出に拍車をかけ、小売業の海外進出は活発な
様子を呈するようになった。
また、欧米などの外資系小売業の海外進出は、進出先国・地域の小売業に影響を与
えて、それが市場にフィードバックされ、小売業の発展が推し進められた。こういう
視点から見ると、進出先の小売業の発展という観点からも、外資系小売業の参入が重
要になると考えられる。
とりわけ、世界最大の人口を抱え、経済も急成長する中国が世界中の小売業界の注
目を引くようになった。また、遅れていた小売業の飛躍的な発展を意図する中国政府
は、外資系小売業の誘致を中心とした小売分野における対外開放政策を 1992 年に打
ち出し、青島市のようないくつかの沿海都市が選ばれ、試験的な取り組みが行われた。
そして、その後 WTO 加盟を契機として、小売流通業の全面的な開放が実現されたの
である。
本論文では、中国・青島市の小売業の発展は経済の急速な発展、外資系小売業の進
出による大きなインパクトによってもたらされた点を明らかにする。まず、外資系小
売業がなぜそこへ進出したのか、また、進出後の展開がどのようであったのか、そし
て、その進出はどのようなインパクトを与えたのかを明確にする。次いで、中外資小
売業の間の競争という中で、青島市小売業が発展した経緯を明らかにする。そのため
に、まずこれまで一般的に論じられてきた小売業の発展プロセスに関する先行研究を
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サーベイし、本論文の考究に資する分析手法を特定する。

2.2.1

小売業の発展要因に関する先行研究

小売業の発展要因に関する研究は主に社会経済的要因からの分析、歴史的展開とい
う視点からの分析、小売形態の変化に着目した分析など様々な観点からの分析がなさ
れ、その成果が蓄積されている。本論文での青島市（中国）小売業の発展を考察する
には、社会経済的要因の視点からの分析が重要となると考えられるので、それに関す
る先行研究を取り上げ、小売業の発展・変化への影響要因の識別とその相互作用を考
察する。
小売業の社会経済的要因についての研究は大まかに二つに分けられる。すなわち、
いくつかの要因が総合的に作用するという視点からの分析と、特定の側面からの分析
との二つである。前者としては、McNair and May（1976）が挙げられる。これは経
済的要因、技術的要因、生活状況要因、消費者要因、マーケティング要因、経営者要
因という 6 つの要因が関連して小売構造を規定すると論じている。また、尾崎（1998）
は小売業を取り巻く環境要因と主体要因などいくつかの要因が相互作用していること
を論じている。後者としては、Takeuchi and Bucklin（1977）の小売構造と流通政策
の関連、白石・鳥羽（2001）の小売技術の国際移転、Bucklin（1972）の小売業の市
場集中、Porter（1974）の経営者の角度からの企業戦略の分析、金（2015）の経済発
展段階と小売業の発展などの研究がある。以下では代表的な研究を検討して、青島市
小売業の分析に相応しいかを考える。
中国経済の発展を考察する際には、まずはその前提としての政策・制度の変化を明
確化させることが必要であろう。これは青島市小売業の分析にも、当然あてはまる。
小売構造と流通政策の関連を論じたものとしては Takeuchi and Bucklin（1977）が
挙げられる。彼らの研究は小売業における生産性に影響を及ぼす要因を探求すること
を目的としたもので、小売構造の変化を考える上で、小売業の存続・成長に関する流
通政策は重要な要因となることが指摘されている。
中国では改革開放政策の展開が流通市場に極めて大きな影響を与えている。つまり、
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流通政策は極めて重要な要因となっているわけであり、この点は立入って分析する必
要がある。それを本論文では丁寧にトレースした。
また、流通政策ないし経済政策だけでなく、消費者要因、技術的要因、経営者要因
などの色々な要因が相互的に作用して小売業に影響を与えることを考慮しなければな
らない。そうした要因を本論文では抑えながら青島市小売業の発展に即して検討した。
そこで、小売業の発展をいくつかの要因の相互作用について研究している McNair
and May（1976）の研究を取り上げよう（図 0－1）。

経済的要因

技術的要因

2 が母国流通機構から B（業態特性・補助技術）
白石・鳥羽（2001）によると、小売○

生活状況要因

消費者要因

マーケティング要因

1 ， などによる A
の側面で進出先の流通機構に移転後、進出先の現地メーカー、卸売○
3 ，への C（提供物）とをうまく対応するか否かがカギと
（供給システム）と、消費者○
経営者要因

なるとした。
この 6 つの小売構造の規定要因間の関係と相対的重要性は、峰尾（2010：106）が
小売構造の変化

図 0－1

McNair and May の小売構造規定要因間の因果関係

出所：峰尾（2010：107）。

McNair and May は経済的要因、技術的要因、生活状況要因、消費者要因、マーケ
ティング要因、経営者要因という要因を検出し、これら 6 つの小売構造の規定要因間
の関係と、それが小売構造の変化に与える影響について論じている。これを批判的に
検討した峰尾（2010）の要約にしたがって見ていこう。峰尾は次のようにまとめてい
1 経済的要因は基本的な要因であるが、因果の連鎖は長く、多くの場合その影響
る。
「○
2 技術的要因が及ぼす最も重要な影響も、長期的な性格を持つ間接
は間接的である。○
3 生活状況要因が、小売構造の変化を条件づける先行要因となる。
的なものである。○
4 消費者要因の変化も、小売構造の変化の端緒となる要因であり、時間が経過するに
○
5 小売業者以外のマーケティング政策
従って、この要因の重要性は増す傾向にある。○

と活動の中には、小売構造の変化に因果的、規定的影響を与えてきたものもあったが、
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6 経営者要因は、他の 5 つ
その影響は、前述の諸要因ほどの重要性は有していない。○

の要因群が各経営者の行動機会を提供するという意味で、性格の異なるものである。
経営者は、革新、チャレンジ、革新者に対する反応、他のいくつかの諸要因によって
もたらされる諸条件の変化に対するリアクションにより、小売構造に影響を及ぼすの
である」（峰尾 2010：106）。
こうした相互作用を考察する分析方法は妥当であろう。ただし中国小売業を分析す
るについては注意すべき点がある。それを峰尾の要約したものに基づいて検討しなが
ら指摘してみよう。
中国では改革開放以降の経済は飛躍的に発展し、生産技術の革新による大量な商品
が市場で流通するようになり、住民の所得収入が向上している。こうした状況の中で、
1 経済的要
生産と消費を繋げる小売流通業の改革が必要不可欠となった。すなわち、○

因は小売流通業の発展転換に強く作用する要因となっているということである。
経済が飛躍的に発展することによって、住民の所得収入の向上による生活状況の進
化、消費者行動の多様化、消費ニーズの個性化・高級化などは急速に進んだ。つまり、
3 生活状況要因と、○
4 消費者の要因が短期間に小売業の発展に対して極めて強く作用
○

したと考えられる。
また、中国は市場規模が大きく、改革開放以降の経済は高成長が続き、流通市場も
開放政策の進展と相まって、魅力的な小売市場になった。他方、政策の変化などドラ
6 経営者要因がとりわけ重要となると考えられる。
ステックに状況が変動するので、○

経営者はそれらの変化に応じ、経営拡大あるいは閉店ないし市場からの撤退などの決
断を迫られるからである。
しかし、注意すべき点としては、後に詳しく見るように、中国小売業の発展は、外
資系小売業の進出によってもたらされた流通技術の影響が大きく作用し、飛躍的に発
2 技術的要因で論じたものとは異なり、技
展したと考えられる。したがって、峰尾が○

術的要因が直接的、短期的に小売業の発展に作用したと考えられる。
以上、Takeuchi and Bucklin（1977）及び McNair and May（1976）などの分析
手法は、中国小売業に分析する際には、一部手直しをすることによって、有効である
と考えられる。しかし、これらの研究では、外資系小売業の進出によってもたらされ
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た影響という要因が明示されていない。後に詳しく見るように、外資系小売業の進出
は極めて大きな要因となったと考えられる。したがって、中国小売業の発展にとって
一つの要因として後に詳しく分析してみよう。

2.2.2

外資系小売業の進出に関する先行研究

外資系小売業の海外への進出動機については、まず進出企業の国内活動の制約から
海外進出を目指すといういわゆるプッシュ要因と、進出先国・地域での活動が成功に
繋がる要因といういわゆるプル要因について研究が進んだ 4（表 0－1）。

表 0－1

Alexander による小売企業の海外進出動機

プッシュ要因
政治的
要因
経済的
要因

社会的
要因
文化的

政治的な不安定
厳しい規制環境
反商業振興的な政治風土の支配
消費者金融の制限

政治的な安定
緩やかな規制環境
商業振興的な政治風土の支配
緩やかな消費者金融の規制

経済の低迷
低成長
高い運営コスト
市場の成熟
国内市場規模の小さい

良好な経済状態
高度成長の潜在的可能性
低い運営コスト
市場の発展性
資産投資への期待
市場の大きさ
良好な為替レート
安い株価
ポジティブな社会環境
魅力的な人口統計上の傾向
人口増加

ネガティブな社会環境
魅力に欠ける人口統計上の傾向
人口の停滞もしくは減少
排他的文化風土
異質な文化環境

要因

小売構
造要因

プル要因

厳しい競争環境
高い市場集中度
業態の飽和
好ましくない経営環境

文化的共通点
魅力的な文化的組織構造
革新的なビジネス・小売文化
企業エートス
同質的な文化環境
ニッチ機会
自社保有設備の存在
追随的拡張
良好な経営環境

出所：Alexander（1997：129）。

4

たとえば、Alexander（1997）、川端（2000）、矢作（2007a）、田村（2010）などが挙げられ
る。なお、プッシュ要因は本国における小売業を海外進出に押し出し、反対にプル要因は進出先
国・地域において小売業を引き寄せるものである。
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いずれにしても、プッシュ要因、プル要因は小売業を取り巻く外部環境の変化に基
づく要因といえる。これに加え、各外資系小売企業の経営方策、市場戦略の転換とい
う企業内部で生じる要因も考慮しなければならないだろう。後に具体的な分析で示す
ように、内的要因を踏まえて、はじめて企業の進出、撤退行動が十分に明らかになる
といえるからである。
こうした小売企業が海外に進出する際には、進出先の市場特性への対応、とりわけ
現地消費者の支持を獲得できるかどうかが他の産業に比べてはるかに重要であり、小
売企業存立に直接関わる問題となる。そこで、小売企業の進出先の商圏分析や市場調
査を行い、店舗立地の周辺市場環境に対応して、企業戦略を策定し、競争優位を確立
することが重要である。このように、立地戦略という問題についての研究も進んだ。
例えば、渦原は立地戦略について、
「小売企業が立地場所の特性を考慮して、店舗立地
を選択することである。通常、市場規模や出店費用、競争状態、規制の 4 つの要素を
中心に、立地場所の魅力度をはかって、店舗立地を決定する」（渦原 2012：2－3）と
論じている。後に具体的分析するように、本論文で取り上げるイオンとテスコの青島
市小売市場での経営展開では、立地の選定は企業の経営優位性の構築にとって、大き
な影響を与えると考えられる。
冒頭で論じたように、経済のグローバリゼーションの進展により世界的に同質的な
市場が形成されることが予想され、また、小売業の革新が進んだことを踏まえ、世界
標準化経営展開の可能性が開がれたという認識が広がった。そして、大規模小売企業
は積極的に海外進出を試みるようになった。しかし、進出した企業は進出先国・地域
において小売業の取り巻く環境や消費者嗜好などが母国とは異なるという事実に直面
し、それに対応せざるを得なくなった。つまり、現地適応化という問題に企業は直面
したのである。こうした小売業の標準化－適応化問題（以下小売標適問題と略称する）
は、進出企業には避けて通れない問題となり、これについての研究も進んだ。
小売標適問題に関する研究の嚆矢として、Salmon and Tordjman（1989）が挙げら
れる。そこでは小売企業の海外進出戦略をグローバル戦略とマルチナショナル戦略に
分類している。日本で先駆的に取り組んだのは向山（1996）である。彼は小売企業に
おける参入国の経済発展レベルによって、標準化すべき品揃え部分と適応化すべき品
12

揃え部分を識別することができ、この二者の関係は二者択一ではなく、同時達成が可
能であることを主張している。川端（2000）は小売業が海外市場に参入する際には、
その市場特性を捉えるにあたり、「フィルター構造 」という視角から小売標適問題を
論じている。白（2003）は日本市場における外資系小売企業の事例分析から、段階別
戦略行動概念という新たな概念を提起している。矢作（2007a）は小売国際化プロセ
スを分析するにあたり、小売業務の適応化を中心に、現地化戦略パターンを 4 つの類
型にまとめている。金（2009a；2009b）の研究は、世界的小売企業であるウォルマー
ト、カルフールとテスコの事例を取り上げ、韓国での展開状況を考察し、小売標適戦
略に関連付けて成功と失敗要因を明らかにした。また、金（2015）の研究は、経済発
展の段階と関連付け、日中韓をそれぞれ分類し、小売標適戦略の視点からグローバル
リテーラーの成功・失敗要因を明らかにした。
この中でとりわけ注目されるのは白（2003）の研究である。その研究の核心は進出
先市場の環境変化（時間の経過）に応じて小売企業の戦略が変化するので、小売企業
の海外戦略の意思決定や行動が参入時と参入後で段階的に修正されるとする点にある。
白はそれまでの小売標適問題に関する研究が適応化一辺倒であることを批判しながら、
小売企業が国内においても、海外においてもチェーン化原理に基づいて行動しなけれ
ばならず、絶えず標準化のメカニズムが働いていることを段階別戦略行動概念の主眼
としているわけである。
白の段階別戦略行動概念では、小売標適問題は進出先市場への参入時とその定着時
の 2 つの段階に分けて論じられている。そのイメージは図 0－2 に示した通りである。
参入時には、外資系小売企業が持ち込んだ小売業態（業態コンセプト）が進出先国に
おいて革新的であるかどうかに依存する。もし革新的である場合は、母国と同じフォ
ーマットの店舗展開が可能となる。進出先国において小売業態が標準化戦略によって
進出先市場への移転に成功し、これが定着するようになると、現地企業がこうした業
態コンセプトなどを学び・模倣することになる。こうして進出企業は現地企業との競
争関係に巻き込まれ、時間的経過とともに、外資系小売企業の参入時の革新性は失わ
れていく。そこで進出企業は進出先市場でのシェア、企業の規模などを維持・拡大す
るために、標準化から現地適応化への戦略転換に迫られる。このようなことに伴い、
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外部環境の変化による戦略行動の部分的見直しが繰り返され、現地型モデルが形成さ
れるというものである。

環境の変化（時間の経過）

業態コンセプトの部分的見直し

革新的業態

標準化

現地型モデル

適応化

チェーンストア

標準化

戦略的対応

図 0－2

段階別戦略行動の概念図

出所：白（2003：46）。

白の議論は進出企業が成功した場合の分析としては有益である。また、現地企業が
進出企業との競争を繰り広げることによって、進出先の市場が発展する点を解明する
手がかりも与えてくれる。
しかし、白の議論では進出企業の革新性が定着するかどうかについての説明はでき
ない。進出先の市場の特性が多様であるので、外資系小売企業はその特性にうまく対
応できない場合には、革新的優位性の構築はできなくなるということを踏まえた分析
をすることが重要となるであろう。
後に詳しく論じるように、外資系小売業の海外進出については、進出先の小売市場
の特性に対応し、様々な経営戦略の調整・試行を行っても、失敗したケースもある。
小売標準化―適応化に関する理論はその失敗要因を部分的には説明できるとしても、
十分ではないと考えられる。そこで、小売企業の海外での撤退に関する先行研究を取
り上げてみよう。
小売企業の海外進出における撤退行動に関する研究の嚆矢として、 Dupuis and
Prime（1996）があげられる。そこではフランスの小売企業によるハイパーマーケッ
トのアメリカ市場への移転失敗と台湾市場への移転成功の事例を比較検討している。
川端（2000；2001）は日系小売企業のアジア市場と欧州市場での不振原因を検討し、
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不振事例に共通する不振要因を指摘している。
また、近年では欧米の研究者は、欧米小売企業の南米、欧州、アジア市場からの撤
退を分析している 5。日本の研究者は欧米小売企業の日本市場からの撤退について数多
く研究している。鳥羽（2006；2008）はアメリカのオフィスマックス、イギリスのブ
ーツ、フランスのセフォラとカルフールの四社企業が日本市場から撤退した事例につ
いて考察することを通じて、その負の経験を通じた学習の試みからも小売企業の国際
化にとって大きな価値を有すると議論している。向山・崔（2009）はカルフールの日
本撤退事例が示唆するものを検討して、小売国際化研究の中核としての「標準化－適
応化」問題を批判している。その上で過去の小売国際化研究の呪縛から逃れ、新たな
世界に踏み出す機を迎えるべきと指摘している。今井（2014）は小売システムの国際
移転の角度から、カルフールの日本撤退を事例に、小売企業が海外オペレーションを
成功するための意思決定フレームワークを提示している。これらの先行研究は、殆ど
が商業先進国についての研究であり、商業発展途上国についての研究は多くない。と
りわけ、商業発展途上国の代表的な国である中国における撤退の研究は断片的な分析
があるが、本格的な研究はまだない。
こうした先行研究で導き出されてきた成果は、各研究者による独自の分析視点に基
づき、分析対象の参入時期、市場、企業、業態などについて検討されており、撤退を
誘発させる決定的要因は異なるものの、その共通する点は確認できる。その撤退原因
を企業内部の主体要因（内部要因）と企業を取り巻く環境要因（外部要因）に求めて
いる点である。
その代表的な研究としての鳥羽の分析モデル（図 0－3）を取り上げてみよう。鳥羽
は外資系小売企業の撤退を誘発する諸要因について次のように簡略に整理した。「ま
ず海外市場に進出する小売企業には、自らが持ち込んだ業態を通じて消費者に提供物
1 （提供物）
を訴求し、それを背後で支援する商品調達網を確立すること、すなわち○
2 商品調達）を繋ぎ合わせる小売システムの構築が要求される。しかし、現地市場
と○
5 と○
6 （チャネル政策・取引慣習）で示した取引慣行やメーカーのチャネル
における○

5

例えば Burt et, al (2002)、Alexander and Quinn(2002)、Wrigley and Currah(2003)、Bianchi
and Arnold(2004)、Jackson and Sparks(2005)などが挙げられる。
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2 （商品調達）の構築がうまくいかないという問題が生じる。一
政策からの影響及び○

方、小売企業の問題としても、取扱商品の形成、サービス、店舗環境、店舗の立地条
件などの小売ミックスの調整や人材のマネジメントを掌る組織構築が適切になされな
いことによって、提供物を具現化する媒体である業態の展開がうまくいかなくなると
7 と○
8 （業態特有の提供物
いう問題が生じる。さらに、各企業は、現地市場における○

と国別の業態特性）で示した小売業と消費者の関係様式には、業態として要求される
もの、また、その中には進出国に特有な部分が構築されてきた側面が存在することを
5 （チャネル政策・取引慣習）か
読み取れず、対応することができない。結果的に、○
8 （業態特有の提供物・国別の業態特性）で示される既存のシステムが見えない障
ら○
3 （業態間競争）と○
4 （業態内競争）で示した競争関係に
壁として作用することで、○

も影響をおよぼし、撤退を余儀なくされるものと考えられる」
（ 鳥羽 2008：142－143）。

現地の供給業者
チャネル政策
5
○
取引慣行

4
○

現地の同業態

2
○
商品調達

外資系小売企業

業態内競争
業態特有の提供物
7
出所：鳥羽（2008：144）。 ○
国別の業態特性

チャネル政策
6
○
取引慣行

3
○

現地の異業態

業態間競争
1
○
提供物

業態特有の提供物
8
○
国別の業態特性

現地の消費 者

図 0－3

外資系小売企業の撤退を誘発する諸要因の関係図式

出所：鳥羽（2008：144）。

図 0－3 で示したように、鳥羽の分析モデルでは外資系小売企業の垂直的な供給業
者と消費者との取引関係及び、水平的な同・異業態との競争という中での誘発する諸
要因が論じられている。この分析モデルは一定程度有効であると考えれるので、本論
文の展開の参考にする。ただし、グローバル小売企業とって、最も重要なことはある
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市場を維持することではなく、最適化されたグローバル・ネットワーク店舗網の構築
である。鳥羽の分析モデルではこの点が抜け落ちていると言える。本論文ではこの点
についても論じる。
本論文では、外資系小売企業の激烈な競争が、進出先の小売業にインパクトを与え
たということについても明らかにする。それによって進出先の小売流通業にどのよう
な変化を推し進められたのかについて、次に詳しく検討しておきたい。

2.2.3

小売業の近代化に関する先行研究

小売業の海外への進出は、進出先の小売企業の成長・発展を促進させる効果を生じ
させ、小売企業間の激化な競争がも推し進められた。そういう中で、小売販売技術の
進化だけでなく、小売ノウハウの更新、経営管理の効率化、小売業態の豊富化などが
進み、小売企業の競争力の強化が実現されるという変化が急速に生じた。こうした発
展の流れを分析するには、進出先の小売業の発展を近代化の視点から分析することが
必要となる。
小売業を含む流通近代化についての研究の蓄積はかなりなされている 6。最初の研究
は中小小売商の競争力強化に着目した分析である。チェーンストア形態によって小売
効率の向上という経営革命の出現、それに関連する卸売商の機能の高度化、不合理な
商慣行の是正などの観点から分析されている。
1 チェーン・ストア経営方式による小売効率化、○
2
小売近代化の観点から見ると、○
3 不合理な商慣行の是正を総合的に分析が必要であると考えら
小売業の競争力強化、○

れる。それについて青島市小売業に対して分析に相応しいかを以下に考察してみよう。
青島市では 1990 年代からの 20 余年で、外資系小売業の進出を契機とし、小売分野
の改革が実現し、小売業は発展してきた。元々青島市小売市場では生鮮市場のような
伝統的な販売方式や国有百貨店しかなかったが、外資系小売業の進出によって、現地
小売企業の成長が促進され、小売業態の多様化、小売市場の活性化など青島市小売業

6

例えば、荒川（1969）、吉田・他（1970）、堤（1979）、向山（2001）、鈴木（2006）、関根（2008）
などが挙げられる。
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の発展・変化を推し進められてきたわけである。こうした急速な発展を遂げた主な原
1 チェーンストア経営方式の
因としては、外資系小売業の進出によってもたらされた○

普及による、小売業の効率化にあると考えられる。
とりわけ、成長してきた現地小売企業は外資系小売企業との競争の中で、外資系小
売企業に対抗できる競争力を身につけるようになってきた。他方、外資系小売企業に
あっては一時的な閉店ないし青島市から撤退したケースも出ており、鮮明な対照的事
象を呈している。つまり、こうした中外資小売企業間の激化な競争の中で、青島市の
2 小売業の競争力強化が促されてきた。
○

後に詳しく見るように、現地企業は、かつては伝統的国有・集団企業から引き継い
だ官僚体質の問題や経営基盤の脆弱さがあり、品質問題に応じる返品や返金の保証が
不十分、消費者ニーズの即時対応などの問題多く存在していた。これらの商業旧慣行
は外資系小売企業の進出によってもたらされた経営ノウハウ、経営管理などの先進的
な経営知識の持ち込まれたことによる段階的に改善している。それは現地小売企業が
外資系小売企業を手本として学びながら近代的な発展転換の中で改善せざるを得なく
なったことと関係があり、政府の政策による規制・指導とともに関係があると考えら
3 不合理な商慣行の是正が進んでいる。
れる。こうした中で、○

本論文では、外資系小売企業の青島市へ進出によってもたらされた経営ノウハウ、
多様な小売業態などの先進的な小売経営知識はチェーンストア経営方式の導入によっ
て急速に展開していることを明らかにする。現地小売企業はその刺激を受けて、それ
を学びながら自社なりの優位性を養成するように成長してきたことも解明する。こう
した中外資企業が市場シェアを獲得あるいは拡大するために、それぞれ自社なり優位
性を発揮するように経営している。それによって中外資企業間の激化な競争をもたら
した。こうしたことを通し、青島市小売業は急速に発展し、近代的な流通市場に転じ
たことを究明する。それらの変化の中で、不合理な商慣行も段階的に是正したと考え
られる。
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3

本論文の構成

本論文では、以上で論じたように、小売業の発展要因、外資系小売業の進出と小売
近代化に関する理論のこれまでの成果を踏まえ、中国小売業の初の先導的な試験都市
である青島市を研究対象に実証分析を試みる。その分析枠組みのイメージは、次の図
0－4 に示した通りである。

小

売

外資系小

外資系小売企業

業

の

売業の進

の成功事例

発

展

出：その

中国・
青島市

内資系小売企業
要

因

進出要因

小売業
の成長事例

と

発

と進出方

展

段

式及び影

外資系小売企業

響

の失敗事例

階

図 0－4

の近代
化

中国・青島市における小売業の展開に関する実証研究枠組み

出所：筆者作成。

本論文の分析は、以下のような序論と終章を含む 8 章の内容から構成される。
序論では、本論文の研究課題とその背景、研究目的と研究方法、先行研究及び本論
文の構成を述べる。
第 1 章では、本論文の実証研究地域である青島市を取り上げる理由を明らかし、小
売業の発展要因について概括的に論じており、その発展について段階を区切って分析
すべき点を論じる。本章では、まず、青島市を取り上げる理由を五つに分けてそれぞ
れに検討し、同じような沿海先導都市である上海市、大連市及び全国平均のデータを
取り扱って検証する。次に、青島市小売業をマクロ的要素とミクロ的要素に分けて、

19

その発展要因を考察する。その結果としてはいくつかの発展要因の中で、外資系小売
業の進出によってもたらされた影響が一番大きいことを論じる。さらに、青島市小売
業を初級段階、テスト段階、
「越権認可」段階、全面開放段階と本格的競争段階という
五つの発展段階に区切って分析する。
第 2 章では、いち早く外資系小売企業の誘致を行った青島市に焦点を当て、マクロ
的に外資系小売企業の参入・展開と撤退を考察し、それによって青島市小売業に与え
たインパクトを論じる。本章では、まず、外資系小売企業の青島市小売市場への進出
に着目し、その進出背景・動機からアプローチする。次に、青島市小売市場の特性や
異質性に基づいて、外資系小売企業の参入モード・参入プロセスに分けて考察し、そ
の進出状況をトレースしながら、外資系小売企業の経営展開を分析する。さらには、
外資系小売企業の青島市への進出がもたらしたインパクトを論じる。
第 3 章では、青島市小売市場での外資系小売業の代表的な成功例としてイオン（旧
ジャスコ ）の事例を分析し、これを通じて、外資系小売企業が企業を取り巻く環境の
変化のもとで、如何なる要因によって当該地域に進出してきたのか、また、進出後の
経営展開はどうであったのかを具体的に分析し、外資系小売企業の進出が青島市小売
業にどのようなインパクトを与えたのかを考察する。本章ではまずはイオンの概況、
青島市小売市場への参入経緯を簡略に整理する。次いで青島市への参入要因をプッシ
ュ・プル要因とイオンの内部要因に分けて論じる。さらに、序論の先行研究で整理し
た白の議論を手掛かり、イオンの青島市へ参入後の経営展開を考察する。最後に、イ
オンの進出によって青島市小売業にどのようなインパクトが与えられたのかを分析す
る。
第 4 章では、青島市小売市場の現地寡頭小売企業である利群集団を取り上げて分析
する。外資系小売業の進出によってもたらされた影響を受けて、当該企業がどのよう
に成長してきたのかを具体的に考察し、内資系小売企業の成長プロセスを明らかにす
る。本章では、まず、内資系小売企業の発展の歴史を簡単に振り返って、その発展現
状を分析し、発展特徴をまとめる。次いで、内資系小売企業の代表的な企業である青
島市の利群集団を取り上げ、当該企業の概要を整理し、その発展沿革、経営理念・成
長について簡略に論述する。さらに、典型的なローカル・リテイラーだった同社が、
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外資系小売業の進出によってもたらされた影響を受け止め、多業態化・多店舗化のよ
うな経営を展開してきたプロセスを検討し、青島市小売市場の内資系小売企業の発展・
変化を論じる。
第 5 章では、青島市小売市場で外資系小売業の進出が失敗した代表例としてテスコ
の事例を分析し、その撤退原因を究明することを通じて、当該市場において中外資小
売企業間の競争が激化した状況を示す。本章では、まずはテスコの概況、青島市小売
市場への参入経緯を簡略に整理する。次いで、テスコの青島市小売市場への進出から
撤退までのビジネス展開プロセスを考察する。さらに、序論で整理した鳥羽（2008）
分析モデルを参照しながら、テスコの撤退原因を分析し、青島市小売市場の変化を論
じる。
第 6 章では、3 章から 5 章で明らかにした個別事例の分析を踏まえ、1）外資系小売
企業の青島市進出を契機とし、そのインパクトを受けた現地小売企業が成長したこと
を整理したこと、2）中外資小売企業間の競争が激化したという中で、青島市小売業が
構造変化したことをマクロ数字を利用するなどを通して明らかにする。本章では、ま
ず、小売企業数、従業員数と売上高の三つの側面から青島市小売業の数的変化を簡略
に考察する。次に、グローバル小売企業の参入とともに、もたらされた影響を受けた
前後の現地小売企業の発展変化を分析する。その発展の中で、とりわけ中外資小売企
業間の激化な競争という中で、小売業の構造にどのような変化が生じたのか、また、
ショッピングセンターの台頭、主要な商業エリアの変容などを促進したのかという諸
側面から青島市小売業の構造変化を考察する。その上で、さらに青島市小売業が近代
化への発展転換をチェーン・ストア経営方式による小売効率化の向上、小売業の競争
力を強化、不合理な商慣行を是正されたことから論じる。
終章では、本論文の結論を総括し、主として参考にした分析モデルの妥当な面と、
制約的側面を改めて整理し、新たな分析モデルを呈示する。また、残される小売業の
発展に関する研究課題を指摘する。
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第1章
青島市における小売業の発展
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1

はじめに

本章では、本論文の実証研究地域である青島市を取り上げる理由を明らかにし、序
論で整理した先行研究を参照しながら、当該都市小売業の発展要因を考察し、その発
展について段階を区切って分析すべき点を考察することを通じて、青島市小売業の発
展プロセスを明らかにする。
青島市は約百年前 7に、ドイツの植民地となり、商業都市として開発が進められた。
その後百年間、中国で主要な沿海開放都市として発展し続けた。この百年間、商業都
市として発展するにつれて、経済の中でも、とりわけ小売経済が著しく発展した。小
売企業の立場から見ると、青島市の小売市場は市場規模、近代的小売企業の参入余地
などの面で、中国の沿海都市でも魅力度が群を抜いた存在である。
また、何よりも重要なのは、中国政府が 1970 年代末から行った改革開放政策の中
で、青島市がいち早く改革開放都市に指定されたことである。そして、一地方都市と
して、北京市や上海市のような大都市よりも柔軟性をもち、中央政府の政策を弾力的
に受け入れ、改革を重ねてきたことも重要である。しかも、近年、青島市小売市場で
は中外資小売企業間の激しい競争という中で、テスコのような世界的小売企業の撤退
ケースも出ていた。
本章では、まずなぜ青島市を取り上げて実証研究するのかを、五つの理由を分けて
それぞれ論じて、同じような沿海都市である上海市、大連市と全国の平均データを取
り扱って検証する。次に、序論で整理した小売業の発展要因に関する先行研究を参照
しながら、青島市小売業の発展を促進する要素の考察を行う。さらに、小売業の初級
段階、テスト段階、「越権認可」段階、全面的開放段階、本格的競争段階に区切って、
青島市小売業の発展経緯を考察する。

7

1891 年 6 月 14 日、清政府が防衛のために、ここで管理機構を設けることを契機として、小さな
漁村から近代的な都市への発展によって近代史のステージに登り始まった。1897 年 11 月 14 日
から 1914 年までの間、ドイツの植民地となった。その後の 1922 年 12 月 10 日、日本が第一次
占領された。1929 年 7 月、国民党政府は青島特別市を設け、1930 年に青島市に改称した。1938
年 1 月から 1945 年の間、日本が第二次占領された。1949 年 9 月に、再び特別市とした。1981
年、青島市は中国の 15 の経済中心都市の一つとされた。1984 年、中国の 14 の沿海開放都市の
一つとされた。1986 年、青島市は 5 の計画単列市（政令指定都市に当たる）の一つとされた。
1994 年、中国の 15 の副省クラス都市の一つとされた。
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2

なぜ青島市なのか？

中国政府は遅れていた小売流通業の発展を目的とし、青島市をはじめとする沿海都
市に限定し、外資系小売業の導入を行うという試験的な改革を始めたのである。この
ような形で、試験的都市に先導的な試みを行い、結果が良好であれば、段階的に他の
都市ないし中国全土へと広げる方法がとられ、全国的に広がっていたといえる。

2.1 青島市を取り上げる理由

青島市は中国での重要な経済立地を占め、一地方都市として、北京市や上海市のよ
うな大都市よりも柔軟性をもち、中央政府の政策を弾力的に受け入れ、改革を重ねて
きた。したがって、本論文では青島市小売業の全国での位置付けを明確するために、
序論で取り扱った五つの理由をここで詳しく論じる。
第一に、青島市は中国での外資系小売企業進出の先導的な試験都市であるという点
である。青島市はいち早く外資系小売企業を導入した。最初に、青島市小売市場に進
出した日系大手小売企業であるイオン（旧ジャスコ）とマレーシアのライオン・バー
クソングループはともにアジアの有名企業であり、企業の発展規模、経営業態、販売
ノウハウ、経営管理などの面で、現地企業に比べてはるかに上回っている。特にイオ
ン（旧ジャスコ）青島市東部店は中国初の本格的なショッピングセンターとして、現
在も青島市ないし中国小売業に大きな影響を与えている。
当時全国に導入された外資系小売企業の多くは国際的知名度が低く、百貨店の業態
を取っていることと比較すると、これは鮮明な対照的事例であり、全国的に先導的な
試みであった。青島市政府も中央政府の政策によって、国際的な強い競争力とブラン
ド力をもつ有名な外資系小売企業を参入させて、現地小売企業・小売システムに大き
なインパクトを与えて、小売業の飛躍的な発展を促す政策を取った。
小売業改革に伴って、青島市は相次いでフランスのカルフール（Carrefour S.A.）、
ドイツのメトロ（Metro Ag）、アメリカのウォルマート（Wal-Mart Stores, Inc.）、ア
メリカのザ・ホーム・デポ（The Home Depot, Inc.）、イギリスのテスコ（Tesco PLC）
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などの世界的小売企業を参入させた。このような形での試験結果と経験は、ほかの都
市ないし中国全土へと広がっている。このような取り組みの進展は中国経済ではよく
採用される方法であり、重要な政策の 1 つである。
第二に、青島市は中国での重要な経済立地を占め、独自の発展を遂げているという
点である。青島市は山東半島の東南部、膠州湾のほとりに位置し、三方を海に囲まれ、
嶗山に臨む海浜都市である。全国第 1 弾の沿岸開放都市、国家計画単列市（政令指定
都市にあたる）、副省クラス都市、東部沿岸地域の中核都市、中国で最も経済活力ある
10 都市のうちの一つである。1990 年代の青島市は、都市の再開発に熱心であり、日
本・韓国などの外資企業の進出も多く、所得水準の向上や GDP の高い伸び率、道路
をはじめとするインフラ整備の実施などの点では中国沿海部の中でも先進的な都市で
あった。
2011 年 1 月 4 日、青島市をはじめとする山東半島は国家戦略である区域発展戦略
のもと、中国で初めて海洋開発を中心とした「ブルーエコノミー地区」として指定さ
れた。この計画に基づいて、中、日、韓を結び付ける北東アジア国際運輸センターの
建設をはじめとして、山東半島全体の経済発展の先導役を果たすことが期待され、新
しい青島港・青島空港を中心としたインフラ投資が積極的に実施された。また、ドイ
ツに占領されていた時期から発展した青島ビールは中国で最初に世界市場に進出した
企業である。ハイアール（海爾）のような世界企業も青島市で発展した。そして、青
島市は「冬無厳冬、夏無酷暑」
（冬は寒くない、夏は暑くない）の気候や西洋風の建物
などによって、有名な観光地でもある。このような優良な立地と成長してきた経済に
基づいて、青島市はすでに中国国内の大都市に発展し、さらに世界での影響力もだん
だん大きくなりつつある。
しかも、何よりも重要なのは、青島市がいち早く改革開放都市に指定された。外資
系小売企業の進出も認められ、小売流通分野でいち早く改革の試行に取り組んだこと
である。
第三に、青島市小売市場における外資系小売企業の進出率の高さ、及び中外資小売
企業間の競争の激しさであり、このような状況は中国全土を見わたしても例を見ない
ものであるという点である（付表 2015 年中国小売企業チェーンストアランキング上
26

位 100 社を参照）。2013 年の世界の小売業ランキングでは上位 10 社の中で、アメリ
カのウォルマート（1 位）とザ・ホーム・デポ（9 位）、フランスのカルフール（3 位）、
イギリスのテスコ（5 位）、ドイツのメトロ（7 位）の 5 社が青島市小売市場に進出し
た。日本のイオン（17 位）、株式会社セブン&アイ・ホールディングス（Seven & i
Holdings Co.Ltd.通称表記：セブン&アイ HLDGS.、19 位）と韓国のロッテマート
（Lotte Shopping Co., Ltd.、40 位）などの日韓系小売企業が 3 社ある。香港特別行
政区のワトソンズ（Watson's、51 位）とチャイナ・リソーシズ・エンタープライズ
（China Resources Enterprise、78 位）、タイのチャロン・ボカバン（CP）グループ
（ロータス）
（CP ALL Public Company Linited、113 位）などの東南アジア系の小売
企業が 6 社以上ある。
このように、世界小売企業上位 10 社の中での 5 社のみならず、欧米系、日韓系、
東南アジア系の小売業ランキングでの上位企業が青島市小売市場に進出した。一地方
都市としての青島市小売市場に、これほど多くの世界的小売企業が進出したので、外
資系小売企業間の競争も当然激しいものとなるであろう。しかも、成長してきた現地
小売企業を加えて、青島市の中外資小売企業間の競争の激しさがさらに厳しくなると
考えられる。その点からいうと、青島市の小売市場は外資系小売企業の試練場といっ
ても過言ではない。
第四に、内資系小売企業が外資系小売企業の進出によってもたらされたインパクト
を受けて、急速に成長してきたという点である。外資系小売企業が青島市小売市場に
進出した後、経営理念、サービスレベル、店舗内の設置などが現地小売企業に大きな
衝撃を与えた。したがって、現地小売企業はそれを手本として、売場面積・通路の広
さ、天井から自然光が差し込むなどの買物を楽しめる雰囲気から経営ノウハウ、経営
管理及び小売業態までの一連の小売経営、小売業の多様化などを学んだり、模倣・イ
ノベーションをしたりして成長してきた。中外資小売企業の共同的発展と競争という
中で青島市小売業の飛躍的な発展を推し進められた。すなわち、外資系小売企業の進
出が青島市小売業の急成長を促進した主な要因と考えられる。
第五に、外資系小売企業の青島市小売市場での発展が中国全土ないし商業発展途上
国の発展動向を代表すると考えられるという点である。前に述べたように、外資系小
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売企業の進出に伴って、現地小売業の発展が推し進められると同時に、企業間の激烈
な競争によって閉店・撤退ケースが益々多くなった。たとえば、青島市小売市場でも
世界小売業ランキング 1 位のウォルマートが激しい競争の中で閉店したり、イギリス
の世界的小売企業であるテスコも現地小売寡頭企業との競争で青島市小売市場に参入
してわずか 3 年を経て撤退したというケースがある。
外資系小売企業の進出以降の 20 年余りの発展を振り返ると、青島市小売市場では
内資系小売企業の成長と外資系小売企業の閉店・撤退という現象が鮮明になった。ま
た、経済の成長に伴い、とりわけ内資系小売企業の競争力の向上によって、中外資小
売企業間の競争が今後にさらに激化すると予想される。そういう中で、外資系小売企
業の閉店するケースはさらに出ていくと考えられる。

2.2

青島市小売業の位置付け

以上五つの観点から、青島市を焦点に当て実証研究する意義について論じた。この
ような研究の価値が有義である点について別の視角から論じよう。さらに高めると考
えられる。青島市と同じレベルの大連市と沿海部の大都市である上海市及び全国の平
均レベルのデータを取り上げ比較しながら検討する。以下、三都市と全国の小売企業
数、従業員数、売上高の三つの側面から見てみよう。

2.2.1

小売業の企業数

小売業の企業数の側面から青島市の全国での位置付けを明らかにするために、2012
年の『青島統計年鑑』、『大連統計年鑑』、『上海統計年鑑』、『中国統計年鑑』のデータ
により、それを比較しながら分析しよう。企業数のデータから見ると、青島市は 521
社であり、大連市の 393 社より 1.3 倍強多いが、上海市の 1,573 社よりはるかに少な
い（表 1－1）。
しかし、1 社当たりの売上高を計算すると、青島市、大連市、上海市と全国はそれ
ぞれ 1.7 億元、1.5 億元、3.0 億元、1.2 億元となる。青島市は大連市より多いが、上
28

海市より低い。全国の平均データに比べると 4 割弱高いということになる。1 社当た
りの人口を計算すると、青島市、大連市、上海市と全国はそれぞれに 1.5 万人、1.5 万
人、1.5 万人、2.3 万人である。1 社当たりの人口では青島市は大連市、上海市、全国
と比較すると、一番少ない（図 1－1）。

表 1－1

小売業における企業数の比較

青島市

大連市

上海市

全国

企業数（社）

521

393

1573

58,471

売上高（億元）

887.4

599.4

4,644.2

71,825.0

人口（万人）

766.4

588.5

2,347.5

134,735

注：企業数と売上高は一定規模 8以上小売企業のデータを取り扱うものである。
出所：
『青島統計年鑑』、
『大連統計年鑑』、
『上海統計年鑑』、
『中国統計年鑑』
（2012 年）により作成。

1社当たりの売上高（億元）

1社当たりの人口数（万人）

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
青島市

図 1－1

大連市

上海市

全国

小売業における 1 社当たりの売上高と人口の比較（単位：億元、万人）

注：売上高は一定規模以上小売企業のデータを取り扱うものである。
出所：
『青島統計年鑑』、
『大連統計年鑑』、
『上海統計年鑑』、
『中国統計年鑑』
（2012 年）により作成。

8

一定規模以上の小売企業とは、年間の売上高が 500 万元以上ある小売企業を指す。
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1 社当たりの売上高と人口を総合的に見ると、青島市の 1 社当たりの売上高は全国
平均より高い、それは青島市の方がレベル高いことを示している。また、青島市の 1
社当たりの人口は大連市、上海市の両都市より少ないし、さらに全国平均よりも少な
い。これは青島市の小売企業間の競争が厳しいことを示している。沿海都市では、青
島市の 1 社当たりの売上高は大連市より高く、上海市より低い、1 社当たりの人口は
大連市、上海市の両都市よりも少ない。これは青島市の小売業が大連市より発展レベ
ルが高く、上海市より低いことを示している。

2.2.2

従業員数

小売業の従業員数の側面から青島市の全国での位置付けを明らかにするために、
2012 年の『青島統計年鑑』、
『大連統計年鑑』、
『上海統計年鑑』、
『中国統計年鑑』のデ
ータにより、それを比較しながら分析しよう。従業員数のデータから見ると、上述し
た小売企業数と同じように、青島市は大連市より多いが、上海市よりはるかに少ない
（表 1－2）。

表 1－2

小売業における従業員数の比較

青島市

大連市

上海市

全国

従業員数（万人）

4.9

4.1

29.8

527.6

企業数（社）

521

393

1,573

58,471

売上高（億元）

887.4

599.4

4,644.3

71,824.9

注：従業員数、企業数と売上高は一定規模以上小売企業のデータを取り扱うものである。
出所：
『青島統計年鑑』、
『大連統計年鑑』、
『上海統計年鑑』、
『中国統計年鑑』
（2012 年）により作成。

従業員 1 人当たりの売上高を見ると、青島市の従業員 1 人当たりの販売効率は全国
平均に比べ高く、沿海都市である上海市、大連市よりも高い（図 1－2）。上述した小
売企業数の比較から、青島市小売業の販売効率の高いことが示され、これは企業間の
競争の激しさを物語っている。この原因としては、欧米系、日韓系、東南アジア系の
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上位小売企業のほとんどが青島市小売市場に進出したこと、成長してきた現地小売企
業の量と質ともに高くなったことによると考えられる。すなわち、青島市小売市場の
大きな特徴は中外資小売企業間の激烈な競争にあるといえる。

1社当たりの従業員数（人）

従業員1人当たりの売上高（万元）

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
青島市

大連市

図 1－2

上海市

全国

小売業における 1 社当たりの従業員数と

1 人当たり売上高の比較（単位：人、万元）
注：従業員数、企業数と売上高は一定規模以上小売企業のデータを取り扱うものである。
出所：
『青島統計年鑑』、
『大連統計年鑑』、
『上海統計年鑑』、
『中国統計年鑑』
（2012 年）により作成。

2.2.3

売上高

小売業の売上高の側面から青島市の全国での位置付けを明らかにするために、2012
年の『青島統計年鑑』、『大連統計年鑑』、『上海統計年鑑』、『中国統計年鑑』のデータ
により、それを比較しながら分析しよう。小売業の売上高のデータから見ると、上述
した小売企業数、従業員数と同じように、青島市は大連市より多いが、上海市よりは
るかに少ない（表 1－1）。
1 人当たりの売上高を計算すると、上述した小売業の企業数、従業員数と同じよう
に、青島市は全国より倍以上多い。大連市より多いが、上海市より低い（図 1－3）
。
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この比較から、青島市は全国より小売業の発展レベルははるかに高く、沿海都市では
大都市の上海市より低いが、同じレベルの大連市より高いことが示されている。

2.5

2

1.5

1

0.5

0
青島市

図 1－3
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小売業における 1 人当たりの売上高の比較（単位：万元）

注：売上高は一定規模以上小売企業のデータを取り扱うものである。
出所：
『青島統計年鑑』、
『大連統計年鑑』、
『上海統計年鑑』、
『中国統計年鑑』
（2012 年）により作成。

以上の小売業の企業数、従業員数と売上高の比較結果をまとめると、2 つの特徴が
ある。1 点目は青島市小売業の発展レベルは全国平均より高いが、大都市の上海市よ
り低く、同じレベルの大連市より高いことが示された。2 点目は青島市の小売企業間
の競争が激化する特徴があるということである。1 社当たりの人口を計算すると、青
島市は大連市、上海市、全国と比較すると、一番低いが、従業員１人当たりの売上高
を見ると、青島市の従業員 1 人当たりの販売効率は全国平均に比べて高く、沿海都市
である上海市、大連市よりも高い。この点から見ると、青島市小売業の販売効率の高
いことが企業間の競争の激しさを物語っていることが分かる。
これらのことは、青島市が中国小売業の先導的な試験的都市の１つとして、全国よ
り先導的な改革の取り組みを行っていたこと、そして、一地方都市として、北京市や
上海市のような大都市よりも柔軟性をもち、中央政府の政策を弾力的に受け入れて改
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革を重ねてきたこと、また遅れていた小売業を発展するために、いち早く外資系小売
企業の誘致を積極的に行っていること、前述したように、欧米系、日韓系と東南アジ
ア系の小売業の上位企業がほとんどすべて参入してきたこと、現地小売企業が多数の
外資系小売企業によってもたらされた影響を受けて、学んだり模倣したりして成長し
てきたこと、それに伴って、中外資小売企業の間の競争も激しくなりつつあることを
反映していると考えられる。
上記のデータで示されているように、青島市小売市場での小売企業間の競争の激化
は全国でもまれである。こういう競争という中で、大きな競争優位性をもっている外
資系小売企業の撤退ケースも続々現れてきた。このような青島市小売業の発展様相は
全国の発展変化を反映しているし、大勢の都市に示唆を提示される。以上の理由から、
本論文では青島市を取り上げて実証研究する。

3

青島市における小売業発展への影響要因

本論文の研究対象地域を明確した上で、以下では序論で整理した小売業の発展要因
に関する先行研究を参照しながら、青島市小売業の発展変化を引き起こす要素を考察
する。青島市における小売業の発展などに影響を与える要因の集合体は、マクロ的要
素とミクロ的要素とに分類できる。マクロ的要素とは政策・制度、マクロ経済、科学
技術（小売技術）、消費者ニーズの変化などであり、ミクロ的要素とは小売企業間の競
争、小売企業所在地の経済立地、インフラ整備による立地環境の変化などである。

3.1

3.1.1

マクロ的要素

政策・制度の変化

新中国が成立してから現在までの間では、経済は大きな政策・制度の変化を経験し
た。
第 1 に、1978 年の中国共産党第 11 期中央委員会第 3 回全体会議から始まった改革
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開放政策である。それまでの閉鎖的な社会主義計画経済は大きく転換した。30 年間に
わたる計画経済期を経て、再び市場経済が中心的役割を果たす国として世界経済に復
帰した。それを機に、中国経済は高度成長の道を歩むことになった。
第 2 に、社会経済の発展を促進するために、政治体制も漸進的に調整、変化してい
る。1980 年代から社会市場経済の設立と経済構造・産業構造の調整を行う中で、中央
政府は社会経済に関する役割やコントロールなどを徐々に減少させ、企業経済に関す
る法律が日々完備するようになった。
第 3 に、小売流通業の発展するために、中央政府は政策の調整、制度の改革を行っ
た。1980 年代から小売商業体制の改革を始め、企業経営の自主権の拡大を進め、政府
は企業の所有者からサポーターという役割に転ずるという政策・制度の変化である。
1992 年 7 月 4 日、国務院は「商業小売分野の外資利用に関する通達（国務院 82 号
函）」を打ち出すことによって、小売流通分野においても対外開放という政策転換した
ようになった。その後それと関連する政策も続けて調整した。とりわけ 2001 年 12 月
に中国の WTO（世界貿易機関）への加盟により、小売流通業を含むサービス分野の対
外開放を全面的に行うことが求められるようになった。

3.1.2

3.1.2.1

経済環境の変化

高度成長する経済環境

1978 年 12 月の中国共産党第 11 期中央委員会第 3 回全体会議で、改革開放（対内
経済体制の改革と対外開放）政策が打ち出された。それまで中国は閉鎖的社会主義計
画経済を三十年近く実施したが、これを大きく転換したのである。それ以来開放地域
は沿海部から内陸部へ徐々に拡大し、市場メカニズムが漸進的に導入されるようにな
った。青島市はいち早く改革開放政策の試験的な都市として、1984 年から沿海開放 14
都市の一つに指定され、試験的に対外開放を始めた。その後の 1992 年、鄧小平の「南
巡講和」を契機に、中国は本格的に市場経済体制の軌道に乗り始めた。これらの大転
換によって、青島市では、1980 年代から国有・集団所有制企業の改革、私営・個人経
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営企業の市場参入の許可などを経て、目覚しい成長を遂げたわけである。
図 1－4 に示すように、青島市国内総生産（GDP）は 30 年の間に（1978 年から 2013
年まで）、平均 17％の高い伸び率をもって増加している。その内訳では、1990 年から
2000 年までの間に、平均 23.3％、2000 年から 2010 年までの間に、平均 18.9％、2010
年から 2013 年までの間に、平均 18.9％で増長している。青島市は沿海部の先導的な
試験都市として、各年間の伸び率も中国国内総生産（GDP）の平均伸び率の 10％を大
幅に超え、成長してきたわけである。
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青島市における国内総生産（GDP）の推移（1978～2013 年）
（単位：億元）

出所：『青島統計年鑑（各年版）』により作成。

3.1.2.2

産業構造の変化

1979 年の改革開放政策の実施以降、青島市における産業別比重を見てみると、図 1
－5 に示すように、2013 年の第 2 次産業（工業や建築業）の GDP における比重は、
先進国レベルの 30％～40％に近い 45.5％前後に達しているのが、第 3 次産業（流通
業やサービス業など）の GDP における比重は 1978 年から第 1 次産業（農業）を追い
越したものの、2000 年で 41％、2013 年でも 50.1％しかなく、先進国レベルの 60％
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～70％と比べると大きな格差がある。
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出所：『青島統計年鑑（各年版）』により作成。

これまでの中国の経済成長を牽引してきたのは第 2 次産業、特に製造業であった。
しかし、近年、第 3 次産業の伸び率が高くなっている。つまり、第 3 次産業への依存
が大きくなるように産業構造は転換してきている。先進国の発展水準と比較すると、
第 3 次産業の割合はまだ低い状態であるが、これまで徐々に成長している。その中で、
社会消費財小売総額の増加は第 3 次産業の成長に大きく貢献している。また、現在の
産業構造の発展趨勢を見ると、小売業をはじめとする第 3 次産業の更なる発展の余地
は大きいと考えられる。

3.1.2.3

国民の消費水準のレベルアップ

経済成長とともに、国民所得も大幅に上昇した。図 1－6 に示すのように、青島市に
おける都市部の 1 人当たり可処分所得は、大きく伸びている。1990 年に 1,507 元で
あった 1 人当たり可処分所得が、2013 年には 2.2 万元となり、20 年余りで 14.6 倍と
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増加した。2001 年青島市の 1 人当たり GDP は 1.8 万元（1 ドル≈8.3 元）を超え、
2013 年は 9.0 万元（1 ドル≈6.1 元）に達した。2000 年以降の 10 年余りに 1 人あたり
の GDP は 5 倍弱増加したわけである。
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青島市の都市部における 1 人当たり可処分所得の推移（単位：元）

出所：『青島統計年鑑（各年版）』により作成。

改革開放以後の高度成長を通じて、青島市の経済的豊かさという大きな恩恵が地域
社会にもたらされ、地域住民の生活は著しく向上した。1 人当たりの GDP は改革開放
政策を実施する 1978 年から 1990 年代まで緩やかに伸びているが、1990 年代以降の
20 年余りの期間では年率平均 16.3％という高成長を遂げた（図 1－7）。2010 年から
2013 年までの間には 16.8％とその伸び率はさらに高くなった。1 人当たりの GDP は
1978 年の 633 元から 1990 年の 2,714 元まで、4 倍以上増加しており、その後、2013
年には 9.0 万元、33 倍となった。
小売業が発達した国の発展経験を見てみると、一般的に小売業では、1 人当たり GDP
が 2,000 ドルに達するとスーパーマーケットという業態が、3,000 ドルに達するとコ
ンビニエンスストアという業態が成立するといわれている（葛島等 2009：48）。現在、
青島市小売市場にはスーパーマーケット、コンビニエンスストアともに存在している
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が、その店舗数はまだ少ないし、消費者ニーズへの対応がまだ不十分である。そこで、
今後小売業態の多様化と小売業の規模化などの面では、さらに発展することと予想で
きる。
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出所：『青島統計年鑑（各年版）』により作成。

3.1.3

人口構造と消費者ニーズの変化

2013 年の青島市の戸籍人口は 769 万人、そのうち市区部の人口は 277 万人であり、
1 平方メートル当たりの人口密度は全市では 679 人、市区部では 1,884 人である。こ
れは北京市、上海市より少ないが、広州市に近く、大連市よりも大きい。2008 年末ま
で、0～14 歳の人口比重は 13.6％、15～64 歳の人口比重は 75.3％、65 歳以上の人口
比重は 11. 1％である。青島市高齢者弁公室の「2011～2015 年人口構造の予測」によ
ると、2015 年まで、青島市の 65 歳以上の高齢者人口は 16％になる見通しである。
一方、青島市の都市機能の向上、産業群の集結、地域経済の発展などによって、農
村人口の市民化と外来人口の増加という傾向も現れている。2008 年の外来人口は 167
万人であり、2005 年に比べて 50 万人増加した。2011 年～2015 年の間、外来人口の
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数量と規模は増加し続けており、200 万人を超えると見こまれている。
生活水準の指標の一つとなる耐久消費財の普及状況を見ると、図 1－8 に示すよう
に、1980 年代の半ばから、カラーテレビ、洗濯機、シャワー機、エアコンといった基
本的な家庭用耐久消費財は加速的に普及しており、1990 年代に入ってほぼすべての
世帯に普及している。次いで、コンピューターや携帯電話などの娯楽用耐久消費財の
発展趨勢を見ると、両者が普及するようになった。注目すべきはコンピューターと携
帯電話の普及度である。コンピューターと携帯電話は 1998 年にそれぞれ 8.3％と
6.8％だったのが、携帯電話はわずか 6 年間でほぼ全世帯に爆発的普及しており、コン
ピューターは 2012 年までの 10 年余りの間にほぼすべての世帯に普及した。コンピュ
ーターの普及度は携帯電話より遅いが、他の家庭用耐久消費財の普及度より早いもの
であった。
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出所：『青島統計年鑑（各年版）』により作成。

さらに、乗用車の普及度合いは、2002 年から普通の家庭に進入したが、わずか 0.5％
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であった。10 年後の 2012 年には、28.5％へと拡大したが、依然として一般家庭の所
得水準に対して高額なため、購買層は中高所得者層に限られていると推測される。日
本のような先進国の経験からみると、今後住民の可処分所得の増加するに伴い、一般
家庭へ普及することは時間の問題であろう。
経済水準の向上とともに、消費者のニーズもドラマテックに変化している。従来の
「生きるための消費」
（1980 年代前半までは衣食を重視する）から、
「生活向上のため
の消費」（1980 年代後半にテレビ、冷蔵庫、洗濯機を求める）へ、さらに「生活を楽
しむための消費」（1990 年代以降に住宅や自家用車やサービスを求める）へ次々とグ
レードアップし、「単一化」から「多様化」、「個性化」へシフトした。2000 年以降、
消費欲求はより高次なものに転換しつつあるなど、消費者の消費意識と行動は急速に
「高級化」、
「個性化」へと変化している。これらの変化によって、消費需要の重点は、
「衣食満足型消費」から生活の高品質を追求する「中等型消費」へ転換し始め、住、
交通、健康のための消費支出が消費の重点となり始めた。

3.1.4

科学技術の発展

交通輸送の発達によって物流システムの改革、生産技術の革新に伴う大量商品が市
場で流通するようになるとインターネットの普及につれて情報化の進展などの小売業
の技術環境は急激に変化している。中国小売業の飛躍的な発展を遂げた原因の中で、
一番目を引くようになったのは外資系小売企業の進出によってもたらされた影響とい
うことである。その影響の中で、とりわけ重要なのは、小売技術の中国市場への移転
である。たとえば、POS システムの導入により情報化技術、商品販売などの小売ノウ
ハウ、企業の経営管理技術、物流・配送管理技術などが流通システムを大きく変える
ことになった。
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3.1.5

小売システムの変容

改革開放以前の青島市の小売システムは「計画配給システム 9」と呼ばれた。生産、
流通ともに計画経済体制の下で執行され、政府は配給機関としてしか機能しなかった。
すなわち、一種の高度に集中化された分配的なものであり、単一所有制と単一チャネ
ルの計画管理体制であった。
1984 年までの小売システムについての改革は農産物市場と国有商業企業を中心に
進められた。1985 年から 1991 年の間では主に商業管理体制、企業の経営体制などの
方面で改革が進められた。そのために、まずは、計画管理体制についての改革を行っ
た。工農産物（品）について国家一括買い付け（統購）と、割り当て買い付け（派購）
から協議買い付け（議購）協議販売（議銷）へ変更し、計画管理体制が緩和された。
そして、指令的な体制で統治されたものから指令、指導、市場調節の三つの要素から
なるものへと変化した。次に、商業管理体制についての改革を行った。国有商業につ
いて下請け経営責任制を導入し、集体商業や個人経営商業を推奨し、商業経営の主体
構造は多元化された。これらの改革によって、自由市場や私営企業、外資系小売企業
の参入などが、小売業自由化への歩みを加速させた。
1
1978 年から 1992 年までの間の小売システムの改革は次のようにまとめられる。○

従来の国有制（国営、集団所有）の一元的支配体制を打ち破って、私営、個人経営な
2 経営請負責任制やリース
どの多元的所有制を小売流通市場へ参入可能にしたこと、○
3 個人経営の奨励や露天市場のよう
経営を導入し、企業に経営自主権を与えたこと、○

な自由市場を回復したことである。その結果、小売経営自体が多様化し、市場競争が
活発化した。
上述したように、1992 年までの青島市の小売システムの特徴として、圧倒的多数の
零細規模小売店とごく少数の大規模小売店の二重構造が形成されていたことがしばし

9

この時期の流通管理システムの特徴は近藤（2001：358）が概述したように、第一に、管理権限が
高度に集中していたことである。全ての物資は政府によって設置された流通管理部門に集中的、
統計的に管理される。第二に、政府と企業の職責が分別されていなかったことである。政府と企
業が一体であり、企業は政府が管轄する一つの部門にすぎない。第三に、したがって、企業は独
自の自主的運営権を持っておらず、全て政府の計画や指示に従わなければならない。第四に、経
済行為が単純で官僚主義的組織の硬直化が強く現れることである。
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ば指摘される。このような市場特性があるからこそ、現地小売企業の発展余地が残さ
れた。その後、大きな競争優位を持っている外資系小売企業が進出したが、それにも
かかわらず、現地小売企業は潰れなかった。
1992 年の社会主義市場経済体制の確立につれて、小売業の対外開放もついに動き
出した。青島市は中国小売業の対外開放の試験地域として、他の都市に先行して、小
売業の対外開放を実施した。2001 年の WTO 加盟を機に、外資系小売企業に対する規
制が段階的に撤廃され、2004 年 12 月までに、その規制（進出先、出資率など）は全
面的に撤廃された。それによって日韓系、欧米系、東南アジア系などのグローバル小
売業の上位企業が本格的に相次いで青島市小売市場に参入してきた。さらに 2007 年
12 月、青島市をはじめとした沿海都市では、外資系小売企業に対する優遇政策をも撤
廃し、青島市小売市場の競争はさらに激化した。

3.2

3.2.1

ミクロ的要素

小売企業間の競争

1990 年代初頭までは、生鮮市場のような伝統販売方式や国有百貨店しか小売市場
に存在していなかった。上述したように、経済の発展、国民所得水準の向上に伴う消
費レベルの上昇、生産技術の革新などによって生産と消費を繋ぐ小売流通分野の改革
が必要不可欠となった。
遅れていた小売業の発展のために、1992 年に中国政府は初めて外資系小売企業の
参入を許可し、小売市場主体の変化が加速された。しかしながら、当時の現地小売企
業は外資系小売企業に比べて、商品の販売、企業の経営管理などの面ではかなり大き
な格差があった。そのため、政府が現地小売企業を保護するために、外資系小売企業
の進出数、地域などをコントロールした。そして、内資系小売企業の競争力が高まる
につれ、外資系小売企業に対する規制を緩和・廃止していった。
近年、小売企業数、店舗数、売り場面積、売上高などが増えることによって、中国
市場における小売企業の規模が拡大している。また、経済の発展、消費者ニーズの多
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様化・個性化、技術の革新などの小売業を取り巻く環境の変化に伴い、小売業の進化
が要請されるようになっている。

3.2.2

小売企業所在地の経済立地

青島市は中国・山東半島の南端（北緯 35°35′～37°09′、東経 119°30′～121°00′）、
東に海を隔てて韓国と日本に向い合い、黄海と膠州湾に臨む港湾工業都市である。北
東は煙台市、西は濰坊市、南西は日照市とそれぞれ接する（地図 1－1）。現在では市
南区、市北区、李滄区、嶗山区、城陽区、黄島区という六つの区と膠州市、即墨市、
平度市、莱西市という四つの県クラスの市がある。総面積は 10,654 平方キロメートル
で、その中でも市街地の面積は 1,159 平方キロメートルである。青島市の海岸線（島
の海岸線を含む）の全長は 826.64 キロで、そのなかでも大陸の海岸線は 730.64 キロ、
山東省の海岸線の四分の一強を占める。

地図 1－1

青島市の山東省での地理位置

出所：日本貿易振興機構青島事務所（2014：1）に基づき筆者作成。
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また、ドイツに占領されていた時期から発展した青島ビールは中国で最初に世界市
場に進出した企業である。ハイアール（海爾）のような世界企業も青島市で発展した。
そして、青島市は「冬無厳冬、夏無酷暑」
（冬は寒くない、夏は暑くない）の気候や西
洋風の建物などによって、有名な観光地でもある。
青島市の「第十二次五ヵ年計画（2011～2015 年）」では、年平均 11％前後の GDP
成長率を目指し、サービス業の増加額は総生産値の 57％を目指す。このような優良な
立地と発達した経済によって、青島市はすでに中国国内の大都市となり、世界への影
響力もますます大きくなっている。

3.2.3

インフラの整備と小売業発展への影響

都市経済の史上展開から見ると、青島市小売業は都市の拡張（その中で、とくに商
業と関連するインフラ整備の進む）とともに発展してきた。青島市の発展につれて、
市内では一番古い商業エリアにある中山路商業エリアが発展した。新中国成立後、と
くに改革開放以降、都市規模が拡大するに伴い、相次いで李村商業エリア、台東商業
エリア、香港路商業エリアなどの商業区が形成・発展した。政府も小売業の発展を促
進するために、積極的にその関連するインフラ整備を実施した。
改革開放以降、青島市で小売業と関連するインフラ整備が大きく進む転機となった
出来事を三つ挙げることができる。1 つ目は 1992 年 5 月 3 日に青島市政府が公布し
た「市区東部における開発建設についての決定（1992 年発 77 号文）」である。これに
より都市の拡張の幕が開き、青島市の東部におけるインフラ整備が進められた。2 つ
目は 2008 年オリンピックの中国での開催が決定されたことである。青島市は協力都
市として、インフラ整備の新しい段階に入った。3 つ目は 2011 年 1 月 4 日、青島市
をはじめとする山東半島の「ブルーエコノミー地区」が国家発展戦略に格上げされた
ことである。これに基づいて、山東半島の全体の経済発展の先導役を果たすことが期
待され、新青島港・青島空港を中心としたインフラ投資が積極的に実施されている。
この三つの転機によって、改革開放以来の青島市政府や企業は、輸送・通信などの
インフラへの投資額を年々増大させた。小売流通業をめぐる交通輸送・倉庫及び郵政
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通信業へのインフラ投資総額は 2000 年にはわずか 51.5 億元しかなかったが、2011
年に 306.3 億元とピークに達し、2012 年に減少したが、2013 年には再び増えて、265.3
億元に拡大した（図 1－9）。
こうした青島市における交通輸送をはじめとするインフラの整備より、商業エリア
は拡大し、チェーンストア経営の展開が可能となり、規模の経済を図ることが可能と
なった。また、通信及び物流事業のインフラの整備によって、小売企業間の取引や企
業対顧客のコミュニケーションが強化され、小売企業の販売技術やサプライチェーン
の効率性も高まった。言い換えれば、小売業の発展に良い環境が整ったのである。
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図 1－9

交通輸送・倉庫および郵政通信業へのインフラ投資額の推移（単位：億元）

出所：『青島統計年鑑（各年版）』により作成。

4

青島市における小売業の発展プロセス

包（2013）は中国小売業の発展段階を明確にした。中国小売業の先導的な試験的都
市である青島市における発展も、その各段階に大体対応しているといえる（表 1－4）
。
その過程では青島市小売業の変化と中国小売業の変化とはほぼ一致している。つまり、
青島市の事例研究を行うことによって、中国小売業の発展を展望することができると
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考えられる。

表 1－4

中国と青島市における小売業の発展段階の比較

期間

中国小売業の発展段階

青島市小売業の発展段階

1978 年 12 月～1992 年 7 月

閉鎖期

初級段階

1992 年 8 月～1995 年 5 月

黎明期

テスト段階

1995 年 6 月～2001 年 12 月

成長期

越権認可段階

2002 年１月～2007 年 12 月

全面開放段階
全面開放段階

2008 年 1 月～現在

本格的な競争段階

出所：筆者作成。

表 1－4 に、青島市小売業の発展段階と中国の各段階との対応を示した。これにつ
いて次に詳しくに見てみよう。1978 年の改革開放政策が打ち出された年から 1992 年
の小売流通分野においても対外開放政策の打ち出された年までの間、中国全土では国
内の商業改革を開放政策とは結びつけず、国内政策として行った。つまり、外資系小
売業の進出は禁止された上で、改革を行ったわけである。この段階を小売業の閉鎖期
あるいは初級段階と呼ぶことができる。
1992 年 7 月から 1995 年 5 月までの間、中国政府は小売業の対外開放政策を打ち出
したが、全国範囲での開放ではなくて、青島市をはじめとする沿海都市に限定し、外
資系小売企業を試験的に導入することを行った。全国にとっては黎明期と位置づけら
れるが、青島市は先導的に外資系小売業の導入が試験的に実施されたので、テスト段
階と言うことができる。
1995 年 5 月から 2001 年 12 月の中国の WTO への加盟まで、青島市をはじめとす
る沿海都市はさまざまな名目で中央制度の不透明性を利用し、規制以上の外資系小売
企業を導入させた。その結果としては導入した企業数が急増した。しかし、このよう
な導入方式は「違法」とみなされたが、導入した外資系小売企業の企業競争力、国際
知名度、経営規模などのいずれも、
「中央政府の認可型」面より上回っている。その意
味で、この「越権認可」は中国小売業の発展を促進したという点で大きな役割を果た
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したといえよう。これについて詳しく第 2 章で論じる。
2001 年 12 月に、中国は WTO に加盟した。加盟時の公約に応じて、3 年以内、5 年
以内などと段階的な開放の道筋が策定された。2004 年末に、小売流通業は他の産業よ
り開放が先行し、ほぼすべての制限が撤廃された。これを機に、青島市をはじめとす
る沿海都市（地域）で蓄積された試験的発展経験、とりわけ外資系小売業の進出によ
り急成長した経験を全国範囲に広げる試みが実施されている。全国の場合はこの段階
を全面開放段階と呼ぶことができる。
しかし、2001 年以後から現在までの間では青島市をはじめとする沿海試験都市は
2007 年を境に全面開放段階と本格的な競争段階に分けられる。すなわち、2001 年 12
月から 2007 年までの間、全国と同じように、外資系小売企業の参入することができ
た。この段階を全面開放段階と呼ぶことができる。その後、2007 年に中国政府は青島
市をはじめとする沿海試験都市での外資系小売企業に対する優遇政策を撤廃すること
に決定した。それを機に、中外資小売企業間の本格的な競争が始まった。この段階を
本格的な競争段階と呼ぶことができる。

消費財売上高

卸・小売売上高
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図 1－10

青島市における消費財と卸・小売業売上高（1992～2013 年）
（単位：億元）

出所：『青島統計年鑑（2014 年）』により作成。
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以上、中国と青島市小売業の発展段階を対照しながら簡単にまとめたが、中国小売
業の改革発展から 2007 年までの間に、青島市のような試験都市での導入、発展経験
を踏まえて、段階的に全国範囲には改革範囲を拡大していったといえる。その後に青
島市のような先行した都市も他の地域と同様な条件で発展するようになったわけであ
る。
以上を踏まえて、青島市の小売業は「初級段階（1978 年 12 月～1992 年 7 月）」、
「テスト段階（1992 年 8 月～1995 年 5 月）」、
「越権認可段階（1995 年 6 月～2001 年
12 月）」、
「全面的開放段階（2002 年１月～2007 年 12 月）」と「本格的競争段階（2008
年 1 月～）」と区切ることができる。

4.1

小売業の初級段階（1978 年 12 月～1992 年 7 月）

前述したように、改革開放政策の実施に伴い、農村と都市でのさまざまな改革が実
施され、住民可処分所得は年々増加し、大量生産体制が確立された。その結果、生産
と消費を繋ぐ小売流通分野の矛盾が益々大きくなった。これらの問題に直面し、青島
市政府は小売業をめぐるさまざまな改革を行った。
この段階では露天市場のような自由市場の回復、私営（個人経営）小売企業の許可、
国有・集団所有企業の改革などが実施され、青島市の小売業は自由化への歩みを加速
させた。このように、小売業も社会主義計画経済体制の下での管制から市場経済へと
方向転換したのである。1986 年、青島市の小売機構（飲食店を除く）は 5.4 万カ所で
あった。企業形態別の割合を見ると、1979 年と比べて、全民所有制商業は 10.2％か
ら 1.7％に減少し、集体所有制商業と合作社はそれぞれ 65.9％、20.3％から 12.9％、
3.5％となった。私営商業は 3.5％から 81.9％となった。また、企業形態別の売上高の
割合も変化した。1978 年と比較すると、全民所有制商業は 54.5％から 37％に減少し
た。集体所有制商業（合作社を含む）は 45.5％から 47.7％となった。私営商業は 0 か
ら 15.1％に達した。1988 年 3 月、青島市には初の試験的な株式会社―利群百貨株式
会社が認可された。
同年、小売店舗は 7 万カ所に増加し、従業員数も 14.6 万人に達した。1989 年、青
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島市商業施設の建設は改革開放以来、一番多くなった。同年 11 月 14 日、青島市初の
大型小売場、総面積 1.8 万平方メートルの華聯商厦の建設が始まった。百貨文化用品
卸売会社は 4,000 平方メートルの業務用ビルを新築した。
図 1－10 に示すように、消費財の売上高は 1985 年の 30.7 億元から 1991 年の 76.1
億元、2.5 倍となった。卸・小売業の売上高も 1985 年の 23.1 億元から 1991 年の 56.7
億元、2.5 倍となり、両者はほぼ同様に増大している。その中で、1989 年と 1990 年
の伸び率は 1988 年より少し緩やかであった。

4.2

小売業のテスト段階（1992 年 8 月～1995 年 5 月）

1992 年 7 月 4 日、国務院は「商業小売分野の外資利用に関する通達（国務院 82 号
函）」を公布した。この公布が小売流通分野における対外開放の幕開である。青島市を
はじめとする沿海都市（地域）で 1～2 社の外資系小売企業の導入することを許可し、
先導的な取り組みの試みが始また。また、同年には、青島市小売業にとってもう一件
の重要な公布があった。すなわち、国務院の公布に先行して、同年の 5 月 3 日に、青
島市政府は「市区東部における開発建設についての決定（1992 年発 77 号文）」を公布
したのである。これは 1990 年代に、青島市政府が旧市街地から市区の東部に移転を
始めるというものである。これによって、青島市東部をめぐるインフラ整備などが進
み、商業センターも東部への移転が進んだ。これら重要な政策決定によって、青島市
は小売業の改革を行いながら、積極的に外資系小売企業を誘致させていくことになる。
1993 年、青島市政府は「個人・私営経済をさらに発展するための励む・支持に関す
る決定」を発表した。都市拡張と試験的な対外開放によって、地場小売企業、特に個
人経営、私営企業が急激に増え、また、外資系小売企業の試験的参入も実現した。同
年末、全市で各種の商業店舗数は 12.6 万カ所となった。その中で、国有所有制のもの
は 5,118 カ所、集団所有制のものは 1.45 万カ所、私営所有制のものは 10.6 万カ所で
あった。国有商業企業の独占経営あるいは絶対的な優位は打破され、私営所有制の比
重が大幅に上昇した。
1994 年、青島第一百貨公司はマレーシアのライオン・パークソングループとの合資
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契約を結んだ。これは青島市で初めての外資系小売企業の導入事例である。同年末、
全市で華聯商厦、東方貿易大厦、国貨公司、膠州美食城、利群商厦などのような一万
平方メートル以上の大型商業施設が 27 カ所オープンした。そして、小売業において、
積極的に電子化が導入された。1995 年、「中小商業企業の改革に関する深化・完全す
る意見」によって、小売企業の経営改革が加速されると、チェーンストア企業も青島
市に現れ、全部で 10 社となった。同年、青島市供銷社聨合社は日本の大手小売企業で
あるイオンとの合資契約を結んだ。
図 1－10 に示すように、消費財の売上高は 1992 年の 88.8 億元から、1995 年の
236.8 億元、2.7 倍と増大した。卸・小売業の売上高も 1992 年の 66.7 億元から 1995
年の 163.7 億元、2.5 倍となった。

4.3

小売業の「越権認可」段階（1995 年 6 月～2001 年 12 月）

遅れていた小売業の発展を促進するために、青島市政府は中央政府の許可を得て外
資系小売企業の 2 社を導入すると同時に、中央制度の不透明さを利用して、いろいろ
な名目で外資系小売企業の導入を行っていた。1998 年 1 月 18 日にイオンの青島市東
部店の開業を機に、青島市東部における商業区の発展が本格的にスタートした。同年
8 月 3 日、青島市第一百貨公司とマレーシアのライオン・パークソングループとの合
資小売企業である百盛もオープンした。
他方、青島市政府は中央政府の規制を逸脱し、審査・認可を行うケースが増大した。
たとえば、1999 年 12 月 9 日のカルフール、2000 年の大潤発 10、2001 年 1 月のメト
ロが相次いで青島市小売市場で開業し、ウォルマートも進出意欲を表明した。そうす
ると、中央政府の 1～2 社の合弁・合作経営企業の試行的導入という規制を大幅に超
えることになった。
一方、1997 年 5 月、国務院は「地方の外資商業企業の審査・認可を即座に禁ずる通
達」の中で、今後地方政府による外資商業企業の審査・認可を禁止し、その権限はす

10

2000 年、大潤発は内資系小売企業として開業したが、2005 年に、外資系小売企業についての制
限を撤廃すると、外資系小売企業と変更した。
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べて中央政府に集中することなどを規定した。その後は 2001 年 12 月の WTO 加盟ま
で、外資系小売企業の審査・認可が中央規定に従うべきだと規制を強化した。
しかし、青島市政府は中央規制の「抜け穴」を利用し、さまざまな「正当名目」を
考え出すことによって、外資系小売企業の市場参入に関する中央規制を逃れるように
工夫した。これは開放初期には制度上の不透明や中央政府の黙認により参入した外資
系小売企業の数の急増をもたらした。外資系小売企業の参入は、地場小売企業に大き
なインパクトを与えた。現地企業の発展を促進すると同時に、青島市第六百貨をはじ
め、地場小売企業の利潤は減少し、破産した企業さえも現れた。しかし、この外資系
小売企業の展開は現地小売企業の経営革新の契機となった。つまり、地方政府の「越
権認可」は、青島市あるいは中国における小売近代化の急進展に積極的な役割を果た
したといえよう。
2000 年、チェーンストア店舗は 796 カ所となり、売上高は 25.8 億元に達した。図
1－10 に示すように、消費財の売上高は 1995 年の 236.8 億元から 2001 年の 491.2 億
元、2.07 倍となった。卸・小売業の売上高も 1995 年の 163.7 億元から 2001 年の 356.2
億元、2.17 倍となった。卸・小売業売上高の伸び率が初めて消費財売上高を超えた。

4.4

小売業の全面的開放段階（2002 年１月～2007 年 12 月）

2001 年の中国の WTO 加盟によって、小売流通業を含むサービス分野の対外開放を
全面的に行うことが求められるようになった。2002 年に、改正された「外国企業の投
資産業に関する指導目録」では、小売業、卸売業を含む国内商業が「奨励」業種に指
定された。2004 年に商務部が公布した「外国企業の商業分野に向ける投資に関する管
理規則」によって、外資系小売企業に対する規制がさらに緩和された。同年末までに、
小売流通業に対する制限は他の産業に先行して、ほぼすべて撤廃された（包 2013：
59）。このようなマクロ環境の下で、青島市小売業は以下のように発展してきた。
グローバル小売企業が相次いで青島市小売市場に参入したことにより、スーパーマ
ーケット、大型スーパーマーケット、百貨店、倉庫式売り場などの経営業態が次第に
増えていった。地場小売企業も外資系小売企業から先進的な経営管理、販売技術、経
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営ノウハウなどを学んだり、模倣・イノベーションして成長してきた。そして、外資
系小売企業を迎え撃つ地場小売企業の基盤固めとして、合従連衡の構図が明らかにな
った。
2001 年「五・一 11」、「十・一 12」のようなゴールデンウィークでは、青島市での十
大小売企業の売上高は平均的に 1 億元に達した。年末まで全市の卸・小売業の売上高
は 356.1 億元、2000 年より 14.7％を増加した。これは 1996 年以来の一番高い伸び率
で、全国での同じレベル 15 副省クラスの中でも一番高いものであった。消費財売上
高の中で、国有企業、私営企業、外資系小売企業と他の経済所有制企業はそれぞれ
20.2％、49.8％、6％、24％という割合を占めている。流通業の対外開放レベルは全国
の 15 副省クラス都市で優位な地位を占めていた。年末まで、利群集団、イオン、カル
フールなどの十大小売企業の売上高は 61.27 億元、全市の小売売上高総額の 15.3％を
占めた。その中で、利群集団の売上高は 25 億元を超えた。
2003 年、青島市は小売商業を発展するために、商業施設の合理的な分布を牽引する
規画である「商業網点に関する専業規画（2003～2010）」を公布した。この規画は全
国初めてのものである。2004 年、チェーンストア企業は 92 社、店舗が 3,785 カ所に
なった。利群、維客などの地場小売企業は山東半島に拡大して 16 カ所の大型商業売
り場が設置された。イオンをはじめ、カルフール、ロータス、百盛（パークソン）、大
潤発などの有名な小売企業が青島市で地域的管理本（分）社を設立した。2006 年、青
島市政府は小売流通業の発展に良い環境を作るために、「流通企業の発展を推進に関
する意見」という政策を打ち出した。同年末までに青島市にある十大小売企業の売上
高は 150 億元に達した。
図 1－10 に示すように、消費財の売上高は 2001 年の 491.2 億元から 2007 年の
1,216.2 億元、2.5 倍となった。卸・小売業の売上高は 2001 年の 356.2 億元から 2007
年の 999.6 億元、2.8 倍と増大した。前段階と比較すると、卸・小売業の売上高の増加
五・一はメーデー（May Day）、中国の法定休日の 1 つである。1999 年 9 月 18 日、中国国務院
は「国務院における全国年・節及び記念日についての休暇弁法に関する決定」を公布し、5 月 1 日
をはさむ約 1 週間が大型連休となる。その後休暇の日数を調整したが、法定休日はそのままであ
った。
12 十・一は中国の国慶節となり、法定休日の 1 つである。1949 年 9 月に中国人民政治協商会議に
おいて毎年の 10 月 1 日を「国慶節」と定めたことに由来する。この日をはさむ約 1 週間が大型
連休となる。その後休暇の日数を調整したが、法定休日はそのままであった。
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スピードは消費財の伸びよりも早くなった。

4.5

小売業の本格的競争段階（2008 年 1 月～）

2007 年 12 月、沿海都市部における外資系小売企業に対する優遇政策が撤廃された
ことによって、外資系小売企業にとってこれまでの優遇条件がなくなり、中外資小売
企業間の競争が対等になった。すなわち、それからの中外資小売企業の間での競争が
さらに激しくなるのに伴い、青島市の小売業は本格的競争段階を迎えた。
一方、外資系小売企業は 1992 年以降、試験的に青島市小売市場への参入以降、経
営理念、経営管理、販売ノウハウ、ブランド資源などの優位性がだんだんに小さくな
った。それと対照的に、地場小売企業は外資系小売企業から学んだり、模倣したりし
ながら成長して、競争力を強めていった。このような変化を経て、青島市の小売業は
政府の計画通りに、既に「引狼入室」（狼を室内に案内する）から「興狼共舞」（狼と
共に踊る）という新段階に入ったともいえる。
これを近年の発展データに基づいて検証しよう。2012 年まで、全国チェーンストア
企業ランキングでの百位以内では、地場小売企業は利群集団（22 位）、維客集団（83
位）、利客来集団（92 位）、外資系小売企業は大潤発（5 位）、ウォルマート（6 位）、
カルフール（10 位）、百盛（25 位）、メトロ（32 位）、ロッテマート（36 位）、イオン
（62 位）、内資小売企業は蘇寧曇商（1 位）、国美電器（3 位）、華潤万家（4 位）、山
東省商業集団（9 位）、大商集団（11 位）、宏図三胞（15 位）など 16 社以上の企業が
一斉に青島市小売市場に進出しており、競争している。また、百位に入らない小売企
業の数はさらに多いと考えられる。こうした激しい競争で、フランスの法宝スーパー
マーケット（Bonjour）13、アメリカの諾馬特（Price Smart）、イギリスのテスコ（人
民路店）、ウォルマート（城陽店）、ロッテマート（城陽店）、イオン（2 号店）などの
外資系小売企業の閉店、撤退も見られた。

13

法宝スーパーマーケット（Bonjour）は 2002 年 2 月開業、2004 年まで 4 店舗に拡大したが、
2007 年に青島市小売市場から撤退した。諾馬特（Price Smart）は 2002 年 1 月開業、2004 年 11
月閉店。テスコ（人民路店）は 2010 年開業、2013 年 10 月に閉店した。ウォルマート（城陽店）
は 2010 年開業、2013 年閉店した。ロッテマート（城陽店）は 2009 年 3 月開業、2011 年閉店し
た。イオン（2 号店）は 2000 年 11 月に開業、2004 年 10 月に閉店した。
53

また、経済の発展や社会の進歩及び都市の拡張などに伴って、小売業の発展を促進
するために、青島市政府は商業規画を絶えず調整してきた。例えば「青島市市区にお
ける商業網点に関する専業規画（2008～2020）」、
「2013 年青島市区における商業網点
に関する建設の指導意見」などである。これらの規画によって、ショッピングセンタ
ー、大型スーパーマーケット、大型専門店などの小売業態が導入され、
「近隣型―地域
型―広域型―超広域型」という 4 つのパターンの商業網点システムが形成されるよう
になった。
そして、地下鉄の建設をはじめとした小売商業インフラの整備により、伝統的な商
業エリアは新たな発展チャンスも迎えるようになる。一方、青島市は小売業発展する
ために、外資系小売企業の進出、中外資小売企業間の競争にとって良い環境を作るよ
う、相次いで「青島市都市における総体規画（1995～2010 年）」、
「青島市市区におけ
る自由市場に関する専業規画（2000～2010 年）」、
「流通を活かす、消費を拡大する意
見」（青島市政府弁公室発[2009]19 号）、「現代物流業の加速的発展を促進する意見」
（青島市政府弁公室発[2012]31 号）などの小売業に関する政策を制定した。

5

おわりに－青島市小売業の発展特徴

本章では、中国の代表的な都市である青島市小売業に焦点を当て、優良な地理的立
地、発達した経済と消費者の可処分所得の増加、流通システムの変容と政府の機能的
な政策、外資系小売企業の参入環境の緩和、学習力が強い地場小売企業の台頭などの
小売業の発展要因を明らかにした。また、青島市小売業は、五つの発展段階を経て発
展してきた。それを踏まえ、青島市小売業の発展特徴は以下の 4 点にまとめると考え
られる。
第一に、青島市は全国初の試験的な都市として、その小売業が他の都市より先導的
に発展してきた。そして、その発展経験は他の都市、とりわけ内陸部都市にとって、
大きな示唆を与えている。五つの発展段階から見ると、1990 年代に試験的に外資系小
売企業を導入し、多様な小売業態が一挙同時に青島市小売市場に持ち込まれた。その
後、中外資小売企業が「跑馬圏地」
（特定地域に店舗が集中したこと）にて激しい競争
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する段階を経て、飛躍的な発展を遂げた。青島市をはじめとする沿海都市（地域）で
の試験的な改革にしたがって、全国範囲では開放地域を拡大し、外資系小売企業にと
っての規制を緩和などを行ってきた。
第二に、青島市小売業が都市の拡張とともに発展してきたことによって独自な発展
特徴が見出されるという点である。現在の中国では各都市の小売業は都市の拡張とと
もに発展するという共通的な特徴が見られるが、青島市は他の都市よりもいち早くこ
のような展開を示した。青島市政府は遅れていた小売業を発展するために、さまざま
な改革の取り組みを行った。その発展過程では、現地小売企業の急速な成長すること
が窺えると同時に、外資系小売企業の失敗ケース生じることとなった。成功している
外資系小売企業について言えば、都市の拡張政策に適合的な展開をしているという特
徴がある。
第三に、青島市小売業の飛躍的な発展を遂げた要因はさまざまと考えるが、その中
で一番重要なのは外資系小売企業の進出によって現地小売業の経営革新を促したこと
である。外資系小売企業の進出する前には、青島市小売市場では伝統的な経営方式を
とっていた百貨店しかなかったが、進出した後、先進国にある小売業態がほぼすべて
持ち込まれた。しかも、チェーンストア経営方式によって、迅速的に小売業の効率性
が向上し、小売業の競争力が強まり、不合理な商慣行も是正されるようになった。
第四に、青島市小売業の発展経緯から見ると、制度変化が小売業の発展、とりわけ
外資系小売企業の進出の最大の規定要因と考えられる。中国政府は遅れていた小売業
の発展するために、先進的な外資系小売企業を試験的に導入した。青島市はその試験
都市として、いち早くさまざまな改革の取り組みを行ってきた。その中で、青島市政
府の果たした役割は非常に高かったと言える。これは主に三つの方面に現れている。
一つ目は一地方都市として、国家政策に応じて機能的な政策を出して、さまざまな改
革を重ねて行ったこと。二つ目は小売企業の発展を力強くサポートし、その発展に大
きな影響を及ぼしたこと。三つ目は市政府が小売商業の合理的な発展するために、全
国では初めて「商業規画」を打ち出して、段階的に調整しながら、小売施設の配置を
牽引していることである。
以上の考察から見ると、外資系小売企業の青島市への進出は、そこでの小売業の発
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展促進という中で、大きな役割を果たしたことが分かる。したがって、外資系小売企
業の青島市への進出についての考察が必要不可欠である。これについては次章で詳し
く検討してみよう。
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第2章
青島市における外資系小売業の進出
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1

はじめに

本章ではいち早く外資系小売企業の誘致を行った青島市に焦点を当て、外資系小売
企業の参入・展開と撤退をマクロ的に考察し、それによって青島市小売業に与えたイ
ンパクトを論じる。
第 1 章で考察したように、中国では 1979 年に改革開放政策が実施されたが、小売
業の改革は 1992 年まではあまり進まず、同年実施された外資系小売企業の進出によ
って、小売業の急速な発展は始まった。その発展を簡単に振り返ると、1990 年代まで、
小売業を含む流通業は開放禁止業種として、政府の保護の下におかれていた。1992 年
に中国政府が小売流通分野の対外開放政策を打ち出したが、当初は青島市をはじめと
する六つの沿海都市と五つの沿海地域で、1～2 社外資系小売企業の進出を許可するに
とどまり、その後さまざまな改革が行われた。2001 年に中国は WTO に加盟したが、
その際も内資系小売企業を保護しながら、外資系小売企業に対しての制限付きの開放
政策が策定された。2004 年までにその制限すべてが撤廃された。
このように、中国政府は内資系小売企業を保護・発展するために、外資系小売企業
に対する規制は段階的に撤廃された。それにもかかわらず、第 1 章で考察したように、
外資系小売企業の進出によってもたらされたインパクトが青島市小売業の急速な発展
の最大の要因となった。これが本章で外資系小売企業の青島市進出をマクロ的に考察
する所以である。
本章では、まず、外資系小売企業の青島市小売市場への進出に着目し、その進出背
景・動機からアプローチする。次に、青島市小売市場の特性や異質性に基づいて、外
資系小売企業の参入モード・参入プロセスに分けて考察し、その進出状況をトレース
しながら、外資系小売企業の経営展開を分析する。さらには、外資系小売企業の青島
市への進出がもたらしたインパクトを論じる。
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2

外資系小売企業の青島市への参入背景・動機

2.1

青島市への参入背景

外資系小売企業はなぜ海外市場に進出するか、なぜ中国市場、特に青島市小売市場
に参入にするかを明らかにするために、その背景としてグローバル経済化に伴い、小
売企業の取り巻く国際環境の変化という外的要因と、意思決定すべき小売企業自体の
経営発展戦略の転換などの内的要因を明らかする。

2.1.1

小売企業を取り巻く国際環境

1980 年代後半より、ソ連の崩壊、ヨーロッパ連合（EU）の発足、アジア経済の高
度成長などの環境の変化により、経済のグローバリゼーション化が急速に進展してき
た。これに伴い、小売企業の海外進出も進展したといえる。すなわち、交通・通信手
段の発達はもとより、商品・情報・文化の相互浸透、都市生活者の出現、高等教育の
普及など多様な要因が小売企業の海外進出を促進した。とりわけ、アジアでは 1990 年
代、小売業の資本自由化が進展した（矢作 2007：3）。こうした状況の中で、1992 年
には中国政府は小売流通分野において青島市のような特定都市で試験的に外資系小売
企業の進出を許可する方針を打ち出した。
同時にまた、1990 年代以降、欧米諸国においては、交通渋滞、街並み・景観維持、
都市計画、中小小売業の保護等の社会的視点から大型店規制が強化され、他方では市
場成熟化や小売市場競争の激化による経済的要因などによって、国内市場の拡大や大
規模小売企業の成長にブレーキがかかった（岩永 2009：13）。1990 年代、欧米の大規
模小売企業を海外に押し出すプッシュ要因と海外市場に引き寄せるプル要因の双方が
作動して小売企業の海外進出は一気に加速したのである（矢作 2007：3）。この点につ
いては後述の海外進出動機を考察する際に詳しく検討する。
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2.1.2

小売企業の経営戦略の変化

1990 年代から加速する経済のグローバリゼーション化、海外市場の急速な成長と
ともに、小売企業は積極的に海外進出している。海外での経営経験の蓄積は企業の発
展戦略にも大きな影響力を持つと考えられる。小売企業が海外市場へ進出する多くの
事例を見ると、縮小・撤退と拡大・成功が数多くみられるが、こうした多くの経験を
踏まえ、経営の標準化・適応化が図られ、小売企業の海外進出が進展するといえる。
海外進出の経験によって経営手法が高度化するといえるのである。
一方、小売企業の海外進出は店舗の海外への進出ということを意味するだけではな
く、企業の海外進出に伴い、商品調達・供給もグローバル化するのである。従来と異
なり、商品を製造する国（供給する国）とその商品を消費する国（調達する国）が異
なるという現象が、世界的規模で広がりを見せている。有力な総合小売企業では「開
発輸入」としてプライベートブランド（PB）商品を海外のメーカーに製造委託して、
自社店舗で販売する方式を採用したり、海外に各種加工品・商品を調達したりしてい
る。このように発展して小売企業の将来を海外市場の依存度を高め、その市場に託す
という経営ビジョンを打ち出す経営者や企業グループが現れてきた。

2.2

青島市への参入動機

序論の先行研究で整理したように、小売業の海外進出については、プッシュ要因（国
内要因）とプル要因（進出先国・地域）の双方から解明するアプローチをとることが
一般的である（表 0－1）。以下、それに即して外資系小売企業の青島市小売市場への
進出を簡略に論じる。

2.2.1

プッシュ要因

欧米系、日韓系、東南アジア系（華僑系小売業）の小売業は地理的にも離れ、政治
的にも違い、文化的にも大いに異なる中国に進出するようになったのはなぜであろう
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か。国・地域別により異なる要因をもっているが、それには共通したプッシュ要因が
見られる。すなわち、政治的要因には出店規制の厳しい制限（フランスのロワイエ法、
ドイツの閉店法、日本のまちづくり三法など）、経済的要因には経済の低迷、低成長、
国内の小売市場の成熟、市場規模の小ささ、社会的要因には人口の停滞もしくは減少
（日本の少子高齢化が最も典型である）、小売構造要因の面には国内では高い市場集
中度、市場の飽和、厳しい経営環境などである。

2.2.2

プル要因

青島市小売市場からのプル要因と言えば、政治的要因としては小売分野の外資系小
売企業の参入規制が緩和され、青島市が中国小売業の先導的な試験都市として、外資
系小売企業の参入を試験的な取り組みを行ってきたことが挙げられる。また、遅れて
いた小売業に対して急速な発展を促すために、青島市政府は積極的に外資系小売企業
を招致した。そして、現地の小売企業に比べて、外資系小売企業は大きな競争優位性
をもっている。
経済的要因としては青島市の経済発展に伴う所得水準の上昇、小売市場の成長力の
高まるが挙げられる。この点が外資系小売企業を吸引する一番大きい要因である。社
会的要因としては、年毎人口の増加、外来人口の増大が挙げられる。文化的要因とし
ては東南アジア系と日韓系小売業にとって、文化の共通点、同質あるいは似ている文
化環境、欧米系小売業にとって、革新的な文化的組織構造などの要因が挙げられる。
小売構造要因としては、外資系小売企業の多国籍化展開において、グローバル市場
の中で重要性を示している中国市場への進出は是非にも実現したいものであるから、
青島市小売市場での経験を蓄積して、別の中国都市への進出を可能にしようという要
因もある。

3

外資系小売企業の青島市への参入モード

小売企業の海外進出方式（参入モード）は、合弁（現地パートナーと共同出資）で
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進出するのか、子会社（単独出資）で進出するのか、あるいは既存小売企業を M&A
で買収して進出するのかなど多様であり、また合弁の場合はどの程度の出資比率にす
るのかという問題も重要である。これらは現地経営の統制レベルや経営資源の投入レ
ベル、事業自体のリスクやノウハウの流出リスク、さらには進出後の店舗拡大などを
左右することから、何を選択するのかが各企業の進出戦略によって左右される。
小売企業の海外進出方式は、小売業態の相違ないし進出先の政策や現地市場の情
報・知識の程度によって、直接投資（子会社設立）、買収、合弁、業務提携（技術供与
やフランチャイジング等）等がみられるが、低リスク・低関与型の業務提携から始ま
り合弁、買収さらに直接投資（子会社設立）へと高リスク・高関与型進出方式へ展開
していくのが一般的である（岩永 2009：15－16）。
1992 年 7 月 4 日、小売流通分野の対外開放政策とその後政策調整などによって、
外資系小売企業の青島市への参入モードは、基本的にはその段階的に実施された政策
の転換によって規定されることになる。2001 年 12 月の中国の WTO 加盟まで、制度
上では合弁・合作方式に制限されていたが、その 3 年後の 2004 年 12 月以降は、独資
方式、吸収・合弁の方式、フランチャイズ方式などによる参入モードも認められるよ
うになった。

3.1

「中央政府認可型」の合弁方式

第 1 章で考察したように、青島市の「小売業のテスト段階（1992 年～1995 年）」で
は、中央政府の認可した中外合弁小売企業は「青島第一百盛有限公司」と「青島東泰
ジャスコ商業有限公司」の 2 社である。1993 年 3 月 30 日、国務院は「青島市第一百
貨店とマレーシアライオン・グループと合弁方式での青島市第一百盛有限公司設立に
関する通達（国函［1993］33 号）」を出し、青島市第一百盛有限公司の設立が認めら
れた。1995 年、イオンの岡田会長と青島市政府との商談の結果、イオンは青島市供銷
資産運営センター（旧青島市供銷社聯合社）とパートナー関係を結んで、中央政府の
認可を経て、合弁会社が設立された。これは 2013 年 12 月までの総投資額は 13,448
万ドル、資本金は 4,852.5 万ドルに達した。
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最初、青島市の小売市場に進出してきた 2 社の外資系小売企業はアジアの企業であ
る。そして、企業の発展規模、経営業態、販売ノウハウ、経営管理などの面で、現地
小売企業に比べてはるかに上回っている。一方で、当時全国に進出した企業は国際的
知名度が低いし、百貨店の業態をとるものが多く、スーパーマーケット・チェーンの
ような新興小売業態はほとんどなかった。
これと対照的に、青島市初の近代的なスーパーマーケット―百盛南山店は、マレー
シアライオン・グループとの合弁企業の店舗として、1997 年 9 月に旧市街地に開業し
た。また、1990 年代の東部への開発に伴い、日系大手小売企業イオンの導入も実現し
た。当時、何もなかった郊外で畑だらけといっても過言ではない地域に、開発前は郊
外型ショッピングセンターの開発を得意とするイオンを選び、青島市東部店が中国初
のショッピングセンターとして、1998 年 1 月に開業した。
これも全国の展開とは対照である。全国的には、流通市場の開放初期において、小
売経営技術の導入というよりも資金の導入を目当てとした開放計画が主であり、中央
政府の近代的な小売経営に対する認識は不明確であった。

3.2

「地方政府認可型」の合弁方式

1992 年の「通達」により、小売業を含む流通分野における対外開放政策が打ち出さ
れたが、多くの地方政府は、流通業改革初期の中央規制が不明瞭である点を利用され
て、地元小売企業と外資系小売企業との合弁事業を奨励した。さまざまな「正当名目」
を立て地方政府認可による中外合弁・合作企業が設立された。
こうした状況の中で、青島市政府も外資系小売企業の誘致を 1～2 社に限定すると
いう 1992 年 7 月の「通達」を逸脱し、市政府が審査・認可を行うケースが増大した。
2001 年 12 月の中国の WTO 加盟まで、青島市小売市場では 1997 年 9 月に開業した
百盛南山店と 1998 年 1 月に開店したイオン東部店以外に、1999 年 12 月 9 日にカル
フール、2000 年に大潤発 、2001 年 1 月にメトロが相次いで開業し、2000 年にはウ
ォルマートが青島市への進出を表明した。中央政府の「通達」で設定された試験地域
では 1～2 社の合弁・合作経営企業を試行的に設立するという規定は事実上無視され
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たわけである。
他方、中央政府はこうした状況に対応し、権限集中の強化を図ったが、地方政府は
規制の「抜け穴」を利用し、さまざまな「正当名目」を考え出すことによって、外資
系小売企業の市場参入に関する中央規制を逃れるように工夫した。
「地方政府認可型」の外資系小売企業は中央政府の「抜け穴」を利用し、市場参入
1 外国人向けホテル
を実現させたが、これには 6 つのタイプがあった 14。すなわち、○
2 共同
や居住施設においては、外資系小売企業の小型店舗の出店が認められていた。○

オペレーションやライセンス契約の名目で中国市場への参入を果たした会社があった。
3 合弁会社方式のメーカーは自社製品の販売店を持つことが許されたため、メーカー
○

販売店の名義で出店し、取り扱う商品の範囲をしだいに広げ、百貨店のようなものに
4 特定のショッピング・モールや大型百貨店へのテナ
まで拡大するケースもあった。○

ント出店は規制の対象とならなかったため、この制度を利用して出店を実現した例も
5 特定の中国企業と共同で小売店の開発・建設事業に参加し、それを条件に
あった。○
6 地元法人の資格を持つ持株会社または管理会社を
経営権を取得した会社もあった。○

設立して、小売店を出店させる試みもなされた（胡 2003：30－31）。
1 の外資系ホテル（居住）の施設の一部としての出店と、○
3 の合弁製造業の販売店
○

としての出店は、1978 年の改革開放以降、小型店舗の営業のみ可能という条件付きで
2 の共同オペレーションやライセンス契約と、○
5 の特定の中国
例外的に許可された。○

企業と共同で小売店の開発・建設による出店は、現地企業との合弁・合作という形で
外資系小売企業が参入したケースである。1999 年 12 月 9 日に開店したカルフール香
6 の地元法人資格を持つ持株会社または管理
港中路（名達店）店はこの一例である。○

会社を設立による出店は、外資系小売企業が最もよく採用した参入モードである。こ
の形での出店では、外資側が出資比率を制度上の最大限にまで（1995 年 51％、1999
年 65％）できる限りアップしようとする。その狙いは規制緩和につれて経営権を取得
し、さらに市場自由化以後に完全子会社（100％独資）へ切り替えやすいことにある
（馮 2011：45）。台湾の大潤発とドイツのメトロはこのタイプの出店の成功例である。

14

6 タイプの「地方政府認可型」参入モードの分類については、于（2002：168－172）、胡（2003：
30－31）、馮（2011：44－46）を参照せよ。
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このタイプのメリットは、各地域でさまざまな現地企業と株式会社を設立することに
よって、短期間に市場拡張を実現できることがある。
また、2004 年に、外資系小売企業に対して規制の撤廃から、合弁・合作相手の株式
6 のように、持株会社または管理会社を設
を次々と買収し、独資企業に切り替えた。○
4 の特定のショッピング・モールや大型百貨店内のテナントとして出店し、
立した後、○

店舗網を広げるケースもある。日本のイオン、アメリカのウォルマート 15の青島市小
売市場の展開では、この 2 つのタイプをうまく組み合わせた代表例である。
他方、地方政府による、1992 年 7 月の「通達」の逸脱に対して、その後国務院は規
制をかけるようになった。すなわち、1997 年 5 月、国務院弁公室は「地方の外資商業
企業の審査・認可を即座に禁ずる通達」の中で、今後地方政府による外資商業企業の
審査・認可を禁止し、その権限はすべて中央政府に集中することなどを規定した。同
年 8 月から地方政府の認可した外資系小売企業を整理するキャンペーンが開始され、
規制強化の動きが現れるに至った。
また、同年には国内貿易部の中にチェーンストア経営を推進するための専門部署が
設置され、政府は積極的な財政支援策と税制優遇策を実施した（包 2013：59）。この
是正命令によって、全国範囲で地方政府認可による外資系小売企業に対して、1998 年
から順次再審査を受けることとなった。これは、カルフールのようなグローバル小売
企業の青島市小売市場への進出に影響を与えた。
青島市政府は中央規制の「抜け穴」を利用し、さまざまな「正当名目」を考え出す
ことによって、外資系小売企業の市場参入に関する中央規制を逃れるように工夫した。
これは開放初期には制度上の不透明や中央政府の黙認が参入した外資系小売企業の数
の急増をもたらした（包 2014：212）。興味深いことは、青島市の「地方政府の認可型」
の合弁・合作企業が「中央政府の認可型」に比べて、企業の数、知名度、業態などの
面で上回っているということである。この点からみると、このような地方政府の「越
権認可」は、青島市あるいは中国における小売近代化の急進展に積極的な役割を果た
したといえよう。
15

ウォルマートは中央政府の認可を得ていても、すべての地域で自由に出店できるわけではなく、
一部 の 店舗 は 地方 政 府の 要 請に 応 じた も ので あ ると 指 摘と し てい る 。こ れ につ い て詳 し く馮
（2011）を参照せよ。
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3.3

2001 年の WTO 加盟以降の進出方式

2001 年 12 月に、中国が WTO（世界貿易機関）に加盟したことによって、外資系
小売企業はようやく青島市の小売市場の本格的な開拓が可能となった。WTO 加盟に
より小売業を含むサービス分野の対外開放を全面的に行うことが求められるようにな
ったからである。2002 年の「外国企業の投資産業に関する指導目録」では、小売業を
含む国内商業が「奨励」業種に指定された。2004 年の「外国企業の商業分野向けの投
資に関する管理規則」によって、市場開放と規制がさらに緩和された。同年末までに、
外資系小売企業に対する制限はほぼすべて撤廃された。
こうした環境で、2001 年 11 月に、ドイツのメトロ青島市にある四方店の開業を皮
切りに、2002 年 2 月にフランス法宝スーパーマーケット（Bonjour）西鎮店の開店、
2003 年 5 月にアメリカのウォルマートの業務提携側の不動産企業「大連万達集団」に
よる、台東店が開業した。
その後、タイのロータス、韓国のロッテマート、イギリスのテスコなどの有名な外
資系小売企業が相次いで青島市小売市場に参入してきた。2013 年まで、全国チェーン
ストア企業ランキングでの百位以内では、外資系小売企業は大潤発（4 位）、ウォルマ
ート（5 位）、カルフール（11 位）、百盛（30 位）、メトロ（36 位）、ロッテマート（38
位）、ロータス（47 位）、イオン（64 位）が参入した。
一地方都市でこれほど多くの外資系小売企業と現地小売企業を含む中資系小売企
業とが競争をとり広げた結果、イオン（2 号店）、フランスの法宝スーパーマーケット
（Bonjour）、ウォルマート（城陽店）、イギリスのテスコ（人民路店）、ロッテマート
（城陽店）などの外資系小売企業の閉店、撤退も見られた（包 2014：214）。今後の消
費者の収入の向上やニーズの多様化などに伴い、中外資小売企業の間での競争はさら
に激しくなると予想される。

4

外資系小売企業の青島市への参入プロセス

1992 年から、青島市の小売市場では外資系小売企業が試験的に導入された。それに
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伴う参入モードの変化を念頭におきながら、次に 1990 年代から外資系小売企業の青
島市小売市場への参入プロセスを 2 段階に分けて時系列的に考察する。

4.1

市場参入の「開始・発展期」（1992 年 7 月～2001 年 12 月）

1992 年の「通達」に従って、小売市場の開放初期において、中央政府はアジア系百
貨店を中心に導入したため、日系と東南アジア系小売企業の導入が大勢を占めている
が、青島市小売市場では総合スーパー、ショッピング・モールがいち早く導入された。
こうしてアジア系小売企業の参入によって、青島市小売市場における外資系小売企業
の進出の序幕が開かれた。
国務院の許可を得て、1994 年 5 月 12 日、青島市第一百貨商店とマレーシアのライ
オングループのパークソンとの合弁会社である「青島第一百盛有限公司」が設立され
た。それぞれ 50％の出資で、資本金は 7 億元である 16。1997 年 9 月、百盛南山店は
開業した。青島市初めての近代的なスーパーマーケットとして、百貨店だけの小売業
態という状況は打破された。これは青島市小売業に大きなインパクトを与えた。その
当時の地元大手小売企業の責任者によると、大勢の人々が百盛南山店へ買物に行き、
棚に買いをする客が出るなど爆発な売れ行きを示した。売場が広い、照明が明るい、
セルフ販売方式を採用していた。これが伝統的な経営方式をとっていた地元小売商に
とって大きな衝撃を与えた。
その刺激を受けた地元小売商は、百盛を手本として学んだり、倣ったり、近代的な
経営方式への転換が始まった。1998 年 8 月 30 日、青島市の商業発展の源である中山
路商業エリアで百盛百貨店が開店した。
日系大手小売企業であるイオンの青島市小売市場への進出は、ちょうど青島市の東
部開発の時期と重なった。市政府の要請に従って、1995 年から交渉を開始し、1996
年 3 月に「青島市供銷社聨合社」との合弁会社が設立された。中央政府の認可を経て、
青島市供銷社聨合社とイオンはそれぞれ 50％の出資で、資本金は 1,250 万ドルであ
る。董事長は供銷社聨合社主任の譚京信氏が、総経理はイオン中国開発室長の新宮昭
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『青島日報』2014 年 5 月 4 日付。
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氏が就任した（ジャスコ株式会社 2000：705）。中国側パートナーの青島市供銷社聨合
社は農産物の出荷、加工、小売を主な事業とする青島市政府の直轄企業であり、軽工
業、サービス業なども展開しており、小売事業では百貨店や多数の大型店を経営して
いた。青島市供銷社聨合社は、その後、市の制度改革により、青島市政府管轄の「供
銷社資産運営センター」に改組された。その後、外資系小売企業に対して規制緩和に
従って、「青島東泰ジャスコ商業有限公司」の資本関係はイオンが 60％、供銷社資産
運営センターが 40％に変更されている。
1998 年 1 月、イオン東部店（1 号店）は青島市東部にある新市街地の中心部・香港
中路で、中国初の本格的なショッピングセンターとして開業した。敷地面積が 5 万平
方メートル、駐車能力が 800 台である。営業時間は、開店時間が午前 8 時 30 分で、
閉店時間が夏は午後 11 時、冬は午後 10 時である。施設の建設は、三重県松阪市のイ
オンショッピングセンターの建築仕様で、中国の現地会社が施工した。柱の間隔は 7
メートルで、通路が広く、中国の一般のデパートやスーパーにはないリラックス感が
ある。店内は、イオンを核店舗として、直営売り場面積が約 1 万平方メートル、モー
ルには 40 の専門店とレストラン、アミューズメント施設等が集積している。
しかし、イオンの青島市東部への進出は、当初業界では重視されていなかった。進
出時点では、その周辺には十分な居住エリアができていない状況であり、ここへの出
店が成功するとは誰もが思ってもいなかった。イオンは日本国内や東南アジアでの蓄
積した郊外出店の経験を活かして、比較的安価な土地に先行投資を行い、新たな商業
立地創造によって利益を獲得する方針をとった。大規模な売り場面積と駐車場、サー
ビス施設を保有し、広い商圏での大きな集客力でテナントを加入させ、有利な賃貸を
可能にし、地元小売店舗との衝撃が回避できるなどのメリットを利用する。開業初日
の売上高は 100 万元を超え、初年度の売上高は 2 億 8,000 万元、2000 年には 4 億
3,000 万元に達し、純利益は 2,006 万元にもなった。
この時期では、外資系小売企業の青島市への進出と中国他の地域への進出と、発展
特徴は一致する。すなわち、地元（中国）の百貨店は外資系小売企業の百貨店の経営
方法を模倣し、店舗の大型化と高級化を追求し、近代的な経営管理と充実したサービ
スを導入することとなった。
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1990 年代半ば以降、都市部にある繁華する商業エリアへの集中的出店ラッシュが
発生し、百貨店同士の競争が激しくなった。内資系小売企業の盲目的模倣や過剰な出
店が主な原因となり、経営不振や破産に追い込まれた百貨店が続出し、成長の低迷期
に入った。青島市小売市場では、青島市第六百貨店をはじめ、地元の百貨店の利潤は
減少し、破綻するものも現れた。しかし、青島市ではそれだけに留まらず、イオンの
東部店、百盛南山店は、それぞれ中国初のショッピングセンター、近代的な総合スー
パーマーケットとして、他の都市より先に百貨店以外の小売業態を導入した。このよ
うな業態革新性によって、現地消費者を魅了し、地元資本に大きな刺激を与えた。ま
た、他の外資系小売企業の進出にとってモデルとしての役割を果たしたといえる。
他方、1990 年代後期、上記の中央政府と地方政府の政策誘導に従って、業態の導入
はチェーンストア方式をベースとした新興小売業態へ切り替えられた。この時期は、
中国経済が市場経済体制へ加速的に転換することによって、高度成長の真っ最中と重
なり、欧米系、日韓系と東南アジア系の上位小売企業は多様な革新的業態を携えて一
気に中国市場に参入してきた。一方、地方政府による中央政府「通達」の逸脱には、
規制がかけられるようになった。つまり 1997 年から整理整頓が始まったのである。
しかし、青島市政府の政策誘導に乗る形で、外資系小売企業は中央政府の「抜け穴」
を利用して、市場参入を実現した。
2001 年 12 月の中国の WTO への加盟までの間に、青島市小売市場では中央政府の
政策誘導によって、進出したイオンは多店舗の展開を始めった。また、フランスのカ
ルフール、ドイツのメトロ、台湾の大潤発などが相次いで青島市小売市場へ参入を果
たした。1999 年 12 月に、カルフール香港店（名達店）、2001 年 1 月に、メトロ四方
店が開業した。イオンは市北区にある遼寧路店（2 号店）を 2000 年 11 月に開業した。
しかも、1998 年 9 月に、台湾の大潤発は 2 億元を投資し青島潤泰事業有限公司を設
立した。ウォルマートも青島市への進出意向を表明した。
フランスのカルフールは、ウォルマートに次ぐ世界第二位の小売企業であり、1989
年に台湾への出店を皮切りに、アジアへの進出を始めった。1995 年の中国大陸への進
出当時は、中央政府の独資投資を認可していないという政策のため、台湾の「統一グ
ループ」とパートナー関係を結んで、比較的早期に中国小売市場に参入して、大きな
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ポジションを占めるようになった。その理由としては、小売外資の導入を推進する地
方政府からの誘致や柔軟なパートナー提携により、いち早く優良な立地の確保を行う
ことができたという点があげられる（渡辺 2013：53）。このように、カルフールは、
青島市へも進出してきた。
カルフールはその出店原則の一つである交差点を立地に出店するという原則に基
づき、青島市の香港中路に出店した。この店舗は青島市の東西と南北を一貫する繁華
する道路の香港路と福州路の交差点のところに位置している。1999 年 12 月に開業し
てから、ハイパーマーケット（HM）のコンセプトを強力な競争武器に、低価格販売や
総合的品揃えや快適なショッピング環境の提供によって、消費者の圧倒的な支持を得
ることができた（馮 2011：49）。青島市史誌弁公室編（2001：327）の資料によると、
その開店後の一年目の売上高は 4.07 億元に達し、同年の来店数は同業態の店舗で一
位となった。
ドイツ系のメトロはキャッシュ&キャリー（現金問屋）の卸売兼小売機能をもつ会
員制ホールセールクラブが主力業態である。1996 年に上海市の「錦江集団」との共同
出資で「上海錦江麦徳龍（メトロ）購物有限公司」を設立した。同年の 10 月 31 日に
上海で第一店目の「普陀店」を皮切りに、全国への進出が始まった。
2001 年 1 月 11 日には、青島市へ進出し、メトロ四方店が開店した。顧客ターゲッ
トは法人企業の経営者及び従業員が対象であり、業種は中小企業、レストラン、レジ
ャー施設、公共施設（学校、病院）などである。家族客などの個人消費者も念頭にお
いている。出店コストを抑えるために、店舗は鉄骨丸見えの天井、コンクリート剥き
出しの床といった倉庫型構造を採用した。店内ではパレットごとにフォークリフトで
商品陳列したり、包装を省いたり、セルフ販売方式などで運営コストも抑制できる。
それゆえに、スーパーマーケットなどの業態の店舗より 2～4 割安い価格を販売でき
る。青島市小売市場に参入以来、好調な経営を続けている。
1998 年 1 月に開店したイオン東部店の成功を背景として、イオンは 2000 年 11 月
に、旧市街地に遼寧路店（2 号店） 17を出店した。店舗は鉄骨造一階建、売場面積約
8,900 平方メートル、2,800 平方メートルの大型食品売場をはじめ衣料・家電など幅広
17

2004 年 10 月に閉店した。その閉店原因は包（2015）を参照せよ。
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く展開し、同市で初めて化粧品など美容・健康関連商品を集積したフロアとした。売
場面積約 16,000 平方メートル、年商目標 38 億円 18であった。また、台湾の大潤発は、
2000 年 11 月に資本金で 2 億元、現地法人会社としての「青島潤泰事業有限公司」を
設立した。
以上のように、1990 年中後期における、欧米系、日韓系と東南アジア系の上位小売
企業の参入によって、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、会員制ホールセー
ルクラブ、総合スーパーなどの近代的な小売業態が相次いで青島市小売市場に持ち込
まれてきた。そして、中央政府の外資系小売企業に対する規制の緩和に伴い、ウォル
マートのような世界的小売企業も青島市小売市場への進出を表明し、さらに多くの外
資系小売企業の参入してくると予想される。2001 年の中国の WTO 加盟とともに、さ
らにどのような外資系小売企業は青島市小売市場に参入してきたのか、進出後の展開
はどのようになったのかについて、次の段階で論じよう。

4.2

市場参入の「本格期」（2001 年 12 月～現在）

2001 年 12 月の中国 WTO 加盟をきっかけに、外資系小売企業の動きは青島市の小
売市場における史上空前の激しさを呈している。2004 年末に、外資系小売企業に対す
る規制の撤廃するにつれて、一気に青島市小売市場へ参入して、
「 本格期」に突入した。
表 2－1、表 2－2、表 2－3 に示すように、外資系小売企業の参入と地元の小売企業を
含む内資系小売企業の成長・発展とともに、中外資企業の間が熾烈な競争となった。
それに従って、欧米系、日韓系、東南アジア系の 3 勢力の小売業の優劣構図は鮮明に
なりつつある。

4.2.1

欧米系小売業

2002 年、フランスの法宝スーパーマーケット（Bonjour）と台湾の統一グループと
の合弁会社―青島法宝超市有限公司を設立し、青島市小売市場への進出を始めった。
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「青島東泰ジャスコ、2 号店オープン」『日本食糧新聞』2000 年 12 月 13 日付。
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同年 2 月に、法宝スーパー金田店を皮切りに、チェーンストア方式をとって、長春路
店、楽陵路店、香港花園店と 4 つの店舗を展開した。日用食品、食材を中心として営
業し、近くの住民を顧客の対象としている。営業面積は 1,500～3,500 平方メートルで
あるが、楽陵路店は 12,000 平方メートルの総合スーパーであった。2002 年の進出の
当時に、
「法宝のようなスーパーは自由市場を変える 19」と評価されたが、2007 年に、
経営管理、目標市場の選定などの問題で、4 つの店舗すべてが閉店し、青島市小売市
場から撤退した。
ウォルマートは 1996 年に深セン市の金融企業「深セン国際信託投資公司」と共同
出資して中国に進出してきた。2003 年 9 月 25 日、業務提携側の不動産企業「大連万
達集団」とともに、青島市の台東商業エリアに台東店を開設した。この店舗は万達購
物広場の二、三階で、営業面積が 18,000 平方メートル及び地下駐車能力が 200 台で
ある。2010 年 11 月 25 日、青島市での 2 号店、総投資 1.4 億元の城陽店が開業した。
同年、ウォルマートの主力業態の一つの山姆会員店も青島市の嶗山区に出店協議を
結んだ。青島市もウォルマートの地域商品調達の基地となった。このように、青島市
の小売市場では、1997 年の初の外資系小売企業との合弁企業の南山店を開業して以
来、欧米系、日韓系、東南アジア系の有力な小売企業が相次いで参入してきた。それ
につれて、地元の小売企業の成長と他の内資系大手小売企業の進出などによって、中
外資小売企業の間での競争が熾烈化した。一地方都市である青島市も中外資小売企業
の試練場となった。こうした状況の中で、世界一位のウォルマートにも失敗の事例が
出た。2013 年 12 月 18 日、開業してからわずか 3 年の城陽店は閉店した 20。
1999 年 12 月 9 日に、カルフール香港中路店（名達店）の開業においては、当初の
計画では店舗の設計は 3 階建てであったが、進出当時の周辺には商業エリアがまだ形
成されていないので、2 階の施設でオープンした。しかし、開店後大成功を収め、2 年
後に 3 階を増築した。この青島市での 1 号店開業の翌年、つまり 2000 年 12 月より、
山東路に 2 号店の建設が始まった。さまざまな原因で 21、2002 年 12 月に、投資額が
「超市は農貿市場を変われる―青島法宝超市の調査に基づく」『市場報』2002 年 4 月 25 日付。
その閉店原因は当時の各メディア報道で散見できるが、ウォルマートの管理層の意見は収益率の
低いが主原因で、中国全土の店舗網の調整によって閉店したことである。
21 この山東路に立地する店舗は、最初に世界的小売企業の普美徳斯（Promodes）が選定して、
「康
地祥」という店名で開店予定であったが、1999 年のカルフールとの合弁によって、カルフールの
72
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1.2 億元、敷地面積が 2.8 万平方メートル、商業面積が 1.5 万平方メートル、駐車能力
が 400 台の山東路店が開店した。この 2 店舗の好況な経営を続ける背景で、2010 年、
青島市での 3 号店（遼陽西路店）が開業した。同年、青島市はカルフールの山東省の
管理総部となった。
イギリスの小売最大手のテスコの中国進出はカルフールより 10 年ほど遅れた。
2004 年 7 月に、中国で食品・流通業を幅広く手掛ける台湾系の頂新グループから中国
東部沿岸部でハイパーマーケット事業を展開する楽購（Hymall）の株式 50％を 1 億
4,500 万ポンドで取得した（矢作 2007：253）ことによって中国市場へ参入してきた。
2010 年 1 月 9 に、テスコは青島市小売市場に参入し、Lifespace 楽都匯購物広場
（人民路店）がオープンした。この店舗は中国では初めて土地を購入し、店舗を建築
する商業用不動産プロジェクトである。地上 5 階と地下 2 階、敷地面積が 76,000 平
方メートル、ショッピング、娯楽、レジャー、飲食、各種サービスなどの提供を行う
商業施設である。そして、環境保護をうたい、送迎バスを用意するなど、集客施策・
販売促進活動などでも他の小売企業に比べて競争優位性をもっていた。
また、同年にテスコの青島市でのもう 2 つの店舗（明霞路店、城陽店）の契約・建
設も始まった。テスコはこのよう意欲的に青島市小売市場に参入してきたが、地元小
売企業との競争に勝てず閉店してしまった。同年 10 月、中国小売企業である華潤創
業（チャイナリソーシズ・エンタープライズ）と合弁 22し、中国でのすべての店舗が
「華潤万家」に変更することを発表した。
ドイツのメトロは 2001 年 1 月に青島市内にある四方店を開業してから、好調な発
展を続けている。2012 年 12 月 19 日に、青島市の対岸にある黄島店を開店した。こ
の店舗も四方店のキャッシュ&キャリー（現金問屋）の卸売兼小売機能をもつ会員制
ホールセールクラブという業態と同じである。営業面積が 8,000 平方メートル、1.7 万
種類以上の食品商品、3 万種類以上の非食品商品を販売している。営業時間は朝 6 時
から、夜 10 時までである。

22

店舗となった。この劇的な変化により、店舗の建築、開店の準備などで時間がかかった。
テスコは華潤創業（チャイナリソーシズ・エンタープライズ）の小売事業を手掛ける全額出資の
持ち株子会社と中国の全店舗資産を注入。2 割株を得て合弁化する。華潤創業が合弁会社の 8 割
株を得て、主導権を握る。（「華潤は TESCO を買収が批准し、楽購の店舗が全部「華潤万家」に
変える」『新浪財経』2014 年 5 月 29 日付。）
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表 2－1

青島市小売市場における欧米系小売業の参入状況

国別・

出店
企業名

店舗名

地域別

1999.12

アメ

ウォル

リカ

マート

2013
年

1

2

3

4

―

1

1

SM

ール

法宝

2004
年

HM
家楽福

ンス

2000
年

時間
カルフ

フラ

店舗数
業態

法宝

2002.2

SM

―

沃爾瑪

2003.9

SuC

―

イギ
テスコ

楽購

2010.1

SC

―

―

―

メトロ

麦徳龍

2001.1

WC

―

1

2

リス

ドイツ

その他

今は香港 中路店（ 名
達店）、山東路店（新
興店）、遼陽西路店が
ある。
2007 年に 4 つの店舗
が相次い で閉店し 、
青島市小 売市場 か ら
撤退した。
城陽店が 2010 年 11
月に開店、2013 年 12
月に閉店した。
2010 年 1 月に楽都匯
人民路店 が開業し 、
もう二つ の店舗も 契
約・建設したが、2013
年 7 月に人民路店が
閉店したことを機
に、撤退した。
今は四方 店、黄島 店
がある。

注：HM：ハイパーマーケット、SM：スーパーマーケット、SuC：スーパーセンター、WC：会員制
ホールセールクラブ。
出所：青島新聞網のホームページ、聯商網のホームページ（a；b）、ウォルマート中国のホームペー
ジ、半島網のホームページ、香港地産網のホームページ、青島財経日報のホームページ、青島晩
報のホームページ、青島市情網のホームページ 23により作成。

法宝スーパーマーケット（Bonjour）、テスコの撤退とウォルマートの城陽店の閉店
とは異なっていると考えられる。法宝スーパーマーケット（Bonjour）は立地戦略、経
営管理、目標ターゲットの選定が主な原因で青島市小売市場から撤退した。早期に青
島市小売市場へ進出した企業として、5 年をもって撤退したが、進出当時に地元の小
売企業、小売市場に大きなインパクトを与えた。テスコは 2008 年のオリンピック後
に青島市小売市場に進出し、第二波の外資系小売企業と言われた。資本金が豊富し、
海外展開の経験も蓄積したが、青島市小売市場の参入は出遅れた。青島市での三つの

23

2014 年 12 月 26 日に最終確認。
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店舗がそれぞれ地元の最大手小売企業利群の店舗と近く 24、利群との競争で勝ち抜け
なかったので閉店した。ウォルマート城陽店は閉店したが、台東店はまだ好況な経営
様相を呈している。

4.2.2

日韓系小売業

日本の大手小売企業イオンは、2004 年 10 月に旧市街地に出店した遼寧路店（2 号
店）を閉店した。その後、東部店（1 号店）の成功と遼寧路店（2 号店）の失敗の両方
の経験を活かし、青島市小売市場において多店舗展開を成功させた。
2005 年 12 月 30 日に、青島市の対岸にある黄島店ショッピングセンターを開業し
た。敷地面積は約 3 万 7,000 平方メートル、商業施設約 3 万 6,000 平方メートル、直
営店面積約 1 万 2,600 平方メートル、テナント面積約 7,800 平方メートルで、及び駐
車場である（櫨山 2008：68）。イオンを核店舗として、56 店舗の専門店を集中してい
るショッピング・モールである。その後、青島市内で、相次いで延吉路店（2009 年 11
月）、百麗広場店（2012 年 9 月）、合肥路店（2014 年 12 月）を開店した。
また、2009 年 1 月にイオンとミニストップとの合弁会社「青島ミニストップ」が設
立され、直営方式で出店運営している。ミニストップが 60％、イオン青島が 40％、
資本金 500 万ドルの共同出資で、青島市小売市場で展開している。2013 年 12 月ま
で、イオンとミニストップとの合弁会社「青島ミニストップ」の店舗数は 67 ヵ所に達
した。
青島市小売市場での日韓系小売企業は、日本のイオンの好調な発展と対照的なのが
韓国のロッテマートである。ロッテマートは 2008 年 6 月、万客隆（中国とオランダ
の合資会社）を買収することで中国進出を果たして、中国での本格的な事業拡大に打
って出た。2014 年 7 月まで、中国で 102 ヶ所店舗に拡大した。2018 年までに、中国
での店舗数が 500 ヶ所、アジア一の店舗数を目指す計画であった。
2009 年 3 月 26 日に、青島市の城陽区に敷地を確保し、オープンしたグリーンフィ

24

テスコの青島市の人民路店、明霞路店と城陽店はいずれも地元の最大手小売企業の利群の傍に立
地して、
「肩を並べて肩」、
「背近づく背」、
「手と手を結ぶ」と表現された（『青島晩報』2014 年 5
月 31 日付）。
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ールド方式の初店舗であった。この店舗の敷地面積は 3.3 万平方メートル、3 億元の
投資で、輸入する韓国の商品を目玉とすることが経営の特色の一つである。2010 年 8
月 21 日、青島市の嶗山区に嶗山店を開店、2012 年 3 月 31 日に、青島市の市南区に
山東路店を開業した。ロッテマートの進出当初は、中国では初の自社投資となる店舗
の出店先に青島市小売市場を選んだ。しかし、青島市に進出してから、経営の不振が
続き、2008 年から 2010 年の間に、それぞれ 17 億ウォン（1 ウォン≈0.005576 元）、
127 億ウォンと 166 億ウォンの赤字が出ていた 25。そして、2011 年 2 月 2 日に、大き
な資金を導入した城陽店は業績不振で閉店した。2015 年 7 月に、嶗山店と山東路店も
閉店した。
1 新規出店による市場支配の強化、○
2 徹底した現地化、○
3 店舗運営
ロッテマートは○

の効率化などを通じて、海外事業を成功に導くという戦略を立てているが、青島市小
2 、○
3 の戦略を立てていないというより、逆になったのである。つまり、
売市場では○

ロッテマート城陽店からみると、経営方式、商品の陳列方式、商品の構成、店舗の雰
囲気などの面では、まるで韓国国内の店舗と同じようになったが、現地化の不徹底、
店舗運営の不効率などで、青島市小売市場での経営にとって大きな問題となった。
イオンの青島市小売市場での展開では、最初開設した東部店が成功を収め、遼寧路
の閉店という経験があったが、続々と多店舗展開して、好調な経営実績を残している。
その対照的なのが韓国のロッテマートは青島市小売市場で雄大な野望をもっているが、
開設した 3 つの店舗は全て閉店し、青島市小売市場から撤退するようになった。
1 両社ともに青島市での 1 号店は敷地を確保した
両社には大きな違い点としては、○

上で、店舗を建設・運営している点である。しかし経営の結果では、イオンの 1 号店
2 イオンは東部店（1 号店）
は大成功を収めたが、ロッテマートの 1 号店は閉店した。○

の大成功を収めてから、旧市街地に遼寧路店を出店した。ロッテマートは城陽店の出
3 イオンは遼寧路店を除いて、他の店舗は順調に
店後の翌年に、嶗山店を開店した。○

経営しているが、ロッテマートは城陽店の開店以後、引き続き青島市で拡張している
4 イオンは青島市に進出の第一波の代表する成功した外
が、3 つの店舗は閉店した。○

資系小売企業であるが、ロッテマートは第二波の外資系小売企業として、苦戦し、失
25

『経済導報』2011 年 11 月 21 日付。
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敗してしまった。

表 2－2

青島市小売市場における日韓系小売業の参入状況

国別・

出店
企業名

店舗名

地域別

日本

店舗数
業態

時間
イオン

佳世客

ロッテ

楽天

マート

瑪特

1998.1

SC
GMS
CVS

2000
年

2004
年

2013
年

2

1

4

2009.3
HM

韓国

―

―

2

その他
遼寧路店が 2000 年 11
月に開業、2004 年 10
月に閉店した。
城陽店が 2009 年 3 月
に開業、2011 年 2 月に
閉 店 し た 。 2015 年 7
月、嶗山店と山東路店
も閉店した。

注：SC：ショッピングセンター、GMS：総合スーパー、CVS：コンビニエンスストア、HM：ハイ
パーマーケット。
出所：経済導報のホームページと青島新聞網のホームページ 26により作成。

4.2.3

東南アジア系小売業

この期に、台湾及び他の東南アジア系の華僑資本小売業は、買収・合弁、株式上場
など資本運用を通じて、欧米系小売業を追い越す勢いで積極的に青島市小売市場での
展開を行った。

4.2.3.1

台湾系小売業

青島市小売市場に参入した外資系小売企業の中で、台湾系の小売業である大潤発の
進出は他の進出と異なる。というのは、青島市小売市場に進出する時期が、中央政府
が小売業に対する整理・整頓という政策を打ち出す時期と重なり、青島市で 1～2 社
の合弁・合作小売業を超えないように、その「政策の穴」を利用して進出してからで
ある。進出は内資系小売企業としての「青島潤泰事業有限公司｣を設立して行った。青
島市での店舗は「大福源」という名をつけた。他の都市で「百潤発」、「金潤発」など

26

2014 年 12 月 26 日に最終確認。
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の名で、店舗を展開した。これは中央政策の規制を避ける目的のためである。
また、複数ブランドで展開していれば、１つのブランドがもしうまくいかなくても、
他のブランドに影響しないというメリットも考えられた。また、店舗数が拡大しても、
どの企業の店舗がわからないようにカモフラージュする効果もあった。このように巧
妙な手法を使って店舗展開を行っていたことが、カルフールを売上で追い抜く 2008
年まで、大潤発があまり注目されてこなかった要因でもある（神谷 2013：61）。しか
し、外資系小売企業に対して規制の緩和・撤廃とともに、2006 年には、商務部の命令
で 1 つのブランドしか使えなくなり、全国の店舗は「大潤発｣というブランドに統合
された。
2002 年 9 月 28 日に、大潤発の青島市寧夏路店が開店し、高い人気を博し、好調な
経営実績を残している。2012 年 9 月 21 日、閉店した韓国のロッテマート青島市城陽
店のもとで、大潤発城陽店をオープンした。開店の当日に、売上高が 135 万元に達し
た。この店舗の参入によって、所属する「宝龍城市広場」は再び活気をとり戻り、新
しい発展チャンスを迎えるようになった。

4.2.2.2

ほかの東南アジア系小売業

台湾系小売業のほか、タイの「CP グループ」のロータス「ト蜂蓮花」とマレーシア
の「ライオングループ｣の傘下にあるパークソン「百盛」の 2 社は優秀な東南アジア系
小売企業として、青島市小売市場で展開している。
青島市初の外資系小売企業としてのマレーシアのライオングループパークソンの
「百盛」は、1997 年の南山店と 1998 年の中山路店の開店以来、青島市の小売業に対
して大きなインパクトを与えた。近年、青島市での東部商業エリア、台東商業エリア、
李村商業エリアなどの発展によって、旧市街地にある中山路商業エリアは昔の商業中
心地位を失った。百盛中山路店は続けて経営しているが、好調な経営実績を残してい
るとはいえない。
2005 年に、開業したハイパーマーケットとしての南山店は、内資系小売企業にある
「五星電器」に買収された。その後 2015 年までに、青島市内での出店はなかった。
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2015 年 4 月 30 日に百盛は青島市の東部に 15.7 億元の出資で、ビール城購物中心の
パートナーとして、開業した。この店舗はショッピング、娯楽、レジャー、飲食、各
種サービスなどの提供を行う商業施設になって、青島市の東部に新しい商業エリアの
重要な店舗の 1 つとなるようになった。
タイの「CP グループ」のロータス「ト蜂蓮花」は代表的な華僑資本グループであ
り、中国では正大グループ（Chia Tai Group）という名前を使っている。中国市場に
参入する第一波の外資系小売企業として、1997 年 6 月に上海で 1 号店を開設してか
ら、全国範囲で出店している。
2005 年 4 月 15 日に、青島市で「青島ト蜂蓮花超市有限公司｣を設立した。2006 年
8 月 11 日に、遼陽西路店が開店した。敷地面積が 16,000 平方メートル、営業面積が
9,800 平方メートルである。2008 年 1 月に、店舗のブランドの易初蓮花をト蜂蓮花に
変更した。その後、全国での拡張を加速させたが、あまり急ぎすぎたために、経営が
悪化し、赤字が出た。結果として、現在の青島市ではこの店舗しか出店していない。
今後のト蜂蓮花の発展はどうなるか、続けて注目する必要がある。

表 2－3

青島市小売市場における東南アジア系小売業の参入状況

国別・

出店
企業名

店舗名

地域別
マレー

時間
ライオ
ン・グ

シア

ループ

タイ

CP グ
ループ

台湾

店舗数
業態

潤

泰

集

団

1997.9

2000
年

2004
年

2013
年

2

2

1

南山店が 1997 年 8 月
に開業、2005 年 11 月
に閉店した。2015 年
8 月に青島市の東部
に出店予定である。

HM

―

―

1

遼陽西路店

HM

―

1

2

今は寧夏路店、城陽店
がある。嶗山店が建設
中である。

HM

百盛
SM
卜蜂蓮
花
大潤発

2006.8
2002.9

その他

出所：青島日報のホームページ、半島都市報のホームページ、贏商網のホームページ、聯商網のホ
ームページ（a；b；c）、城市信報のホームページ 27により作成。

27

2014 年 12 月 26 日に最終確認。
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青島市小売市場に進出する第一波としてのイオン、カルフール、大潤発などの外資
系小売企業は、その参入序列効果の先発性優位 28を利用して、多様化・大規模化の発
展様相を呈している。しかも、現地小売企業はこれら企業の影響を受けて学んだり、
模倣したりして成長・発展した。第二波としてのテスコ、ロッテマートなどの外資系
小売企業は参入序列効果の後発（遅れた参入）性優位を利用したが、成長してきた現
地小売企業との競争で勝てず、失敗・撤退した。以下では国別・地域別の外資系小売
企業をそれぞれ具体的に検討しよう。
日系小売企業であるイオンは青島市小売市場に参入してから、好調な発展様相を示
しており、多様化・大規模化している。それと同時期に中国市場に参入した西武、ヤ
オハン、そごう、マイカル、ニコニコ、西友、ダイエーなどの日系小売企業の撤退と
対照的である 29。なぜ日系小売企業は全体として発展停滞状態に陥ったのに、青島市
小売市場でのイオンは逆に好調な発展状態を示したのであろうか。主な原因は次の 3
点にある。
1 イオンは東南アジアに進出した成功経験を活かし、青島市政府の商業開発政策を
○

読み解くことが重要である。青島市の東部開発時期にあたって、市政府の要請に乗る
形で、得意なショッピング・モール型開発優位を利用しており、現在の商業エリアの
2 中国で事業失敗した日系小売企業のケースを
核心施設として好成長を続けている。○

参考に、慎重な出店姿勢をとり、地域密着戦略を採用して展開している。イオンは中
国への進出当初、青島市、広東省を中心に、多店舗を出店する地域密着戦略を採用し
て展開している。その地域での発展経験を蓄積して、北京・天津をはじめとする華北
地区、上海・蘇州をはじめとする華中地区、広東省をはじめとする華南地区で活発的
3 母国市場からのマイナス影響が小さいし 30 、差別的競争優位を利
に展開している。○

用して積極的に多店舗展開している。

28

矢作（2007）によれば、参入序列効果を先発者・後発者（遅れた参入者）に分かれる。その先発
者の優位としては先進的消費者の上汲み的獲得、地域立地の独占、理想店舗イメージの確立、ス
トア・ロイヤルティ（店舗忠誠度）の形成の 4 点が作用する可能性がある。その後発者（遅れた
参入者）の優位としては、先発者の投資へのただ乗り効果、技術的・市場的な不確実性の減少、
技術・顧客欲求の変化、既存企業の慣習的行動が作用する点がある（矢作 2007：42－43）。
29 現在まで中国市場に進出した日系小売企業は百貨店では伊勢丹 1 社、スーパーではイオン、イト
ーヨーカ堂、平和堂の 3 社のみとなっていた。
30 母国からのマイナス影響は主に財務状況の悪化、経営危機、倒産などにより海外事業からの撤退
を余儀なくされていった。
80

東南アジア系小売業は、中国の WTO 加盟のタイミングを狙って、青島市小売市場
では果敢に市場拡張している。その急速な拡張を実現させた理由としては、馮（2011：
63）によれば、次の 3 点が考えられる。つまり、①強力な親会社の国際融資能力と資
本運用力が優れている点である。さらにいうと、十分な資本金の確保と企業買収はそ
の市場拡張の強力な武器である。②製造業や物流業など親会社の子会社及び華僑系関
連会社が中国大陸に数多く存在し、経営上の相乗効果を図りやすい。③中国と共通す
る文化や言葉上の競争優位を活かし、経営上のコミュニケーションを上手にとり、し
かも中国の消費者ニーズも的確にとらえるため、青島市小売市場への適応能力が高い
という。
欧米系小売業は日韓系、東南アジア系資本の競争優位に比べ、言うまでもなく長い
発展の歴史をもって、総合的な競争優位を有している。馮（2011：63）によれば、①
優れた小売経営技術やノウハウと巨大な資本力を備えている。②店舗のブランド力が
強く、プライベート・ブランド（PB）商品の開発力も高い。③国際展開を基盤に、グ
ローバル商品調達体制が整っている。④高度な情報・物流システムを備え、しかもそ
れを駆使する技術力が高いとまとめている。

5

外資系小売企業参入の青島市小売業へのインパクト

上記で欧米系、日韓系、東南アジア系小売業の青島市小売市場への参入モードと参
入プロセスについてそれぞれ考察した。また、欧米系、日韓系、東南アジア系の小売
業について「開始・発展期」、「本格期」におけるそれぞれの参入・展開と撤退に関す
る整理・分析を行った。以下、外資系小売企業の青島市への進出によって、当該都市
の小売業へのインパクトを論じる。

5.1

近代的な小売システムの移転

小売企業の海外進出とは小売企業の事業活動が国境を越えて展開されることであ
り、それには小売企業の国境を越えた商品の調達・供給や小売経営に関する情報・物
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流技術の国際移転などが含まれる。海外店舗による小売事業は主体としての店舗をも
とに業態・立地の決定、客体としての商品を内外から調達・品揃えした上で小売経営
技術を駆使しながら商品の販売を遂行するといった、いわば 3 つの側面が集約されて
いる（岩永 2009：5）。
外資系小売企業はそれぞれ自らの競争優位性を利用して、青島市小売市場に得意な
業態をとり、立地戦略を重視しながら出店した。青島市小売市場で最も成功するイオ
ンを例としてみよう。イオンは進出当初、東南アジアで蓄積した海外進出の経験を活
かして、得意とするショッピング・モールを採用しながら、中国初の郊外ショッピン
グセンターを開設した。しかし、その後、遼寧路店の一時的な閉店した経験があった。
この成功・失敗の両方の経験を踏まえ、その後の各店舗が好況な経営実績を残してい
る。
商品調達・品揃えなどは、日系小売企業のイオンは合弁パートナーの現地企業の力
を借りて、商品の出荷、加工、調達を効率的に活用した。東南アジア系小売企業は中
国での製造業や物流業など親会社の子会社及び華僑系関連会社との取引関係を活かし
て、調達チャンネルと構築している。海外進出に豊富な経験をもった欧米系小売企業
は言うまでもなく、グローバル商品調達体制の強さ、プライベート・ブランド（PB）
商品の開発力の高さ、情報・物流システムの高度化などを利用して青島市小売市場で
展開している。
国際化を目指す小売事業は小売経営ノウハウや物流・情報などの経営システム全般
に関わる当該企業のもっている優位性を海外進出で活かそうとする。前述したように、
外資系小売企業は優れた小売ノウハウ、多様な小売業態、先進的な情報システム、高
度な物流システム、広範な商品調達ネットワークなどの競争優位性をもって、青島市
小売市場で自社の差別的競争優位性を構築している。
青島市小売市場へ参入した第一波としてのイオン、カルフール、大潤発などは海外
進出した経験と現地の経営環境を合わせて、差別的競争優位を構築・維持していた。
それと対照的に、第二波としてのイギリスの最大手のテスコは現地の小売企業との競
争で負けて、世界一位のウォルマートも青島市での城陽店の収益率が低いので閉店し
た。大成功を収めたイオンも最初から一貫して順調だったわけではなく、遼寧路店の
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閉店経験もあった。
欧米系、日韓系、東南アジア系の小売企業は世界最大の人口を抱えながら急成長す
る中国市場に進出・展開しようと意図していたので、熾烈な競争をしている中国小売
業の先導的な試験都市としての青島市へ進出し、そこでの経験を糧として、他の地域
へ進出する。青島市小売市場で失敗しても、少々高い授業料を支払うということにな
るが、各社にとって意味ある経験となる。このように考えると、各社は青島市小売市
場で一時的に失敗・撤退しても、他の地域への進出に資源集中を積極的に進めること
で、グローバル競争力を強化するという方針を取っているといえる。
青島市小売市場での事例から明らかになったことは、先端的国際小売企業の海外進
出を「本国から進出先国」への移動という二者間関係としてではなく、
「本国と複数の
進出先、あるいはある進出先とそれ以外の進出先」といった多極的な複合関係として
国際化を考える必要がある（向山・崔 2012：307）。今やグローバル化進展の中で、最
適な店舗ネットワークを構築するというビジョンに基づいて、ある国・地域へ進出す
ることの意味を考えながら、先端的国際小売企業は海外進出し始めている。
このように、欧米系、日韓系、東南アジア系の上位小売企業は青島市小売市場への
進出及び進出後の経営展開で、順調な経営、市場シェアの確保・拡大するために、そ
れぞれ自社の蓄積した小売システムを当該市場に適用したわけである。

5.2

業態構造の変化

青島市の小売業の進展 31を簡単に振り返ろう。1949 年から 1978 年までの間では、
計画経済体制の下で、
「無流通」時代であった。その後から 1991 年まで、青島市政府
は自由市場の回復、私営（個人経営）小売企業の許可、国有・集団所有制企業の改革
などによって、小売業の自由化への歩みを加速させた。その結果、多数の零細小売店
とごく少数の大規模小売店（百貨店）の極端な二重構造が形成された。
1992 年から 1995 年の間では、外資系小売企業が試験的に青島市小売市場に参入す
ることが許可された。マレーシアのライオングループのパークソンと日本の大手小売

31

青島市の小売業の進展についての分析は、詳細には包（2014）を参照せよ。
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企業であるイオンはそれぞれ現地の企業と合弁会社を設立した。その結果、百貨店の
急成長、スーパーマーケットの登場、ショッピングセンターが出現するなど、青島市
の小売業は未曾有の変革が起こされた。1997 年 9 月に青島市での初めての近代的ス
ーパーマーケットである「百盛南山店」が誕生した。1998 年 1 月に中国初の郊外ショ
ッピングセンターは青島市の東部に開店した。同年 8 月に、近代的百貨店である百盛
中山路店が開業した。これらのことは、青島市の小売市場の画期的な出来事となり、
青島市あるいは中国小売革命の本格的開始の象徴といえよう。
その後 1990 年代後半に、欧米系、日韓系、東南アジア系の小売企業が同時多発的
に青島市小売市場に参入してきた。それに伴い、スーパーマーケットだけでなく、ハ
イパーマーケット、総合スーパーマーケット、ショッピングセンター、会員制ホール
セールクラブ、コンビニエンスストアなど多様な革新的業態が一気に青島市小売市場
へ持ち込まれた。そこで、日本のような小売業が発達した国の発展プロセスとはまっ
たく異なり、多様な業態が同時多発的に青島市小売市場で生じたのである。
こうした環境の中で、外資系小売企業と競争していくために、青島市の小売企業は
外資側から学んだり、模倣したりし、従来の経営方式、業態を近代的な小売店舗に転
換し、規模経済の追及と競争力の強化を図ろうとした。この中で、外資系小売業態の
移転、小売ノウハウの持ち込みなど速効性の高いものであるが、それだけでなく、現
地小売企業の自発的努力や政府の政策支援、資金支援なども重要な役割を果たした。
一方で、現地消費市場の成長するにつれ、外資系小売企業が相次いで参入してきた。
それによって、現地小売業の発展が促進されたことを見逃してはいけない。また、商
品調達システムでは、基本的に消費者の立場から商品マーチャンダイジングを実施し、
業態ごとの商品カテゴリーと商品アイテムの組み合わせがうまくできるようになった。
特に、全国規模または広範囲の商品調達ネットワークの構築に力を入れ、商品バラエ
ティーの追求を徹底しようとしている。ローコストオペレーションを実現させる情報
システムと物流システムのレベルも向上した。これと多様な小売業態を結びつけ、現
地小売企業の経営優位性の構築にとって、大きな役割を果たしたともいえる。
上記の業態導入プロセスを経て、青島市小売業の業態構造には大きな変化が現れた。
その中で、チェーンストアの経営メリットを利用することは、急速に多様な小売業態
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の普及できるという中で果たした役割も大きいのである。

5.3

競争構造の変化

以上のように、外資系小売企業の青島市小売市場に参入によって、現地の小売業態
が多様化した。それだけに留まらず、現地小売企業自体の成長・発展に伴い、外資系
小売企業との競争も激しくなりつつある。その競争メカニズムとして、外資系小売企
業間、外資と内資企業間、内資小売企業同士間などの多様な競争関係を形成し、相互
作用している。次に、それらの競争行動を中心に述べてみよう。
1992 年の流通分野において対外開放政策を打ち出してから、外資系小売企業が試
験的に青島市小売市場に参入してきた。2001 年に中国の WTO 加盟、とりわけ 2004
年末の外資系小売企業に対する規制がすべて撤廃に伴い、外資系小売企業は中国での
出店投資、多店舗化などの加速させる方針を明確に打ち出した。前述した外資系小売
企業の青島市への参入プロセスで述べたように、その代表的な企業としてのイオンは、
青島市小売市場では 2014 年 12 月 20 日開業した合肥路店を含む 5 つの店舗をもって
おり、カルフールは 3 店舗、メトロは 2 店舗、大潤発は 2 店舗などを持っている。
一方、外資系小売企業に比べて、現地の小売企業は企業規模、資本金、経営技術な
どの面では競争力がまだ強くない。外資を迎え撃つために、政府の行政指導による公
的介入と企業の自発的行為が相まって、
「強強連合」、
「資産重組」などで大型小売企業
同士の吸収・合弁が大規模化に押し進められている。
こうした中で、現地の小売企業は企業所有制改革、経営業態の多様化、中小企業と
の買収・合弁などを通じて、大規模化している。2013 年全国チェーンストア企業ラン
キングで 24 位の現地企業である利群集団、80 位の維客集団、86 位の利客来集団はい
ずれもこのような方式で大規模に立てきたのである。
その中での維客集団は 2003 年 10 月に誕生した。前身は営業面積がわずか 20 平方
メートルの小売店舗であった。1992 年 12 月に株式所有制になり、1993 年～1994 年
に 11 社の中小企業を買収・合弁した。その後、スーパーマーケット、総合スーパー、
コンビニエンスストア、ショッピングセンターなどのほぼすべての業態を揃え、大規
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模な小売企業となった。利群集団も同じように成長したが、近年特に目を引くのは世
界的な小売企業のテスコと競争したことである。
外資系小売企業を手本として学んだり、模倣したりして成長した現地の小売企業は、
外資系小売企業との外的要素は類似しているが、内的要素の差はまだ大きい。具体的
に言えば、外資系小売企業と比較すると、情報・物流システムを高いレベルで活用し
たり、企業文化、経営理念などの面についての格差はまだある。今後、外資系小売企
業との競争で生き残るために、企業文化の育成、経営理念の改善、情報・物流システ
ムを高いレベルで活用、とりわけネット通販の把握などは、内資系小売企業の重要な
課題と考えられる。
外資系小売企業が各自の競争優位を利用して、青島市小売市場では急速な経営展開
している。これに伴う革新的な業態の導入、先進的な経営技術や小売ノウハウの普及、
そして競争が激化は青島市の小売市場に大きなインパクトをもたらした。
つまり、外資系小売企業の進出がもたらした影響を受けて、青島市小売市場では小
売業が伝統的な経営方式からセルフ方式、情報システムの活用などの近代的な経営方
式へ転換し、百貨店だけの小売業態からスーパー、コンビニエンスストア、ショッピ
ングセンター、専門店、専売店などの多様な小売業態すべてが登場し、現地小売業の
競争力、サービスレベルも大幅に向上された。また、外資系小売企業は青島市小売市
場での競争的発展によって、企業自体の発展、海外進出の経験をも促進・蓄積される。

6

おわりに

本章ではいち早く外資系小売企業を誘致した青島市に注目して、外資系小売企業の
参入・展開及び撤退を考察し、外資系小売企業がなぜ青島市小売市場へ進出するのか、
どのように進出するのか、進出後どのように現地での経営展開するのかについて考察
した。
本章の前半では、経済のグローバル化の進展とともに、小売企業の取り巻く国際環
境、企業自体の経営戦略も転換した。さまざまな海外進出動機をもって、プッシュ要
因、プル要因に分け、外資系小売企業の青島市小売市場に参入する背景・動機を明ら
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かにした。
本章の後半では、青島市は小売業を発展するために、
「中央政府認可型｣の合弁方式、
「地方政府認可型」の合弁方式と 2001 年の WTO 加盟以降の進出方式という時期区
分をし、積極的に外資系小売企業を誘致したことを考察した。その上で、外資系小売
企業の青島市小売市場での参入と展開は、プル要因は同じであるが、時期別、企業別
に見ると、参入の方式・プロセスが違うことがわかった。さらに、外資系小売企業が
青島市小売市場に進出によってもたらされた影響を分析した。
本章ではマクロ的に外資系小売企業が青島市小売市場への進出要因と進出後の経
営展開及び、青島市小売業に与えたインパクトを考察したが、次章から個別事例を取
り上げ、それぞれ具体的に考察する。
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第3章
青島市における外資系小売企業の展開
―イオンの成功事例を中心に―

89

1

はじめに

本章では、青島市小売市場での外資系小売業の代表的な成功例としてイオン（旧ジ
ャスコ 32）の事例を分析し、これを通じて、外資系小売企業が企業を取り巻く環境の
変化のもとで、如何なる要因によって当該地域に進出してきたのか、また、進出後の
経営展開はどうであったのかを具体的に分析し、外資系小売企業の進出が青島市小売
業にどのようなインパクトを与えたのかを考察する。
本章で取り上げるイオンは 1985 年にマレーシアでダヤブミという最初の海外店舗
を開設して以来、東南アジア、東アジアを中心に海外への進出してきている。1990 年
代半ば頃に、東南アジア及び日本国内で蓄積した経営経験、海外進出経験を活かしな
がら、果敢に青島市をはじめとする中国市場に進出してきた。青島市小売市場では進
出して 15 年以上を経過し、多店舗化・多業態化を展開しているが、ずっと順調に発展
していたとはいえない。それは進出した初期段階では青島市 2 号店が閉店した経験を
もっているからである。中国小売業の先導的な試験都市である青島市の代表的な外資
系小売企業として、成功・失敗の両方の経験をもっているので、それについての研究
価値は高いものであると考えられる。
また、イオンは最初進出した外資系小売企業の 1 つであり、著しい発展してきた企
業である。その革新的かつ多様な業態、先進的な小売経営知識などを青島市小売市場
に持ち込まれ、多店舗化の事業展開するという中で、青島市小売業に「経営革命」の
ようなインパクトを与え、現地小売企業の発展を促進され、当該小売市場の進化も推
し進められたわけである。つまり、イオンの青島市小売市場に進出したことを分析す
る中で、青島市小売業の発展を促されたことが明らかになる。それゆえに、本章でイ
オンの経営展開の事例を取り上げる所以である。
本章では、まずはイオンの概況、青島市小売市場への参入経緯を簡略に整理する。
次いで青島市への参入要因をプッシュ・プル要因とイオンの内部要因に分けて論じる。
さらに、序論の先行研究で整理した白の議論を手掛かり、イオンの青島市へ参入後の

32

中国語は佳世客、ジャスコの発音と似ている。
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経営展開を考察する。最後に、イオンの進出によって青島市小売業にどのようなイン
パクトが与えられたのかを分析する。

2

イオンの青島市への参入

2.1

イオンの概況

世界企業上位 500 社に名を連ね、アジア最大ビジネス集団であるイオンは、1970 年
に岡田屋を中核として、フタギ、シロのローカル企業 3 社の提携をもとに「ジャスコ
株式会社」という名で誕生した。当時、全従業員を対象に新社名を公募した結果、
「日
本ユナ イテッ ド・ スト アーズ 株式会 社（ Japan United Stores Company 、略して
JUSCO）」が選ばれ、その通称の「ジャスコ」が社名となった。2001 年 8 月 21 日「イ
オン株式会社」へと社名を変更した。そして 2008 年 8 月 21 日、イオン株式会社は
「イオン株式会社」を中核とした純粋持株会社体制に移行し、
「イオン株式会社」の小
売事業等は「イオンリテール株式会社」に承継した。2014 年 2 月末現在「イオン株式
会社」とグループ企業を合わせ、約 300 の企業で構成するグループとなった。
2014 年末まで、イオングループの連結営業収益は 7 兆 785 億円に達した。2015 年
11 月 20 日まで現在、イオングループは総合スーパーを核店舗に純粋持株会社、GMS
（総合スーパー）事業、SM（スーパーマーケット）
・DS（ディスカウントストア）事
業、小型店事業、ドラッグ・ファーマシー事業、総合金融事業、ディベロッパー事業、
サービス・専門店事業、デジタル事業、国際事業、機能会社等 33から構成されている。
営業範囲は日本国内では北海道から沖縄まで、海外ではタイ、マレーシア、中国など
14 カ国に広がっている。イオン株式会社は日本本社、中国本社、アセアン本社に分け
て、総合スーパー業態合計 618 店舗、スーパーマーケット業態 2,030 店舗、コンビニ
エンスストア業態 4,683 店舗、合計 18,740 店舗／カ所などを運営している（表 3－
1）。

33

イオン株式会社－企業情報―グループ事業・企業紹介（2015 年 11 月 30 日現在）：2016 年 3 月
3 日に最終確認。
91

表 3－1

各業態の店舗数統計（単位：カ所）（2014 年度末）

業態項目

合計

日本

中国

GMS（総合スーパー）

618

541

45

SM（スーパーマーケット）

2,030

1,929

18

DS（ディスカウントストア）

381

357

―

HC（ホームセンター）

121

121

―

CVS（コンビニエンスストア）

4,683

2,151

53

専門店

3,932

3,890

42

ドラッグストア

3,347

3,347

―

その他（小売）

918

889

30

モール型 SC（ショッピングセンター）

207

171

15

NSC（近隣型ショッピングセンター）

155

155

―

金融

698

359

42

サービス

1,640

1,460

80

その他

9

―

5

出所：イオングループのホームページ 34により作成。

2.2

青島市への参入

第 1 章の青島市小売業の発展要因で考察したように、良好な経済立地、急速に成長
してきた経済と消費者の可処分所得の向上を背景として、青島市はいち早く外資系小
売企業の誘致をはじめとする小売業の改革の取り組みを行ってきた。すなわち、政府
の機能的な政策を通じ、外資系小売企業の参入を促し、現地小売企業の学習を促進し
ており、遅れていた小売業の飛躍的な発展を実現しようとしたわけである。
また、1992 年の 5 月、青島市政府は「市区の東部における開発建設についての決定
（1992 年発 77 号文）」を公布した。これにより、市区の東部をめぐるインフラ整備な

34

2016 年 3 月 3 日に最終確認。
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どを進め、商業センターも東部へ移転しようという発展の方向性が示された。その市
区再開発事業計画の一環として、イオンと現地パートナーとの合弁会社が設立された。
このような参入方式は、参入当初、中国の外資参入規制に従って現地パートナーと合
弁方式で事業を展開してきたことによるものである。
イオンは 1995 年より、青島市政府と交渉を開始し、1996 年 3 月に「青島市供銷社
聨合社」とパートナー関係を結んで、それぞれ 50％出資し、資本金 1,250 万ドルで、
中央政府の認可を経て、「青島東泰ジャスコ商業有限公司」（現在青島永旺東泰商業有
限公司と変更した）を設立した。董事長は供銷社聨合社主任の譚京信氏が、総経理は
ジャスコ中国開発室長の新宮昭氏が就任した（ジャスコ株式会社 2000：705）。青島市
供銷社聨合社は、その後、市の制度改革により、青島市政府管轄の「供銷社資産運営
センター」に改組された。また、外資系小売業にとっての規制緩和に伴い、
「青島永旺
東泰商業有限公司」の資本関係はイオンが 60％、供銷社資産運営センターが 40％に
変更されている。
1998 年 1 月、イオン青島市 1 号店は市区の東部にある新市街地の中心部・香港中
路で、中国初の本格的なショッピングセンターとして開業した。当時、青島市にある
東部商業集積の開発には大型の核店舗が必要であるが、中国国内に適当な小売企業が
存在しないことから、青島市は核テナントとして先進的な海外小売企業を誘致しよう
としたのである。イオンの出店は、青島市政府からこのような出店要請が寄せられた
結果である。
また、イオンのショッピング・モール開発の特徴（図 3－1）は、快適な買物環境を
つくり、集客力を高めるために、商業専業ディベロッパーとしてのノウハウと独自の
マーケット調査を駆使し、来店につながるさまざまな集客施策・販売促進活動を企画・
推進する点にある。このように単独型の大型店舗に数十の専門店街や飲食店街あるい
はフードコートを備えることによって、ショッピング・モール自身が機能的に商業集
積と同様の機能を果たすように設計されている。
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大都市近郊から郊
外までカパーする
フォーマット

様々な立地に対応
できるモールコン
セプト

住環境に配慮した開
発計画

図 3－1

既存店の計画的な
増床リニューアル

地域とともに成長
する立地創造

地域ニーズに合わ
せたテナントリー
シング

イオンのショッピング・モール開発特徴

出所：イオンモール（中国）のホームページ 35により作成。

3

青島市への参入要因

序論の先行研究で整理したように、外資系企業の海外への進出については母国のプ
ッシュ要因、進出先のプル要因、さらに企業の自社内部要因を分析することが必要で
あると考えられる。以下ではこれに基づいて、イオンの青島市への参入要因を考察し
てみよう。

3.1

日本市場からのプッシュ要因

矢作（2007a）は、欧米の小売企業からみたアジアへ進出するプッシュ・プル要因分
1 市場環境（人口伸びの鈍化、経済成長の鈍化・停滞、
析で、プッシュ要因として、○
2 法的規制（出店規制の強化、高税率）
3 経営戦
小売市場の成熟化、競争の激化）、○
、○
4 その他（株主からの持続的
略（国際化の重要性認識、他社追随、余剰資金の活用）、○
3 経
成長への圧力）を挙げている（矢作 2007a：17）。氏の見解は概ね首肯できるが、○
4 その他は企業の内部要因であり、外部環境として論じるべきプッシュ要因
営戦略と○
1 、○
2 について、その当時の日本経済環境の
と同じに扱う点は問題であろう。そこで○

変化に即して日本市場のプッシュ要因を検討しよう。

35

2014 年 12 月 10 日に最終確認。
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まず、日本における小売業をめぐる環境としては、少子高齢化を背景に、小売市場
の成熟化と競争の激化が指摘される。周知のように、人口減少の局面に入った今日の
日本では、今後国内の消費財需要は確実に低迷する見込みである。全国の小売商店数
はバブル経済崩壊後も減少傾向を続け、年間販売額は 1997 年以降減少（2007 年は微
増）する一方、大型店の出店により売場面積は増加を続け（佐々木・番場 2013：17）
ている。この点をみると、日本の小売業は過当競争の時代に入ったといえる。
また、人口の高齢化や女性の社会進出といった社会構造の変化が、小売業に施設配
置や商品・サービスなどの面での戦略の見直しも迫っている。経済産業省の「商業販
売統計」
（平成 25 年）によると、小売業の販売額は 1996 年にピークを迎え、2010 年
には若干増加したが、長期的には停滞傾向にある。業態別に見ると、百貨店、総合ス
ーパーといった小売業の業績が減少傾向となっている。これまでの店舗の増加に伴い
成長しているコンビニエンスストアにも市場の飽和感が見られる。
このような状況で、立地産業である小売業が、小売市場の成熟化と経済の低迷によ
って、諸経費の安い外国に新しい活路を求めることも何ら不思議ではない。一般的に、
小売市場の成熟化あるいは飽和化は小売業を取り巻く外部環境の制約を意味しており、
既に国内における需要創造が限界である場合には、海外出店への要因となるであろう。
この論理 は国内 にお け る一定地 域から 別の 地 域へ出店 する論 理と 同 じである （柳
2005：8）。しかし、日本の小売企業は日本市場で高い集客力を維持しようとする傾向
があり、欧米に比べてアジアなどへの海外進出は遅れていると言える。成熟した市場
で持続的に成長するために取るべき戦略は、一般に新市場の開拓と新業態・新事業へ
の進出であると考えられる。日本の小売企業の海外での事業展開は有力な選択肢にな
ることになる。
法的規制についていえば、日本における大型店の出店規制が強ければ強いほど、海
外への進出が促進されるといえる。1973 年の大規模小売店舗法から 2000 年の大規模
小売店舗立地法・都市計画法・中心市街地活性化法いわゆる「まちづくり三法」に移
行して、大型店の出店自由度は増したが、中国と比較するとまだ厳しい。また、法人
関係税や社会保険の事業主負担などの企業の総合的な公的負担の大きさは、海外進出
を促す要因となる（関根 2013：14）。経済産業省の発表によれば、税引き前の純利益
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などに対する日本企業の公的負担の割合は 50.4％で「国際的に非常に高水準」で、米
英よりも 10％程度高い法人税率が全体の税率を押し上げていると分析している 36。
また、1990 年代の日本は、プラザ合意以後の急速な円高の中にあった。この円高定
着とともに、多くの企業が積極的に海外への投資を行うようになった。円高によって、
輸出企業は国内での生産が不利となり、他方、輸入品が安く買え、海外の企業も安く
買えるようになった。小売業にとっては海外からの商品調達・商品開発・輸入にもメ
リットが生じるようになった。そして小売企業は海外進出する場合には、海外の土地
や家賃などが割安になり、投資機会にも恵まれた。これらのメリットは、それまで国
際化に消極的であった日本の小売業の海外進出の一要因となった。

3.2

青島市小売市場からのプル要因

進出先の国・地域での海外小売企業を引きつけるプル要因は、その国・地域の市場
事情、競争動向、環境要因などに分けられる。以下ではこれに基づいて、青島市小売
市場からのプル要因を検討する。
まず進出先の国・地域の市場事情とは、市場規模、成長性、景気変動のことであり、
市場規模が大きく、成長性が高く、景気変動が小さいほど市場は魅力的になる。青島
市は中国初めての対外開放都市の一つとして、他の都市より短期間に発展し、市場規
模の拡張も見込める都市であり、近代的な流通企業の参入にとっては、沿海都市でも
その魅力度は群を抜いていた。とりわけ改革開放以降、青島市小売市場では、所得の
上昇に伴い、生活をより豊かにするための選択的消費を増やす余裕ができたと考えら
れる。中間所得層の拡大、消費量の増大と消費者ニーズの多様化によって消費は量的
変化から質的変化をも招くことになった。その中で、青島市小売市場の成長性はイオ
ンにとって大きなプル要因となった。
競争動向とは、参入障壁、競争上のライバルなどである。中国では改革開放政策の
実施以降、生産技術の革新が進み、市場経済が活発化するのに伴い、大量の商品が市
場で流通するようになった。しかし、改革初期の小売業は、経営ノウハウ、販売管理、

36

『日本経済新聞』2010 年 6 月 8 日付。
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情報技術、経営方式などの面で、外資系小売企業に比べてかなり遅れていた。こうし
た状況を変えるために、中央政府は外資系小売企業の導入という方針をとった。イオ
ンが中国へ進出した 1990 年代中後期は、ちょうど中央政府が試験的に外資系小売企
業を導入した時機であり、外資系小売企業は競争優位性を強く持っていたので、これ
は大きなプル要因となっていた。
さらに環境的要因とは、経済的、規制的、社会的変化である。中国の場合には、改
革開放政策の実施以来、経済が飛躍的に成長するようになったことは、世界の注目を
浴びている。しかし、1992 年まで、原則的に外資流通企業の参入は禁止され、小売市
場への外資参入と関連する開放政策は未整備であった。市場経済体制の確立に伴い、
計画的体制で統治されたものから指令、指導、市場調節を経て、市場経済へとシフト
してきた。それと同時に、小売流通業の改革も始まった。1992 年の 7 月 4 日、国務院
は「商業小売分野の外資利用に関する通達（国務院 82 号函）」を出して、中国の流通
業への外資進出を条件付で認める（包 2013：58）ようになった。
これによって、青島市はいくつかの先導的な試験都市の一つとして、1～2 社の合弁
または合作経営の小売企業の設立が可能となった。1996 年の「外商投資商業企業試行
弁法」施行により、許容条件が若干緩和され、限定的である卸売業についても外資企
業の参入が認められるようになった。
また、過去の青島市の後進的流通システムからみると、生産性が高い流通システム
を歓迎する機運もあったようである。青島市は中央政府の政策を弾力的に受け入れ、
柔軟な政策を打ち出しており、国内初めての先導的な試験都市として、いち早く外資
系小売企業を導入した。海外の小売企業は現地企業との合弁・合作方式により、青島
市小売市場に参入することが容易になった。以上、青島市のプル要因は外資系小売企
業の進出にとって大きかったと言える。

3.3

イオンの内部要因

小売企業の海外進出は、進出先国・地域の規制、経済、社会、文化、小売構造など
のさまざまな困難をともなう。出店国における言語理解はもとより、法的知識、商品
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調達・販売方法を含む既存流通システムへの理解、そして現地消費者の購買行動の把
握などである。
そうすると、外資系小売企業間の相互競争という面から言えば、いち早くマーケッ
トシェアを獲得（先発者の優位性）できるメリットを追求するということを小売企業
の内部要因として挙げることができる（柳 2005：9）。つまり、経営者のパイオニア精
神が企業の海外進出の一要因になりうる。しかし、それだけに留まらなく、小売企業
自体の成長戦略が海外進出へ果たす役割は大きいと考えられる。イオンの中国進出に
ついて、企業戦略の転換、特に中国戦略の重視について考察する必要がある。

3. 3.1

イオンの戦略転換

イオンは中国市場に進出する前、既に東南アジアのマレーシアでモール型ショッピ
ングセンター、タイで食品スーパー、香港で総合スーパーなどの業態で出店した。し
かし、これらは進出先国・地域の政府・企業あるいは仲介者からの誘致を契機とした
「受動的国際化」
（相手に依頼されて出店する、あるいは通常の地理的多角化として国
際化する戦略）であった。

1984年～1988
年：マレーシ
ア・タイ・香港
に出店、ローラ
アシュレイ社と
1968年～1983年： 提携・タルボッ
東南アジアで買い付 ト社買収
け、開発輸入会社設
立、セーフウェイ社
・プロモデス社との
提携

図 3－2

1995年～1999年：
中国本土への出店、
スポーツオーソリ
ティ社・オフィス
マックス社と提携等
2000年～：中国
・アジア事業拡大
1989年～1994
年：国際的企業グ
ループへの飛躍、
東南アジアへの出
店進む、ザ・ボ
ディショップ・ク
レアーズ社と提携
等

イオンの時期別国際戦略

出所：白（2012：113）。
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イオンは 1990 年代前半の外資規制緩和を背景に、中国市場の将来性を評価し、東
南アジアでの進出経験を活かして、
「 能動的国際化」
（ 国際的な発展を目指すスタンス）
へと方針を転換した。この戦略の転換により、中国の広東省、上海市、青島市への進
出を決めた。また、イオンは 2000 年に「グローバル 10」の構想を発表した。その構
想の柱の 1 つはアジア戦略、とりわけ中国戦略である。2000 年以降、広東省、青島市
での市場開拓の成功を契機に、さらに中国各地域への進出が活発になった。

3.3.2

イオンの中国戦略

イオンは中国において、東南アジア及び日本国内で蓄積した経営・海外進出経験を
活かしながら、現地の小売市場特性に合わせて事業を展開している。まず進出先で現
地法人の設立という形で進出を果たす戦略をとったのである。1985 年の「ジャスコス
トアーズ香港」の設立から始まり、1995 年の「広東ジャスコ」、1996 年の「青島東泰
ジャスコ」、「上海ジャスコ」の設立と相次いだ。その後、香港、広東省、山東省、上
海市などの地域で事業を展開している。
次いで、イオンの中国戦略で注目すべきところは、革新的な小売業態としてのショ
ッピングセンターの運営への関与である。それにこだわる理由としては、主に 2 つあ
ると考えられる。一つは、イオンは東南アジアと日本国内で蓄積したショッピング・
モール戦略を、この 3 つのメリットについては後で論じるように、活用して選んだ。
もう一つは、イオンが中国へ進出する 1990 年代を振り返ると、ヤオハン、ダイエー、
ニコニコ堂などの日系小売企業が中国市場から撤退した時期である。その撤退の大き
な原因は直営部分の家賃高騰と家賃変動の不安定化などである。イオンはこれを反面
教師として、ショッピング・モールという小売業態を選んでそのデメリットを避けよ
うとしたといえる。
さらに、イオンの中国での展開は進出先の小売市場特性に合わせるという方針をと
った。つまり、その経営戦略は参入当初の革新業態としての標準化から現地適応化へ
の修正の取り組みを行うというものであった。イオンの中国戦略はマレーシア、香港
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での実績をテコにして、進出先の市場の特性に合わせながら、着実に展開された。そ
の点を象徴するのが人材面の蓄積（現地スタッフの採用、社員の研修など）、店舗立地
戦略の選定、差別競争優位性の構築などである。たとえば、マレーシアで顕著であっ
た現地人材の開発・登用は中国において継承するとともに、市（区）政府周辺への出
店、複合 EDLP 戦略を実施することなどが挙げられる。
ジャスコ中国については 2013 年 3 月を目処にイオン（中国語では永旺）という店
舗ブランドを統一することを発表した。2014 年現在、イオンは中国で総合スーパー、
食品スーパー、コンビニエンスストア、総合金融サービス、商業不動産開発、専売店、
サービス会社などの業務を展開している。

4

青島市小売市場での経営展開

イオンは上記の 3 つの側面の要因に基づいて、青島市小売市場へ進出した。進出直
後は大きな成功を収めたが、次の展開では閉店するという失敗も経験した。イオンは、
異なる環境をどのように理解し、それに適合した戦略行動をどのように展開したのか、
これを明らかするために、序論の先行研究で整理した白の議論（図 0－2）を手がかり
にしつつ、参入当時の青島市小売市場の特性に応じて、その革新業態が適用できたの
かを検討しよう。

4.1

参入時の革新業態としての標準化

青島市小売市場からのプル要因で分析したように、経済の成長に伴い住民の所得は
年毎に増加しつつあり、生産技術の革新により大量な商品が市場で流通するようにな
った。生産と消費をつなぐ小売流通業の近代化を促進するために、1990 年代初頭に、
青島市は中国小売業の先導的な試験都市に指定され、1～2 社の外資系小売企業の導入
の取り組みが始まった。こうした背景の下で、イオンは現地パートナーの青島市供銷
社聨合社を選んで、合弁会社を設立する形で青島市への進出を果たした。すなわち、
市場需要の面ではイオンの参入条件が揃ったわけである。
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イオンの青島市への参入時に、持ち込んだ小売業態（コンセプト）は当該都市にお
いて革新的であるかどうかを見てみよう。イオンが参入する際には、中国の小売流通
業は改革の初期にあたり、青島市小売市場では伝統的な経営方式をとっていた国営百
貨店、中小小売商などの小売企業しかなかった。これらの企業に比べて、イオンはセ
ルフセービス方式、商品の陳列方式、販売ノウハウ、接客サービス・態度の良さ、経
営管理などの面では強い競争優位性があった。すなわち、イオンの青島市への参入は
持ち込んだ小売業態がそこで顕著な革新的優位性がある。こうした青島市小売市場の
特性に応じて、イオンの青島市 1 号店は「競争優位性戦略 37」を選んで参入してきた
といえる。
イオンの青島市 1 号店は、ショッピング・モール戦略を選んで開設したのである。
この戦略はイオンが日本で得意とする事業分野であり、既述したように最初の海外進
出地であるマレーシアでも成功経験が蓄積された。しかし、イオンが青島市の東部に
進出する時点では、その周辺には何もなかった郊外で畑だらけと言っても過言ではな
かった。その当時、誰もがイオンが成功するとは思ってもいなかったし、業界でも重
視されていなかった。
それにもかかわらず、イオンは得意とするショッピング・モール戦略で、青島市の
東部では中国初めての郊外型ショッピングセンター（SC）を 1998 年 1 月にオープン
した。イオンはそのようなやり方をとった理由としては、それまで蓄積した郊外ショ
ッピング・モール開発のメリットを十分に発揮できると考えれたからである。すなわ
ち、
「まず、郊外の比較的安価な土地を先行投資により取得した上で大型 SC を出店す
ると、新たな商業立地創造により地価上昇の利益を獲得できる。次に、郊外 SC は、
大規模な売場面積と駐車場、サービス施設を保有することから、広い商圏での大きな
集客力を発揮できるため、テナントへの有利な条件での賃貸を可能とし、賃貸収入を
高めた。また、SC 周辺の地元中小小売商をテナントとして加入させることで、地元と
の衝突を回避し、利害の調整にも役立った。さらに、SC は売場面積が広く、テナント

37

小売企業が海外進出する時、育った母市場のフィルター構造と進出先国のフィルター構造との共
通・差異部分に基づき、その出店戦略を「飛び地戦略」、
「競争優位戦略」、
「特定市場適応化戦略」、
「複数市場適応化戦略」と「グローバル戦略」という 5 つのパターンに区分して提示した。さら
に詳しい説明は、川端（2000：237－239）を参照せよ。
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が総合スーパーの品揃えを補完することで、比較購買性を高め、商業施設としての魅
力を高める効果があった」（渦原 2012：14－15）。イオンはこのような郊外ショッピ
ング・モール開発のメリットを発揮しうるという見込みをもって、青島市政府の東部
開発事業に合わせて進出した。この革新的業態としてのショッピング・モールは中国
初めてのものであり、現在にも青島市ないし中国小売業に大きな影響を与えている。
この店舗についてはイオンがディベロッパーであり、核店舗の運営者でもある。土
地、建物はともに自社保有であるため、投資額は 3 億元、三重県松阪市のイオンショ
ッピングセンターの建築仕様で、中国現地の建設会社が施工した。5 万平方メートル
の敷地に総店舗面積が 2 万 3,500 平方メートルの 2 階建てであり、駐車能力は 800 台
であった。1 階は食品スーパーが約半分を占めて、衣料品・靴・化粧品などとマクド
ナルド・食品関係の店舗がそれぞれ 4 分の 1 を占めていた。2 階は家庭用品・母子用
品・生活家電と飲食店をそれぞれ半分を占めていた。その内、飲食店は日本料理、韓
国料理、中華料理、西洋料理などのレストランを中心に合計 60 余りの専門店が出店
した。
すなわち、この店舗の設置は、総合スーパーマーケットを食品部門（食品スーパー）
と衣料品・住居・家庭用品部門の 2 つに分けて、それぞれを核店舗としてモールの両
翼に配置し、その間を 2 層のモール（専門店街の遊歩道）で結ぶ、いわゆる「2 核 1
モール」形式というものであり、こうした配置によって、顧客誘引力が高まるとした
わけである。
店舗の内装は天井が高く、商品陳列の量感が出やすいため、天井から販促資材など
を吊るすといったきめ細かな対策を打った。照明も明るく通路の幅もゆったりと確保
されて開放感を持ち、食料品と非食料品を幅広く取り揃え、セルフ販売方式を採用し
た。日本式販売サービスを実現するために、できる限り現地の人材を採用し、接客技
術・態度などの教育・研修にも手間と時間をかけた。乗用車の普及率と車を中心とし
た生活様式時代の到来を予想し、広域商圏から顧客を吸引するため大規模駐車場を備
えた。
イオンはこの店舗の運営で積極的に EDLP 戦略 38を実施している。この EDLP 戦略
38

イオンの EDLP（Everyday

Low

Price、毎日が安売り）戦略とは、ウォルマートが「毎日全
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では、一定の品質を保ちつつ、品揃えを充実させ、消費者へのサービスの維持という
ことも含まれている。毎週一回チラシを配ったり、定期的に広告で宣伝したり、毎週
火曜日に感謝デー、会員感謝デー、祝日などのイベントを設けたり、複合型 EDLP 戦
略を実施することとした。毎日が低価格と言ったイメージが消費者に広まることによ
って、継続的な来客が見込めると期待したわけである。
このショッピング・モールの設置は買物するための空間を提供するということだけ
ではなく、現地消費者へ選択の多様性、利便性、快適性、娯楽性などを提供するなど、
生活者ニーズに応えるコミュニティ施設として都市機能の一翼を担うものである。こ
れも青島市政府の都市開発理念と一致し、現地消費者も直ちに認めることとなった。
また、この時期では外資が 100％出資して小売業に進出することはまだできなかっ
た。イオンは現地パートナーを選定し、その協力を得るというメリットを有効に利用
しながら、青島市の事業展開を行った。現地パートナーの青島市供銷社聨合社は農産
物の出荷、加工、小売を主な事業とする青島市政府の直轄企業であり、軽工業、サー
ビス業なども展開しており、小売事業では百貨店や多数の大型店を経営していた。
当時の青島市供銷社聨合社の関心は主に投資にあり、現地法人の経営方針や人事は
イオンが決定した。青島市供銷社聨合社は現地商品の調達能力が強く、現地政府との
関係が良好であるというメリットをもっており、これとイオン自身の先進な経営ノウ
ハウ、豊かな資本金などのメリットを合わせる形で、青島市 1 号店は開業した。この
ような現地パートナーとの良好な関係を維持することによって、イオンの青島市小売
市場での展開には拍車がかけられるようになった。
しかし、この店舗の開業の当初、地元企業の経営者たちは（イオンの）売場が広す
ぎて、陳列方式が営業面積を無駄にしている。レジでの精算という支払い方法にも問
題があり、商品が盗まれやすく、管理も行き届かないから長く持つはずがないという
判断を下していた 39。ところが、この店舗の売上高は開業初日には 100 万元を超え、
初年度の売上高は 2 億 8,000 万元、2000 年には 4 億 3,000 万元に達し、純利益は
2,006 万元にもなった。3 年目で黒字化を達成し、消費需要の拡大を満たすために、
ての商品が安いから、いつでも来てください」という発想に基づいて、採用した政策であり、特
売をせず、各商品を毎日低価格で販売することである。
39 劉国良「鯰魚効応」
『大衆日報』2001 年 3 月 10 日付。
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2004 年 8 月に店舗の拡張工事を開始し、営業面積、駐車能力を拡大した。
以上のように、イオンのモール型ショッピングセンターにおける店舗の設計や、内
装、商品レイアウト、商品の品揃え、サービスの良さ、経営理念、企業文化、価格戦
略などの革新性は、現地の伝統的な対面販売方式を採用していた小売商にとって「経
営革命」のような衝撃を与えたわけである。地元経営者たちはこれを受けて、外資企
業を手本として、それを学習、模倣などが始まった。この 1 号店の大成功を背景に、
イオンは青島市内及び周辺地域への出店を活発化させた。
以上で論じたように、イオンは標準化戦略によって革新的な小売業態を青島市へ移
転し、この競争優位性が顕著に発揮され、青島市 1 号店は成功した。しかし、青島市
小売市場の特性は多様であり、その特性にうまく対応し、革新的優位性が構築できる
かどうかは、次の展開を見なければならない。それは次節で論じるようにイオンの 2
号店の展開は失敗したからである。

4.2

現地適応化への調整プロセス

イオンは青島市 1 号店の成功を背景として、2000 年 11 月 18 日、青島市の旧市街
地に 2 号店（遼寧路店）を開店した。この店舗は青島市 1 号店のショッピング・モー
ルという形態を取らなかったが、その店舗の核心である総合スーパーの展開を試みた
のであり、その点では標準化戦略の適用ということができる。この店舗は鉄骨造一階
建て、売場面積が約 8,900 平方メートルある。2,800 平方メートルの大型食品売場を
はじめとする衣料・家電など幅広く展開するとともに、同市で初めて化粧品など美容・
健康関連商品を集積した。送迎用バスを出したり、週 2 回の感謝デーを設けたりなど
の様々な集客施策・販売促進活動を企画・推進することを試みた。
このように、イオンは標準化戦略を採用して、青島市 1 号店の経営モデルの一部（総
合スーパー）をそのまま青島市 2 号店に持ち込んだ。しかし、イオンの青島市 2 号店
を取り巻く環境は 1 号店の周辺の市場特性、市場環境と全く異なり、その経営は失敗
した。それを次に分析してみよう。
2 号店の地理的環境は次のようであった。店舗の片側には大きな食品工場があるう
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え、都市の旧市街地改造計画によって周辺の居住地区の改造が始まったこと、また、
近くの台東商業エリアの開発の影響で、店舗前の道路が一方通行となって交通が不便
になっていた。このようなことが直接的な原因となり、売上高は目標を大幅に下回り、
回復の見込みも立たないと見込まれた。このような地理的環境のもとで出店したこと
から、集客が困難となり、収益率が上がられなくなって閉店せざるを得なくなったわ
けである。すなわち、2 号店は立地戦略を間違ったことがその閉店の直接的原因だと
と考えられる。
また、1 号店と 2 号店の周辺市場特性を見ると、1 号店の周辺は市政府の重点開発
地域であり、多くの官庁、大型企業のオフィスビル、ホテル・レストラン、高級住宅
などが相次いでここに集中することになり、その店舗の成長を支えている。それに対
して、2 号店は旧市街地に立地し、周辺住民の所得も 1 号店周辺の消費者より低い。
そのため、ターゲットとした消費者にとって 2 号店の魅力もあまりなかった。2 号店
の地理的環境が不利であったことと合わせて、このような全く異なる市場特性のもと
で、1 号店の核テナントと同じような中高等総合スーパーを開設したことが失敗の原
因といえよう。つまり、このような全く異なる市場特性のもとで、1 号店の小売標準
化モデルを強引に 2 号店の開設に適用したことが、その革新的優位性を構築できなか
った原因だといえるわけである。
イオンの青島市 1 号店は 2 号店の経営と対照的事象となった。1 号店は好調な経営
を背景として、2004 年 8 月に拡張工事を開始し、店舗面積を 5 万平方メートルまで
に拡大し、2 号店の経営資源をこの店舗に集中した。2005 年 1 月に営業を再開し、直
営売り場はスポーツ用品、デジタル製品の売場を拡充した。駐車場も 1,400 台までに
増やした。現在では、この店舗の周辺には多くの店舗が集積して経営し、競争も激化
した。それにもかかわらず、高収入層がこの周辺へ集中したことやモータリゼーショ
ンの進展によって、ショッピング・モールの優位性が強まり顧客吸引力が高まってい
る。イオン 1 号店は中国にあるイオン店舗の中では最も高い販売効率を維持している。
イオンは青島市 2 号店の閉店を反面教師として、その一時的な失敗経験を反省しな
がら、自社の得意とするショッピング・モールを再び選んで、青島市 1 号店を手本に、
青島市の西対岸にある黄島区に出店した。この店舗は 2005 年 12 月に開店し、青島市
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1 号店とほぼ同じように、商業施設が 3 万 6,000 平方メートルの 2 階建てである。飲
食店を含む 56 店舗を配したモール型ショッピングセンターで、1,000 台の駐車場があ
る。ディベロッパーが所有する土地に建物を作り、イオンがそれを一括で長期リース
し、テナント構成を含めて経営している。
一般的に、小売企業の海外展開での成功は、差別的優位性や現地適応能 力に加え、
蓄積された経験に多くを依存している。しかし、各国の市場特性は必ずしも一様では
ないので、地域密着型産業としての小売業は、立地している地域の消費者と密接な関
係をもてるかどうかが、海外進出の成功鍵となる。この点から見ると、小売業の海外
進出はなかなか難しいということは確かである。先端的な小売業が競争優位性を有し、
現地適応能力も強く、海外進出した経験が豊富であるとしても、その海外展開では必
ず成功することはいえないわけである。
黄島店は青島市 1 号店と全く同じような業態であるショッピング・モールを選んで
開業したが、その初期の経営は順調ではなかった。その原因の一つは上記で論じたよ
うに、同じ都市でも、各区域あるいは商業エリアの市場特性も必ずしも一様ではない
ということにある。黄島店が所在する黄島経済技術開発区は青島市最重点開発地区に
指定され、若い世代を中心に人口が急増していたが、周辺の顧客層は若く、所得水準
は高くない。しかも周辺には地元の総合量販店が 2 店舗あり、価格競争による顧客の
奪い合いが起きていた。つまり、黄島店の周辺市場特性は 1 号店と全く異なていたわ
けである。
黄島店は開業の当初には、売上高の目標をやや下回った。そのため、青島市 1 号店
の標準化モデルをこの店舗に合わせて適応化するという修正が始まった。その対応措
置としては、第一に、店舗立地する周辺の市場特性を再認識し、それに応じて経営戦
略を現地適応化へと調整した。顧客層は若くて収入所得水準は低くと、周辺の競争店
舗の経営特徴を調査したことなどに基づいて、イオンを核心店舗として、ショッピン
グセンター内の専門店・飲食店テナントやブランド品店を強化し、消費者ニーズに対
応して競争差異化戦略を作成して実施を試みた。この経営戦略を現地適応化するため
に、第二に、現地人材、とりわけ管理層人材の採用から始まった。同社青島市 1 号店
の店長を務めた経験のある李魯青をこの店舗の店長に任命し、深セン市のイオンで研
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修させ、その経営経験を学ばせた。第三に、イオンなりの接客方法から売場管理まで
の経営方針を貫くために、人材養成、社員研修などを行った。
こうした様々な現地適応化するような経営戦略の調整に伴って、黄島店の売上高は
増加する行方が示され、現地の消費者との密接な関係はさらに強化されるようになっ
た。その後の反日デモで大きな被害をあったにも、ただ約 3 ヶ月で迅速に復旧し、営
業を再開できるようになった。これについては、後で触れる。
イオンは青島市 2 号店の閉店や黄島店の経営戦略の修正したという経験に基づいて、
これからの展開では青島市小売市場の特性を把握しながら、それに応じて標準化経営
モデルを現地市場に適応化するという調整を試みるようになった。このように、イオ
ンは現地適応化する経営戦略を調整しつつ、現地型の経営モデルを模索するというよ
うになったわけである。さらに、消費者ニーズの急速な多様化、個性化、高級化に対
応して、多業態経営モデルの展開を行っている。それを次節で検討しよう。

4.3

多業態の現地型モデルの形成

イオンは以上の現地適応化への調整を経て、これまでの青島市に進出した経験を活
かし、変化する市場特性に応じて、経営戦略を調整しながら現地型経営モデルの模索
が始まった。
2009 年 11 月に、青島市市北区の延吉路商業エリアの万達買物広場の核心店舗とし
て新店舗を出店した。この店舗は 1 号店の自社核心テナント及び閉店した 2 号店と同
じような総合スーパーという業態を選んで、売場面積が 6,000 平方メートル、食品ス
ーパーでは加工、日常用品、農産品、果物、野菜、畜産品、海鮮と焼きパン及び化粧
品、家庭用品、専門店（18 店舗）とを組み合わせている。送迎用バスを出し、週 2 回
の感謝デーを設けており、駐車スペースは 900 台である。
2012 年 10 月 25 日、これまでの店舗とは異なって、青島市市南区の市区内随一の
商業エリアに「ライフスタイル提案」をテーマに生鮮食品スーパーという新型業態店
舗の百麗広場店を開業した。しかし、この店舗の開業に先行して 9 月 15 日、黄島店
は現地で発生した反日デモに乗じた破壊行為により大きな被害を受け、一時的に営業
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を見合わせざるを得ない状況となった。被害総額は 2 億元（約 25 億円）に達し、企
業にとってかなり大きな影響を与えたわけである。その復旧は時間がかかるし、復旧
しても再び現地の消費者の支持を獲得できるかどうかが疑問を持っていることも何ら
不思議ではないであろう。普通の企業にとって、撤退せざるを得なくなったことの可
能性もあると考えられる。
しかしながら、イオンは被害後、迅速に復旧作業を始め、わずかおよそ 2 週間を経
て、大半のモールゾーンで営業を再開し、11 月 24 日全館営業を再開した。また、こ
うした状況にあったにも関わらず、この新型業態の百麗広場店を開業した。このこと
はイオンの展開が現地の人々に支持されていること、また、企業側からすると青島市
の展開では 2 号店の閉店と黄島店の現地適応化する経営調整などを経て、青島市小売
市場の特性に適合する経営モデルが構築されたという強い自信があることを物語って
いる。

「 百麗広場店は、青島イオンの新たな試みとして、通常の食品の品揃えに加え、人気ス
イーツ販売店を集めた「スイーツワールド」を設置した。そのほか、専属シェフによる
調理演出や親子料理教室等のイベントを実施する常設型カウンター「キッチンスタジア
ム」など提案型のコーナーを設置し、ライフスタイル提案をテーマにした食品スーパー
という。青島随一の品揃えを誇るパスタ、リカー売場を導入するなど、新しい情報に敏
感な店舗周辺の 20～30 代のニューファミリー層をターゲットに、新たな楽しさやライ
フスタイルを提案する 」 40。

この店舗は消費者所得の向上を背景として、中高収入層の消費者ニーズに対応して、
それを目標ターゲットにしたもので、売場面積はそれまでの店舗よりやや小さく、
5,000 平方メートルの生鮮食品スーパーという新型業態を試みている。
また、経済の成長に伴い高収入消費者をターゲットに、安全、安心、品質重視を特
徴とする消費ニーズに対応するために、イオンは 2013 年 1 月に「イオン Maxvalu（美
思佰楽）（青島市）商業有限公司」を設立した。同年の 8 月に Maxvalu（美思佰楽）
40

『流通ニュース』2012 年 10 月 22 日付。
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青島市 1 号店を開業した。この店舗は売場面積が 1,878 平方メートルで、生鮮食品ス
ーパーである。2014 年 2 月に Maxvalu（美思佰楽）青島市 2 号店も開業した。この
店舗の売場面積は 1,150 平方メートルである。2 店舗ともに立地戦略を重視している。
店舗の周辺には市政府をはじめとする多くの官庁、金融機構、大型企業のオフィスビ
ル、高級住宅区などが集中している。店舗内では生鮮食品を中心に、加工食品、輸入
食品及び日用品などの 10,000～12,000 種類の商品を陳列している。農産品は直送方
式で、新鮮・高品質を狙って高収入消費者をターゲットに経営している。
多業態の経営モデルを模索すると同時に、進出した本業としてのショッピング・モ
ールの経営モデルについても、黄島店の現地適応化の経験を踏まえ、16 年間にわたる
外部環境の変化による企業の戦略行動の部分的見直しを積み重ね、現地型の経営モデ
ルを構築するようになった。

写真 3－1

イオン青島市合肥路店の外観

出所：筆者撮影。

2014 年 12 月 20 日、これまでの青島市における経験の蓄積・現地適応化を代表し
うる店舗としてのイオン合肥路店（写真 3－1）を開業した。イオンの青島型ショッピ
ング・モール合肥路店は、依然として「地域最大」にこだわった売場作りを各フロア
で展開する。このショッピング・モールの立地する「浮山後エリア」は、自然と暮ら
しが調和した青島市最大級の住宅・文教地区であり、市北区を東西に貫く合肥路と南
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北に走る勁松三路という幹線道路の交差地に位置しており、加えて周辺には 10 路線
が走るバス停が 4 ヶ所あり、交通至便な場所として広域からの来店が見込めると期待
したわけである。
イオンを核店舗として、日系 14 店舗、青島市初登場となる 10 店舗を含む 94 店舗
のテナントを組み合わせて出店している。3 階建てであり、駐車場は約 1,000 台であ
る。全キャリアの携帯電話料金清算、交通カードの入金、宝くじの購入、公共料金の
支払いが 1 ヶ所で行える「総合サービスセンター」を設置し、ベビールームもあり、
女性、ファミリーのための快適空間を提供している。常設のイベント広場「Happy 港
湾」では毎週様々なイベントが開催されている。
1 階では総合スーパーとして、地域最大の寿司売場があり、国内外約 420 品目から
なる地域 No.1 の品揃えのキャンディ売場を設置しており、
「安全・安心」な有機野菜・
無農薬野菜も揃えている。2 階では新しいライフスタイルの提案するという方針のも
とで、
「レディス」、
「メンズ」、
「インナー」、
「スポーツ」の 4 つのテーマ別売場を設置
し、3 階では地域最大級のキッズ関連集合売場を展開している。
こうした展開は、このショッピング・モールを当該地域の新ランドマークとして位
置づけ、「80 後（バーリンホー：1980 年世代）」の人々に対し「新たしいライフスタ
イル」を提案することをコンセプトに、新たなコミュニティ拠点になることを目指し
たものである。
新店舗の経営を順調に展開するために、現地の各店舗で務めた経験のある管理者を
この店舗に配置した。例えば、青島市 1 号店と黄島店ともに店長を経験した李魯青を
責任者の SC ゼネラルマネージャーとし、王泉を SC マネージャー、劉広誠を店長と
するという現地人材の登用・開発は顕著であった。この店舗はイオンの青島市の小売
市場の特性に応じて適応した現地型の経営モデルの集大成といえる。
イオンは青島市小売市場では多業態の発展モデルを模索しながら、積極的に青島市
の周辺地域へ進出することを試みている 41。同時に、青島市小売市場の特性に合わせ、
柔軟な出店戦略を採用している。これはイオンとミニストップとの合弁会社「青島ミ

41

青島市周辺都市では煙台店、維坊店、威海店、シ博店、済寧店などを開設したことが挙げられる。
詳細には包（2015）を参照せよ。
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ニストップ」の出店過程で現れている。その出店戦略では、基本的には日本並みの 120
平方メートル前後の店舗を中心に営業してきたが、ビジネス街や繁栄街などの市街地
では、賃料負担が大きいため、出店速度が上がらないと判断され、賃料が安い住宅地
で 85 平方メートル程度の店舗を展開するようになった。

地図 3－1

青島市におけるジャスコの大型店舗分布

出所：青島永旺東泰商業有限公司のホームページ 42により筆者作成。

また、イオンの青島市小売市場での展開では店舗の立地戦略が重視される。青島市
1 号店は現地パートナーを活用して、優れた立地選定が可能となった。その後の出店
試行の中で、とりわけ青島市 2 号店の閉店経験を反面教師として、店舗の立地戦略は
さらに重視された。青島市 1 号店、黄島店、合肥路などの青島市の 5 つの店舗に共通
する出店特徴は 3 つある。すなわち、1 点目は、これらの店舗はいずれも市政府・区
政府などの周辺への重要な立地を選んで出店したこと、2 点目はいずれも市街地の中
核商業施設・商業施設の中核店舗になっていること、3 点目はいずれも市街地の開発・
建設とともに開設したことである。
以上のように、イオンは青島市小売市場ではショッピング・モールの開発を本業と
して展開し、その後、消費者ニーズの変化に対応してスーパーマーケット、コンビニ
42

2014 年 12 月 10 日に最終確認。
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エンスストアなどの業態を拡大してきた。多業態を展開することによって、経営の相
乗効果が働き、企業の成長・大規模化が実現する仕組みとなっていると考えられる。
このように、イオンはより現地型に適合した経営モデルを追求した結果、チェーン化
原理を基礎として異なる業態の多店舗展開をするようになった。
以上、イオンが青島市へ参入し、現在まで展開してきた経緯について検討した。最
初の参入は白の議論で論じたように革新的業態を選んで、標準化戦略で順調に青島市
1 号店を開設し、大成功をおさめた。それを踏まえ、2 号店及び黄島店を相次いで開業
したが、2 号店は様々な原因で閉店したし、黄島店の最初の経営は順調ではなかった。

表 3－2

青島市におけるイオンの段階別戦略行動

業態開発

価格戦略

調達・物流システム

立地戦略

参

標準化された業

標準化された経営の基

現地パートナーの調

標準化店舗

入

態コンセプト

本理念（複合型 EDLP、

達・物流システムの活

郊外型ワンフロア

時

青島市小売市場

豊富な品揃え）

かす

では革新的業態

品揃えの現地化志向

参

現地型モデル作

PB 商品の投入の強化

直接取引の増加

市（区）政府の周辺や

入

りのための部分

現地消費者ニーズへの

集中仕入れ

集客力の大きい大型

後

的見直し（現地適

適応化

ショッピングセンタ
ー内のテナント出店
応化モデル）
出所：筆者作成。

この状況にあって、企業の標準化戦略行動を現地適応化への修正せざるをえなくな
った。その後、イオンは標準化から現地適応化への戦略転換の中で、チェーンストア
原理を基礎として、青島市小売市場で大規模化・多業態化にしつつある。そして、イ
オンは取り巻く外部環境の変化による企業の戦略行動の部分的見直しを積み重ね、現
地型の経営モデルを模索し、構築している。イオンの青島市での参入時と定着時まで
のイメージは表 3－2 に示した通りである。
以上の考察をまとめると、白の議論は進出企業が成功した場合の分析としては有益
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である。また、現地企業が進出企業との競争を繰り広げることによって、進出先の市
場が発展する点を解明する手がかりも与えてくれた。しかし、白の議論では進出企業
の革新性が定着するかどうかについての説明はできなかったことが分かる。つまり、
青島市小売市場の特性は多様であり、イオンの 2 号店はその特性にうまく対応できな
いため、その革新的優位性の構築はできなくなった。2 号店と黄島店の展開の中で、
現地経営の経験を蓄積し、多業態の現地型経営のモデルを模索したわけである。

5

青島市小売業へのインパクト

以上ではイオンの青島市への進出要因と進出後の経営展開について考察した。それ
を踏まえ、外資系小売企業の進出が現地企業にどのような影響を与えたのかという視
角からイオンの進出によってもたらされたインパクトを整理しよう。
第一に、イオンの青島市 1 号店が中国初めての郊外型ショッピング・モールという
形で開業し、それが成功を収めたことによって、青島市ないし中国のほかの地域でも
ショッピングセンター事業開発の展開可能性が強く示唆されたという点である。
このショッピング・モールはスーパーマーケット、各種専門店、サービス事業など
が一体となったものとして、計画、開発、所有、管理、運営された商業集積であり、
周辺の消費者だけでなく、広域商圏からの顧客をも吸引しうる。とりわけ、ショッピ
ング・モールの郊外開発のメリットは、地方政府による郊外への都市開発事業に合わ
せた店舗の展開には大きなものとなることが、他の中外資小売企業に示唆を提示した。
現地の寡頭小売企業である利群は、イオンのショッピング・モールを学び・模倣した
上に、自社の優位性を追求した結果、2013 年 9 月に利群即墨ショッピングセンターが
開設された。
また、イオンの青島市 1 号店の開設の当初は、青島市の乗用車普及率自体は日本の
1970 年代前半の状況にも及んでいなかった。乗用車の普及率と車を中心とした生活
様式の時代はいま一歩の段階にあった。それにもかかわらず、日本国内及び東南アジ
アで蓄積した発展経験を活かして、800 台車を受入れる大規模駐車場を備えるモール
を展開したのである。その後、経営拡大をし、駐車場は 1,400 台までに増やした。す
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なわち、ショッピング・モールの事業展開は、周辺消費者をターゲットにしただけで
なく、モータリゼーションの急速な進展を見込み、広域商圏から顧客を吸引できる大
規模駐車場を設けたわけだが、このもくろみが的中したわけである。
店舗施設の先進性、利便性、快適性、娯楽性などの提供、さらには生活者ニーズに
応えるコミュニティ施設の機能までも備えたことによって、開業後直ちに現地の消費
者の支持を獲得するようになった。この「2 核 1 モール」型ショッピング・モールの
成功によって、その後青島市小売市場での展開した黄島店と合肥路店もそれと同じよ
うな形で経営している。つまり、この「2 核 1 モール」型ショッピング・モールの成
功によって、青島市ないし中国のほかの地域でもショッピングセンター事業開発の展
開可能性が示唆され、青島市ないし中国小売業に大きな影響を与えている。
第二に、イオンの青島市進出はチェーンストア経営方式の導入によって、先進的な
経営ノウハウ、優良な接客サービス、快適な買物空間の提供などの小売経営知識がそ
れとともに持ち込まれ、青島市小売業の効率化を向上させたという点である。
イオンは店舗の立地戦略を重視し、魅力のある買物空間が創出できるような商品レ
イアウト、商品の陳列方式、接客サービス・態度の良さ、経営管理、経営理念などの
優位性のある先進的な小売経営知識をもっている。青島市へ進出後、積極的に現地型
の経営モデルを模索する中で、チェーンストア経営原理を基礎として、企業規模の拡
大に着手し、多店舗展開を行ってきた。仕入れと販売という機能別分業の原理を基盤
として、集中仕入れによる利益と多店舗販売による利益と同時に達成する目的で、総
合小売企業がよく使用している（渦原 2012：3）手法である。集中仕入れと多店舗展
開により、収益性と集客性のアップが期待されるというわけである。
このように、売上高の伸びということだけでなく、商品レイアウト、経営ノウハウ、
企業文化が現地小売業に大きなインパクトを与えたわけだが、流通技術の面では POS
システム、パーコード技術、サプライチェーンシステムなどの先進的な情報技術を駆
使した情報管理における優位性も発揮し、これが強いインパクトを青島市小売業に与
えた。これによって、青島市小売業に「世界標準」という先進的な小売経営標準に早
急に近付くことを迫ったわけである。それを機に、現地小売企業はイオンのような外
資系小売企業の経営手法を学習し、模倣・イノベーションを通じて企業の経営効率の
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向上に力を入れた。つまり、イオンのような外資系小売企業の青島市進出とともに、
先進的な小売経営知識が持ち込まれ、現地小売企業はそれを学びながら成長する中で、
青島市小売業の効率化は向上した。
第三に、イオンの青島市への進出に伴い、多様な小売業態が青島市小売市場で展開
されることになり、青島市小売業の業態の豊富化が促進された。また、イオン自身の
海外進出経験を蓄積する同時に、青島市小売業の競争力も向上されていたという点で
ある。
イオンの青島市進出する当初、青島市小売市場では生鮮市場のような伝統的な経営
方式をとっていた中小小売商と、対面販売方式を採用していた国営百貨店しかなかっ
た。イオンの青島市への展開の結果、青島市では大型ショッピングセンターが 3 つ、
大型スーパーマーケットが 2 つ、高級生鮮食品スーパーマーケットが 2 つ、コンビニ
エンスストアが 67 カ所などの事業展開をするようになった（表 3－3）。

表 3－3

青島市におけるイオンの店舗一覧表
売場面積（m2）

営業形態

40,000

郊外型 SC の成功例

8,900

旧市街地立地スーパー

2005.12

36,000

大型 SC

延吉路店

2009.11

6,000

大型スーパー

百麗広場店

2012.9

5,000

大型生鮮食品スーパー

店名

開店年月

東部店（1 号店）

1998.1

遼寧路店（2 号店）

2000.11

黄島店

閉店年月

2004.10

Maxvalu

1 号店

2013.8

1178

生鮮食品スーパー

Maxvalu

2 号店

2014.2

1150

生鮮食品スーパー

合肥路店

2014.12

93,000

大型 SC

青島ミニストップ

2009.7

2013 年まで 67 箇所店舗

コンビニエンスストア

出所：矢作（2007a：161）、青島永旺東泰商業有限公司のホームページ 43、イオン（中国）投資有限
公司のホームページと青島ミニストップ便利店有限公司のホームページ 44により作成。

43
44

2014 年 12 月 10 日に最終確認。
2016 年 2 月 12 日に最終確認。
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イオンはこうした先進的な小売経営知識を持っている多業態の展開の中で、青島市
小売市場の大きな変化を促された。そして、イオンはこの青島市での成功を契機とし
て、チェーンストア経営方式を山東省の各地域への進出させている。
このように、イオンは多様な小売業態はチェーンストア経営方式で短期間に青島市
小売市場で展開されたことが、現地小売企業にも大きな影響を与えた。現在の青島市
小売市場では、ショッピングセンター、総合スーパー、生鮮食品スーパー、専門店、
専売店、コンビニエンスストアなどの先進国にある業態のほとんどすべてが存在して
いる。それはイオンのような外資系小売企業の進出によって、多様な業態が持ち込ま
れたからである。イオンを代表とする外資系小売企業の進出が、青島市小売業の業態
の豊富化を促進した役割は非常に大きいと考えられる。
また、イオンの青島市 2 号店と黄島店の初期段階について分析したように、この時
は現地小売市場の特性を十分に把握していないことが、その革新的優位性を発揮して
いなかったを主な原因であるといえた。その結果、当時の現地小売企業の競争力はま
だ高くないにもかかわらず、イオンは顧客を奪うことができず、2 号店は閉店し、黄
島店は現地適応的対応を拡充せざるを得なくなった。
現在までの 20 余年の外資系小売企業の進出を契機とし、小売分野の改革が実現し、
青島市小売業は発展してきたのは、このような外資系小売企業の進化ばかりではなく、
現地小売企業もそれを対抗できる競争力を身につけるようになってきたことによるの
である。こうした中外資小売企業間の激化した競争という中で、青島市小売業の競争
力強化が促されてきた。次章で世界的小売企業であるテスコの事例では、テスコが外
資系小売企業を手本として学びながら、成長してきた現地小売企業の利群との競争で
負け、閉店せざるを得なくなった原因を考察し、激化した競争について分析する。
第四に、イオンの進出により先進的な小売経営知識が持ち込まれたことによって、
青島市小売業の不合理な商慣行が段階的に是正されたという点である。イオンの青島
市進出によって、経営の形式面だけでなく、顧客サービス、商品の調達・品揃え、価
格戦略、物流システム、ローコストオペレーションなどの標準化チェーンオペレーシ
ョンが導入されるようになった。これは従来のようにチェーンストアと名乗って店舗
の形式面だけで、伝統的な経営システムを踏襲した青島市の小売企業にとって大きな
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衝撃を与えた。現地小売企業はそれを受けて、例えば顧客サービスセンターの設置、
物流システムの情報化管理、人材育成の重視などによって、不合理な商慣行を改善す
るようになった。
以上、イオンの青島市への進出によって、青島市小売業に与えられたインパクトを
4 つの側面からまとめた。

6

おわりに

本章の前半では、青島市小売市場での外資系小売企業の代表的な成功例としてイオ
ンの当該都市への進出を着目し、イオンの企業概要、青島市への参入及び参入要因か
ら検討した。とりわけその参入要因を日本市場からのプッシュ要因、青島市小売市場
からのプル要因とイオンの自社内部要因から考察を通じて、イオンの青島市へ進出す
る要因・経緯を明らかにした。
本章の後半では、序論の先行研究で整理した白の議論を手がかりにしつつ、イオン
の青島市小売市場での経営展開を参入時の革新業態としての標準化戦略の実施によっ
て、青島市 1 号店が成功した事例に即し具体的に分析した。その 1 号店を標準化モデ
ルとし、2 号店及び黄島店への移設を試みたわけだが、その時点では、その革新的優
位は構築できなかったので、2 号店は閉店に追い込まれ、黄島店は現地市場特性に応
じて調整せざるを得なくなった。これについては白の議論では分析できないことも論
じた。その後、イオンは 2 号店を反面教師と黄島店の適応化調整した経験に基づいて、
現地型の経営モデルを模索しながら、多業態の展開も行っていた。
さらに、イオンの青島市進出が、青島市小売業にインパクトを与えたということを、
4 つの側面よりまとめた。つまり、イオンのような外資系小売企業の青島市への進出
が、現地小売企業に大きな衝撃を与えて、それによる地元企業の発展が促進された点
を明らかにした。それに伴って、中外資小売企業間の競争が激化となり、青島市小売
業の発展が推し進められた。
以上、イオンの青島市進出したことを考察したように、当該都市の小売業に大きな
インパクトを与えた。その中で、現地の小売企業はその影響を受け、どのように発展
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してきたのかを分析することが重要であると考えられる。次章でそれについて分析す
る。
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第4章
青島市における現地小売企業の

成長と競争力
―利群集団を事例として―

119

1

はじめに

本章では、青島市小売市場の現地寡頭小売企業である利群集団を取り上げて分析す
る。外資系小売業の進出によってもたらされた影響を受けて、当該企業がどのように
成長してきたのかを具体的に考察し、これを通じて、内資系小売企業の成長プロセス
を明らかにする。
本章で取り上げる利群集団は 1930 年に開業した「徳源泰百貨店」に遡れ、青島市
の最も古い百貨店として発展してきた商業企業である。新中国の成立後、とりわけ
1980 年以降、企業経営管理の改革、国有企業としての株式化試行などの改革を試み、
青島市を経営の基盤として発展してきた。1990 年代半ば以降、青島市をはじめとする
山東省でスーパーマーケットや食品・非食品の総合超市（総合量販店）を核心業務と
して小売事業を本格的に展開したが、この時期はちょうど外資系小売企業の参入攻勢
が始まった時期と相前後している。市場開放を進め漸進的な外資系小売業を導入し、
内資系小売企業の改革・育成を進めるという政府政策のもとで、利群は外資系小売企
業を手本として学んだり模倣したりして成長してきた。
また、現地小売企業である利群は好立地の店舗用地の占有やストア・ロイヤリティ
（店舗愛顧度）による非契約的スイッチング費用の発生などの現地小売企業の優位性
をもっていた。それに合わせて、利群は中外資小売企業間、とりわけ外資系小売企業
との競争の中で、その手法を導入し、世界的小売企業であるテスコにも負けない実績
を残すほどに成長した。こうした利群の成長を分析することを通じ、内資系小売企業
の成長プロセスが明らかになる。これが本章で利群の成長事例を取り上げる所以であ
る。
本章ではまず、内資系小売企業の発展の歴史を簡単に振り返って、その発展現状を
分析し、発展特徴をまとめる。次いで、内資系小売企業の代表的な企業である青島市
の利群集団を取り上げ、当該企業の概要を整理し、その発展沿革、経営理念・成長に
ついて簡略に論述する。さらに、典型的なローカル・リテイラーだった同社が、外資
系小売企業の進出によってもたらされた影響を受け止め、多業態化・多店舗化のよう
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な経営を展開してきたプロセスを検討し、青島市小売市場の内資系小売企業の発展・
変化を論じる。

2

内資系小売企業の発展

2.1

内資系小売企業発展の歴史

中国では、内資系小売企業の発展は改革開放の初期の 1980 年代にまで遡る。1980
年代前半に、商品配給制は廃止され、私営（個人経営）小売企業の設立が許可され、
国有・集体所有商業企業の責任制も導入されるなどによって、内資系小売企業は計画
経済のもとで、政府の主導権による経営管理から企業の経営自由権の拡大へと段階的
に転換した。それに加えて、経済の成長、生産技術の革新、住民収入の向上などに伴
い、1979 年の改革開放政策の実施以降、自給自足経済から商品経済へ、計画経済から
市場経済へと二重に移行した。1993 年 12 月 29 日には、中国政府は「公司法」を交
付し、企業の株式化の法制化を定めた。これに先行して、本章で取り上げる事例であ
る利群は 1988 年に改革試行のケースとして株式会社化された。
また、第 1 章で青島市小売業の発展要因を考察したように、ほぼ同時期に遅れてい
た小売流通業を発展させるために、青島市のようないくつかの沿海都市で外資系小売
企業の試験的導入が始まった。それは先進国で普及した小売経営知識などを中国市場
に移転し、イノベーションを引き起こしながら、小売業の近代的な発展を推し進める
ことを狙ったものである。
しかしながら、小売業は生活にとって最も身近なものであり、一般住民の生活自体
を直接左右するものであることから、中国政府は小売流通分野における対外開放につ
いては他の産業よりかなり慎重な態度を取った。内資系小売企業を保護・発展するた
めに、1990 年代初頭から 2001 年の中国の WTO（世界貿易機関）加盟及び 2004 年末
の外資系小売企業にとっての規制の撤廃までの 10 余年にわたり、外資系小売企業の
参入に対して様々な制限を付けた。長期間にわたる計画的かつ漸進的な内資系小売企
業の発展促進する政策の実施によって、内資系小売企業には成長するための時間的猶
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予が十分に確保されたわけである。

2.2

内資系小売企業の発展現状

中国連鎖経営協会は毎年チェーンストア売上ランキング上位 100 社を発表してい
る。その 2015 年のランキングをもとに、現在の上位の中外資小売企業を占める状況
を確認しよう（表 4－1）。本ランキングでは、留意すべき点は、飲食チェーンストア
が含まれる一方、フランチャイズ形式で展開するコンビニエンスストアチェーンが除
外されていることである。
この表 4－1 から見ると、上位の 4 位はすべて内資系小売企業である。1 位と 2 位
の蘇寧電器、国美電器は家電量販店チェーンである。3 位の華潤万家と 4 位の高鑫小
売はハイパーマーケットを中心とする総合小売企業である。上位 10 社の中で、外資
系小売企業は 5 位のウォルマートと 9 位の KFC 飲食チェーンだけである。上位 20 社
まで拡大すると、11 位のカルフールの 1 社が加えられる。以上、20 社のランキング
で、内資系小売企業は外資系小売企業よりその数が多いことが分かる。
また、上位 10 社の小売企業の中で、8 位の重慶商社と 10 位の永輝超市を除いて、
8 社が青島市小売市場で競争している。この点から見ると、第 1 章で青島市を取り上
げて実証研究する理由で考察したように、青島市小売市場における、中外資小売企業
間の競争の激しさは、中国全土を見わたしても例を見ないものであることが分かる。
1990 年代後半以降、伝統的な経営方式をとっていた内資系小売企業は政府の計画
的開放政策のもとで、大きな競争優位性をもっている外資系小売企業の参入によって、
潰れることはなかった。逆に、内資系小売企業はそれを手本として学んだり、模倣し
たりするという中で、成長してきた。つまり、中国では外資系小売業の参入をきっか
けとして生じたキッチアップ型小売流通近代化の過程で、内資系小売企業が売上上位
にランクされるような優位性を誇ることになったわけである。
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表 4－1

中国小売企業チェーンストアランキング上位 20 社（2015 年）

ランキ
ング

企業・チェーン名称

売上高（万元）

店 舗 数
（個）

1

※蘇寧雲商

家電量販

＊15,860,000

1,577

2

※国美電器

家電量販

15,368,559

1,932

3

※華潤万家

ハイパー、スーパー他

10,940,000

3,397

4

※高鑫小売

ハイパーマーケット

10,790,644

409

5

※ウォルマート

ハイパーマーケット

7,354,653

432

6

※山東省商業集団

ハイパー、百貨店

6,372,149

740

7

※聯華超市

6,047,365

3,912

8

重慶商社

5,943,751

340

9

※KFC

飲食店

5,170,000

7,000

10

永輝超市

ハイパーマーケット

＊4,930,942

394

11

※カルフール

ハイパーマーケット

4,010,221

234

12

※大商集団

＊3,841,351

171

13

長春欧亜集団

3,617,802

97

14

中百控股集団

3,500,646

1,096

15

武漢武商集団

ハイパー、スーパー

3,460,628

95

16

石家荘北国人百集団

百貨店、ハイパー、家電
量販他

3,280,115
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17

※宏図三胞

家電量販店

3,204,327

589

18

歩歩高集団

百貨店、ハイパー、家電
量販他

3,101,749

577

19

農工商超市

スーパーマーケット

2,851,127

2,493

20

北京物美商業

ハイパー、スーパー

2,625,527

552

資本別

外資

主要業態

百貨店、ハイパー、スー
パー
百貨店、スーパー、家電
量販他
外資

外資

百貨店、スーパー、家電
量販他
百貨店、ハイパー、スー
パー
百貨店、ハイパー、スー
パー

注：※は青島市に店舗ある企業。＊は推定値。
出所：中国連鎖経営協会（2016）により作成。

2.3

内資系小売企業の特徴

改革開放以降、改革・発展を経験した中国の内資系小売企業は、おおよそ 2 つのバ
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ターンに分けることができる。1 つは国有企業など地元の地方政府と密接な関わりを
持ち、地域での展開を中心に発展してきた企業である（神谷 2013：68）。このような
企業は 1 つの地域を中心に多業態を展開し、周辺の地域に漸進的に進出してきた企業
といえる。本章で取り上げる利群集団は、青島市を経営の基盤とする国有系小売コン
グロマリットである。その発展沿革については後に触れるように、1930 年代に誕生し
て以来、計画経済の下で百貨店として経営された後、1990 年代初頭の小売流通分野の
対外開放以降、様々な改革、学習、模倣などを行い近代化に努め、自社の経営優位性
を活かして、多業態、多分野を取り扱うという事業展開をするようになった。近年で
は、周辺地域及び山東省の内陸部への拡大展開もしてきている。表 4－1 中国小売企
業チェーンストアランキング上位 20 社の中では、山東省商業集団、聯華超市、重慶商
社、大商集団などもこのパターンに当てはまる。
もう 1 つのパターンは、ある業態に特化する形で地域でドミナントないし多地域で
の展開を目指すものである（神谷 2013：69）。表 4－1 中国小売企業チェーンストア
ランキング上位 20 社の中では、蘇寧雲商、国美電器といった家電量販店チェーンや、
華潤万家、永輝超市などハイパーマーケット・スーパーマーケットを展開するチェー
ンがこのパターンに当てはまる。そして、このパターンの小売企業の多数は民営企業
である。
本章では、上記の 2 つのパターンの前者のケースにあたり、青島市の内資系小売企
業の代表的な大手小売企業利群集団を取り上げ、内資系小売企業が政府の計画的な政
策のもとで、どのように発展してきたのかを分析する。まず、利群集団の概要と経営
理念の整理から始めよう。

3

利群集団の概要と経営理念

3.1

利群の概要と沿革

利群集団のルーツは 1930 年代に台東旧市街地 45で開業した「徳源泰百貨店」に遡れ
45

2000 年頃、この辺りの商業開発が始まって、現在では青島市の四大商業エリアの一つとなった。
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る。この百貨店は青島市で最も古い百貨店である。新中国成立後、1956 年の企業所有
制の改造によって国有企業となった。1980 年代以降、政府の商業体制の改制、国有企
業の経営改革などの流れの中で、1988 年に株式化された。山東省での初めての国有商
業企業の株式テストケースとなったわけである。
利群は企業の株式化後、小売事業を中心に積極果敢に経営の近代化に取り組んだ。
1994 年、最初の総合スーパーマーケットを開設したことを皮切りに、百貨店以外に、
チェーン化多業態の小売事業の展開や卸・物流分野、ホテル分野、ドラッグストアと
薬品物流分野及び、不動産の開発にまで多分野の業務を拡張し、多業態、多分野とす
る事業体制を整えている。また、近年、電子取引の飛躍的な発展の背景のもとで、電
子商取引業務や「質屋」の形で金融分野も進出し始めた。企業の発展沿革は表 4－2 に
示した通りである。
スーパーマーケット業態は「利群超市」の店舗名で展開を行っており、ハイパーマ
ーケットは「利群商厦」、
「利群購物広場」、
「利群購物センター」、
「利群国際商城」、コ
ンビニエンスストアは「利群便利店」、ドラッグストアは「利群大薬店」として展開を
行っている。
利群は「中国小売企業チェーンストアランキング上位 100 社」2013 年売上高ラン
キングでは売上高 226 億元で、第 22 位にランクされ、580 店舗を有していた 46。小売
分野、卸売分野とホテル分野の売上高はそれぞれ 122.87 億元、94.63 億元、1.64 億元
である。しかも、小売分野と卸売分野は 2012 年に比べてそれぞれ 13.51％、6.75％増
加した。
利群は現在、傘下の会社である利群百貨株式有限公司（小売分野）と、福興祥商品
配送有限公司（卸売分野）の事業を核心業務とすると同時に、利群投資有限公司（金
融業務）、徳源泰置業有限公司（商業不動産）、瑞尚貿易有限公司（衣服類）、利群薬品
経営有限公司（ドラッグストア）、宇恒電器有限公司（家電卸・小売分野）、利群集団
青島医薬経営有限公司（医薬品の卸売）、利群ホテル管理公司（ホテル経営管理）、利

46

これについては具体的に第 6 章で分析する。
2015 年の売上高は 242 億元となったが、中国小売企業ランキング上位 100 社 2015 年度では
2013 年の 23 位から 24 位に落ちた。留意すべき点としては、この 580 店舗のうちで、フランチ
ャイズ方式の店舗が除外されたということである。
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群集団電子商務有限公司（E コマース事業）、瑞麗服飾有限公司（衣服類）、利群文化
投資公司（文化産業）、利群集団ミネラルウオーター工場（PB 商品開発）、青島瑞通科
学技術有限公司（ソフト分野）などを展開している。近年では、青島市区と周辺県レ
ベル市を拠点として、積極的に山東省の各地域への出店を行うことによって堅実に地
方チェーンストアとして足場を固めている。

表 4－2
年・月

利群の発展の歩み
主要な動き

1930 年代

利群の前身である「徳源泰百貨店」設立

1956

企業所有制の改造によって国有企業となる

1964

国営企業利群に改称

1988

利群百貨株式有限公司に株式改造、資本金 120 万元

1994・11

最初の総合スーパーマーケットとしての利群商厦開店、営業面積は 3.8 万平方メー
トル

1997・4

初のチェーン・ストア店舗、営業面積 1.32 万平方メートルの黄島店開業

1997・5

傘下の物流会社としての福興祥商品配送有限公司設立

1998・5

営業面積 1.1 万平方メートルの膠南店開店

1999・4

営業面積 5,000 平方メートルの利群スーパー開店、同年、利群即墨店開店

1999・10

利群集団成立

2000・8

営業面積 2 万平方メートルの利群四方ショッピングセンター開業、黄島 2 号店開店

2000・12

営業面積 1.2 万平方メートルの利群膠州店開店

2001・2

利群投資有限公司設立、2003 年 11 月に利群担保投資有限公司に変更

2001・9

利群諸城店開店、初の青島市以外への出店

2001・12

営業面積 2.6 万平方メートルの利群即墨ショッピングセンター開店

2002・1

営業面積 1.2 万平方メートルの利群莱州店開店

2002・8

営業面積 2 万平方メートルの威海店開店、17 カ所のコンビニエンスストア開業、同
年、営業面積 2.2 万平方メートルの利群栄城店開店

2003・9

徳源泰置業有限公司設立、商業不動産の開発を開始
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2004・9

利群莱州商厦、文登店と開業

2004・10

営業面積 4.2 万平方メートルの利群日照店開店

2005．2

瑞尚貿易有限公司設立

2005・4

利群淄博店、乳山店開店

2006・1

利群医薬品経営有限公司設立、2007 年までにドラッグストア店は 26 カ所

2006・4
2007

傘下の宇恒電器有限公司設立、海琴ショッピングセンター、長江ショッピングセン
ター開業
利群集団医薬経営有限公司設立、前海ショッピングセンター、蓮池ショッピングセ
ンター開業
利群集団青島電子商務有限公司、瑞麗服飾有限公司設立

2008
2009
2010・9

膠州ショッピングセンター、膠南家楽城ショッピングセンター、即墨家電量販店開
業
営業面積 6 万平方メートルの東営瑞泰ショッピングセンター開業、シッピングセン
ターは 34 カ所に達した

2010・10

利群文化投資公司設立

2011

利群集団ミネラルウオーター工場完工、青島瑞通科学技術有限公司設立

2012・5
2013・9

敷地面積 7 万平方メートルの李滄物流センター開業、物流センターは 4 カ所に達し
た
利群即墨ショッピングセンター、宜居商業広場、即墨華玺ホテルをはじめとする総
合商業エリアがつくられた

2013・12

利群莱西商厦開店

2014

営業面積 6.5 万平方メートルの平度ショッピングセンター開業

出所：利群集団のホームページ 47により作成。

3. 2

利群の経営理念

利群は青島市小売業界では百貨店、総合スーパーマーケット、コンビニエンススト
ア、ドラッグストアなどの多業態で圧倒的な強さを発揮している 48。所属する利群集
団は、青島市を代表する小売企業集団であり、グループの直営ホテル、卸・物流会社
など多元化発展戦略の背後に、利群小売企業が存在することは消費者の多くが認知し
ている。

47
48

2016 年 4 月 19 日に最終確認。
利群は全国小売企業チェーンストアランキングでは上位 24 位にランクされたのであるが、青島
市を経営の基盤として成長してきた現地の寡頭企業として、当該小売市場では多分野、多業態の
事業展開しているので、圧倒的な総合優位性があると考えられる。
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利群集団は「利澤群恵」（群衆に恵まれるために）という経営理念を継承し、「顧客
の満足と幸せを実現する」、「社員が顧客に真誠、企業に忠誠」というビジョンを徹底
的に追求している。

3. 3

利群の成長

利群集団は、外資系小売企業の進出前の 1980 年代から、経営管理の改革、企業の
株式化などの改革によって、青島市を経営の基盤として発展してきた。しかし、当時
の利群はまだ伝統的な経営方式をとっていた小売企業であった。
1990 年代は、小売流通分野の対外開放政策が打ち出され、市場経済体制の確立が目
指されるという 2 つの大きな転機を迎えた時期であり、非国有の個人・私営企業の発
展などが顕著になった時期でもある。このような状況のもとで、利群は企業の本格的
な改革を始めた。
とりわけ、1990 年代後半から進出してきたマレーシアのライオングループ、日系大
手小売企業のイオンなどの外資系小売企業が革新的な業態、先進的な小売経営知識な
どを持ち込んだことが、伝統的な小売企業である利群にとって強いインパクトを与え
た。利群はこの衝撃を受け止め、自社の競争力が弱いことを認識し、外資系小売企業
の経営に学習・模倣から企業の改革を進めた。
また、中国政府は内資系小売企業を保護・発展するために、小売流通分野において
国有企業改革と国内有力企業の育成を一段と強化するという政策を打ち出した。その
結果、2001 年から、政府の行政指導による公的介入のもと、大型小売企業同士間の吸
収・合弁が大規模に進められた。利群集団は青島市政府の推進する国有企業改革と国
内流通企業の育成政策に沿って様々な経営戦略を採用した。事業継承できる国有資産
の既存店舗を改造し、フランチャイズ方式で組織した店舗を開発するなどの多様な方
式をとりながら、他の企業との合弁・買収による大型化を進めた。
また、利群は外資系小売企業を学習・模倣しながら、自社の業態の豊富化を試みた。
旧業態の百貨店に近代的な経営方式を導入するとともに、スーパーマーケット、コン
ビニエンスストア、さらにショッピング・モールの展開まで試みた。近年では、小売
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事業を核心として、自社の卸・物流センターの設置をはじめとする金融事業、不動産
開発事業、ソフト開発事業などの分野にも進出している。
2004 年以降、外資系小売企業に対する規制が全面的に撤廃され、100％出資という
投資方式も認められ、小売業の完全開放の時代を迎えるようになった。その制限の撤
廃は第 2 回の投資ブームを生じさせ、欧米系、日韓系、東南アジア系の外資系小売企
業が、中国市場に本格的に進出するようになった。同時に、すでに進出した外資系小
売企業も積極的に多店舗の事業展開を進めるようになった。
これを背景として、国内小売流通業界から外資系小売企業に対する「超国民的待遇」
の削減・撤廃を求める声が高まり、それに応じて、2007 年 12 月、青島市をはじめと
する沿海都市では、外資系小売企業に対する優遇政策を撤廃するようになった。同時
に、適切な商業配置の観点から大型店舗の出店調整を行うようになった。
このように、第 1 章で小売業の発展段階の考察したように、中外資小売企業は本格
的な競争段階に入ったといえる。これは利群集団にとっては大きな脅威となったが、
その時の行政指導の利用、さらには優遇政策の撤廃は大きな発展のチャンスとなった
わけである。

4

利群の経営展開

利群は上記の成長背景のもとで、どのように外資系小売企業を手本として、学びな
がら自社の経営優位を利用し、青島市及び周辺地域を経営基盤とする成長してきたの
か。これについて、以下では先進的な小売経営知識の吸収、多業態の事業展開、小売
チェーンストア経営方式の実施、M&A 戦略の展開、複合事業のドミナント展開とい
う 5 つの側面から利群の経営展開プロセスを検討し、その競争力が向上していたプロ
セスを描き出してみよう。

4.1

先進的な小売経営知識の吸収

利群は、どのように短期間で伝統的な経営方式をとっていた小売企業から近代的な
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企業に激変したのか。短期間で近代的な小売経営知識を吸収できなければ、準国有商
業企業（集体企業）の経営立て直しは図れないであろう。トップ管理者としての徐恭
藻総裁は利群集団が伝統経営企業から近代的企業に変化するの中で、大きな役割を果
たした理由を、企業の学習能力の強化であると強調した 49。
企業の株式化後、直ちに経営改革の試みが始まったが、当初は伝統的な小売経営シ
ステムをとっていた。例えば、1994 年 11 月、台東の旧市街地に敷地面積が 3.8 万平
方メートルのある利群商厦を開業したが、これは伝統的な一対一の対面販売方式をと
っていた旧業態の百貨店であった。しかも、1 階のスーパーマーケットは 300 平方メ
ートルしかなかった。1997 年 9 月、この店舗のすぐそばにマレーシア系小売企業の百
盛台東南山店が青島市初めての外資系小売店舗として開業した。この店舗の内装は天
井が高く、商品陳列の量感が出やすい方式を採用していた。照明も明るく通路の幅も
ゆったりと確保され、開放感を満契できるよう設計された。食料品、非食料品とも幅
広く取り揃えられ、セルフ販売方式を採用した。開業の当日には店舗内のものを完売
するというほどの売れ行きを示し、このような近代的な経営方式を採用した店舗は青
島市の小売業者に大きな衝撃を与えた。
その後、1998 年 1 月 18 日にイオンの青島市 1 号店（東部店、中国初の郊外ショッ
ピングセンター）、1999 年 12 月 9 日にカルフール青島市 1 号店（名達店）が相次い
で開業した。これらの外資系小売店舗は、大きな集客数、桁違いの売上高だけではな
く、経営理念、企業文化、複合的な娯楽性の導入、商品レイアウト、商品の品揃え、
店舗の設計や内装、サービスの良さ、業態の革新性などによって、利群のような内資
系小売企業に衝撃を与え、
「 経営革命」を迫った。利群の経営者たちはこれを受け止め、
外資系小売企業を手本として、それを学習、模倣するようになった。
当時は、利群はチェーンストア経営方式を名乗ったが、それは店舗の外観や看板を
統一しただけで、伝統的な経営システムを踏襲した小売企業のままであった。計画経
済時の経験が色濃く残っており、売り手主導という経営を行っていたのである。いか
に消費者の求める商品を調達するか、消費者の求めるタイミングで商品を売るかなど
については、全く無関心であった。また、商品はカウンターに並べているが、販売員
49

「青島、世界を抱く―沿海開放都市の 30 年」『青島早報』2014 年 5 月 12 日付。
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を経由しなければ、手に届かない陳列方式であった。対面販売方式で商品を売り、精
算するという伝統的な経営方式をとっていたわけである。
また、その時には百貨店という業態しかなかったし、企業文化の構築、人材のマネ
ジメントの実施、販売促進などの価格戦略の策定、差別的な経営戦略の作成などが企
業発展を推進する重要な要素であることの認識さえもなかった。流通技術の面でも外
資系小売企業との格差はかなり大きかった。POS 情報システムやバーコードシステム、
配送技術、IT 管理などの技術はほとんどなかった。自社の物流会社をもっているが、
商品調達の方式は画一的な処理にとどまっていた。
例えば、利群は外資系小売企業が進出する直前の 1997 年 4 月 30 日、青島市の西対
岸にある黄島区に進出し、営業面積 3.8 万平方メートルの利群長江商厦（黄島店）を
開業したが、チェーンストア経営方式を名乗っての外観や看板を統一しただけの旧業
態の百貨店であった。
これは外資系小売企業と鮮明な対照を示していた。そこで、当時の利群集団のトッ
プ経営者としての徐恭藻は企業の中層管理職以上の管理者がそれらの外資店舗に見学
することを指示した。それを手本として、学んだり、模倣したりした上で、経営不振
から立ち上がり、現地小売市場の特性に応じてイノベーションし、独自な経営戦略を
調整しながら、近代的な発展道に切り替えることが始まった。
このように、利群は進出してきたイオンやカルフールなどの店舗設置を学習・模倣
することによって、店舗の改造を始めた。利群の黄島区にある長江商厦と 1994 年に
開業した利群商厦をハイパーマーケットという業態を目指して改造した。ここでは食
品と非食品のおおよそ 5 万品目の商品を取り扱い、商品の陳列方式は量感陳列 50と展
示陳列 51を合わせるという形にし、伝統的な対面販売方式をセルフ販売、レジでの一
括精算というように革新した。また、外資系小売企業の社員教育、研修プログラムを
参考にして、小売技術に熱達した経営者の育成に取り組むと同時に、外資系小売企業

50

量感陳列とは、平台やワゴン、ゴンドラなどを用いて商品をまとめて陳列することで 活気とボ
リューム感、安さを演出する陳列方法である。具体的には、島陳列、飛び出し陳列、スロット陳
列、ジャンブル陳列、エンド陳列などが挙げられる。
51 展示陳列とは、ショーウインドーやステージ、コーナーなどに商品を展示することで、 商品の
魅力を強調したり、特定の商品を目立たせる陳列方法である。具体的には、集視陳列、壁面上部
陳列、空間陳列などが挙げられる。
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でトレーニングを受けた人材を誘致することも行った。企業間の競争、とりわけ外資
系小売企業との競争に対抗できるように、売り手主導から買い手主導へと経営思想を
転換し、顧客サービス、販売促進のための価格戦略も取り込むようになった。このよ
うに、外資系小売企業の店舗設計、買物空間の創出などを学びながら、自社の店舗を
革新したのである。
また、利群はショッピング空間の提供だけではなく、非価格要素も一段と強化する
ようになった。例えば、顧客のロイヤリティを高めるため、フードコート、サービス
カウンター、無料駐車場、子供の遊び場、ロッカー、トイレなどの付帯施設を設置し
た。
利群は最初に外資系小売企業の店舗設計の学習から始め、情報システムの段階的な
導入を試みるようになった。1999 年 8 月に、利群は外資系小売企業のように、コンピ
ューターの活用することをはじめとする情報システムの革新により企業経営・管理な
どの効率化を実現した。また、POS システム、商品の在庫管理システムなどの導入に
伴い、コンピューターシステムを運営する人材の養成に力を入れていた。しかも、小
売分野にとどまらず、自社の卸・物流センターにも近代的な情報システムを導入した。
それによって、在庫補充、カテゴリーマネジメント、店舗運営の簡素化、出・入荷の
時間短縮化、財務状況の把握などにも活用できるようになった。
このように、利群は、外資系小売企業を教師として、店舗の設計、商品の品揃えか
ら情報システムの導入まで行っただけではなく、企業間の競争の激化に対応した戦略
をとることが要請された。外資系小売企業と同様に、企業利潤の確保・拡大するため
に、低価格販売と利益確保の同時達成が可能な商品としての PB 商品（プライベート・
ブランド、流通業者商標、以下 PB 商品と略称する）の導入である。そのため、利群
は 2009 年 8 月に、自社商品開発の会社である瑞祥通商業貿易有限公司を設立した。
利群は利益を確保して顧客ロイヤリティを高める PB 商品の開発が、低価格訴求を維
持すること、またその PB 商品を拡充することにより、商品種類の豊富化を図り、企
業経営の差別化を実現することを狙って、積極的に PB 商品の開発、生産、販売を行
った。利群の PB 商品の開発はそれぞれに「利」、「益」、「群」、「衆」を商品名前の頭
の文字に付けて、食品、日用品、クリーニング用品、家具、衣服類、家電及びアクセ
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サリー品などの 7 種類に拡充した（綦佳 2014：27）。
このように、利群は外資系小売企業の持ち込まれた先進的な小売経営知識を吸収し
ながら、自社の経営資源を最大限に活かし、青島市小売市場を経営の基盤として固め
た上で、青島市周辺の所属する県レベルの 5 つの市、さらに、周辺の沿海都市及び山
東省の内陸部に投資し、拡大路線の取り組みを行ったこととなった。

4.2

多業態の事業展開

利群は上記したように、外資系小売企業の進出によってもたらされた経営知識を吸
収すると同時に、経営優位性を活かしながら、経営モデルの模索も始め、多業態（表
4―3）の事業展開の取り組みを行った。それについて以下分析する。
ハイパーマーケットという業態の事業展開は、利群商厦と利群長江商厦（黄島店）
の改造から始まった。両店舗は外資系小売企業に学び、また模倣し、店舗の改造から
経営管理まで改革を試みた。
スーパーマーケットという業態としての利群超市は 1999 年 4 月に開業した。この
業態の初めての店舗は外資系小売企業に学習、模倣し、都心部の住宅団地をターゲッ
トする小商圏に立地したもので、その周辺の住民を顧客層として出店した。この店舗
は営業面積 5,000 平方メートルで、生鮮食品を中心に 2,000～3,000 品目の商品を取
り扱い、低価格で販売するスーパーマーケットであった。セルフ販売方式を採用し、
自由に買物できるよう設計され、レジで一括精算する方式をとった。時間帯、祝日な
どによって、様々な販売促進などを行う価格戦略をとった。
スーパーセンター業態の開発は利群四方店の開業をきっかけに始まったものであ
る。2000 年 8 月に、利群四方店は外資系小売店舗のように設計し、自社の経営優位性
を発揮できる代表的な店舗として開業した。この地上 4 階建てのスーパーセンターで
は、地下 1 階は超市・飲食区の売場、1 階は化粧品、装飾品、メガネなどの専門店売
場、2 階はレディス、子供の衣服売場、3 階はメンズ、スポーツ衣服売場、4 階は家電、
スポーツ用品などの売場を設置している。敷地面積は 3 万平方メートル、5 万品目の
商品が陳列されていた。駐車場は 400 台程度が駐車でき、店舗近くには 14 本の路線
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バスが走っている。この店舗は開業以来、地元の消費者のストア・ロイヤリティ（店
舗愛顧度）を高めることを目指し、不断に売場の設置を調整し、魅力的な買い物環境
を提供するようになった。
この店舗開業の 10 年後ほどの 2010 年、世界的小売企業のテスコがこの店舗の１つ
の道路を隔てたすぐそばにテスコ人民路店を出店した。両店舗は顧客争奪戦、そのた
めの価格競争戦を行った。生鮮食材という現地商品の調達に関しては、利群は地元の
調達ネットワークを十分に利用できるという点でテスコに比べて優位性をもっていた。
利群はテスコの価格よりさらに安い価格をつけて販売することが可能だった。たとえ
ば、テスコが豚肉の価格を 1 キログラム 15 元で販売したら、利群はそれより安くて
14.4 元、13.8 元などに設定することができた。時には仕入れ価格を下げる価格で販売
するなど、激烈な価格戦が展開された。これは両店舗間の競争だけではなく、両社の
青島市小売市場での競争であったといえる。それは当時の青島市小売市場にも大きな
衝撃を与えた。このような激烈な競争の中で、テスコはわずか 3 年半弱をもって、閉
店せざるを得なくなった。
これについては次章で詳論するが、利群四方店とテスコ人民路店の価格競争戦につ
いて言えば、利群とテスコの現地商品調達の差が勝敗を分けたといえる。利群は青島
市を経営の基盤として成長してきた現地小売企業であり、外資系小売企業の進出前に
自社の商品調達会社を設立し、物流センターも建設した。外資系小売企業の進出後、
上記したように、外資企業に学んで、商品調達の情報システムの更新、コンピュータ
ー技術・経営管理人材の育成、在庫補充システムの進化を図り、企業の商品調達能力
を向上させた。現地企業としての地元商品調達の優位性に加えて、4 つの物流センタ
ーをもつなど物流システムを整備したことによって、利群の商品調達能力、とりわけ
地元商品調達能力は外資系小売企業より強かったと考えられる。
また、利群集団にとっては、このような価格競争戦は初めてのことではなかった。
それは 2003 年のウォルマート台東店が利群商厦（台東商業エリアにある店舗）のす
ぐそばに開設して競争していることがあったからである 52。利群集団はこの経験を同
52

現在には、この両社の店舗は続けて競争しているが、属する台東商業エリアは「人気神話」とい
う集客優位性のもとで、大勢な消費者を吸引しているので、この両店舗の発展を支えられるわけ
である。
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社の四方店とテスコ人民路店の価格競争戦の中で活かしながら、本社の支援計画 53を
打ち出した。これらによって、テスコよりも低価格を設定するという戦略をとること
ができたわけである。
このように、利群四方店はテスコ人民路店との価格競争戦で勝ち抜けるようになっ
た。この価格競争戦から見ると、利群のような内資系小売企業は商品調達能力、経営
戦略などの面では、外資系小売企業と対抗できるように成長してきたといえる。
その後、小売業の取り巻く環境の変化、とりわけ生活の合理化や簡便性が若者を中
心に嗜好の変化に応じて、利群はコンビニエンスストアの開発も行った。食品、日用
品などを中心に、約 2,500 品目の商品を取り扱っている。また、近年電子商取引業務
や大型ショッピング・モールなども積極的に開発している。

表 4－3

利群の主要な業態展開の状況

ハイパーマーケ
ット（HM）

スーパーセンター
（Suc）

スーパーマーケット
（SM）

コンビニエンスストア
（CVS）

店舗名

利群商厦

利群購物広場

利群超市

利群便利

展開時間

1994 年

2000 年

1999 年

2002 年

業態

立地特徴
顧客層

都心部の大商圏

都心部の大商圏

都心部住宅団地をタ
ーゲットする小商圏

都心部住宅団地をター
ゲットする小商圏

ファミリー層な
どの一般消費者
1,1000～
2,2000m2
食品、非食品の全
般、PB 商品

ファミリー層など
の一般消費者

住宅団地の住民

周辺の住民を中心に

2,000～6,500m2

4,000～5,000m2

60～100m2

食品、非食品の全
般、PB 商品

生鮮食品を中心

食品、日用品等

5 万品目

4 万～10 万品目

2,000～3,000 品目

約 2,500 品目

低価格

低価格

中高等価格

やや高い価格

位置付け

主力業態

主力業態

中高等食品スーパー

コンビニエンスストア

展開状況

経営好調

経営好調

展開拡張

拡張遅滞

一定規模の駐車
場の保有

大規模な駐車場の
保有

売場面積
品揃え
品目数
価格

その他

出所：筆者作成。

53

利群本社は、企業の規模優位性を活かし、競争相手を勝ち抜けるために、同社の四方店が短期間
では利潤なし、ないし赤字でも商品を相手よりさらに低価格で売るという百万元の支援金をあげ
るという支援計画が打ち出した。
135

利群集団はこのように多業態の開発を行い、ハイパーマーケットとスーパーセンタ
ーを主力業態、スーパーマーケットとコンビニエンスストアなどを補助業態として、
事業展開を行っている。利群集団がこうした多業態の展開を試みたのは、他企業との
競争において様々な業態の中でどれを選択するのが優位であるか判断し、競争に勝ち
抜こうとしたからである。こうした経営戦略は今のところ成功しているといえよう（表
4－3）。

4.3

小売チェーンストア経営方式の実施

チェーンストアのメリットは「チェーンストアは、仕入れが中央本部で一括して行
い、販売拠点は各地に分散することによって、小売商としての大規模化・近代化を達
成し、種々の規模利益を享受することが可能になったが、一方でボランタリー・チェ
ーンやフランチャイズ・チェーンは、中小小売商の競争力の強化策として効果的な方
法と考えられている」（久保村 2009：72）というところにある。つまり、それによっ
て、流通生産性の向上が挙げられるし、PB 商品の開発より、寡占的メーカーに対抗す
ることが可能になる。チェーンストアの狙いは小売企業の「規模の利益」と「範囲の
利益」をあげることにある。
利群は上記したように、多業態を開発すると同時に、チェーンストア経営原理を基
礎として、多店舗化への事業展開に取り組んだ。2001 年 9 月 15 日の利群諸城商厦の
開業を皮切りに、利群は青島市の周辺の沿海都市への出店を活発化させた。2002 年 1
月、営業面積 12,000 平方メートルの利群莱州購物広場、2004 年 8 月、営業面積 2 万
平方メートルの威海購物広場、営業面積 22,000 平方メートルの利群栄城購物広場、
2004 年莱州商厦、文登購物広場、同年 10 月、営業面積 42,000 平方メートルの利群
日照購物広場などを相次いで開業した。その後、周辺の沿海都市にとどまらず、山東
省の内陸部までに進出された。2005 年 4 月、敷地面積 5.8 万平方メートルの利群シ博
購物広場、2007 年 12 月、営業面積 2.3 万平方メートルの利群シ博蓮池購物広場、2010
年 9 月、敷地面積 6 万平方メートルの東営瑞泰購物広場が続々オープンした。
このように、利群は強力な店舗開発力を武器にして、出店攻勢をかけるようになっ
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た。青島市及び所属する県レベルの 5 つの市をドミナント・エリアとする基本路線を
拡大・固めながら、周辺都市及び山東省内陸部に進出したことが市場シェアを押し上
げる原動力となった。同時に、店舗は 5,000 平方メートルから 6 万平方メートルまで
に大型化し、それに伴いトレーディングアップ（店舗の格上げ）も進んでいる。
また、チェーンストア経営のメリットを活かすため、利群は多店舗化に伴い、卸・
物流センターの設備強化も要請されるようになった。2012 年 5 月、敷地面積が 7 万
平方メートルのある李滄物流センターの完工を機に、利群の卸・物流センターは 4 つ
となった。ハイパーマーケットからコンビニエンスストアまでの利群全店舗に対して、
商品を供給するだけでなく、他の中外資小売店舗との取引関係をもっている。卸・物
流センターには自動仕分け装置、物流バーコード、ペーパーレス受発注方式、カテゴ
リー別納品といった先端物流技術を、他の企業より先駆けて導入し、小売分野で卓越
した経営力を誇るようになった。
市場シェアの拡大、売上高の向上、PB 商品の拡充、卸・物流センターの整備、そし
て各小売業態の相互補充に基づき、全体として利群の競争優位性を高めたといえる。
このように、企業全体で総合的な経営優位性を構築したからこそ、世界的小売企業で
あるテスコ（青島市 1 号店）との競争で負けない実績が残されるようになったと考え
られる。
以上、利群のような内資系小売企業は、大きな経営優位性をもっている外資系小売
企業との競争で、自社の経営優位性を十分に利用・発揮することができたし、機能的
な経営戦略、規模的な経営優位性を構築できるように成長してきたわけである。また、
利群のような内資系小売企業は 15 年にわたり外資系小売企業を教師に学習・模倣し、
自社の経営優位性を活かして、外資系小売企業に対抗できるまで競争力を向上させた
ことが窺える。

4.4

M&A 戦略の展開

企業の株式化以降、組織体制を整備しながら、内部成長を軸に堅実経営に徹してき
た利群は、青島市を経営核心エリア、所属する 5 つの県レベル市での M&A 戦略に乗
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り出した。とりわけ前述の成長で論じたように、1990 年半ば以降、外資系小売企業に
対抗するために、中央政府は行政指導により、小売企業同士間の吸収・合弁によって
大規模化を推進するという政策を打ち出した。利群集団は青島市政府の推進する国有
企業改革と国内流通企業の育成政策に沿って M&A 戦略をとりながら、小売事業の大
規模化を加速させた。
1998 年 5 月 20 日、青島市所属する県レベルの膠南市（現在、黄島区と合弁した）
の商業大厦を買収して改装し、利群膠南商厦の名前で開業した。営業面積 11,000 平方
メートル、当時の膠南市最大の小売施設であった。他方で、2000 年まで、利群集団の
売上高総額は 10 億元に達して、全国商業企業売上高ランキングの 30 位にランクされ
た。
2001 年、中国の WTO（世界貿易機関）への加盟を契機に、外資系小売企業による
青島市小売市場への出店攻勢は強くなった。それに対応して、利群は M&A 戦略を通
じて企業の規模拡大をさらに加速化させた。2002 年 11 月、台東商業エリアに位置す
る三百恵商厦は開業 4 年で経営が低迷した。利群はこれを買収し、利群の経営を導入
した。その経営改善のため、店舗の名前は利群集団三百恵商厦に変更し、店舗周辺の
市場特性を調査した上で、店舗の改造を始めた。この店舗は地下 1 階と 1 階はスーパ
ーマーケット、2 階は靴などの売場、3 階はメンズ衣服類売場、4 階はレディス衣服類
売場、5 階は中高年衣服類売場、6 階はスポーツ用品などの売場、7 階は子供向け衣
服、靴、おもちゃなどの売り場というように改造した。こうした改造はこの地区の市
場特性、とりわけ周辺消費者ニーズを把握できたものであり、経営は改善するように
なった。
また、青島市の四大商業エリア 54の１つの李村商業エリアは「北方国貿」という企
業が 2 店舗で営業していた。2011 までの総資産は 6.4 億元、売上高は 3.4 億元、利潤
は 321 万元であった。利群はこの商業エリアに進出するために、M&A 戦略を利用し、
企業の規模優位性を活かしながら、2012 年にこの企業を買収し、そこへの進出を果た
した。

54

青島市では、台東商業エリア、香港路商業エリア、李村商業エリア、中山路商業エリアという四
大商業エリアがある。
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利群にとって積極的な M&A 戦略は成長戦略の基軸であるが、それはその成長戦略
の全てではない。それは企業の内部成長とフランチャイズ・チェーンストア方式によ
る店舗網の拡大と多様化と一体として進めているからである。利群は M&A 戦略をと
りながら、様々な経営戦略を機能的に利用して多店舗化の取り組みを行った。利群集
団の小売事業では 2014 年まで、1 万平方メートル以上のハイパーマーケットは 50 店
舗、ドラッグストアチェーンは 60 店舗、コンビニエンスストアは 800 店舗に達した。

4.5

複合事業のドミナント展開

利群集団は以上の先進的な小売経営知識を吸収し、自社の経営優位性を活かしなが
ら、多業態の事業を展開し、チェーンストア経営方式と M&A 戦略の実施によって多
店舗化してきている。それに留まらず、利群集団は企業の核心業務である卸・小売分
野を中心に、物流配送、大型ショッピング集積地の形成などの複合事業もドミナント
展開している。以下では、それについて分析する。
前述したように、1990 年代半ば以降、マレーシアのライオングループ、日本のイオ
ン、フランスのカルフールなどの外資系小売企業の参入によってもたらされたインパ
クトは利群に大きな衝撃を与えた。利群はそれらの外資系小売店舗を手本として、近
代的な小売業態、小売経営管理への転換を試みた。その後から 2000 年にかけて、伝
統的な百貨店、スーパーマーケットなどをセルフサービス販売方式を採用する近代的
な経営方式に転換した。
この中、利群のコンビニエンスストア事業は 2002 年の利群便利連鎖発展有限公司
の成立を機に始め、現在まで 800 店舗に達した。自社経営のチェーンストアとフラン
チャイブチェーンストアの二種類の経営方式に分け、
「統一仕入れ、統一配送、統一店
舗（イメージ）、統一管理」という経営方針をとって運営している。当時開業した便利
店は 2010 年までの間、店舗の運営が 24 時間の営業ではなかった。イオンのミニスト
ップ、セブンーイレブンなどの外資系コンビニエンスストアの進出と地元企業の友客、
可好などのコンビニエンスストアの開設によって企業間の競争が激化した。こうした
背景のもとで、利群のコンビニエンスストアも 24 時間営業となり、また量感陳列と
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いう商品陳列方式を採用し、取り扱う商品種類を豊富化するなど、近代的なコンビニ
エンスストアへとの変革した。
卸売事業については、青島市に所属する膠州市に大規模な物流配送センターを配置
し、隣接する煙台市、威海市、日照市、濰坊市及びシ博市に営業所に設置しており、
山東半島で幅広く加工食品、菓子、飲料、酒類、日用品雑貨、衣服、化粧品、家電な
どを販売・配送している。30 以上の有力ブランド商品の地域総代理権を持っているこ
とが、営業上の強みとなっており、8000 種類のブランド商品を扱っている。ウォルマ
ート、メトロ、カルフール、イオン、百盛、大潤発、維客などの 30 社中外資小売企業
と継続的な取引関係をもっている。
利群集団傘下の福興祥商品配送有限公司は、商品の自動化・立体式貯蔵、情報シス
テムの導入によて出・入荷の自動化コントロール、サービスの良さ、完全な第三方物
流の集中・配送機能という発展戦略を採用・経営している。2002 年、卸・配送センタ
ーとしての膠州物流センターが開設した。総敷地面積が 225 畝、二期に分けて建設計
画であるが、一期では 1.8 億元を投じてワンフロアー総床面積が５万平方メートルの
規模で立ち上げた。庫内における立体な高い収納区と自動仕分けシステム区に分かれ、
商品の入・出荷が自動化され、商品のロケーション管理も行われている。この物流セ
ンターの輻射範囲は山東半島であり、山東省の最大規模、最高現代化レベル、最強配
送能力がもっている。
とりわけ 2013 年 9 月 29 日開業した利群集団即墨商業広場は外資系小売企業を学
ぶことと自社の経営優位性を合わせるショッピング・モール業態の開発するの集大成
といえる。この商業施設は青島市に所属する県レベルの即墨市に購物中心、商業広場、
ホテルなどを含む大型商業総合プロジェクトを構築し、商業業態への転換するシンブ
ルといえる多元的な商業業態の試みたものである。つまり、この店舗はイオンの青島
市 1 号店、黄島店のようなショッピング・モール開発の特徴（図 3―1）を学んだ上に、
自社の多元化経営優位性を合わせるという形で、自社のショッピングセンター、ホテ
ルなどを核心とする商業集積地を形成するようになった。
イオンのショッピング・モール開発の特徴（図 3－1）は、第 3 章で考察したように、
快適な買物環境をつくり、集客力を高めるために、商業専業ディベロッパーとしての
140

ノウハウと独自のマーケット調査を駆使し、来店につながるさまざまな集客施策・販
売促進活動を企画・推進する点にある。

表 4－4

外資系小売企業の進出前後における利群の小売システムの構築
外資系小売企業の進出前

外資系小売企業の進出後

店舗立地

都心部立地

都心部立地、都心部を離れる立地

店舗構造

多層階式が主流

多層階式が主流、ワンストップショッ
ピング

品揃え

豊富

食品、非食品を幅広く取り揃え

商品陳列方式

カウンターに並べ、販売員を経由
する陳列

魅力的な買物空間の創出

プロモーション

――

多種多様

サービス

――

充実、マナーが普通

販売方式

対面販売

セルフ販売方式

精算方式

対面精算

レジで一括精算

人材マネジメント

伝統的国有企業管理制度

人材育成、人材誘致

社員育成（研修）

――

投入、強化

出店戦略

1 地点を中心に出店

周辺都市及び山東省内陸まで拡大

出店方式

形式上のチェーンストア

チェーンストア経営方式

業態展開

百貨店を中心

多業態

商品調達システム

センター方式

4 つのセンター建設（集権型）

組織構造

統一管理

部門別管理

PB 商品

――

投入、強化

価格戦略

定価販売

EDLP 価格戦略

出所：筆者作成。

このように単独型の大型店舗に数十の専門店街や飲食店街あるいはフードコート
を備えることによって、ショッピング・モール自身が機能的に商業集積と同様の機能
を果たすように設計されている。利群はイオンのこの業態開発の特徴であるショッピ
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ング、娯楽、レジャー、飲食、各種サービスなどの提供を行うだけでなく、ホテル、
映画館、レストラン、ブランド専売店、娯楽サービス体験などの専門店なども拡充さ
せた 26 万平方メートル 55の超大商業集積地を形成するようになった。
以上、利群は外資系小売企業の青島市への参入によりもたらされたインパクトを受
けて、それを手本として、先進的な小売経営知識を吸収し、多様な小売業態を開発し
ており、小売チェーンストアの強みを活かしながら、複合事業のドミナント・M&A 戦
略を採用して、積極的に近代的な小売企業へと転換したことを論じた。その過程で、
利群は企業の競争力を高めながら、競争優位性を構築し、多店舗化、多業態化を進め、
外資系小売企業のような近代的小売システムを構築した企業となったといえる（表 4
－4）。
利群は外資系小売企業を教師として学んだり、模倣したりして成長してきた内資系
小売企業であるが、世界的小売企業であるテスコの青島市人民路店との競争で負けな
いという実績を残している。テスコは競争で負けて閉店し、さらに青島市小売市場か
ら撤退してしまった。この点から見ると、内資系小売企業はこの 15 年にわたり、外資
系小売企業に対抗できるような競争力を身につけるようになったといえる。

5

おわりに

本章では、青島市小売市場で現地寡頭小売企業である利群集団の成長プロセスを考
察したことを通じて、内資系小売企業の成長と競争力の向上したことを明らかにした。
利群は中国及び青島市政府の小売流通政策が漸進的な市場開放政策を取って、適度な
外資参入を促しながら、小売業を発展させるという基本目標のもとで発展してきた。
これまで、国有企業であるがゆえの地域との強固な結びつきが利群にとっては、発展
の後押しとなった。
政府の公的政策の実施と個別企業の経営戦略の整合性は、現地大手小売企業である
利群の成長プロセスの検討したことを通じて、内資系小売企業の競争優位性の構築に
貢献していたと結論できる。

55

2016 年 6 月 5 日に最終確認。
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一方、青島市小売市場では内資系小売企業の成長に伴って中外資小売企業間の競争
が激化したという背景のもとで、外資系小売企業が撤退するケースも相次いで出てき
た。世界的小売企業のテスコは利群と競争して勝てず、青島市小売市場から撤退にし
てしまった。そこで、次章ではテスコの事例を分析し、青島市小売市場の進化を考察
しよう。
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第5章
青島市における小売市場の進化
―テスコの撤退事例が示すもの―
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1

はじめに

本章では、青島市小売市場で外資系小売業の進出が失敗した代表例としてテスコの
事例を分析し、その撤退原因を究明することを通じて、当該市場において中外資小売
企業間の競争が激化した状況を示す。
これまでの各章で考察したように、青島市は中国小売業の初めての先導的な試験都
市に指定されてから、いち早く外資系小売企業の誘致を行い流通市場の改革を進めた。
外資系小売企業の進出は青島市小売業に大きなインパクトを与え、現地小売企業の発
展を促進した。その結果、中外資小売企業間の競争が激しくなった。こうした背景の
もとで、世界的小売企業であるテスコは、イオンなどの外資系小売企業より 12 年ほ
ど遅れて青島市に進出してきた。
遅れて進出してきたテスコは、当然、先発企業の優位性を亨受することはできなか
ったが、遅れて進出することから、先発企業の経営手法の分析、なかんすぐ失敗例の
検討を行うことができ、他企業、自社のこれまでの成功、失敗を分析し、青島市小売
市場に進出した。青島市小売市場には様々な準備を整え、中国初めての外資系小売企
業の商業不動産プロジェクトを建設するという形で慎重にアクセスしたわけである。
しかし、テスコは豊かな資本金、優れた経営ノウハウ、豊富な海外進出経験などの
優位性をもっているにもかかわらず、青島市小売市場では、成長してきた現地小売企
業との競争に勝てず、わずか 3 年半足らず閉店し、撤退 56してしまった。この失敗の
原因を分析する中で、青島市小売市場での中外資小売企業間の競争の厳しさが明らか
になる。これが本章でテスコの撤退を取り上げる所以である。
また、小売企業の海外進出に関しては多くの研究が蓄積されているが、
「撤退」の問
題を取り上げる分析は多いとはいえず、とりわけ商業発展途上国における「撤退」の

56

撤退という用語は研究領域によって認識と範囲の程度が異なっている。例えば国際経営論や国際
マーケティング論などの隣接する研究領域で用いられてきた用語としては「失敗」、「投資撤収」、
「事業契約の満了」、「店舗の売却」、「閉店」、「所有店舗の削減」などが取り上げられる。小売業
の海外進出を前提とする本章では、撤退を鳥羽（2006）によると、
「小売企業による海外事業の縮
小を伴う行動」と認識することによって論を進める。その用語の定義 及び詳細な説明は、鳥羽
（2006）を参照せよ。
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分析は少ない 57。本章の分析も十分展開し得なかった部分もあるが、その要因を探る
ことを通して、青島市の小売市場における中外資小売企業間の競争の激化はかなり明
確に示しうるであろう。
本章ではまずはテスコの概況、青島市小売市場への参入経緯を簡略に整理する。次
いで、テスコの青島市小売市場への進出から撤退までのビジネス展開プロセスを考察
する。さらに、序論で整理した鳥羽（2008）分析モデルを参照しながら、テスコの撤
退原因を分析し、青島市小売市場の変化を論じる。

2

テスコの青島市への参入

2.1

テスコの概要

テスコ（Tesco PLC）は世界的小売業ランキング上位 2 位（2012 年）にランクされ
た 58ことのあるイギリスの大手小売企業である。1932 年に Jack Cohen が有限責任会
社テスコ・ストアーズを創業したことが企業のはじまりである。1995 年に、イギリス
国内ではセインズベリー（Sainsbury's）を抜き、それ以来、業界第 1 位を維持してい
る。ハイパーマーケット、スーパーストア、都市型スーパーマーケット、およびコン
ビニエンスストアなどの業態で多店舗・多業態を展開している。その内、中心的な小
売業態としてのスーパーストアは 1967 年に開発したものである。この業態は平均売
場面積が 2,907 平方メートルであり、最寄品を提供するワンストップ・ショッピング
である。その後、1990 年代の前半から、都市・農村計画法の規制が厳しくなったこと
を契機に、都心型スーパーマーケット業態（テスコ・メトロ）、コンビニエンスストア
などの業態開発を始め、海外への進出も加速化させた。
テスコの海外進出は 1978 年に隣接するアイルランドの中型スーパーマーケットで
57

58

今まで小売企業の失敗・撤退についての研究には様々な障壁が存在することが指摘されている。
その原因については鳥羽（2006）がまとめたように、第 1 に、撤退の事実が忘れ去られ記録とし
て残されないこと、第 2 に、企業自身が意図的に撤退の事実を記録から抹消すること、そして第
3 に、撤退後の人事異動による当事者の不在・不明やそのプロセスを解明するための資料が保存
されないことなどが挙げられる。詳細は鳥羽（2006）を参照せよ。
2013 年の売上高の減少と対米ドルでの英国ポンド安が重なった結果、2012 年の 2 位から 2013
年には 5 位に落ちた。詳細は世界の小売業ランキング（2015）を参照せよ。
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あるスリー・ガイズ（Three Guys）を買収することから始まり、1990 年代半ば以降
にその流れを本格化させた。1994 年に近隣のハンガリーの中堅スーパーマーケット
であるグローバル（Global）を買収し、出店したのを皮切りに、1995 年にチェコ、ス
ロバキア、1997 年にアイルランドというようにヨーロッパの近隣諸国から海外進出
を始め、国際事業部を中心として本格的に国際立地戦略を立て海外展開を行うように
なった。それ以降、1998 年にタイ、1999 年に韓国、2001 年にマレーシア、2003 年
に日本、2004 年に中国というようにアジア諸国にも進出し、ハイパーマーケット、ス
ーパーセンター、スーパーストアという業態をもって世界の 13 カ国・地域で事業展
開を行っている。

2.2

青島市への参入

テスコはアジア諸国へ進出する時点で、世界最大の人口を抱えながら急成長する中
国市場へ参入しようと企図していた。そのため、2000 年頃から、中国市場におけるフ
ィージビリティースタディ調査が開始された。4 年後の 2004 年 7 月、テスコは「得
意とする国際化戦略での現地パートナーの活用を利用して、中国で食品・流通業を幅
広く手掛ける台湾系の頂新グループから中国東部沿岸部でハイパーマーケット事業を
展開する楽購（Hymall）の株式 50％を 1 億 4500 万ポンドで取得」
（矢作 2007：253）
する形で、中国への進出を果たした。2006 年 12 月に、中国での事業を円滑に展開す
るために、再び楽購の株式 40％を買収し、経営主導権をとりながら中国の各地域への
出店を活発化させた。このような参入方式は、中国市場での出遅れを一挙に挽回する
意図もあった。
その後、進出に遅れたテスコは中国市場への事業を拡大するために、傘下にある不
動産会社と小売分野の TESCO 楽購超市とともに、青島市小売市場で商業不動産施設
を建設した。テスコが中国に進出した 6 年後の 2010 年 1 月 9 日、各種の準備を整え、
他の外資小売企業や中国の他の地域における自社の失敗事例を反面教師とし、自社の
豊富な海外進出経験を活かしながら、青島市での 1 号店であるライフスペース
（Lifespace）楽都匯購物広場（人民路店）を開業した（写真 5－1）。
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写真 5－1

テスコ青島市四方店の外観

出所：筆者撮影。

この店舗はテスコが中国で初めて土地購入から店舗の建築まですべて自社で取り
組んだプロジェクトであり、中国初の外資系小売企業の商業不動産プロジェクトでも
ある。同年、テスコは青島市での 2 号店（明霞路店）と 3 号店（城陽店）の開業を計
画し、それぞれ 7,500 万ドルと 7,000 万ドル投資 59し、その建築も相次いで始めた。

3

青島市における経営展開

上記のように、テスコは青島市小売市場への参入を果たしたが、その後、激化した
中外資小売企業間の競争の中でどのような展開となったのかを、以下考察する。

3.1

フォーマット戦略の実施

テスコが青島市小売市場へ進出する際に、自社が持っているさまざまなフォーマッ
トの中で、テスコの生みの親とされ、イギリス国内外で多大なる競争優位を発揮して
きたハイパーマット業態を選ばなかった。青島市小売市場には、大型総合ショッピン
グ・モールという業態を選んで参入してきた。その理由については後述の考察の中で

59

「テスコの青島市 3 号店は城陽区に立地を選定」『青島市財経日報』2010 年 8 月 20 日付。
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触れる。
テスコの『2000 年年次報告書』で述べられたように、地域的なマーケティング、サ
ービス、スタッフ、マネジメントを充実させ、共通の店舗レイアウト、業務、システ
ムを備えた世界一級のハイパーマーケットを開発することがわれわれの（国際化に関
する）原則である（矢作 2007：261）。このテスコの経営戦略の中で、
「共通の店舗レ
イアウト、業務、システム」は「基本業態コンセプトと店舗運営システム」の標準化
に該当する。
「地域的なマーケティング、サービス、スタッフ、マネジメント」の面で
「部分適応」が起こると理解できる。テスコの青島市小売市場への進出は、当該市場
にはハイパーマーケット業態を核テナントの出店戦略をとって、自社による商業施設
を開発する形で行ったことである。
テスコの青島市人民路店は、敷地面積が 76,000 平方メートル、ショッピング、娯
楽、レジャー、飲食、各種サービスなどの提供を行う商業施設であった。すぐ隣にあ
る競争相手の利群四方店に比べて、敷地面積はその 2 倍以上、自社の核店舗であるス
ーパーマーケットのみで約 1.4 万平方メートルのフロアを誇り、食料品・衣料品・生
鮮食品などの品揃えも利群四方店の 4 倍となった。
また、店舗を環境保護のための設計とすることをはじめ、送迎バスの用意、集客施
策・販売促進活動の実施などにおいても他の小売企業より大きな競争優位性をもって
いると考えられた。そして、伝統的なスーパーマーケットに比べて、インストア・ベ
ーカリーやブランド専売店、飲食サービスコーナー、娯楽サービス体験などの専門店、
施設を充実させ、広い無料駐車場も併設した。すなわち、テスコの青島市 1 号店であ
る人民路店は莫大な資金などを投入したことを見ると、青島市小売市場での出遅れを
一挙に挽回する意図もあり、2 号店と 3 号店の見本となる店舗が目指されたわけであ
る。

3. 2

魅力感店舗の創出

テスコの青島市人民路店は地上 5 階と地下 2 階、合わせて 7 層式のショッピング・
モール型が採択された。地下の 1、2 階と地上の 1 階は駐車場として、752 台の駐車
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が可能であった。2、3 階はテスコの主力業態のスーパーマーケットとして、9,000 平
方メートルの営業面積に 54,000 種類の商品を陳列した。その中で、テスコのプライベ
ートブランド（PB）商品である「超値」、
「標準」も販売されていた。4、5 階は飲食コ
ーナーとしての特色ある飲食店が設置された。また、ショッピング・モールの中核テ
ナントとしての自社スーパーマーケットの出店をはじめとした多くのテナントを入れ
ることで経営の相乗効果を生み出し、集客力を高めることも追求された。
内装は店舗の天井を高くし、商品が高く積み上げられる倉庫型とし、照明も明るく
通路の幅もゆったりと確保され、開放感を満契できるよう設計された。食料品、非食
料品とも幅広く取り揃えられた。食料品コーナーでは厨房の見えるインストア・ベー
カリーで焼きたてのパンが、また中国各地の特徴的な食べ物が販売され、惣菜売場で
はオープン・グリルを使って肉が焼かれ、青果売場ではバスケットに盛られた野菜が
計り売りされた。青島市小売市場の消費習慣に合わせて、営業面積 1,400 平方メート
ルを有する鮮魚売場も作られた。これも青島市の大型小売スーパーで最大の規模を誇
るものであった。ここでは鮮魚の陳列と加工実演販売が行われることでマルシェの雰
囲気が演出された。
また、この店舗では環境保護の理念を掲げ、省エネルギー政策を実施した 60。この
ような省エネ店舗は青島市では初めてのものである。しかも、店舗内では無料 WI－
FI サービスも提供した。このサービスも中国での総合小売施設初の試みとなった。

3. 3

市場マーケットの絞込み

第 1 章で青島市小売業の発展要因と発展経緯を考察したように、青島市小売市場に
は経済の成長性が見込める 61一方、経営技術やその他の経営資源の移転効果は大きい

2016 年 3 月 19 日の現地調査で収集した資料によると、この店舗の照明、エアコン、冷凍冷蔵な
どの二酸化炭素の排出を抑える技術が採用された。施設内では高周波省エネ電球、施設外では超
低消費電力の LED 省エネ電球と自動感応エスカレーターを使った。店内には、温度と二酸化炭
素の観測設置を入れ、自動的に温度を調整できるようにされた。冷却システムの作動は排熱を伴
うため、これを回収する熱回収技術を導入し、店内用の水を加熱できるようにした。これにより
消費エネルギーの節約も実現した。また、季節が変わる時に、過剰シーズンの自然冷却源を利用
して、店内の空気と外の空気の交換によって、店内の温度を調節するなどの省エネ技術を活用し
た。
61 青島市における経済の成長、
消費者所得収入の向上などについて詳細には包（ 2014）を参照せよ。
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ことがしばしば指摘された。つまり、市場は豊かだが、小売市場の未成熟な地域に経
営資源を集中する参入戦略とワンストップ・ショッピング機能を競争的な価格で提供
するハイパーマーケット業態をあわせて、テスコは自社の発展的な国際化を推進する
ことができると判断して、青島市に進出してきたわけである。
テスコは通常実施される開業前の来店顧客の特性と潜在目標ターゲットの調査に
留まらず、青島市人民路店開業以降も、現地顧客の支持を獲得するために、顧客満足
調査や消費者パネル調査を実施し、業務改善に活かす取り組みを継続的に行った。さ
らには、顧客の代表者を選び、定性的な評価を聞く顧客パネル調査も不定期に行った。
また、市場ターゲット範囲を大幅に拡大させることを目的として、送迎用シャトルバ
スの運行を顧客サービスの一環として行った。
他方、テスコは低価格を重視する青島市小売市場の特性に対応するために、現地化
戦略を採用した。すぐ隣の利群四方店との顧客争奪戦に勝うために、
「より低価格で売
る」を合言葉に市場マーケットで最低価格の保証制度を実施し、特売を頻繁に行うと
ともに、ワンストップ・ショッピングの提供が徹底された。プロモーションとしては、
チラシによる方法が採用され、定期的にターゲット消費者に分厚い冊子型のチラシが
配布された。

3. 4

マネジメント・システムの構築

テスコは中国市場ではこれまで培ってきた経営ノウハウを浸透させるべく母国主
導型のマネジメント体制を築くことを目的として、二回に分けて楽購の 90％の株式を
取得して、経営主導権を得た。そして、店舗の運営は現地の市場特性に応じて部分的
に修正され、現地法人と店舗が首尾一貫した方針で管理・運営されるマネジメント・
システムの構築を試みた。
他方、テスコはイギリスでは人的資源管理を重視する小売企業であり、本社の経営
理念や業務システムの方針を海外に移転する努力を払い、マネジメント・チームには
現地の人材を活用する方針を貫いている。経営管理の中心的な手法としては顧客、人
材、業務、財務の 4 分野に分けて全社員が年間行動計画を作成し、現場での業務を改
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善し評価するシステムをとった。「われわれは自分が処遇されたように人々を処遇す
る（Treat people how we like to be treated）」という標語を企業の基本目標として、
これをテスコの青島市人民路店にも適用し、現地人材を登用し、従業員の帰属意識を
高め、教育研修制度の徹底による業務の習熟を図る人材開発プログラムを組織的に採
用した。

3. 5

突如の撤退

以上のように、テスコ人民路店は様々な経営展開を行ったが、わずか 3 年半弱をも
って突如の閉店に至った。進出当初、テスコの最高管理層は「テスコはどの国・地域
への進出でも、進出先の小売市場で上位 3 位に入るという目標を立てている。もし 3
位に入らなければ、撤退する」と述べていた。
しかし、進出したわずか 3 年半足らずの 2013 年 7 月 3 日に、テスコの人民路店を
閉店し、2 号店と 3 号店の建築も停止された。さらに、おおよそ 1 ヶ月後の 8 月 9 日、
中国政府系コングロマリットの華潤創業（チャイナリソーシズ・エンタープライズ、
CRE）と中国（香港、マカオを含む）で小売事業を手掛ける合弁会社の設立に向け覚
書（MOU）を締結し、テスコのこれまでの業務運営を新会社に委ねる（テスコは 20％
出資）ことを発表した 62。その後、合弁契約によって、テスコの中国にある店舗のブラ
ンドは「華潤万家」に変更されるようになった。

4

テスコの撤退原因分析

テスコは海外進出の水準が非常に高い小売企業として知られている。しかし、商業
先進国は言うまでもなく、商業発展途上国の中国への進出でも苦戦を強いられている。
テスコは豊富な海外進出経験を積んだ世界的小売企業として、なぜ商業発展途上国の
中国で成功できなかったのか。また、海外各国の市場での熾烈な競争に打ち勝ってき
たにもかかわらず、なぜ中国市場ではその経営優位性を活かすことができなかったの
62

「テスコ、中国・華潤と合弁設立： 中華圏での存在感維持へ」『NNA.EUROPE』2013 年 8 月
12 日付。
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か。
テスコの青島市小売市場からの撤退した原因は何であったのか、序論の先行研究で
整理した鳥羽（2008）の分析モデル（図 0－3）を参照しつつ、これを分析する。とり
わけ、青島市小売市場の特性に応じて、テスコなりの小売システムの構築ができなか
った原因を検討して、当該市場での小売企業間の競争の激しさを明らかにする。

4.1

テスコなりの経営優位性の構築

小売企業の海外進出には、まず自らが持ち込んだ業態を通じて消費者に提供物と商
品調達を繋ぎ合わせる小売システムの構築が要求される。その時に、自らが持ち込ん
だ業態の優位性がその前提条件となると考えられる。つまり序論の先行研究で整理し
たように、鳥羽（2008）は小売企業進出の成功の鍵としては小売業態をはじめとする
経営優位性が構築できるかどうかという点にあると論じている通りである。
鳥羽は進出が失敗するプロセスについて、
「小売企業の問題として、取扱商品の形成、
サービス、店舗環境、店舗の立地条件などの小売ミックスの調整や人材のマネジメン
トを掌る組織構築が適切になされないことによって、提供物を具現化する媒体である
業態の展開がうまくいかなくなるという問題が生じる」
（鳥羽 2008：142）と論じてい
7 と○
8 （業態特有の提供物と国別の業態特
る。さらに、
「各企業は、現地市場における○

性）で示した小売業と消費者の関係様式には、業態として要求されるもの、また、そ
の中には進出国に特有な部分が構築されてきた側面が存在することを読み取れず、対
応することができない」（鳥羽 2008：142）ことを失敗要因として論じている。
以下では、これに即して、テスコの青島市小売市場への進出について、経営優位性
が構築できなかったことを分析しよう。
まず、テスコの店舗立地する市場特性から検討しよう。序論の先行研究で整理した
ように、
「小売企業が立地場所の特性を考慮して、店舗立地を選択することである。通
常、市場規模や出店費用、競争状態、規制の 4 つの要素を中心に、立地場所の魅力度
をはかって、店舗立地を決定する」
（渦原 2012：2－3）。小売企業の立地戦略は進出先
の商圏分析や市場調査を行い、店舗立地の周辺市場環境に対応して、企業戦略を策定
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し、競争優位を確立することが重要である。
テスコの青島市人民路店は人口の多い四方区（現市北区と合弁した）に立地し、東
西に貫く重慶南路と南北に走る人民路という幹線道路の交差地に位置しており、周辺
には青島市最大のバスターミナルが隣に、加えて 18 路線を走るバス停が 3 ヶ所あり、
交通至便な場所として広域からの来店が見込めると期待される。他方、周辺に所在す
る競合店舗は地元の利群四方店のみという状況でもあった。
このような立地特性から見ると表面的には、この地区は未成熟な商業エリアとして、
競争状態が弱く、潜在消費者が多い地区だと考えられるだろう。イオンの青島市 1 号
店の開設する当時の状況と似ている。しかし、イオンの青島市 1 号の場合は、その周
辺が当時の市政府の重点開発地域であり、多くの官庁、大型企業のオフィスビル、ホ
テル・レストラン、高級住宅などが相次いでそこに集中することになり、その店舗の
成長を支えることとなった。また、現在ではイオンの店舗を核心として、差別的な多
業態の店舗がここに集中して、青島市の国際的な商業エリアを形成するようになった
のである。
テスコの立地する地域は旧市街地に属しており、イオンの青島市 1 号店の所在する
区域より、住民の収入所得が低く、ターゲットとした消費者にとってはテスコの上記
のような展開には魅力もあまりなかったという市場特性を把握されていなかった。ま
た、周辺の消費者が、既にすぐそばの利群四方店へ通うという消費習慣も形成されて
いた。
テスコはこうした店舗の立地環境、市場特性のもとで、どのような業態を選んで展
開したのか、次に分析しよう。
テスコの中国への進出は他の外資系小売企業と比較しても、また自身の国際事業展
開の中でも遅れていた。それに加えて、15 年以上にわたり外資系小売企業が進出、展
開している青島市のような小売市場では、ハイパーマーケットとして出店可能なリー
ス物件が殆どない状況であった。そのためテスコは、自ら商業施設の開発を行って、
核テナントとして出店するという戦略を採用した。
しかし、これまでの各章で考察したように、最初に進出してきた外資系小売企業の
イオンがショッピングセンターを開設し、ウォルマートが台東商業エリアの万達購物
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広場の核テナントとして出店するなどの前例が既にあったため、青島市の消費者にと
って、大規模なショッピング・モールは、斬新な業態ではなくし、それだけで訴求力
のある業態でもなかった。
また、テスコの市場進出は元々単独で出店するケースが殆どで、大規模なショッピ
ング・モール内に出店するケースもあまりなかった。自らのビジネスモデルに固執す
るのではなく、自社の目指す水準の小売ビジネスを実現するために、現地市場に創造
的に適応することが志向されたが、青島市人民路店では土地購入から建設まで全て自
社が取り組むという形での経営展開はテスコにとって初めてのものである。そこでは、
テスコがこれまで蓄積した経営経験は必ずしもこの店舗にとって有益なものになって
いなかった。
既に触れたように、テスコの青島市人民路店は、7 層式のショッピング・モール型
の商業施設で、自社のプライベートブランド（PB）商品を含む食料品、衣料品、生鮮
食品などの 54,000 種類の商品を取り扱った。無料 Wi-Fi、送迎バスなどの様々な顧客
サービスを提供し、現地人材の登用、社員研修制度の徹底による接客態度、販売サー
ビスなどを現地適応化しながら実施した。環境保護の理念を掲げ、省エネルギー政策
を実施する中国初めて外資系小売企業の商業不動産施設を建設した上に、魅力的な買
物空間を創出した。しかしながら、こうした設計は店舗の立地する地域にとって、あ
まり相応しいものではなく、これらの優位性の構築は効を奏しなかった。
こうした店舗立地の市場特性に気づき、テスコは「より低価格で売る」を合言葉に
市場マーケットで最低価格戦略を実施したが、店舗の設計理念はイオンの青島市 1 号
店のような中高等ショッピングセンターであった。それがテスコの上述優位性を発揮
できなかった原因となったわけである。つまり、テスコの青島市人民路店はイオン青
島市 1 号店と全く異なった立地の市場特性のもとで、同じような中高等小売施設を開
設したことがその経営優位性が構築できなかった原因だといえる。

4.2

商品調達システムの確立

小売企業の海外進出には、商品調達システムの確立が重要であることは言うまでも
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ないであろう。しかし、小売企業が海外へ進出する際には、商品調達システムの確立
5 と○
6（チャネル政策・取引慣習）
には様々な障害がある。鳥羽は、
「現地市場における○
2 （商品調達）の構築
で示した取引慣行やメーカーのチャネル政策から影響が及び、○

がうまくいかないという問題が生じる」（鳥羽 2008：142）と論じている。
テスコは上記店舗立地の市場特性に気づき、
「より低価格で売る」を合言葉に市場マ
ーケットで最低価格戦略を取りながら、商品調達システムの確立を試みたが、結果と
しては確立できなかった。それについて、以下具体的に見ていこう。
テスコの青島市人民路店は複合型ショッピングセンターとして、店舗における在庫
投資の削減、配送費用や管理費用の低下、納品車両台数の減少と店舗の検品・収納の
省略化・欠品率の減少によりコストの低減を図った。同時に、集中仕入による商品原
価の低減、情報通信ネットワークの構築によるペーパーレス取引、メーカーとの協力
による自動在庫補充システムの導入、バックホーリングの活用による 1 次物流（メー
カー、小売企業間）の革新という最新技術を駆使した商品調達システムを構築したこ
とはテスコの強みといえる。
また、テスコが世界的小売企業としてのマーチャンダイジングの特徴はメーカーと
の直接取引であり、大量的購買で低価格を実現するというものである。青島市小売市
場に進出後、こうした調達関係を整え、最低価格を実現しようと試みた。
テスコはこのような商品調達システムの構築する最新技術、世界的小売企業として
のマーチャンダイジングの優位性をもっているので、青島市小売市場でもヨーロッパ
でのようなメーカーへの支配力が発揮でき、それと自社の商品供給システムを合わせ
て、当該小売市場でもその優位性が発揮できると考えられたわけである。
よく知られているように、「フランスやイギリスのように大手スーパーのシェアが
寡占状態の地域では、メーカーからスーパーへのリベートとバックマージンを通して
利益移転が起こる。それゆえヨーロッパのスーパーは利益が高い」（川端・崔 2009：
298－299）。しかし、進出先の市場では固有の取引慣行であり、また現地メーカーに
は固有のチャネル政策がある。母国で企業が蓄積した商品調達の強みは本国に固有の
環境条件で構築されて通用してきたものであり、必ずしも青島市小売市場という異質
の環境条件でそのまま再現できないといえる。また、法的規制などにあり、小売企業
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の海外での出店については、商品の国際調達仕入は 30％程度に留まり、70％程度が現
地調達されなければならなかった。
イオンの対照的事例を参照しながら、テスコの商品調達システムの確立について分
析しよう。イオンの青島市への進出当初には、現地の小売企業はまた伝統的な対面販
売をとっていたし、競争力も低かった。上記の外資系小売企業にとっての商品調達シ
ステムの構築の障害があるのに対して、イオンは現地パートナーの現地商品の調達能
力が強く、現地政府との関係が良好であるというメリットを利用して、これと自社の
先進な経営ノウハウ、豊かな資本金などのメリットを合わせる形で、その障害を避け
ようとしたといえる。
それと対照にして、テスコは独資という形で青島市に進出したので、イオンのよう
に現地商品の調達能力の強いパートナーをもっていなかった。自社の最新技術を駆使
した商品調達システムの構築を試みたが、その優位性を発揮できるまで、かなりの時
間がかかることが予想された。しかし、3 年半弱をもってテスコの青島市人民路店は
閉店した。これほど早めに閉店したことによって、その商品調達システムの構築は未
完成となり、優位性を発揮できなかったわけである。
また、進出した青島市小売市場では 15 年間にわたる外資系小売企業の進出による
もたらされたインパクトを受けた現地小売企業が競争力を高めていることをテスコは
過小評価していた。そして、テスコは競争相手の利群四方店との価格戦で自社が得意
としない現地調達商品による競争を行っても十分競争に勝てると判断していた。これ
らはテスコにとっては国際調達より現地調達の方がかなり弱い部分であるにもかかわ
らず、現地調達する商品を選んで、現地調達能力の高い地元企業と価格戦を行うとい
う選択をしたからである。また、もともと外資系小売企業にとって、現地調達能力は
地元の小売企業に比べて、かなり弱いものである。とりわけ青島市小売市場を経営の
基盤として成長してきた地元の大手小売企業の利群集団にとって、テスコが持ってい
る商品調達能力には脅威を感じなかったわけである。
テスコは進出した地区の青島市消費者が低価格購買習慣を有しているということ
を把握し、最低価格戦略をとったわけであるが、その結果、自社の弱い分野である現
地調達の商品を選んで、それを得意とする現地企業との価格競争戦を行ったことにな
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り、これが失敗の原因となったといえる。

4.3

企業間の競争関係

3（業態間競争）
小売企業の海外進出には、鳥羽がその分析モデルで論じたように、
「○
4 （業態内競争）で示した競争関係にも影響をおよぼし、撤退を余儀なくされるも
と○

のと考えられる」（鳥羽 2008：142－143）。つまり、外資系小売企業にとって、進出
先の企業間の競争関係という小売業の取り巻く環境は重要であると考えられる。
向山・崔（2009）は過当競争の時代に入った日本市場に進出したカルフールの事例
を分析した。その分析では、激しい競争の環境で、適応化を最優先とする企業文化を
もっているカルフールはそこでの適応化戦略に怠慢であったとはいえない。逆に、日
本市場の特異性に気を配りすぎ、かえって過剰な適応戦略をとってしまい、適応化戦
略の罠に陥り、撤退せざるを得なかったのである。以下ではテスコの青島市小売市場
に進出の時の戦略行動に即して、それと同じであったのかを考察してみよう。
冒頭で論じたように、テスコは小売企業間の競争が激化した背景のもとで、イオン
などの外資系小売企業より 12 年ほど遅れて青島市小売市場に進出してきた。とりわ
けテスコの青島市人民路店の競争相手の利群四方店は、第 4 章で論じたように、母社
である利群集団は地元小売企業の代表される企業として、外資系小売企業の進出前に
も様々な経営改革や株式化改造などによって、青島市を経営の基盤として発展してき
た。その後の外資系小売企業の進出によってもたらされたインパクトを受けて、それ
を手本として学びながら成長してきた。15 年以上にわたり、熾烈な競争する青島市小
売市場では、利群集団は相当の水準まで成長・発展してきた。人材マネジメント、接
客サービスの良さ、商品調達システムの構築、物流システムの確立などの面で、外資
小売企業に比べても対抗できるようになった。そして、外資系小売企業との競争で、
自社の強いところを活用し、弱いところを避けて機能的に競争優位も構築できるよう
になった。
一方で、テスコは青島市に進出した際には、青島市人民路店の施設の先進性、消費
者の体験・参与、各テナント店舗の差別化などの優位性によって、開店の当初には一
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時的に人気を集めた。しかし、企業の継続的な経営あるいは市場シェアを拡大するた
めに、周辺の業態内や業態間の企業との競争は避けられない。その後、立地している
地域の消費者と密接な関係を維持するために、すぐそばの競争相手である利群四方店
との価格戦を行う必要に迫られた。そして、この価格戦については、既に見たように
勝ち抜けなかった。これをきかっけに、テスコは立地周辺の市場特性に応じて、直面
した諸問題に対する現地適応化への経営調整の試みを始めた。
まず、マネジメントでは管理層の調整から現地適応化の調整を試みた。管理層は台
湾の管理チームを中国本土の管理チームに変えて、従業員の給料を上げることなどを
通じて、現地化に適応しようとする政策を採用した。しかし、こうした管理層の交換
によって、現地化政策も頻繁に変わるようになった。それによりマネジメントが一貫
せず、従業員の士気も落ちることとなり、顧客に心にこもったサービスを提供できる
見込みも途絶えた。このように、現地管理層は青島市小売市場の特異性に応じて経営
戦略を調整しようと試みたが、逆に気を配り過ぎ、かえって過剰な適応化戦略をとり、
マネジメントの混乱を引き起こしたのである。
こうした経営状況にあって、本社からの支援も削減した。その結果、カルフールの
日本事例と同じように、最終的には適応化戦略の罠に陥り、競争優位性が確立できな
くなり、閉店せざるを得なくなる結果となった。
以上、激化した小売企業間の競争の背景のもとで、テスコの青島市での失敗を誘発
する諸要因を考察した。しかし、豊かな資本金や豊富な海外進出経験、優れた小売ノ
ウハウなどを持っている世界的小売企業であるテスコにとって、海外での新規出店は
知名度や評判などが出店地域に浸透するまでに時間がかかることが把握できるはずな
のに、わずか 3 年半弱をもって閉店してしまった。これについてはさらに考察する必
要があると考えられる。テスコは青島市小売市場ないし中国市場から撤退したことは
紛れもない事実であるが、カルフールの日本市場からの撤退などの事例を参照すると、
テスコの青島市小売市場からの撤退はまた別の原因があると考えられる。これを次節
で分析する。
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4.4

グローバル・ネットワーク店舗網の調整

一般的に、世界的小売企業は、グローバル・ネットワーク志向が強いといえる。向
山・崔はカルフールが日本（そして韓国）などの不振地域から撤退し、現地店舗の売
却により財務体質を強化しており、本国及び戦略的地域としての中国への資源集中を
積極的に進めることで、グローバル競争力の強化する方針を新たに打ち出したこと（向
山・崔 2009：306）を指摘した。
これを参照しつつ、テスコの青島市小売市場からの撤退をみよう。前述したように、
テスコの青島市小売市場への進出は各種の準備を整え、他社及び自社の成功的経験・
失敗的示唆を活かし、大きな資本金を投入して 1 号店の人民路店を開業し、2 号店と
3 号店の建設も進めた。雄大な野望を持っていたテスコは、わずか 3 年半弱を経て、
青島市小売業での上位 3 位という目標を達成できなかったばかりか、現地小売企業と
の競争さえも勝てなかったことになった。
テスコの青島市小売市場での経営悪化という状況にあって、当時の本社はイギリス
本国の再認識と成長する地域へとシフトに迫られ、中国市場から撤退する決断を下し
た。これは同社の 2011 年 8 月の日本市場からの撤退と同じであった。つまり、テス
コは青島市ないし中国市場で少々高い授業料を支払ったものの、効率性の悪い市場を
切り捨て、本国および戦略的地域への資源集中を積極的に進めることで、グローバル
競争力を強化する方針をも新たに打ち出したといえよう。
以上、テスコは青島市ないし中国市場への進出に時間をかけるのではなく、他の成
長潜在性のある国・地域あるいは本国に集中に迫られていたわけであると考えられる。
結局的にはテスコはカルフールの日本市場からの撤退と同じように、グローバル・ネ
ットワーク店舗網の最適化によって青島市小売市場から撤退するという方針をとった
わけである。すなわち、実際には、グローバル・リテイラーとしてのテスコは、青島
市ないし中国市場からの撤退が自社のグローバル・ネットワークの最適化を図ったに
過ぎないであろうと考えられる。このように、テスコが早く撤退した原因としては、
世界的小売企業のグローバル戦略の調整という要因も重要である。
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さて、この撤退が意味するものについて考察を進めよう。それは青島市小売市場の
進化ということである。

5

青島市における小売市場の進化：テスコの撤退事例が示唆するもの

以上、鳥羽の分析モデルと立地戦略、グローバル・ネットワーク店舗網の最適化な
どの議論を参照しながら、テスコの青島市小売市場からの撤退した要因を分析した。
こうした分析を通じて、青島市小売業の成長、それに伴い中外資小売企業間の競争が
激化したことが明らかになった。以下、青島市小売市場が進化したことを具体的に論
じる。

5.1

青島市小売業の成長

テスコの青島市小売市場に進出する際には、自ら土地購入から商業施設の開発まで
行って、核テナントとして出店するという戦略を採用した。その理由としては、15 年
以上にわたり、外資系小売企業の進出・経営展開と現地小売企業の成長に合わせて、
青島市小売市場ではハイパーマーケットとして出店可能なリース物件がほとんどなか
ったという制約条件があった。そして、テスコはこれまで母国及び海外進出で培って
きた強みであるハイパーマーケットを核テナントとしたショッピング・モールという
業態を選んだが、イオン、ウォルマートなどの外資系小売企業の進出によって持ち込
まれたその業態としての出店という前例が既にあったし、現地の小売企業もそれに学
習・模倣と自社の経営優位性に合わせて、続々とそのような業態としての出店も出て
いた。そのため、テスコのこの業態は斬新なものではなくし、それだけで消費者に訴
求力もなかったわけであるといえる。
進出した直後、店舗立地の市場特性のもとで、
「より低価格で売る」を合言葉に市場
マーケットで最低価格戦略をとりながら、国際調達と現地調達に合わせる商品調達シ
ステムを確立することを繋ぎ合わせる小売システムの構築を積極的に行っていた。し
かし、商品調達システムを構築するには長時間が必要とされ、それを構築する以前に
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撤退を余儀なくされたわけである。
その原因としては、既に分析したように、青島市小売市場では固有の取引慣行であ
り、メーカーが固有のチャネル政策も存在している。母国及び海外進出で蓄積した商
品調達の強みはその固有の環境条件で構築されたものであり、必ずしも青島市小売市
場という異質の環境条件でそのまま再現できない。そして、テスコは独資という形で
青島市に進出したので、イオンのような有力な現地商品調達パートナーがないため、
自社の最新技術を駆使した商品調達システムの構築を試みた。しかし、成長してきた
現地小売企業との価格競争戦の背後には現地商品の調達能力の競争で勝ち抜けなかっ
た。それは青島市小売市場に進出した外資系小売企業に学習・模倣と自社の経営優位
性に合わせて、現地小売企業は商品調達システムを構築したし、商品調達能力も外資
系小売企業と対抗できるないし勝ち抜けるように成長してきたからである。
このように、テスコは青島市小売市場では、大きな資本金を導入して先進的な店舗
施設を開き、これまで培ってきた優れた小売ノウハウ、他社及び自社の中国市場での
成功経験・失敗示唆を活かし、様々な準備を整えるが、わずか 3 年半弱をもって閉店
し、撤退にしてしまった。
以上を踏まえ、15 年以上にわたり青島市小売市場では、現地小売企業が急速に成長
した結果、外資系小売企業の進出もかなりハードルが高いものとなったといえる。

5.2

青島市小売市場での企業間競争の激化

第 4 章で青島市の現地寡頭小売企業の利群集団の成長戦略の考察を通じて、内資系
小売企業の成長プロセスを明らかにしたように、青島市小売市場では、小売業を含む
流通分野において対外開放が 15 年以上にわたり、外資系小売企業の進出によっても
たらされたインパクトを受けた現地小売企業は成長してきた。そして、それに伴って、
中外資小売企業間の競争の中で、現地小売企業は自社の強いところを利用し、弱いと
ころを避けて機能的に競争優位性を構築し、外資系小売企業と対抗できるように成長
してきた。
しかし、テスコは現地小売企業との競争の対応や競争の激化に対する過小評価され、
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自社の競争優位性を過信し、強引に自社の経営戦略を採用することに至るまで行った。
その結果として、青島市を経営の基盤として発展してきた現地大手小売企業の利群と
の価格競争戦で勝ち抜けなかった。その後、テスコはこれをきっかけに、立地周辺の
市場特性に応じて、直面した諸問題に対する現地適応化への経営調整を試みたが、結
局的には、青島市小売市場の特異性に気を配りすぎ、かえって過剰な適応化戦略をと
ってしまった。こうした激化した小売企業間の競争の背景のもとで、ちょうど本社が
中国市場から撤退する決断を下った時期と重なり合って、テスコは青島市ないし中国
市場から撤退してしまった。
また、中国小売企業チェーンストアランキング（2015 年度）上位 10 社の中で、8
社が青島市小売市場で競争しながら展開している。これもこれまでの各章で考察した
ように、当該市場での中外資小売企業間の競争は中国全土でも滅多にないものと同じ
である。本章での考察はその小売企業間の激化した競争を検証したわけである。つま
り、成長してきた内資系小売企業との競争の中で、世界的小売企業であるテスコもそ
れを勝ち抜けなかった。これによって青島市小売市場での中外資小売企業間の競争は
どれほど激しくなったことが窺える。

6

おわりに

本章では、世界的小売企業であるテスコの青島市小売市場からの撤退問題について
分析し、その撤退原因を究明することを通じて、当該市場において中外資小売企業間
の競争が激化した状況を示した。
その中で、注意すべき点としては、序論の先行研究での図 0－2 で示したように、鳥
羽の分析モデルでは外資系小売企業の垂直的な供給業者と消費者との取引関係及び、
水平的な同・異業態との競争という中での誘発する諸要因が論じられている。この分
析モデルはテスコの事例分析にとって一定程度有効であると考えれるので、それにつ
いての分析にあたって参考にした。ただし、グローバル小売企業であるテスコにとっ
て、最も重要なことはある市場を維持することではなく、最適化されたグローバル・
ネットワーク店舗網の構築であろう。この点が鳥羽の分析モデルでは抜け落ちたとい
164

える。本章ではそれについても論じた。
本章の考察したものに基づいて、テスコの青島市小売市場からの撤退は以下のよう
に要約できる。雄大な野望をもっているテスコは大きな資本金を投入し、中国初めて
外資系小売企業の商業不動産施設を建設するという形で青島市人民路店を開設した。
様々な準備を整え、慎重に進出したはずである。しかし、中外資小売企業間の激化し
た競争という背景のもとで、現地小売企業との競争で価格戦を行った。その中で、成
長してきた利群四方店に勝ち抜けなかった。その後、様々な経営調整を試みたが、閉
店せざるを得なかった。
つまり、テスコは成長してきた現地小売企業との競争の対応や競争の激化にについ
て過小評価、自社の競争優位性を過信し、それとの競争に勝てず撤退したことになっ
た。その中にも、青島市小売市場での中外資小売企業間の競争が激化したことが分か
る。
以上、テスコの青島市小売市場からの撤退分析を通じて、青島市小売業の成長と当
該市場での中外資小売企業間の競争が激化したという中で、この小売市場が進化した
示唆するものをまとめた。
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第6章
青島市における小売業の近代化
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1

はじめに

本章では、3 章から 5 章で明らかにした個別事例の分析を踏まえ、1）外資系小売企
業の青島市進出を契機とし、そのインパクトを受けた現地小売企業が成長したことを
整理したこと、2）中外資小売企業間の競争が激化したという中で、青島市小売業が構
造変化したことをマクロ数字を利用するなどを通して明らかにする。
これまでの考察したように、青島市小売業は 1979 年の改革開放政策の実施に伴っ
て徐々に変化し、1980 年代に入ると、国内商業体制・企業経営管理の改革、自由市場
の回復、私営・個人経営企業の参入等に基づき、小売自由化への歩みを加速させた。
1990 年代初頭には、青島市は中国小売業の先導的な試験都市に選定され、外資系小売
企業の導入を中心とする小売業の対外開放という政策の実施によって、小売業は劇的
に変化した。2001 年中国が WTO に加盟したことによって、外資系小売企業にとって
の制限が段階的に撤廃され、欧米系や日韓系、東南アジア系外資小売企業の参入が増
え、現地小売企業との競争が激化した。その競争の中で、青島市小売業は飛躍的に発
展してきている。
本章では、商業統計分析、小売構造分析の 2 つのアプローチにより、青島市小売構
造の変化を多面的かつ体系的に分析する 63。まず、小売企業数、従業員数と売上高の
三つの側面から青島市小売業の数的変化を簡略に考察する。次に、グローバル小売企
業の参入によって、もたらされた影響を受けた現地小売企業の発展変化を分析する。
そして、中外資小売企業間の激化な競争という中で、小売業の構造にどのような変化
が生じたのか、また、ショッピングセンターの台頭、主要な商業エリアの変容などを
促進したのかという諸側面から青島市小売業の構造変化を考察する。その上で、チェ
ーン・ストア経営方式による小売効率化の向上、小売業の競争力の強化、不合理な商
慣行の是正という側面から青島市小売業が近代化への発展転換を明らかにする。

63

第 1 章で考察したように、青島市小売業の発展を五つの段階を分けて、概ねに外資系小売企業の
進出前後を境に、当該都市の小売業はその外資系小売企業の影響を受けて発展してきている。本
章での考察では、外資系小売企業の進出後、そのもたらされた影響の効果が果たした後のデータ
を取り扱い検証するのである。つまり、1997 年の外資系小売企業の店舗が設立後、現地小売業は
その影響を受け止め、改革・発展の効果が生じた後の 2000 年以降のデータを取り扱い検証する。
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2

青島市における小売業の発展現状

1978 年に、打ち出された中央政府の改革開放政策のもとで、青島市はいち早く試験
的都市に指定され、さまざまな改革の取り組みを行ってきた。小売業も例外ではなく、
第 1 章で考察したように、五つの段階を経て発展してきた。その発展の結果としての
青島市小売業の発展現状を明らかにする必要がある。以下では小売企業数、従業員数
と売上高の三つの側面からそれを考察する。

小売店舗数（千カ所）

従業員数（千人）

売上高（億元）
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青島市における小売業の発展現状

注：売上高は一定規模以上の小売企業のデータを取り扱ったもの。
出所：『青島統計年鑑』（各年版）により作成。

青島市小売業の発展現状を明らかにするために、2000 年から 2013 年にかけての
『青島統計年鑑』に基づいて分析を行う。図 6－1 に示すように、小売店舗数は 2000
年の 110 千カ所から 2013 年の 289 千カ所と、3 倍弱の増加となった。従業員数は
2000 年の 233 千人から 2013 年の 926 千人と、4 倍弱に増加した。売上高は 2000 年
の 87 億元から 2013 年の 1,000 億元と、11.5 倍に増加した。この 14 年間では、青島
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市小売業の増加の勢いはきわめて強いことが分かる。
また、この数的変化から青島市小売業の発展の特徴が 2 つ読み取れる。一つ目は小
売業の店舗数、従業員数と売上高ともに全体として増加しているということである。
そして、経済の発展に伴い、小売業は今後も高い成長することが予想される。二つ目
は店舗数の増加率より従業員数、さらには売上高の増加が大きいということである。
市場規模の拡大は、小売企業の店舗数と従業員数の増加より、小売販売効率によって
もたらされたと考えられることができる。その原因を以下考察する。

3

青島市における小売構造の変容

1992 年以降、青島市は先導的な試験都市として、遅れていた小売業の発展を目的と
して、いち早く外資系小売企業の誘致を積極的に行った。外資系小売企業の進出は青
島市の現地小売企業にどのようなインパクトを与えたのか。また、青島市の現地小売
企業は外資系小売企業の影響を受けて、どのように発展しつつあるのか、そして、そ
れに伴って、中外資小売企業間の競争はどのように激化したのかをまず明らかにする。
それに加えて、ショッピングセンターの台頭、主要な商業エリアの変容に着目して、
青島市の小売構造の変化を考察する。

3.1

グローバル小売企業の参入

中国の外資系小売企業の参入要因については、方（2004：149）は次の 4 つまとめ
1 中国経済が急速に発展し、消費者の生活水準が向上したことに伴っ
ている。即ち、○
2 中国政府が小売流通分野で改革を行い、近
て小売業が整備されたこと、そのため、○
3 市場経済が進むという中で、激しい競争に勝ち抜
代化を進める方針を決めたこと、○

くために現地小売企業は、近代的な小売業態を海外から導入する必要があったこと、
4 外資系小売流通企業、特に世界トップの小売企業の中国進出により、中国市場に新
○

しい経営管理などと資本がもたされたことである。
これまでの考察したように、1998 年 1 月 8 日、イオンの青島市 1 号店が開業した。
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同年 9 月、青島市第一百貨公司とマレーシアのライオングループとの合資企業である
百盛中山路店、1999 年 11 月、カルフール（名達店）がそれぞれオープンした。その
後、中国の WTO への加盟に伴い、グローバル小売企業は相次いで青島市小売市場に
参入してきた。
2015 年まで、青島市小売市場では、日本のイオンをはじめとして、アメリカのウォ
ルマート、フランスのカルフール、ドイツのメトロ、台湾の大潤発、タイのロータス、
韓国のロッテマートなどの欧米系や日韓系、東南アジア系の小売上位の企業 26 社が
進出し、現地の小売企業と競争している。その参入モード（参入方式）と参入プロセ
ス及びもたらした影響などについては第 2 章で考察した。これらの外資系小売企業の
参入に伴い、先進的な小売経営知識を持ち込まれただけでなく、多様な小売業態、先
進的な情報技術、サプライチェーン・システムなども青島市小売市場に移植され、現
地小売企業の間に浸透してきている。
外資系小売企業に対する規制の緩和に伴い、世界的上位小売企業が相次いで青島市
小売市場へ進出したわけである。こうした状況の中で、外資系小売企業の進出によっ
てもたらされた影響を受け、青島市にある内資系小売企業はその後どのように発展変
化したのか、次節で事項毎に整理する。

3.2

3.2.1

内資系小売企業の発展変化

外資企業進出前の内資系小売企業

1992 年に、外資系小売企業の導入する政策が打ち出される前の時期には、青島市で
は小売商業体制を改革し、企業経営の自主権を拡大、私営・個人経営企業の設立の許
可など小売分野で様々な改革を行ったが、経営管理の遅滞や伝統的な小売経営方式の
遅れ、小売形態の単一などまだ多くの問題が解決されないままであった。
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3.2.1.1

経営管理

新中国が成立してから、1978 年の改革開放政策の実施までの間、ソ連型の社会主義
計画経済体制が小売流通分野も支配していた。小売企業はほぼすべて国家によって所
有され、中央政府または地方政府が運営・管理していた。1980 年代から 1992 年の外
資系小売企業の進出前までの間、自由市場の回復、私営（個人経営）小売企業の許可、
国有・集団所有企業の改革などに基づいて、青島市の小売業は自由化への歩みを加速
させた。しかし、国有・集団企業は市場の主体として、依然として小売業の発展を左
右しており、市場メカニズム機能はまだ十分に発揮されていなかった。
また、小売企業の内部の組織管理は不十分であり、チェーンストア経営の実施がで
きず、体系的・科学的・近代的な管理システムや標準化された小売管理ノウハウを持
ていなかった。POS 情報システムや、物流・配送システム、販売ノウハウなどの流通
技術の面では外資系小売企業との格差が大きかった。コストの削減や商品のタイミン
グの良い品揃え、競争関係などは制限されていた。既存の小売企業はセルフサービス
でなく、対面販売方式がほとんどであったから、消費者の購買意欲を十分に引き出す
ことができなかった。生産と消費を繋ぐ小売機能が十分機能せず、消費ニーズは十分
に把握されず、対応もできていなかった。

3.2.1.2

消費者ニーズへの対応

この時期には、まだ社会主義計画経済の影響を受けていたので、商品の生産・販売
は計画の下で行われていた。小売市場は売り手主導という性格であった。小売企業は
いかに消費者の求める適切な商品を調達し、消費者の求める条件でタイミング商品を
売るかについて、まったく無関心であった。市場マーケティングなどの近代的消費者
ニーズへの調査・対応という考え方も存在しなかった。小売企業は生産技術の革新に
より商品が大量に市場で流通するようになったり、経済の成長により消費需要が拡大
するなどの市場変化への対応はかなり遅れていた。
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3.2.1.3

小売形態の単一化

1990 年代初頭まで、ほとんどの百貨店、食品店は生鮮市場のような伝統販売方式を
とっていた。しかも既存業態の百貨店や食品店のほとんどは国有（集団）、または省営
の企業であった。このような小売企業は企業文化の構築、人材の教育、販売促進する
価格戦略などが、企業発展を推進する重要な要素であることを認識さえもなかった。

3.2.2

外資参入から刺激を受ける内資系小売企業

1992 年、中国政府は小売流通分野において対外開放政策を打ち出して、青島市など
の沿海都市に限定し、外資系小売企業の導入を中心にさまざまな改革の取り組みを行
った。外資系小売企業の進出によって先進的な小売経営知識や多様な小売業態などが
導入され、現地小売企業は大きな脅威を感じ、さまざまな改革を行うようになった。
その具体的な変化を以下分析する。

3.2.2.1

小売技術の革新

先進的な小売技術を持つ外資系小売企業の青島市小売市場への進出と同時に、その
小売技術にも当該市場に移転されてきた。マレーシア系のライオン・グループのパー
クソンによる台東南山店というスーパーマーケット、中山路の新業態としての百盛百
貨店と日系大手小売企業イオン（旧ジャスコ）東部店（1 号店）は青島市東部にある
新市街地の中心部・香港中路で、中国初めての本格的なショッピングセンターとして
開業したが、これは当時の青島市小売業ないし中国小売業にとって、
「経営革命」のよ
うな出来事となった。
とりわけイオンの青島市 1 号店のショッピングセンターは、開業後すぐに現地消費
者の人気を集め、三年目に営業の黒字を達成した。これは現地小売企業に巨大な衝撃
を与えた。現地小売企業は外資系小売企業を手本として、外資系小売企業の先進的な
管理技術、店舗デザイン、品揃え、販売方式、セルフサービス、顧客サービスの提供
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に至るまで、学んだり模倣したりして成長した。外資系小売企業の進出に進んでいる
中で、現地小売企業は店舗デザインの学習、商品の品揃えなどに関する形式的・表面
的な模倣から、経営管理、情報管理システム、顧客サービスなどの実質的な経営内容
の学習に移行した。
現地小売企業が成長するにつれて、中外資小売企業間の競争は激化し、現地小売企
業は最初の学習・模倣から改革の模索、イノベーションの展開までを通じ、競争力を
身につけるようになってきた。近年、イギリスの世界小売企業としてのテスコもこう
した競争に勝てず、青島市小売市場から撤退し、また世界小売業ランキング一位のウ
ォルマートも青島市の城陽店の閉店するというケースが続々出てきている。

3.2.2.2

小売業態の多様化

以上明らかにしたように、外資系小売企業の青島市小売市場への進出により、当該
市場に存在しなかった小売業態が相次いで導入され、現地小売業の業態革新、業態の
多様化が促進されてきた。
もともと、青島市小売市場では対面販売方式をとっていた百貨店しかなかった。
1990 年代半ばから進出してきたマレーシア系と日系大手小売企業は革新的なセルフ
販売方式、レジでの一括清算方式をとる総合スーパーマーケット、百貨店、ショッピ
ングセンターなどの小売業態が持ち込まれた。その後、カルフールのハイパーマーケ
ット、メトロの倉庫型売り場、イオンとミニストップとの合弁会社「青島ミニストッ
プ」のコンビニエンスストアなどの小売業態は消費者ニーズに適応し、次第に受容さ
れるようになった。
このような小売業態は現地小売企業にとって最初の模倣対象となった。その後、専
門店、専売店、ホームセンター、メーカー直売センター、インターネット通販、ディ
スカウントショップなどの小売業態も急速に展開した。現地小売企業はこのような多
様な小売業態を学習し、小売業態の多様化は活発になっている。
外資系小売企業の刺激を受け、現地小売企業の新業態への投資、学習・イノベーシ
ョンが活発化しており、積極的に複数業態への出店を行うようになってきた。中国小
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売企業ランキングのトレンド（付表 2015 年中国小売企業チェーンストアランキング
上位 100 社を参照）を確認すると、上位 10 社の中では 8 社が内資系小売企業である。
そしていずれも多業態で展開している。楊（2015：118－119）は現在中国小売業態の
多様化について、次のように論じている。外資系小売企業と内資系小売企業、さらに
内資系小売企業の場合はそれも国有企業からの展開のタイプも含めて、多数のライバ
ル企業が中国消費市場の成長をビジネスチャンスとして受け止め参入することで、活
発な競争を繰り広げている。中外資小売企業の競争の中で、青島市の小売業態の多様
化が推し進められていると。

3.2.2.3

競争の激化

外資系小売企業の進出は、現地小売企業にとって学習効果だけではなく、青島市の
小売市場における熾烈な競争を引き起こしている。初期段階では進出した外資系小売
企業の成功により、現地企業の新規参入が刺激され、小売業界全体の競争が大く促進
された。現地小売企業はそれによって競争の重要性を認識するようになった。それを
機に、外資系小売企業を手本として学習しながら、自社の競争優位性を構築しようと
している。
現在、青島市小売市場では多様な競争関係が存在している。すなわち、内資系小売
企業と外資系小売企業、内資系小売企業同士間の競争、外資系小売企業間の競争、ま
た同業態間の競争、異業態間の競争などが並存している。このような競争関係が多数
存在し、現地小売企業の競争力を向上されると考えられる。

3.2.2.4

人材の育成

外資系小売企業が進出までは、中国の内資系小売企業には従業員の研修という概念
がなく、小売技術を専門化しようとする人材育成理念が乏しかった。また、業務の改
善や良いサービスの提供などの企業環境が整っていなかった。
内資系小売企業は外資系小売企業の進出によって、社員教育、研修プログラムなど
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の人材育成という人材養成の重要性が認識されるようになった。また、現地小売企業
は、外資系小売企業での職務経験を有する者を、奪うかのように雇うことも多く見ら
れるようになった。この人材の奪うと自社の人材育成システムの構築を合わせて、内
資系小売企業は外資系小売企業のように、現地スタッフの採用、人材開発・職業訓練
という人材養成制度が実施するようになった。
現在、多くの内資系小売企業は比較的高学歴の中国人従業員を現地採用し、事業戦
略と店舗運営に関する適切なトレーニングを施す。従業員の定期研修、入社する時の
研修プログラム、より良いサービスの提供しようとする企業環境の整備などの人材育
成を実施している。
こうしたグローバル上位小売企業の青島市へ進出によるインパクトを受けた現地
小売企業が成長してきたこと及び、それに伴う中外資小売企業間の激化した競争とい
う中で、青島市小売業の構造にどのような変化が生じたのか、それについて次に数的
検証を行う。

3.3

小売構造変化の実態

外資系小売企業に対する規制の緩和につれて、欧米系、日韓系、東南アジア系の上
位小売企業は相次いで青島市小売市場に進出してきた。その影響を受けて、現地の小
売企業も成長・発展してきた。それに加えて、消費者ライフスタイル・価値観の多様
化などに伴い、青島市の小売構造は、急速に変容しつつある。
小売業の構造変化に関するさまざまな研究は蓄積されつつある 64が、それをまとめ
ると、一般的に業種構造 65、規模構造 66、地域構造 67、そして形態（業態）構造 68とい

64

たとえば、高嶋（2004）、青木・石川・尾石・斉藤（2008）、鈴木（2010）等が挙げられる。
業種構造の変動する要因の基盤には、生産―消費構造の変化によって、小売業を通して販売され
る商品の種類別の増加があり、相対的な価格の変動の影響を伴いながら、小売業の販売額の構成
に影響する（鈴木 2010：153）。
66 規模構造の指標としては、従業員数、就職者数、資本金、販売額、店舗面積、所有経営店舗数な
どが用いられる（鈴木 2010：151）。
67 人口、所得水準、職業、交通条件の変化といった小売業の環境諸条件（特に消費者の買物行動に
影響する諸条件の変化）と小売企業の経営戦略の変化（どの立地にどのような店舗を設け、どの
ような経営を行うか）によって、小売業の地域構造に変化が生ずる（鈴木 2010：156）。
68 形態構造の変化は店舗の形態、企業の形態、企業間組織の形態の 3 つの次元で捉えることができ
る（鈴木 2010：161）。
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う諸側面から捉えることができるのである。以下にはこれを参考しながら、青島市小
売構造の状況に基づいて、それを考察する。

3.3.1

業種構造

青島市における小売業の業種 69構造の変化を把握するために、
『青島統計年鑑』での
限額以上小売業種別の 2003 年から 2013 年にかけてのデータより売上高を指標とし
て比較しながら業種の数的分析を行うことにする（表 6－1）。
1 の各種商品小売業という中で、主に百貨店や総合スーパーマーケットなどの小売
○

業態がある。表 6－1 に示したように、この百貨店や総合スーパーなどの業態が小売
業占める割合は年毎に減少しているが、依然として大きなシェアを占めている。以下、
衣、食、住、行（交通、移動）という観点から関連する業種の売上高の変化を見よう。
3 織物・衣服・身の回りの品小売業の構成比は年毎に増加趨勢を
「衣」と関連する○

呈しており、購買量も同じようにずっと増大している。経済の発展や所得水準の向上
に伴い、消費者の衣類への支出が増えており、衣類への機能要求も多様化している。
楊（2015：69）は、消費者は衣類の「汎用性」と「耐久性」への選択から、「素材」、
「スタイル・デザイン」、「ファッション」などを追求するようになっていると分析す
る。
「 美しさ」への追求により、衣類はもともとの必需品から選択品と贅沢品に変化し、
「衣料品」関係の専門店の発展に大きな影響を与えていると考えられる。

69

1 各種商品小売業は百貨店、総合スーパーマーケット
2013 年の中国小売業の業種分類により、○
2 飲食料品とタバコ小売業は食糧・油の小売店、パンなどの小売店、果
とその他の総合小売店、○
物・野菜の小売店、肉・卵・水産品などの小売店、保健品小売店、酒・飲料・お茶の小売店、タ
3 織物・衣服・身の回りの品小売業は紡績品小売店、服装小
バコ小売店とその他の食品小売店、○
売店、靴・帽子小売店、化粧品小売店、時計・眼鏡小売店、箱・鞄小売店、厨房用品小売店、自
4 文化・体育用品小売業は文房具小売店、体育用品小売店、
転車小売店とその他の日用品小売店、○
図書・新聞小売店、デジタル出版物小売店、宝飾店、工芸美術品小売店、楽器小売店、カメラ用
5 医薬・保健品小売業は医薬品小売店、医薬品及び器材小売
品小売店とその他文化用品小売店、○
6 自動車・バイク・燃料小売業は自動車小売店、自動車部品小売店、バイク及び部品小売店、
店、○
7 家庭電器小売業は家庭視聴設備用品小売店、日用家電小売店、パソコン・ソフト
燃料小売店、○
8 家具・建材装飾材料小売業は金物屋、電
小売店、通信設備用品小売店とその他電子品小売店、○
灯小売店、家具小売店、塗料小売店、サニタリー設備小売店、装飾材料小売店とその他室内装飾
9 無店舗・その他の小売業は電子商小売、中古物小売、露天店舗などを指す。この
材料小売店、○
分類については詳しく中国小売業の業種分類に参照せよ。
177

表 6－1

青島市小売業における業種別の年間販売額の伸び率（単位：万元）
2003 年
販売額

1 各種商品小売業
○
2 飲 食 料品 と タ バ
○
コ小売業
3 織物・衣服・身
○
の回りの品小売業
4 文 化 ・体 育 用 品
○
小売業
5 医 薬 ・保 健 品 小
○
売業
6 自動車・バイク・
○
燃料小売業
7 家庭電器小売業
○
8 家 具 ・建 材 装 飾
○
材料小売業
9 無 店 舗・ そ の 他
○
の小売業

構成比
（％）

2008 年
販売額

構成比
（％）

2013 年
販売額

構成比
（％）

2003 年 ～
2013 年の伸
び率（％）

842,065

54.2

1,801,874

46.9

3,442,221

36.6

15.1

15,596

1

34,369

0.9

64,336

0.7

15.2

18,933

1.2

51,007

1.3

523,374

5.6

39.4

29,981

1.9

62,060

1.6

110,530

1.2

13.9

33,713

2.2

42,661

1.1

265,938

2.8

22.9

458,120

29.5

1,416,981

36.9

4,047,912

43.0

24.3

129,905

8.4

372,605

9.7

684,070

7.3

18.1

24,368

1.6

44,419

1.2

125,672

1.3

17.8

1,131

0.1

16,568

0.4

141,563

1.5

62.1

出所：『青島統計年鑑』（各年版）により作成。

2 飲食料品とタバコ小売業の構成比は年毎に減少しているが、購
「食」と関連する○

買量は逆に年毎に増加している。2003 年に比べ、2013 年の「食」への支出は約 4 倍
強に増加しており、消費者は食品への要求が「満腹を求める」から「美味しさや品質」
へと変化している。これについて、楊（2015：70－71）は、消費者は食品の品質や種
類の要求が一変し、「好み」「美味しさ」、「健康」などを要望し、食品の鮮度、加工製
品の安全性、食品の栄養成分に関心を持つようになったと分析する。生活レベルの改
善の影響を受け、消費者は食品などで買物の利便性、迅速性や調理加工の簡便性など
を益々追求するようになり、セルフサービスベースの新しい小売業態としてハイパー
マーケット、ショッピングセンター、コンビニエンスストアの成長に貢献されると考
えられる。
7 家庭電器小売業と○
8 家具・建材装飾材料小売業で
「住」と関連する項目としては○

は、2003 年と比較すると、2013 年の構成比は年毎に減少趨勢を呈しているが、購買
量は逆に両者ともに 5 倍強に増加しているが、。これらの変化について楊（2015：72）
は、
「住」への支出が年毎に増加に伴い、建材、装飾材料、家具、家電を中心に販売す
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るホームセンター、家電量販店のような業態の急速に発展していると分析する。
6 自動車・バイク・燃料小売業の販売額は一番目を
「行」
（交通・移動）と関連する○

引くようである。このような自動車の増加は消費者の生活に大きな影響を与えている
ことが考えられる。自動車での買物の普及は、自動車を持つ消費者が遠距離の移動を
行けただけでなく、まとめ買物や購買量の増加を生み出す効果もある。それは小売商
圏の形成・変化に大きな影響を与えると同時に、大型駐車場の確保などの問題ももた
らした。日本のような小売業が発達した国の発展経験から見ると、自動車の普及によ
りモータリゼーション化に伴い、今後の小売業の大型化・郊外化への寄与が大きくな
ると考えられる。
4 文化・体育用品小売業、○
5 医薬・保健品小売業と○
9 無店
衣、食、住、行の以外の○

舗・その他の小売業の構成比の変化は大きくないが、経済の発展と伴う今後の伸び率
が高くなると予想される。その中での無店舗小売業、すなわち電子商取引は飛躍的な
発展を遂げ、小売業の発展にとって大きな衝撃を与えている。そして、情報技術の更
新、消費者行動の変化などによって、その市場シェアは益々多くなると考えられる。

3.3.2

規模構造

規模構造からの考察は、小売店舗や小売企業の規模の指標で把握して、小売構造の
変化の一側面をとらえ、その動向を把握しようとするものである。規模の指標として
は、従業員数、資本金、売上高、店舗面積、所有・経営店舗数などが用いられる（鈴
木 2010：151）。青島市小売業の規模構造の変化を把握するために、小売企業数、小売
店舗数、従業員数、売上高という四つの方面のデータを取り扱って分析する（表 6－
2）。
まず、一店舗当たりの従業員数の変化を見よう。2000 年以降の店舗数は 2002 年の
一時的な減少を除くと、一貫して増加している。従業員数も同じように増加している。
その一店舗当たりの従業員数はそれぞれ 2000 年に 2.1 人、2002 年に 2.3 人、2004 年
に 2.2 人、2006 年に 2.4 人、2008 年に 2.6 人、2010 年に 2.5 人、2012 年に 2.5 人、
2013 年に 3.2 人となっている。全体的に見ると、一店舗当たりの従業員数は増加趨勢
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を呈している。

表 6－2

青島市小売業における規模構造の変化

店舗数（万カ所） 従業員数（万人）

企業数（社）

売上高（億元）

2000 年

11

23.3

90

87

2002 年

9.0

21.1

95

111.5

2004 年

11.5

25.2

―

179.8

2006 年

17.2

42

275

391.9

2008 年

22.4

59.1

360

462.2

2010 年

28.4

71.3

444

636.1

2012 年

30.7

77.5

573

951.1

2013 年

28.9

92.6

643

1,000.4

注：企業数と売上高のデータは一定規模以上の企業のデータを取り扱ったもの。統計年鑑の制限で、
2004 年の企業数データはない。
出所：『青島統計年鑑』（各年版）により作成。

次に、一企業当たりの売上高の変化を見よう。2000 年以降の企業数と売上高ともに
一貫して増加している。その一企業当たりの売上高はそれぞれ 2000 年に 0.8 億元、
2002 年に 1.1 億元、2006 年に 1 億元、2008 年に 1.1 億元、2010 年に 1.1 億元、2012
年に 1.3 億元、2013 年に 1.4 億元となっている。2002 年に比べて 2006 年の一企業当
たりの売上高はやや減少したが、その後ずっと増加している。しかも、伸び率はさら
に早くなった。
総合的にまとめると、まず一店舗当たりの従業員数と一企業当たりの売上高が全体
的に増加の行方を呈している。次に企業の従業員数と売上高の増加は企業の規模拡大
しつつある。この 2 点を踏まえ、小売企業が大規模化しており、その販売効率も向上
していることが読み取れる。
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3.3.3

（企業所有）形態構造

以上業種構造、規模構造の 2 側面のそれぞれの分析を進めたが、小売業の構造変化
を分析するにはまだ不十分であり、総合的に把握する必要が不可欠であると考えられ
る。したがって、企業所有形態の変化も踏まえなけけれならない。青島市小売業にお
ける企業所有形態の変化を把握するために、2000 年から 2013 年にかけて 10 余年間
のデータにより、国有企業、集団企業、外資企業とその他に分けながら、それぞれに
企業数、売上高、従業員数などの側面で数的変化を見てみよう。
まず、各所有形態企業の数的変化を明らかにするために、限額以上の企業データに
より分析しよう。表 6－3 において、国有企業を見ると、U 字形で変化しているが、
全体として半分以上に減少した。中国の WTO への加盟前の 2000 年に、国有企業は
まだ絶対的な数的優位性をもっていた。しかし、2000 年以降、国有・集団企業の株式
化なとの改革によって民営化となり、その数的優位性は減少しつつある。2004 年末に
中央政府が外資系小売企業に対する規制を撤廃したことに伴い、外資系小売企業が本
格的に参入してきた。

表 6－3

青島市における所有形態企業の企業数（単位：社）

国有企業

集団企業

外資系小売企業

その他企業

2000 年

42

30

2

16

2002 年

25

20

5

44

2004 年

―

―

―

―

2006 年

6

9

12

248

2008 年

8

12

15

325

2010 年

12

9

24

399

2012 年

13

5

28

527

注：統計年鑑の制限で、2004 年のデータはない。
出所：『青島統計年鑑』（各年版）により作成。
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また、外資系小売企業の影響を受けた現地小売企業、とりわけ私営企業・個人企業
が成長してきた。その結果としては、2006 年に国有企業の数は一番少ない状況となっ
た。その後、経営の不振を立て直すため、外資系小売企業がもたらしたインパクトを
受け止め、改めて経営方式、販売ノウハウ、経営形態などの変革によって、数的に回
復したが、市場シェアでの絶対的な優位性は打破された。
集団企業を見ると、国有企業の発展趨勢と同じように、U 字形で変化しているが、
全体として半分以上減少した。その変化の原因も国有企業と一致と考えられる。
外資系小売企業を見ると、2000 年から 2012 年までは一貫して増加している。2001
年の中国の WTO への加盟前に、青島市は試験的に 2 社の外資系小売企業の進出を認
めた。WTO への加盟後、とりわけ 2004 年末に中央政府が外資系小売企業に対する規
制を撤廃したことに伴い、欧米系、日韓系と東南アジア系の上位小売企業は活発に青
島市小売市場に進出してきている。ここでの数的変化は中央政府の小売業における政
策変化の影響によって変わったものであるといえる。
その他企業を見ると、全体的に増加している。ここでは、私営企業、個人企業を明
確的に区分していなかったが、その他企業という形でこの 2 種類の企業形態が示され
ている。その他企業は 2000 年の 16 社から、2012 年の 527 社へと増加している。そ
の結果として、青島市の小売業では、国有・集団企業が絶対的優位を失い、そのかわ
りに、私営・個人企業を含むその他企業が絶対的な数的優位を占めたことになったこ
とが示されている。その原因としては、1980 年代以降、私営、個人経営企業の許可に
よっての発展、国有・集団企業の民営化改革などによってもたらされたものであると
考えられる。
次に、各所有形態企業の売上高の変化を明確するために、一定規模以上の企業デー
タを取り扱って分析を行うことにしよう。図 6－2 において、各所有形態企業の売上
高のデータから見ると、一番目を引くのはその他企業の変化である。それは全体的に
増加している。外資系小売企業の売上高は依然として穏やかに増加している。その他
企業と外資系小売企業の売上高と企業数はと同じような変化趨勢を呈している。国有
と集団企業の売上高は 2000 年頃に、外資系小売企業とその他企業より多いが、2004
年以降だんだんに減少している。
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青島市における所有形態企業の売上高（単位：億元）

出所：『青島統計年鑑』（各年版）により作成。
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出所：『青島統計年鑑』（各年版）により作成。

また、各所有形態企業の小売効率を明らかにするため、利潤率の変化を見てみよう。
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図 6－3 に示したよう、外資系小売企業の進出によってもたらされた影響を受け止め、
現地小売企業は成長・発展している。内資系小売企業と外資系小売企業との競争が激
化しているが、外資系小売企業の利潤率は依然として一番高い。集団とその他企業の
利潤率が大きく変化しているが、全体として向上している。国有企業の利潤率が大き
く変化しているが、2008 年以降減少している 70。一方で、2003 年から 2004 年の間で
は、各所有形態企業の利潤率が一番低くなった。その原因としては、2003 年、小売分
野は SARS の影響による打撃を受けた。その後、その影響を受けたにもかかわらず、
回復し、全体から見ると増大している。
さらに各所有形態企業の市場シェアの変化から分析しよう。図 6－2 の各所有形態
企業の売上高のデータに基づいて、それぞれの市場シェアを計算すると、図 6－4 の
ようになる。第 1 章で考察したように、青島市小売業は全体的には経済の成長に伴い、
その小売市場の増大も続けている。

国有企業

集団企業

外資企業

その他

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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青島市における所有形態企業の市場シェア比率の変化（単位：％）

出所：『青島統計年鑑』（各年版）により作成。

70

有力な国有企業は 2000 年頃以降における様々な改革によって民営化へと発展転換に伴い、残さ
れた企業の経営競争力が低くなると予想される。利潤率が年毎に下げっていることはこれを反映
していると考えられる。また、国有企業の市場シェアは低く、本論文では中心的に取り上げて論
じていないので、その利潤率の下げる原因はこれ以上の考察は留保する。
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こうして状況で、上記の分析したように、企業数、売上高が増大している中で、外
資系小売企業の市場シェア比率は他の 3 つの形態企業に比べて、8％から 16％の間で
穏やかに伸びている。私営・個人企業を含むその他企業の市場シェア比率の変化は一
番目を引く。つまり、その市場シェア比率は最低から最高へとシフトしている。それ
に対して、国有・集団企業の市場シェア比率の変化は逆に最高から最低へとシフトし
ている。すなわち、青島市小売市場では、外資系小売企業の市場シェアには大きな変
化は起こっていなかったし、大きな市場シェアを占めていないということである。そ
れと対照的に、変化したのは国有・集団企業がその他企業に切り替わったことにある。
以上の分析を総合的にまとめると、青島市小売業の形態構造の変化は、次の 3 つの
特徴があると考えられる。一つ目は、各所有形態企業の利潤率から見ると、外資系小
売企業は大きな競争優位性をもっていることが示されている。外資系小売企業の進出
によりもたらしたインパクトは次の二つ目の特徴を見せる。つまり、現地小売企業は
その影響を受けて、経営方式、販売ノウハウ、経営管理などの面でさまざまな改革試
行によって、現地小売企業の飛躍的な発展を遂げた。三つ目は、青島市小売業の市場
シェア比率の変化から見ると、国有・集団企業の絶対的に優位性は打破され、その代
わりに、私営・個人企業を含むその他企業という業態は大きな市場シェアを占めてい
る。
しかし、以上の各章及び本章の以上での分析から、青島市小売業が急速に発展して
きたという中で、大きな役割を果たした外資系小売企業はなぜそれほど多くの市場シ
ェアを占めていなかったのか。
その原因としては二つあると考えられる。一つは青島市小売市場の個人・私営企業
の零細化・大規模化の二極分化と外資系小売企業・国有企業・集団企業の大規模化と
の市場特性、すなわち青島市小売市場の零細化と大規模化、内資系小売企業と外資系
小売企業の二重構造の特徴と関係あると考えられる。
もう一つは、第 4 章の利群の成長事例分析したように、1990 年代半ばから、外資系
小売企業の導入の取り組みが行ったが、内資系小売企業を保護・発展するために、中
国政府は長期間にわたり外資系小売企業にとって様々な制限付けた。また、中国政府
は計画的かつ漸進的に内資系小売企業の発展促進などの政策の実施された結果として
185

は、内資系小売企業の競争力を蓄える時間的猶予を十分にあげようと意図している。
すなわち、政府の計画的なコントロールのもとで、外資系小売企業の進出の最初に
は、様々な制限を付けて、現地小売企業はそれを手本として学びながら成長すること
を時間的猶予をあげたわけである。現地小売企業の発展に伴う外資系小売企業に対し
ての規制が段階的に緩和されている。その結果としては、競争力を向上した現地小売
企業は商業の好立地を占用し、市場シェアの多く占めることとなった。
それと対照的に、外資系小売企業の進出はますます難しくなったということである。
企業間の競争が厳しくなったので、進出の余地が小さくなった。一方、成長してきた
現地小売企業との競争で負けたケースも相次いで出ていた。それに合わせて、外資系
小売企業は青島市小売市場での市場シェアが大きく変化していなかったこととなった。
それにもかかわらず、青島市小売市場の成長に伴い、参入した外資系小売企業の数
と開設した店舗数は増加すると同時に、外資系小売企業の参入に従って、青島市小売
業界の活性化と競争を促進し、業態の多様化と経営ノウハウ技術、人材の育成などの
面で大きな役割を果たしている。それらの変化によると、青島市小売市場を拡大させ
ると同時に、外資系小売企業の進出したり閉店・撤退したりなどのことと、現地小売
企業の成長したことに合わせて、市場シェアの変化は図 6－4 に示した発展様相とな
った。
また、2000 年以降、青島市小売業で急速に変化したのは国有・集団企業がその他企
業に切り替わったことである。その原因は、1）国有・集団企業は 1980 年代以降、と
りわけ 2000 年頃に民営化へと発展転換するにつれて、有力な企業は段階的に「その
他」へと変身したこと、2）国美電器、蘇寧電器などのような内資系小売企業、特に内
資系の私営小売企業が相次いで青島市に進出したこと、3）青島市の私営・個人経営企
業が成長したことなどがあると考えられる。その他企業の構成変化などについての立
ち入った考察も必要となるが、それについては今後の課題としたい。

3.4

ショッピングセンターの台頭

1950 年にアメリカで発達したショッピングセンターはディベロッパーの統制のも
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とに、複数業態が集積したものである。小売施設が集積をすることによって、消費者
にワン・ストップ・ショッピングの便宜性を提供することができる。
「ワン・ストップ・
ショッピングとは、一店舗または一ヵ所に立ち寄るだけで必要な商品を手に入れるこ
とができると定義し、店舗が大きくなり、品揃えが広がるほうが、また集積度が高ま
るほうが、効果が大きいとする」（久保村 2009：259）。
経済の成長、消費ニーズの多様化・個性化などに伴い、ショッピングセンターのよ
うな小売形態の出現は要請されるともいえよう。1998 年 1 月に、日系大手小売企業で
あるイオンは青島市東部に店舗を開設した。この店舗は中国初の本格的な郊外ショッ
ピングセンターとして、現在も青島市ないし中国の小売業に大きなインパクトを与え
ている。
また、ショッピングセンターは立地、規模、構成に応じて、選択の多様性、利便性、
快適性、娯楽性等を提供するなど、生活者ニーズに応えるコミュニティ施設として都
市機能の一翼を担うものである（石原・竹村 2009：78）。ショッピングセンターの開
設は、商店街あるいは商業エリアを形成しやすい傾向にあるし、また市街地改造と複
合させた商店街再開発事業が行われ、
「まちづくり」へという方向付けもなされている
場合が多い。そこで、青島市政府の商業規画ではそれを利用し、
「近隣型－地域型－広
域型－超広域型」という商業施設の集積システムの形成を行っている。イオンの東部
店及び所属する東部商業エリアはその該当するものである。
現在の青島市では、ショッピングセンターとしては、その代表的な台東商業エリア
にある万達購物広場、東部商業エリアにある百麗広場、海信広場、北部の城陽区にあ
る宝龍城市広場、李村商業エリアにある維客購物センターなどを挙げることができる。
これらの商業エリアのショッピングセンターは、外資系小売企業の店舗を核心とし
て形成したものであり、例えば、香港東路商業エリアはイオンの青島市 1 号店を中心
に集積したものである。現地小売企業はそれを学びながら、自社の優位性を合わせて、
利群や維客などの現地小売企業の店舗を核心として形成した商業エリアも作られるよ
うになった。例えば、維客を核心として李村商業エリアを形成した、また第 4 章で考
察したように、2013 年に開業した利群集団の小売店舗を核心として形成した大型即
墨商業集積地である。
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3.5

主要な商業エリアの変容

第 1 章で考察したように、青島市小売業の発展を促す政策として、外資系小売企業
の誘致と、小売商業の集積する小売発展規画を段階的に打ち出す政策がとられる。そ
れによって、今の青島市の商業エリアは「近隣型―地域型―広域型―超広域型」とい
う 4 つのパターンの商業網点システムが形成されている。四大商業エリアの特徴は表
6－4 のようにまとめられる。以下では、青島市の四大商業エリアを中心に、その伝統
的な商業集積地はどのように変化しているのかを簡単に論じる。

表 6－4

青島市の四大商業エリア

商業エリア

業態形式

中山路商業
エリア
台東商業
エリア
香港路商業
エリア
李村商業
エリア

百貨店、スーパー、専門
店、飲食店など
百貨店、服装店、電器、
飲食店、歩行者天国など
百貨店、スーパー、電器、
飲食店など
百貨店、飲食店、電器、
スーパーなど

ターゲット市場

代表項目

観光客、周辺住民

百盛、国貿、悦客来

周辺住民、学生、若年
層
サラリーマン、企業管
理層、周辺住民

利群、ウォルマート、国美、
蘇寧
海信、百麗、陽光百貨、ジャス
コ、カルフール、麦凱楽
北方国貿、嶗山百貨、利客来、
華潤万家

周辺住民

出所：筆者作成。

青島市の西部にある中山路商業エリアは、都市の設置するにつれて発展し、全国で
も有名な商圏である。南には青島市の象徴とした観光地である桟橋から、北には大窑
溝まで約 1,500 メートルである。かつてドイツ、日本によって殖民統治された時、政
治的、経済的特権によって、西側文化を浸透させる場所であったという歴史をもつが、
それとともに、西側の近代的消費方式、商業思想などがもたらされた。市内唯一の百
年歴史を誇る商業エリアとして、ここでは山東大劇院、中和劇楼をはじめとする劇院、
映画館などの娯楽場所もあった。20 世紀初頭の中山路は文化的にも、経済的にも、青
島市では絶対的な核心的地位にある。中国銀行青島支店、交通銀行をはじめとする官
辨・私営銀行、銭荘がここに集中していた。老舗店舗では「衣服は謙祥益、帽子は盛
錫福、時計は亨得利、観劇は中和、ご飯屋は春和楼、医薬品は広仁堂」という言葉が
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あったが、これによっても中心的性格が分かるであろう。1990 年代中後期にマレーシ
アのライオングループとの合弁百貨店の開店をきっかけに、新たな発展チャンスを迎
えるようになった。今はその百貨店をはじめ、老舗店舗、レストラン、医薬品店、地
方特産品店、観劇文化、飲食など多様な小売業態、多元な文化施設を合わせて、観光
商業エリアとして発展している。
台東商業エリアは東に延安三路から西に威海路までの約 1 平方メートルの地域であ
るが、青島市にある小売業態のほぼすべてがここに集中している。青島市の初の近代
的経営方式をとっていた東南アジア系百盛南山店が 1997 年 9 月にここで開店した。
その後の 2003 年のウォルマートもここで開業した。加えて、隣には 2004 年 5 月に
青島市経済貿易委によって命名された「青島市延安二路ウエディング撮影街」、 2007
年にオープンした青島天幕城、青島ビール工場、青島ビール博物館、飲食店などが集
中している青島ビール街がある。それに加えて、安価な商品がたくさんある夜間露天
市場もあるので、平日ここに訪れる消費者は 20 万人∕日、週末は 50 万人∕日以上、年
売上高は 42 億元以上を超えており、青島市の商圏の人気神話が作られた。2006 年 10
月 13 日、青島市政府はこの商業街を「青島市台東商業歩行街」と命名した。ここでは
良い買い物環境、濃い現代的な雰囲気と高い人気で、青島市で一番特色ある商圏とな
り、青島市の「王府井」と呼ばれ、近代的な商業エリアとして発展している。
李村商業エリアは 1892 年の「李村大集（貿易集市）」から発展したのである。商業
の分布から見ると、維客、嶗山百貨店、利客来商厦をはじめとする小売施設の建設、
青島天都茶文化城をはじめとする新たな商業業態の参入、地下鉄をはじめとする公共
交通施設の建設などによって発展している。北側には銀座広場、百通大厦があり、南
側には蘇寧置業、フランス尚欧商厦があり、西側には中防商街、宝龍城市広場があり、
東側には偉東楽客城、万達城市広場があり、20 万平方メートルの商業営業面積であっ
たものから 200 万平方メートルまで 10 倍と拡大し、青島市で一番大きな商圏となっ
た。
最も人気が高い商業エリアが台東商圏ということができるのに対し、香港路商業エ
リアは最も“ラッキー”な商業エリアといえる。この商業エリアは 1990 年代の青島
市東部開発に伴って発展してきた。1998 年にイオンの青島市東部店は中国初の本格
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的な郊外ショッピングセンターとして開店以来、それを核心とした商業エリアを形成
している。現在では、南側に百麗購物広場、海信購物広場などの高級小売施設、北側
にパリ春天、大信購物センター、山東路商業街などの中・低級小売施設、中部に陽光
百貨、銀座商城などの高級小売施設、西側にはカルフール、イオンなどの生活型小売
施設、東側には麦凱楽などの中級小売施設と、高、中、低のマーケットが相互に発展
し、国際的な商業エリアとして発展している。

4 青島市における小売業の近代化

本章では以上、統計数字を用い外資系小売企業の進出によってもたらされたインパ
クトを受けた現地小売企業は成長し、またそういう中で、中外資小売企業間の競争は
激化となり、青島市小売業の急速な発展について明らかにした。
以上を踏まえ、青島市小売業の急速な発展について、序論で整理した小売近代化に
関する先行研究を参照しながら、その近代的な発展転換を、①チェーンストア経営方
式による小売効率化、②小売業の競争力強化、③不合理な商慣行の是正という面から
整理する。

4.1

チェーンストア経営方式による小売効率化

チェーンストアは多店舗経営を行う企業の名称である。1 つの企業が（原則として
類似の形態の）多数の店舗を所有し、本部によって集中的に管理され、各店舗では標
準化された経営が行われる（鈴木 2010：170）。このような経営方式によって、単位店
舗は分散していても、企業としては大規模化が可能であった。言い換えれば、各店舗
では顧客との応対方式や品揃えなどの営業方法、店舗の管理方法などが標準化された
経営が行われる。また、店舗の立地、出店の準備、人材の教育などを中央本部で行う
のは言うまでもなく、価格の設定、プロモーション、仕入、配送、保管などに関する
重要な意思決定も本部で行い、中央統制が徹底している。このような経営形態は「規
模の利益」と「範囲の利益」をできる限りに短い時間で達成できることが狙いである。
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1990 年代半ばから、日系大手小売企業であるイオンとマレーシアのライオングル
ープが青島市の現地企業との合弁方式で、青島市小売市場に参入してきた。それから、
超市（食品スーパー）や総合超市（総合量販店）のチェーン・ストアが青島市に登場
し、成長するようになっている。その後、フランスのカルフール、ドイツのメトロ、
台湾の大潤発、アメリカのウォルマート、タイのロータス、イギリスのテスコ、韓国
のロッテマートなどの外資系小売企業もチェーンストア経営方式として、相次いで参
入してきた。その参入によって、先進的な販売ノウハウ、経営技術、市場戦略、情報
管理システムなどが持ち込まれただけでなく、先進国にある小売業態の総合スーパー
マーケット、スーパーマーケット、専門店、専売店、コンビニエンスストア、ショッ
ピングセンター、ドラッグストアなどの業態もほぼすべて持ち込まれた。つまり、こ
れらの外資系小売企業は先進的な小売経営知識をチェーンストア経営方式によって青
島市小売市場で短期間に迅速的展開するようになった。
一方で、現地企業は外資系小売企業を手本として学んだり模倣したりして、伝統的
経営方式からチェーンストア経営形態へと転換してきた。第 4 章で考察したように、
現地大手小売企業である利群集団は 1988 年に株式化となり、さまざまな改革の取り
組みを行ってきた。外資系小売企業の進出によってそれを教師として学びながら、多
様な小売業態を開発し、チェーンストア経営方式のメリットを利用して短期間で多店
舗化となった。2001 年利群諸城商厦の開業を境に、山東半島への商業ネットワークを
拡大してきた。このようにして、利群集団は百貨店、スーパーマーケット、総合スー
パーマーケット、ショッピングセンター、ドラッグストア、家電量販店、コンビニエ
ンスストアなどの多様な小売業態に展開している。2011 年に比べ、2012 年の売上高
は 12.3％を増加しており、全国小売チェーンストア企業ランキングで 22 位となった
（中国チェーン経営協会 2013）。
こうした外資系小売企業の進出によって、現地小売企業の成長が促進され、小売業
態の多様化、小売市場の活性化など青島市小売業の発展・変化を推し進められてきた
わけである。そして、前述の青島市小売業の発展現状の考察でわかったように、売上
高が小売企業数と従業員数の増加よりはるかに高いことを通じて、小売業が効率化し
ていることと言える。
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また、チェーンストア経営は中央本部で一括して仕入が行われるので、生産者から
直接に仕入れたり、卸売段階が短縮化されたりして、一般の流通経路より効率化され、
商業マージンも圧縮されるなどの効果があり、青島市小売業の効率化は大幅に向上さ
れると同時に、小売業態の多様化も促進された。

4.2

小売業の競争力強化

前述したように、外資側から革新的な小売技術を取り入れ、成長してきた青島市小
売業は、中外資小売企業間の競争の激化をもたらした。それに伴う小売市場をダイナ
ミックに変化させている。その競争のメカニズムとして、外資系小売企業間、外資系
小売企業と内資系小売企業、内資系小売企業間の多様な競争関係が発生し、同業態内
及び異業態間の競争なども生じた。このような激化した競争で、小売業の競争力を強
化させた。以下には小売業の規模拡大をめぐる競争の展開を中心に論じよう。
青島市小売市場では、1990 年代末の日系大手小売企業であるイオンとマレーシア
のライオングループの小売企業の進出によって、中外資小売企業間の競争の幕が開け
られた。その後、中国の WTO への加盟、とりわけ 2004 年末に外資系小売企業に対
する規制の全面廃止に伴い、外資系小売企業の進出が加速化し、青島市小売市場への
進出・拡張は、新規店舗の出店投資という形にとどまらず、さまざまな方法がとられ
た。これについて、日系大手小売企業であるイオンの事例を通じて見てみよう。
第 3 章で考察したように、イオンは 1996 年 3 月に、中央政府の認可を経て、現地
企業とそれぞれ 50％の出資で合弁企業を設立した。1998 年 1 月に青島市にある初の
店舗を開業してから、2000 年 11 月に旧市街地に出店した遼寧路店（2004 年 10 月に
閉店）、2005 年 12 月に黄島店、2009 年 11 月に延吉路店、2012 年 9 月に百麗広場店、
2014 年 12 月に合肥路店が相次いで開店した。また、青島市にとどまらず、その周辺
都市への出店も加速している。たとえば、2008 年 8 月に煙台市、2008 年 12 月に濰
坊市、2010 年 6 月に威海市、2010 年 10 月にシ博市、2012 年 1 月に済寧市へそれぞ
れ大きなショッピングセンターを開設した。
また、2009 年 1 月にイオンとミニストップとの合弁会社「青島ミニストップ」が設
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立され、コンビニエンスストアという業態で出店した。2013 年 12 月まで、店舗数は
67 ヵ所に達した。2013 年 8 月に消費ニーズの高級化に応じて、食品の質を重視する
食品スーパーとしての Maxvalu（美思佰楽）万邦中心店を開業した。2014 年 2 月 19
日に、中心広場店が開店した。こうした展開で、イオンは得意するショッピングセン
ターにこだわることなく、スーパーマーケット、総合スーパー、コンビニエンススト
ア、食品スーパーなどの多様な経営形態で拡張している。
一方、現地小売企業は企業規模や資本金や経営技術などの面では、外資系小売企業
の競争上のライバルにはならない。そのため、外資系小売企業の上記のような市場拡
張に対して、政府と企業の双方とも強い危機感を抱いた。その対応措置として、小売
市場の複雑・多様性の特徴に応じて、小型小売企業は①国有のまま集団経営、損益自
己負担を導入、②集団所有制に改変、③サービス提供を主とする飲食業、修理業など
の小店舗形態の企業は個人経営の経営者にリース、といった形で所有制の改革が行わ
れた（曽根 2011：193）。大中型小売企業にとって経営下請責任制の導入によって改革
を行った。このようなさまざまな改革により、国有・集団企業の市場シェアでの数的
優位性は打破され、私営・個人企業の成長、企業間の買収・合弁などに従って、規模
を拡大し、競争力を高めてきた。現地寡頭小売企業である利群集団を例として見ると、
1997 年 4 月に初のチェーン・ストア店舗の利群長江商厦が開店してから、上記の多業
態・規模的に市場拡張している。しかも、青島市だけでなく、積極的に周辺都市へと
進出している。
小売業の段階的な対外開放以来、外資系小売企業の進出に伴い、中外資小売企業間
の競争の激化が進んだ。その結果として、青島市小売市場では、地場小売企業に止ま
らず、外資系小売企業、例えば、フランスの法宝スーパーマーケット、日本のイオン
（2 号店）、イギリスのテスコ、世界小売業ランキング 1 位のウォルマートにも閉店し
たケースがあった。そして、今後中外資小売企業の間の競争がさらに激しくなると予
想される。つまり、こうした中外資小売企業間の激化な競争の中で、青島市の小売業
の競争力強化が促されてきた。
それについては、第 5 章のテスコの失敗事例分析したように、成長してきた現地小
売企業は世界的小売企業との競争で、商品調達能力や経営戦略などの面では、外資系
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小売企業と対抗できるような競争力を身につけるように成長してきた。つまり、現地
小売企業がこの激化した競争の中で、その競争力は大幅に向上されたわけである。

4.3

不合理な商慣行の是正

市場全体では規模拡張と企業間の競争の激化に伴い、企業間において壮絶なリベー
トをはじめとする不合理な商慣行をめぐる争いが起きている。現状を見ると、大半の
現地企業は、かつては伝統的国有・集団企業から引き継いだ官僚体質の問題や経営基
盤の脆弱さがあり、品質問題に応じる返品や返金の保証が不十分、消費者ニーズの即
時対応の欠如などの問題がたくさん存在していた。
しかし、外資系小売企業の進出によって、もらたされたインパクトは現地の小売企
業に大きな衝撃を与えた。伝統的な現地小売企業はそれを学びながら、近代的な経営
方式・経営管理システムの導入、情報システムの更新などによって、段階的に近代的
な小売企業へと転換している。その発展転換の中で、段階的に不合理な商慣行を是正
されている。とりわけ、中外資小売企業間の競争の激化となったという中で、売り手
主導する経営思想から買い手主導する経営思想へ転換、顧客へのサービスレベルの向
上、販売促進する機能的な価格戦略の実施などが外資系小売企業との格差はかなり大
きかったので、それを変わらなければならない問題となったわけである。
また、政府も不合理な商慣行について様々な政策を打ち出した。例えば、小売業者
と納入業者との取引行為を規範化し、公平な取引秩序を守り、消費者の合法的権益を
保障するために、中国商務部は「小売業者・供給業者公正取引管理弁法」を策定し、
2006 年 11 月 15 日に施行された。2008 年 8 月に、独占禁止法が施行された。さらに、
2011 年 12 月 19 日に、商務部は国家発展改革委、公安部、税務総局、工商総局とと
もに、国務院の許可に基づいて「大規模小売企業の供給企業への不正な費用徴収行為
の整理整頓に関する工作方案」を策定した。
これらの商業旧慣行は外資系小売企業の進出によってもたらされた経営ノウハウ、
経営管理などの先進的な経営知識の持ち込まれたことによる段階的に改善している。
例えば、小売技術の革新、顧客サービスセンターの設置、消費者行動の変化によって
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経営方策の調整などが挙げられる。それは現地小売企業が外資系小売企業を手本とし
て学びながら近代的な発展転換の中で改善せざるを得なくなったことと関係があり、
政府の政策による規制・指導ととも関係があると考えられる。こうした中で、不合理
な商慣行の是正が進んでいる。

5

おわりに

本章の前半では、まず中国小売業の先導的な試験都市である青島市では、以上の各
章での考察したように、外資系小売企業の進出によってもたらされた影響を受けた現
地小売企業の成長とそれに伴い、中外資小売企業間の競争の激化という中で、小売業
の発展を推し進められたことを数的検証を行った。そのため、小売業の発展現状を明
らかにするために、小売企業数、従業員数と売上高という 3 つの側面からそれを数的
変化について考察した。その結果としては、3 つの指標から見ると、三者ともに増大
していることと、売上高が小売企業数と従業員数の増長より高いことを通じて、小売
業が効率化していることが分かる。
本章の後半では、中外資小売企業間の競争と、消費者ライスタイル、消費行動の多
様化などの変化に伴い、急速に変化になりつつある青島市小売業の発展を、グローバ
ル小売企業の参入、現地小売企業の発展変化、小売構造変化の実態、ショッピングセ
ンターの台頭、主要な商業エリアの変容という諸側面から考察した。とりわけ小売構
造変化の実態を業種構造、規模構造と形態構造という 3 つの側面から考察した。その
中で、興味深いことは、外資系小売企業は青島市小売市場で示したシェアが大きな変
化していないし、その割合は多くないのである。その主な原因としては青島市小売業
の零細化と大規模化という二重構造と政府の計画的なコントロールと関係ある。それ
にもかかわらず、外資系小売企業は青島市小売業の発展促進という中では大きな役割
を果たしたといえる。
以上を踏まえ、青島市小売業の近代化への発展転換をチェーン・ストア経営方式に
よる小売効率化の促進、小売業の競争力を強化、不合理な商慣行を是正されたことか
ら論じた。
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1

結論

本論文の研究目的は、急速に発展し進化する中国小売業に焦点を当て、外資系小売
業の進出によって、進出先の小売業への発展が促進されるという小売業の展開プロセ
スを明らかにすることである。具体的には、中国小売業の先導的な試験地域としての
沿海都市である青島市の実証研究を通じて、青島市小売業の現代的小売業への発展を
明らかにした。
これまでの小売業の発展に関する研究は欧米や日本などの先進国における小売企
業の海外進出や、発展途上国・新興国における外資系小売業の進出による小売国際化
または業態の変化などについてのものが多かった。先行研究について言えば、外資系
小売企業の中国進出のプロセスを包括的に取り上げたものや現地小売企業との競争で
負け、撤退したケースを含むトータルなプロセスの研究は少ない。そこで、本論文で
は、このような点にスポットを当て、青島市を取り上げて研究を進めた。
青島市小売業の発展を解明するために、本論文の序論と第 1 章で議論してきたよう
に、中国では常に中央政府の行政介入により企業の行動が影響を受ける。小売業も勿
論その影響を受けることは言うまでもない。土地生産責任制や経済特区の試みと同じ
ように、青島市をはじめとする沿海都市が先ず選定され、外資系小売業の導入を行う
という試験的な改革が始まった。
青島市における小売業のダイナミズムを理解するため、本論文では政府の行政介入、
消費需要の変化、小売企業間の競争、また外資系小売企業の成功・失敗事例と現地小
売企業の成長事例を取り扱った分析などに焦点を当て、青島市小売業の発展プロセス
を考察した。青島市は中国小売業の先導的な試験都市に指定されて、いち早く外資系
小売企業の導入を中心にさまざまな改革の取り組みを行ってきた。外資系小売企業の
誘致、現地小売商業の改革、現地小売業の発展を促進する政策を打ち出すなどの改革
を試行したのである。
本論文で検討したように、青島市小売業の急速な発展について、さまざまな要因が
あると考えられるが、その中で一番重要なのは外資系小売企業の進出及びそれによっ
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てもたらされた影響である。小売業の海外進出は、進出先の規制、制度変化、商業文
化、競合状況、消費者ニーズの変化などに大きく影響される。中国のような商業発展
途上国・新興国への進出では、制度変化への柔軟な対応能力が重要であることが示さ
れた。本論文の研究を通じて、中国・青島市における小売業の発展では現地小売企業
が進出した欧米系、日韓系及び東南アジア系小売企業の影響を強く受け、先進的な小
売販売ノウハウ、経営管理、サービス理念など導入したことによる点が重要な要素に
なっていることが明らかになった。
外資系小売企業の進出前の 1990 年代初期までは、生鮮市場のような伝統的な販売
方式をとっていた国有百貨店しかなかったし、売り手主導の経営が行われる伝統的な
小売企業であった。この遅れていた小売業を改革するために、中央政府の認可を経て
外資系小売企業の進出が認められることとなり、近代的なセルフサービス販売方式が
はじめて青島市小売市場で展開されるようになった。その後、地方政府による「越権」
的参入促進、中央政府の規制緩和が実施され、ハイパーマーケットやショッピングセ
ンターなどの「セルフサービスをベースとした総合商品型」の革新的な小売業態が持
ち込まれ、急進展するようになった。このことは市場全体から見ると、さまざまな小
売業態が青島市小売市場に導入され、青島市の小売構造が業種面だけでなく、業態面
からも多様性がもたらされることを意味していた。
さらに、本論文では外資系小売企業の青島市への進出によってもたらされたインパ
クトを受け、現地小売企業が成長した点、それに伴って、中外資系小売企業間の競争
が激化した点を明らかになった。こうした発展の流れの中で、現地小売企業との競争
で、外資系小売企業が閉店・撤退するケースも多く現れるようになってきている。こ
れは、現地小売企業の成長を雄弁に物語っている。これらの点を明らかにするため、
本論文では青島市小売市場で成功した日系大手小売企業であるイオンと失敗したイギ
リスの世界小売企業であるテスコ、成長してきた青島市の現地寡頭小売企業である利
群集団に絞って分析を行った。
まず、イオンという外資系小売企業の青島市への進出と経営展開についての考察を
通じて、青島市小売企業に与えたインパクトを論じた。次いで、現地小売企業の利群
がそうしたインパクトを受け止め、どのように成長してきたのかを考察し、内資系小
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売企業の成長と競争力が向上していたプロセスを明らかにした。さらに、成長してき
た現地小売企業との競争に負け、撤退に追い込まれた世界的小売企業のテスコについ
て、その撤退原因を明らかにし、合わせて、青島市における小売市場の進化について
論じた。
上記の研究目的を達成すべく行った分析の内容とそれに基づく結論をまとめると
以下のようになる。
第一に、青島市小売業の発展にとっては、外資系小売企業の参入が極めて大きな契
機となった点を明らかにした。つまり、外資系小売企業の青島市への進出によって、
当該都市の現地小売企業の発展が促され、中外資小売企業間の競争が激化し、そうい
う中で、青島市小売業は近代的小売業へ転換し、発展するようになった点を明らかに
した。
第 1 章で考察したように、改革開放が始まってから 1992 年小売業の対外開放政策
がとられるまでの間、青島市でも商業体制の改革、小売企業の経営権の拡大、私営・
個人経営企業の許可などの様々な商業企業の改革が行われたが、小売企業の経営旧態
依然のままであり、近代的な小売システムの構築は進まなかった。また、これまでの
小売業を含む流通業は開放禁止産業として、政府の保護の下に置かれていた。その後、
生産技術の革新によって大量な商品が市場で流通するようになり、経済の発展に伴っ
て、消費者の所得水準が年毎に向上したことによって、生産と消費をつなぐ小売流通
分野の改革が必要となった。そのため、1992 年に、中国政府はようやく小売流通分野
においての対外開放という政策を打ち出した。
青島市は中国小売業の先導的な試験都市に指定され、いち早く外資系小売企業の誘
致を行った。それまでの現地の内資系小売企業は改革を進め、チェーンストア経営方
式を取るというようになったが、それは店舗の外観や看板を統一しただけで、内実は
伝統的な経営システムを踏襲した小売企業のままであった。消費者ニーズの把握、そ
れに基づいた商品展開などについては、全く無関心であった。商品は販売員を経由し
なければ、手に取れない陳列方式であり、対面販売方式という伝統的な手法がとられ
ていた。
こうした状況のもとで、日系大手小売企業であるイオンとマレーシアのライオン・
200

バークソングループが青島市小売市場に参入した。両社ともにアジアの有数な小売企
業であり、販売ノウハウ、経営管理などの面で、現地小売企業よりはるかに上回る経
営能力をもっていた。特にイオン青島市東部店は中国初めて本格的なショッピングセ
ンターを開設し、強いインパクトを与えた。
これは当時全国に導入された外資系小売企業の多くが百貨店という業態を取って
いたことと対照的な事例であった。外資系小売企業は全く新しい経営理念、消費者ニ
ーズに合わせたサービスの提供、通路を広く取り買物を楽しめる空間の設計という斬
新な内装などを青島市に持ち込み、消費者の大きな支持をえ、成功したことが、現地
小売企業に大きな衝撃を与えた。現地小売企業はそれを手本として、経営ノウハウ、
経営管理を学び、成長した。
外資系小売企業に対して規制が全面的に撤廃されると、青島市は相次いでフランス
のカルフール、ドイツのメトロ、アメリカのウォルマート、イギリスのテスコなどの
欧米系小売業と、韓国のロッテマート、タイのチャロン・ボカバン（CP）グループ（ロ
ータス）、台湾の大潤発など欧米系、日韓系、東南アジア系の上位小売企業を招きいれ
た。
こうした多様な外資系小売企業の参入によって、青島市小売市場には革新的な小売
業態が一斉に登場し、青島市の小売業界は様相が一変した。先進国にある小売業態の
総合スーパーマーケット、スーパーマーケット、専門店、専売店、コンビニエンスス
トア、ショッピングセンター、ドラッグストアなどの業態もほぼすべて青島市小売市
場に持ち込まれたのである。
現地小売企業もこうした多様な先進的小売経営知識を吸収しながら、自社の経営優
位性を活かし、近代的な小売システム、情報管理システム、物流システムなどを構築
することとなり、利群のような外資系小売企業に対抗できる競争力を有する企業も登
場することとなった。
まとめると、青島市小売業は外資系小売企業の進出を契機として、短期間で近代的
企業へと転換し、発展したことが明らかになった。
第二に、外資系小売企業の進出を分析することを通じ、企業進出にとっては立地戦
略が重要であること、また小売標準適応化問題をクリアしなければならないことを明
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らかにした。また、その際参照した理論モデルの不備な点を明らかにすることによっ
て、新たなモデルへの展望を示唆した。
これまでの各章で分析したように、小売企業にとっては、店舗周辺の市場特性への
対応、とりわけ現地消費者の支持を獲得できるかどうかが他の産業に比べてはるかに
重要であり、小売企業存立に直接関わる問題となる。第 3 章でイオンの経営展開につ
いて分析したように、青島市 1 号店の成功を背景として、全く異なる市場特性の旧市
街地に出店した 2 号店は、4 年をもって閉店してしまった。第 5 章でテスコの経営展
開についての分析では、出店周辺の市場特性と店舗の設計理念の不一致が撤退の大き
な原因となったことを明らかにした。これらの検討を通じて、立地戦略の重要性を明
らかにしたわけである。
また、これらの分析に際しては、小売業の標準化ー適応化に関する代表的なモデル
を参照した。イオンについては白モデル、テスコについては鳥羽モデルである。これ
らは一定程度有効であるが、それぞれに問題点があることを示した。以下まとめよう。
まず、第 3 章のイオンの事例分析に関して白モデルについての考察をまとめよう。
イオンは青島市政府の要請によって、自社のそれまで蓄積した経営優位性を活かしな
がら、青島市東部の 1 号店を開設した。この店舗はモール型ショッピングセンターに
おける店舗の設計や、内装、商品レイアウト、商品の品揃え、サービスの良さ、経営
理念、企業文化、価格戦略などの革新性が、現地の伝統的な対面販売方式を採用して
いた小売商にとって「経営革命」のような衝撃を与えるようになった。これは白モデ
ルの標準化の適用を考えることもできる。
イオンはこの青島市 1 号店の成功を背景として、進出した 2 年後に、青島市の旧市
街地に 2 号店（遼寧路店）を開店した。この店舗も 1 号店と同様に、標準化戦略の適
用ということができる。しかし、2 号店は 4 年ほど閉店するようになった。白の議論
にしたがえば、2 号店でも標準化戦略が成功することになるが、そうではなかったわ
けである。実はイオン 1 号店の進出時の経営標準モデルということについても、進出
地への適合化を踏まえたものと考えるべきであり、2 号店ではその適合化がうまくい
かなかったがゆえに、標準化戦略が失敗したと考えることができる。つまり、青島市
小売市場の特性は多様であるので、イオンのような外資系小売企業は大きな経営優位
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性をもっているが、その市場特性にうまく対応できない場合には、その革新的な優位
性の構築はできなくなったという点を明らかにした。
イオンのような外資系小売企業は大きな経営優位性をもって、同じ小売市場で経営
成功の経験があったにも関わらず、出店周辺の市場特性をうまく対応できなければ、
その革新的優位性の構築もできなくといえるのである。つまり、白の議論では進出小
売企業の革新性が定着するかどうかについての説明はできなかったという不備がある
ことを明らかにした。
次いで、第 5 章でテスコについて事例分析を行った。この事例分析では小売業の撤
退に関する先行研究の代表的な研究である鳥羽分析モデルを参照しながら考察した。
以下、簡潔にまとめ、鳥羽モデルの不備な点も確認しよう。
世界的小売企業であるテスコは、イオンなどの外資系小売企業より 12 年ほど遅れ
て青島市に進出したが、十分な準備を積み重ねて、青島市小売市場に中国初めての外
資系小売業の商業不動産プロジェクトを建設するという形で進出した。
しかし、テスコの青島市人民路店は立地戦略のミスが誤算であったと言える。テス
コの店舗は低価格商品を求める人々の住んでいる地区にあったが、中高所得層向けの
小売施設を開設したので、このミスマッチが、経営優位性を構築できなかったという
大きな原因となった。
次いで、テスコは最新技術を駆使した商品調達システムの構築を試みたが、これは
自社の弱い分野である現地調達の商品について行われなければならず、それを得意と
する現地小売企業との価格競争戦を行ったことになり、勝ち抜けなかった。
さらには、テスコはこの価格戦に勝ち抜けなかったことをきかっけに、立地周辺の
市場特性に応じて、直面した諸問題に対する現地適応化への経営調整の試みを始めた。
しかし、現地小売市場の特性に気を配り過ぎ、かえって過剰な適応化戦略をとり、最
終的には適応化戦略の罠に陥り、競争優位性が確立できなくなり、閉店せざるを得な
くなる結果となった。
こうしたテスコの失敗分析については、鳥羽モデルが指摘する商品調達チャンネル
構築が進出先の特性を十分考慮できなかったことにより失敗したという点では有益で
ある。しかし、鳥羽の分析モデルでは外資系小売企業の垂直的な供給業者と消費者と
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の取引関係及び、水平的な同・異業態との競争という中での誘発する諸要因という青
島市小売市場の問題に限定された考察となっている点が問題となる。世界的小売企業
としてのグローバル・ネットワーク店舗網の最適化という観点から考察も必要となる。
つまり、実際には、グローバル・リテイラーとしてのテスコは、青島市ないし中国市
場からの撤退が自社のグローバル・ネットワークの最適化を図ったに過ぎないとも考
えられるのである。
以上、白の議論、鳥羽分析モデルはともに外資系小売企業の青島市進出について一
定程度有効であるが、不備な点もあることを明らかにした。このように、外資系小売
企業の海外進出において具体的に考察する際には、単純なモデルによる分析は困難で
あるということが言える。
第三に、本論文の特徴は、青島市小売市場での成功・失敗の代表的な外資系小売企
業であるイオンとテスコの事例分析を通じて、対照的な結果になった要因を具体的に
示したことである。それについて、以下具体的に整理する（終－1）。
イオンとテスコの対照的な歩みを簡単にまとめると、次のようになる。
イオンは小売流通分野の対外開放の初期に青島市に地元企業との合弁企業として
進出した。イオンは先進的な小売流通経営の優位性を活かし、1 号店で成功を収めた。
その後の失敗経験を糧とし、現地適合化を図り、業績を回復させ、消費の高度化・多
様化に対応した多業態での経営展開を行い、現在、外資系小売企業の代表といえるま
でに発展している。
テスコはイオンより 12 年ほど遅れて青島市小売市場に独資で、商業不動産の小売
施設として参入した。イオンと同様に先進的な流通技術などの優位性を活かし、成功
を収めようとしたが、同一地区の現地資本との競争に勝てず、3 年半という短期間で
撤退に追い込まれた。
こうした相違が生じた原因については、詳細に論じたが、本論文では、別々の章で、
青島市の小売市場に対するインパクトと小売市場の進化という観点から論じた。そこ
で、ここで改めて両企業の共通した点と異なる点を対比しつつ、本論文で明らかにし
た議論を整理してみよう。
両社の共通点と相違点を整理し直すと以下のようにまとめられる。
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終－1

イオン（成功事例）

テスコ（失敗事例）

参入要因

プル要因

プル要因

参入店舗

中国初の本格的なショッピングセン
ター

中国初の外資系小売業の商業不動産
であるショッピングセンター

大型 SC

大型 SC

立地戦略を重視、繁栄地の香港路に
臨んで、１つのバス停があり、18 本
のバスが通す

立地戦略を重視、人民路と重慶路の
交差点に立地、6 つのバス停あり、20
本以上のバスが通す

ワンストップショッピング

ワンストップショッピング

小 売
業態
店 舗
立地

小
売

小
売

シ

業

ス

態

テ

戦

業 態
コ ン
セ プ
ト
店 舗
構造
品 揃
え
価格

ム
の
移
転
戦

青島市小売市場におけるイオンとテスコの経営展開状況

プ ロ
モ ー
略
シ ョ
ン
サ ー
ビス
商品調達
システム

多層階式が主流、駐車場能力が高い

多層階式が主流、駐車場能力が高い

より豊富

より豊富

複合型 EDLP

複合型 EDLP

多種多様

多種多様

充実

充実

現地パートナーを活用して、現地調 現地パートバーがなく、現地調達能
達能力が強い、中規模のグローバル・ 力が弱い、大規模のグローバル・ソ
ソーシング
ーシング
本部主導の集権型、標準化から現地
適応化へ取り組む

参入時期

1998 年

2010 年

資本形式

合弁

独資

略

結果

通

点

分権型、標準化から標準・現地適応
化のバランスを調整

組織管理

共

現地小売企業の発展を促進した

相
違
点

成長してきた現地小売企業との競争
に勝てず、青島市小売市場の進化を
検証した

注：ここでの「プル要因」とは、経済の急成長、外資企業の規制の緩和・撤廃、未成熟の小売市場
の魅力、消費者の可処分消費能力の年毎に向上、外資系小売業の青島市小売市場への参入を促進
する諸要因などを指すものである。
出所：筆者作成。

両社の共通点は次の 4 点にまとめられる。1 点目は、共通するプル要因に基づいて
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参入してきたということである。外資系小売企業にとって規制の緩和・撤廃、青島市
経済の急成長、未成熟の小売市場の魅力、消費者の可処分消費能力の年毎の向上、外
資系小売企業の青島市小売市場への誘致政策などの諸プル要因を評価し、海外進出に
より企業の収益を拡大できるという見込みを立てた調査をした上で参入してきた。
2 点目は、両社とも最初の参入業態コンセプト（主力業態）が同じことということ
である。イオンは自社が得意とする郊外型ショッピング・モールを選定し、中国初の
本格的なショッピングセンターを青島市の東部に出店した。テスコは事前調査した上
で、中国初の外資系小売業の商業不動産プロジェクトとしてのショッピングセンター
を青島市の四方区（現在は市北区と合併）に出店した。しかも、両社ともに店舗立地
の選定から商業施設の建設、店舗の核テナント、店舗の業態までほぼ同じような形式
で取り組んだ。
3 点目は、両社の小売システムの移転戦略の面における小売業態戦略が概ね似てい
るということである。最初の参入業態はショッビングセンター、業態コンセプトは低
価格のワンストップショッビングとして出店し、店舗の構造が多層階式、駐車能力を
重視した店構え、店舗の建築に先進性あること（同時期の小売施設に比べて先進性が
あること）が類似点として挙げられる。豊富な品揃え、複合型 EDLP 戦略、多種多様
なプロモーションにより販促・集客力を向上する方向に推し進めている。また、店舗
のサービスも充実している。
4 点目は、両社ともに中国小売業の初の記録を残したということである。イオンの
青島市 1 号店は中国初の本格的なショッビングセンターとしての出店、テスコの青島
市 1 号店は中国初の外資系小売業の商業不動産の小売施設としての出店であった。そ
れぞれ現在も青島市ないし中国小売業の発展に大きなインパクトを与えただけでなく、
他の外資系小売企業の進出にも発展示唆を提供している。
次に、両社の相違点は以下通り 4 点にまとめられる。
1 点目は、両社の参入時期が違うということである。イオンの参入時期はちょうど
中国政府が流通分野において対外開放政策を打ち出した時期と重なり、その先導的な
試験都市である青島市政府の要請によって、中国で初めて外資系小売企業として参入
してきた。そのため、イオンは当時の現地小売企業に比べて大きな競争優位性がある。
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テスコの青島市への参入は、イオンより 12 年ほど遅れて、熾烈な競争環境がある中
への参入であった。また、現地の小売企業はこの 10 余年の成長・発展により、外資系
小売企業に比べてその競争力はすでに高まった状態となっていた。
2 点目は、上記の両社の参入時期の相異によって、両社の参入形態の相違が生じた
ということである。外資系小売企業の進出は中国政府の小売業に関する制度・政策の
変化の影響を受けていることは前に論じたとおりである。イオンは中国の WTO への
加盟前に参入してきたので、参入当時は現地企業との合弁・合作という 2 つの参入方
法しかなかった。そのため、1995 年に現地企業との合弁企業を設立して出店した。テ
スコは中国の WTO へ加盟した後に参入してきたので、買収・合併、独資、フランチ
ャイズも合法化された後であった。そこで、テスコは豊富な資本金を利用して、独資
の形態で青島市で出店した。
3 点目は、両社の商品調達システムが違うということである。イオンは現地パート
ナーを活用し、現地消費ニーズを満たすために、その現地調達能力の強さを十分に発
揮するように行った。また、中規模のグローバル・ソーシングを利用することによっ
て、企業の総合的な競争優位性も活かされるようになった。テスコは独資出店であり、
適格な現地パートナーが見つけられなかった。もともと青島市小売市場における取引
慣行やメーカーのチャネル政策は国際小売企業にとって見えない障壁として存在して
いる。テスコは青島市小売市場を奪うために、自社が弱い分野である現地調達商品で、
成長してきた地元の最大手小売企業と価格競争戦を行うはめになった。そして、現地
小売企業に勝てなかった。
4 点目は、両社の組織管理方式が違うということである。イオンは青島市で合弁会
社を設立し、標準化から標準・現地適応化のバランスがうまく調整されるように、分
権型の組織管理方式を採って、現地の市場特性、商業慣習、消費行動の変化などをい
ち早く把握できるようにした。その上で問題点に対する対応策を打ち出した。それに
反して、テスコは本部主導の集権型の組織管理を取っていた。現地の市場特性などに
応じられるように標準化から現地適応化へ取り組んだが、管理層の交代によって、現
地化政策も頻繁に変わった。それによりマネジメントは終始一貫していないというこ
とが生じ、従業員の士気も落ち、顧客に心にこもったサービスを提供できる余地はな
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くなった。さらに本社からの支援の減少、管理層の矛盾の拡大が経営上の問題を大き
くした。最終的には、青島市小売市場の特異性に気配り過ぎ、かえって過剰な適応化
戦略をとってしまい、一貫したマネジメントが確立できなかった。
このように、両社は同じような経営優位性をもって、大きな資本金を投入し、蓄積
した海外進出経験を活かしながら、同じようなモール型大型ショッピングセンターを
開設したが、以上の 4 点の相違点があったがゆえに対照的な結果になった。
以上、本論文では、青島市小売市場は、外資系小売企業の進出を大きな契機として
近代化し、発展してきたことを、具体的な事例分析に基づいて明らかにした。また、
その分析の中で、先行研究の理論モデルでは十分論じえないところがあることを示し、
それらを補足する観点を提示した。さらに、企業行動としては共通点が多いイオンと
テスコの進出事例を比較対象することによって、本論文で検討した結果得られた分析
方法が極めて有効であることを具体的に示した。これらの解明は今後の発展途上国・
新興諸国における流通市場の分析に有益な示唆を提示していると考えられる。

2

今後の課題

本論文では、中国の小売業の発展を分析するために、中国小売業の先導的な試験都
市である青島市に焦点を当て、その小売業の展開プロセスを解明した。本論文の結論
の意義については上記した通りである。しかし、本論文では十分に取り扱えなかった
課題がある。以下簡潔に示す。
本論文では青島市のみを対象として実証的に研究したが、その有効性をより高める
ために、他の沿海都市さらには中国全土を対象として検証する必要があるといえよう。
本論文では青島市小売市場で、現地小売企業が成長したことにより、外資系小売企業
の撤退が生じるという新しい現象について分析したが、こうした事例は今後中国の各
地で益々多くなると予想される。より広範囲の調査を行うことによって、本論文で得
らえた示唆の有効性を確認することが必要であろう。
ただし、中国小売業の発展の複雑なメカニズムを明らかにする必要性が高まってい
る今日、本論文で明らかにした分析枠組みは有効性をもつと考える点を再記しておく。
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付録
2015 年中国小売企業チェーンストアランキング上位 100 社
序号

企業名

売上高（単位：万元）

店舗数（単位：カ所）

＊15,860,000

1,577

1

※蘇寧電器雲商集股份有限公司

2

※国美電器有限公司

15,368,559

1,932

3

※華潤万家有限公司

10,940,000

3,397

4

※高鑫小売有限公司（大潤発）

10,790,644

409

5

※ウォルマート（中国）投資有限公司

7,354,653

432

6

※山東省商業集団有限公司

6,372,149

740

7

※聨華超市股份有限公司

6,047,365

3,912

8

重慶商社（集団）有限公司

5,943,751

340

9

※百勝餐飲集団

5,170,000

7,000

10

永輝超市股份有限公司

＊4,930,942

394

11

※カルフール（中国）管理諮問服務有限

4,010,221

234

＊3,841,351

171

中国事業部

公司
12

※大商股份有限公司

13

長春欧亜集団股份有限公司

3,617,802

97

14

中百控股集団股份有限公司

3,500,646

1,096

15

武漢武商集団股份有限公司

3,460,628

95

16

石家荘北国人百集団股份有限公司

3,280,115

120

17

※宏図三胞高科技術有限公司

3,204,372

589

18

歩歩高集団

3,101,749

577

19

農工商超市（集団）有限公司

2,851,127

2,493

20

北京物美商業集団股份有限公司

2,625,527

552

21

※中石化易捷銷售有限公司

2,480,000

25,000

221

22

天虹商場股份有限公司

2,459,246

231

23

煙台市振華百貨集団股份有限公司

2,435,082

122

24

※利群集団股份有限公司

2,424,083

580

25

※山東家家悦投資控股有限公司

2,297,684

623

26

文峰大世界連鎖発展股份有限公司

＊2,152,911

875

27

北京王府井百貨（集団）股份有限公司

2,086,600

31

28

※メトロ現購自運有限公司

1,910,000

82

29

※銀泰百貨（集団）有限公司

1,864,946

45

30

※北京迪信通商貿股份有限公司

1,860,596

1,605

31

※広州屈臣氏個人用品商店有限公司

＊1,811,000

2,483

32

※パークソン

＊1,809,980

58

33

鄭州丹尼斯集団

1,800,000

378

34

※金鷹国際商貿集団（中国）有限公司

1,731,623

29

35

※山東維坊百貨集団股份有限公司

1,671,896

646

36

北京華聯総合超市股份有限公司

＊1,600,000

180

37

興隆大家庭商業集団

1,581,842

39

38

※楽語通信

1,577,200

2,081

39

合肥百貨大楼集団股份有限公司

1,557,360

175

40

新一佳超市有限公司

1,505,270

102

41

安徽省徽商集団有限公司

1,490,162

1,620

42

武漢中商集団股份有限公司

1,450,000

46

43

※江蘇五星電器有限公司

1,445,000

175

44

新華都購物広場股份有限公司

1,431,713

127

45

北京京客隆商業集団股份有限公司

1,419,746

261

46

※ロータス

1,369,000

82

47

北京菜市口百貨股份有限公司

1,346,618

20

48

宜家（中国）投資有限公司

1,307,011

18

百盛

ト蜂蓮花有限公司

222

49

江蘇華地国際控股集団有限公司

1,287,948

55

50

北京首商集団股份有限公司

1,281,069

18

51

新世界百貨中国有限公司

1,280,000

43

52

人人楽連鎖商業集団股份有限公司

1,180,069

114

53

広州市広百股份有限公司

1,100,522

27

54

茂業国際控股有限公司

＊1,083,373

41

55

※イオン（旧ジャスコ）

1,065,222

54

56

※中国石油銷售公司（崑崙好客便利店）

1,053,000

17,000

57

成都紅旗連鎖股份有限公司

1,017,494

2,274

58

※マクドナルド（中国）有限公司

＊1,000,000

2,300

59

山東新星集団有限公司

883,590

575

60

銀川新華百貨商業集団股份有限公司

＊866,268

242

61

済南華聯商厦集団股份有限公司

839,297

54

62

東莞市糖酒集団美宜佳便利店有限公司

832,506

7,400

63

湖南友誼阿波羅控股股份有限公司

781,339

13

64

新疆友好集団

＊765,028

68

65

南京中央商場（集団）股份有限公司

＊737,836

15

66

信誉楼百貨集団有限公司

721,529

20

67

※山西美特好連鎖超市股份有限公司

717,741

129

68

海南供销大集控股有限公司

696,617

277

69

山東全福元商業集団有限責任公司

671,100

239

70

北京翠微大厦股份有限公司

＊671,000

8

71

イトーヨーカ堂（中国）

650,000

11

72

邯鄲市陽光百貨集団総公司

612,000

168

73

阜陽華聯集団股份有限公司

607,728

786

74

大参林医薬集団股份有限公司

605,000

1,921

75

※青島利客来集団股份有限公司

590,403

446

223

76

※青島維客集団股份有限公司

560,178

10

77

北京華冠商業経営股份有限公司

556,357

289

78

家楽園商貿有限公司

551,943

44

79

広東嘉栄超市有限公司

537,842

88

80

長沙通程控股股份有限公司

494,761

79

81

上海福満家便利有限公司（全家便利）

494,000

1,501

82

浙江人本超市有限公司

491,197

1,771

83

湖南佳恵百貨有限責任公司

491,050

240

84

三江購物倶楽部股份有限公司

474,312

164

85

雄風集団有限公司

471,153

123

86

北京超市発連鎖股份有限公司

436,326

155

87

※百安居（中国）投資有限公司

415,289

38

88

江蘇新合作常客隆連鎖超市有限公司

405,100

1,023

89

全家便利店

402,303

332

90

百佳超市（中国）

388,226

64

91

山西省太原唐久超市有限公司

382,000

1,390

92

上海来伊份股份有限公司

364,999

2,274

93

河北国大連鎖商業有限公司

347,900

1,006

94

心連心集団有限公司

344,683

52

95

※中国全聚徳（集団）股份有限公司

329,824

103

96

広州友誼集団股份有限公司

326,284

5

97

呼和浩特利冠商貿有限公司

320,000

300

深セン市百果園実業発展有限公司

320,000

1,300

99

河北恵友商業連鎖有限公司

319,796

64

100

真功夫飲食管理有限公司

309,396

603

206,280,725

111,187

上位 100 社合計
注：※は青島市に店舗ある企業。＊は推定値。
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出所：「2015 年中国チェーンストア（売上高ベース）上位 100 社ランキング」に基づき筆者作成。
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