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中国における日系大手小売企業の進出に関する研究
ジャスコ（現イオン）の青島市進出を中心に

包

振

山

はじめに
戦後の日本小売企業の海外進出は、1970年代までは百貨店による日本人を対象としたもの
が中心であったが、70年代から現地消費者を対象としたスーパーの進出がみられるように
なった。1980年代には、ジャスコ（現イオン、以下略称ジャスコ）はマレーシア、香港をは
じめとする東南アジアへ進出した。世界の小売業で上位に入ることを目指すジャスコは、東
南アジアへの進出経験を生かし、1990年代中後期から中国市場への進出を始めた。
一方、中国は1992年に流通業対外開放政策を打ち出し、流通業への外資進出を条件付き 1
で認めるようになった。中国初の小売業テスト都市の一つとしての青島市では、いち早く試
験的に合弁・合作方式で外資小売企業の参入の取り組みが始まった。また、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中国沿海部都
市の中でも先進的な都市であった。こうした状況で、青島市の東部開発事業の一環として、
商業区の開発の中で、日系大手小売企業であるジャスコが市政府の誘致に乗るかたちで参入
した。
日本の小売企業の海外進出については、黄・向山（1996：50-61）、川端（2000）
、矢作
（2007a）、青木（2008）などの研究者が検討し、研究が蓄積されつつある。その中で、ジャ
スコは比較的研究されてきたが、その中国への進出については詳細に分析されていない。
ジャスコは中国、とりわけ中国初の小売業のテスト都市の青島市への進出では成功を収める
が、失敗経験もあり、日系小売企業全体の中国進出の研究の中で重要な位置を占める。
ジャスコは1990年代中後期、日本国内市場で苦戦していた。それと対照的に、青島市場で
はライバルとの過酷な競争を強いられながらも、市場においてボトムアップ学習を行いなが
ら適応力を高め、その他の地域への進出に際しても有用と考えられる経験を蓄積してきた。
また、1990年代から2000年までの間、日系小売企業は海外進出の拡大から撤退 2 へとシフト
したのであるが、ジャスコは中国市場への展開、とりわけ青島市場への展開を加速化・大規
模化していた。
日系小売企業はアジア地域を中心として多くの海外出店を試みているが、中国市場におい
て本格的・戦略的な国際化を展開している総合小売企業はジャスコとイトーヨーカー堂のみ
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である。ジャスコの青島市にある東部店は中国にある各店舗の中では最も高い販売率を維持
しており、経営拡張する一方で、閉店した経験も持っている。そこで、本稿では、ジャスコ
の青島市場への進出に着目し、その進出要因・経緯と市場戦略の面からアプローチし、成
功・失敗の原因を分析することを目的とする。そのために、まず、ジャスコの青島市場への
進出要因について日本市場からのプッシュ要因、中国及び青島市場からのプル要因とジャス
コの内部要因に分けて検討する。次に、ジャスコ概況、青島市場への進出経緯とジャスコの
青島市での展開を考察する。さらに、ジャスコの青島市での進出戦略を参入戦略・立地戦
略・出店戦略・価格戦略・経営戦略に分類し、それぞれの角度から検討し、その成功・失敗
要因を分析する。

Ⅰ

ジャスコの青島市への進出要因

小売企業の海外進出を論じる際、その進出要因を明確化させることが必要不可欠であろ
う。川端（2000）
、矢作（2007a）
、田村（2010：317-343）などの研究者によって小売企業の
海外進出について研究されつつある。それらの中では、小売企業の海外進出要因をプッシュ
要因（国内要因）とプル要因（進出先国要因）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。プッシュ要因は、すなわち国際化の機会が、自国内部からもたらされ、そし
て小売企業が積極的というよりも、なかば受動的に海外へと進出する機会である。一方、プ
ル要因は、海外からの国際化の機会がもたらされるというもので、プッシュ要因よりもプル
要因の方が自生的要因となる（柳2005： 8 ）。
いずれにしても、これらの要因は小売企業を取り巻く外部環境の変化に基づく要因と言え
る。これに加え、ジャスコ内部の経営方策、市場戦略の転換に基づく要因も考慮しなければ
ならない。以下では、日本市場からのプッシュ要因、中国及び青島市場からのプル要因と、
ジャスコの内部要因という 3 点より、青島市への進出要因について論じよう。

Ⅰ．
1

日本市場からのプッシュ要因

矢作氏（2007a：17）は、欧米企業からみたアジア小売国際化のプッシュ・プル要因分析
で、プッシュ要因として、①市場環境（人口の伸び鈍化、経済成長の鈍化・停滞、小売市場
の成熟化、競争の激化）
、②法的規制（出店規制の強化、高税率）、③経営戦略（国際化の重
要性認識、他社追随、余剰資金の活用）
、④その他（株主からの持続的成長への圧力）を取
り上げている。氏の見解は概ね首肯できるが、③経営戦略をプッシュ要因として捉えること
は一面的であろう。そこで①②とその当時の日本経済環境の変化に即して日本市場のプッ
シュ要因を検討しよう。
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
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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。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百貨店（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の
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。そこで、日本の小売企業の海外での事業展開は有
力な選択肢になるであろう。
法的規制についてといえば、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 3 。
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。この円高定着と共
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国
際化の一要因となった。
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Ⅰ．
2

中国及び青島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、中国及び青島市場からの
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が魅力的になる。青島市は中国初
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ている。その中
で、青島市場の成長性はジャスコ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。改革開放以降、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。国有
商業企業の改革をはじめとした、国有所有制、集団所有制、私営所有制などの企業が競争す
る状況が形成された。しかし、改革初期の小売業は、経営ノウハウ、販売管理、情報技術、
経営方式などの面で、外資小売企業に比べてかなり遅れていた。その状況を変えるために、
外資小売企業の参入が重要となった。ジャスコが中国へ進出した1990年代中後期は、ちょう
ど中央政府がテスト的に外資小売企業を導入した時機である。
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しており、世界の注目を浴びているが、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、指令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、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）
（以
下では「通達」を略称する）
」を出して、中国の流通業への外資進出を条件付で認め（包
2013：58）るようになった。青島市は六つの沿海開放都市の一つとして、試験的に 1 〜 2 社
の合弁または合作経営の小売企業の設立を許可した。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、限定的ではあるが卸売業についても外資参入が認め
られるようになった。ただし、その許可要件は依然として厳格であり、卸売業の設立はほと
んど認められなかった（横井2011：243）。
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、国内初のテスト都市として、積極的に外資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・合作方式による、青島市場に参入することが容易になった。
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こうした環境で、ジャスコのような小売企業にとって青島市場に進出が期待されると考えら
れる。

Ⅰ．
3

ジャスコの内部要因

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。その
結果として、いち早くマーケットシェアを獲得（先発優位性）できるメリットを百貨店（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
体の成長戦略はその海外進出への役割が大きい。ジャスコの中国進出については、企業戦略
の転換、特に中国戦略の重視について考慮しなければならない。

Ⅰ．3 ．1

ジャスコの戦略転換

ジャスコ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。
ジャスコは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

図1

ジャスコの時期別国際戦略

出所：ジャスコ株式会社編集（2000：831-851）、白（2012：113）を修正。
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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、
ジャスコは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
に中国への進出が活発になった。

Ⅰ．3 ．2

ジャスコの中国戦略

中国におけるジャスコの事業展開は、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、北京市・天津市などのエリアで事業を展開して
いる。さらに、2008年以降、ジャスコモール（中国語で佳世客梦Ҁ城）を展開し、地域と一
つになって、愛される「まち」をつくる方針を立て、河北省、湖北省、江蘇省、浙江省へ進
出した。
川端（2005：88-89）は、ジャスコの中国戦略について、「注目すべきところは、日本国内
と東南アジアで蓄積経験するショッピングセンターの運営への関与である。通常、GMS
（General Merchandise Store、総合スーパー）はショッピングセンターへの出店が多いが、
現地のディベロッパーは建物のデザインを優先させ、機能的に商業施設には不向きな構造の
建物を建てる傾向もみられ、開業後の売り上げに悪影響が出ることも多い。……このような
ショッピングセンターの一括借り上げによるプロパディ・マネジメントはジャスコがマレー
シアで蓄積してきたノウハウである。……このショッピングセンターの一括借り上げは、90
年代に多くの日系小売企業が経験した直営部分の家賃高騰と家賃変動の不安定化を防ぐ点か
らも効果的手法といえる」と指摘している。また、矢作（2004：93）も、「マレーシア、香
港での実績をテコにして、現地市場に適応しながら、着実に展開されている。その点が、撤
退の多い日本小売企業のなかでは際立っている。その点を象徴するのが人材面の蓄積であ
る。……また、マレーシアの例で強調した現地人材の開発・登用は中国においても継承され
ている。」とする。
2006年には、中国での出店を加速するために、北京に中国の総代表部を設置し、2007年に
北京ジャスコを設立した（渦原2012：16）。2009年には、深圳ジャスコとジャスコチャイナ
の合弁会社「ジャスコ華南」の誕生を機に、華南への進出が重視された。2010年にジャスコ
モール天津TEDA、2012年 4 月にはジャスコモール天津中北店を出店するなど、北京・天津
を中心に開発を進めた。2014年小売大手のジャスコは、中国での大型店の出店を加速する。
（ 4 月）25日に江蘇省蘇州に中国最大規模のショッピングセンターを開き、上海を中心とし
た華東地区に初進出 4 した。今後は出店ペースを従来の 5 倍に引き上げ、消費が伸び盛りの
中国市場で日本同様の地位の確立をねらう 5 としている。蘇州への進出と同じ時期に、ジャ
スコモールは 5 月14日、ジャスコグループの中国湖北省 1 号店となる「（仮称）ジャスコモー
ル武漢オリンピックガーデン」の正式名称を「ジャスコモール武漢金銀潭（ぶかんきんぎん
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たん）
」と決定した。賃貸面積7.4万m2、専門店約200店の規模で12月19日に開業した 6 。さら
に、2016年度末まで、ジャスコは中国で大型ショッピングセンター（SC）を15カ所新設し、
計20カ所程度に増やすという計画がある。その時の現状は華北の北京市と天津市にとどまっ
ているが、華中・華南にも展開・拡大する。中国では自動車の保有台数が増えており、郊外
でも中間所得層向けの都市開発が進む。自動車を使い家族で買い物をする生活スタイルが広
がるとみて展開地域を拡大する 7 としている。
ジャスコ中国については2013年 3 月を目処に店舗ブランドを統一することを発表した。
2014年現在、ジャスコは中国でGMS、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。図表 1 はジャス
コの中国進出の歩みである。

図表 1

ジャスコの中国進出のあゆみ

年・月

主要な動き

1985・12

ジャスコストアーズ（香港）（現ジャスコ（香港）百貨有限公司）を設立

1987・11

ジャスコストアーズ（香港）（現ジャスコ（香港）百貨有限公司） 1 号店康怡店を開店

1994・ 2

ジャスコストアーズ（香港）が香港証券取引所に株式上場

1995・12

広東ジャスコチームストアーズを設立

1996・ 3

青島東泰ジャスコ商業有限公司を設立

1996・ 7

広東ジャスコチームストアーズが中国第 1 号店の「ジャスコ天河城店」を広東省広州市にオープン

1998・ 1

青島東泰ジャスコ商業有限公司が郊外ショッピングセンターを開店

2002・ 5

広東省深圳市ジャスコ（現ジャスコ華南）を設立

2004・ 9

広東省深圳市に「ジャスコチャイナ」を設立

2007・11

北京市に「Beijing AEON co.Ltd（ジャスコ商業有限公司）
」を設立

2008・ 3

ジャスコ夢楽城（中国）商業管理有限公司を設立

2008・11

北京市内最大規模のモール型SC「ジャスコ北京国際商城ショッピングセンター」を開店

2009・ 2

青島ミニストップコンビに有限公司を設立

2012・ 4

北京と広東の 2 核体制とするジャスコ中国本社組織改革を実施

2012・ 4

ジャスコモール天津中北をオープン

2012・11

ジャスコの中国における総合・食品スーパーが合計50店舗に到達

2013・ 3

ジャスコ（湖北）商業有限公司を設立

2013・ 5

ジャスコ華東（蘇州）商業有限公司を設立

2013・ 6

イオン㈱が湖北省に及び江蘇省にGMS事業運営会社を設立

出所：矢作（2007a：150-181）、イオン株式会社−企業沿革 8 、イオン（中国）投資有限公司−イオン中国沿革 9 より作成。

以上、ジャスコの中国進出について日本市場からのプッシュ要因、中国及び青島市場から
のプル要因とジャスコの内部要因を概観した。次節ではジャスコの戦略について立ちいって
検討する。

−57−

包「中国における日系大手小売企業の進出に関する研究」

Ⅱ
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ジャスコの青島市への進出
ジャスコの概況

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。
2013年末まで、イオングループの連結営業収益は 6 兆3,951億円に達した。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事業、SM・DS・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、
Ｅコマース事業、アセアン事業、中国事業、商品機能等10から構成する。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。
ジャスコ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
611店舗、スーパーマーケット業態1,977店舗、コンビニエンスストア業態4,581店舗などを運
営している（図表 2 ）。

図表 2

各業態の店舗数統計（単位：ヶ所）（2013年度末）

業態項目

合計

日本

中国

611

542

42

1,977

1,882

17

DS（ディスカウントストア）

353

330

−

HC（ホームセンター）

122

122

−

GMS（総合スーパー）
SM（スーパーマーケット）

CVS（コンビニエンスストア）

4,581

2,186

67

専門店

3,853

3,792

61

ドラッグストア

3,559

3,559

−

サービス

1,519

1,424

35

641

339

32

9

−

5

金融
その他
出所：イオングループ案内11より作成。
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青島市への進出経緯

青島市は山東省の沿海部に位置し、総人口は約871万人（2010年全国第六回人口センサス）
で、中心市街地だけでも280万人が居住している。東に海を隔て、韓国と日本が向い合い、
−58−
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海洋リゾート地であるのみならず、ハイアール、海信などの電気メーカーを輩出した地であ
り、韓国、日本など海外からの企業進出も多数に上っている。1992年 5 月、青島市政府は「関
於加快市区東部開発建設的決定（1992年発77号文）」により、市区の東部をめぐるインフラ
整備などを進め、商業センターも東部へ移転した。その市区再開発事業計画の一環として、
ジャスコと青島市供銷社聨合社との「青島東泰ジャスコ商業有限公司」は設立された。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合弁方式で事業
を展開してきたことによる。
ジャスコは1995年より、青島市と交渉を開始し、1996年 3 月に「青島市供銷社聨合社」と
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」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）。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、
「青島東泰ジャスコ商業有限公司」の資本関係はジャ
スコが60％、供銷社資産運営センターが40％に変更されている（櫨山2008：66）。
1998年 1 月、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、中国初の本格的なショッピングセンターとして開業した。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。ジャスコの
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、ショッピン
グ・モール運営の特徴（図 2 ）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

図2

ショッピグモール開発の特徴

出所：イオンモール（中国）事業概要12より作成。
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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
にも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、このような店
舗は機能的には商業集積と同様の機能を果たしているのである。一方、このような商業空間
の開発は、土地利用・都市計画上の部局影響や法的規制や地価の動向などの影響に大きくイ
ンパクトを与えるといえよう。
ジャスコ東部店（ 1 号店）は開業後、青島のサービス業界に大きな衝撃を与えた。進出の
当初、地元企業の経営者たちは売場が広すぎて、陳列方式は営業面積を無駄にしている。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
いと自信満々の判断を下していた13。しかし、ジャスコは開業初日の売上高が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。これが地元経営者たちを震撼させ、外資企業の「学習」に奔らせた（尹2008：
25）
。この 1 号店の大成功を背景に、青島市内及び周辺地域への出店は活発になった。

Ⅱ．
3

ジャスコの青島市での展開

1992年の「通達」により、青島市は流通業におけるさまざまな試験的取り組みを行ってき
た。ジャスコの青島市での展開は、①山東省の主要都市市街地および周辺部、②足元商圏が
ある程度充実している、③建物構造 2 層程度、④床面積 5 〜 8 万m2 以上、駐車能力1500台
以上、⑤可能であれば長期使用権で土地を確保し、自社の設計で商業施設をつくり資産を所
有・管理するショッピング・モール事業の運営・管理を行う、との基準を設けて事業開発に
取り組んでいる（矢作2007a：164）
。
1998年の 1 号店を開業してから、2000年11月、旧市街地にある遼寧路店（ 2 号店）を開設
した。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・家電など幅広く展開、同市で初めて化粧品など美容・健康関連商品を集積。年
商目標は32億円。SC全体は売場面積約16,000平方メートル、年商目標38億円14であった。
2005年12月30日に、湾の対岸にある黄島店ショッピングセンターを開業した。これは「ジャ
スコ黄島店」を核店舗に、56店舗の専門店を配したモール型ショッピングセンターである。
敷地面積は約 3 万7000平方メートル、商業施設が約 3 万6000平方メートル、直営店面積が約
1 万2600平方メートル、テナント面積が約7800平方メートル、及び駐車場である（櫨山
2008：68）
。その後、青島市内及び周辺地域へ進出した。また、2009年 1 月にジャスコとミ
ニストップとの合弁会社「青島ミニストップ」が設立され、直営方式での出店運営している。
ミニストップが60％、ジャスコ青島が40％、資本金500万ドルの共同出資で、青島市場で展
開している。
ジャスコは今日まで、青島市をはじめとする山東省では閉店した遼寧路店を除いて10店舗
をもっている。それぞれは以下のとおりである。青島東泰ジャスコ商業有限公司東部ショッ
ピングセンター（略称：東部店）
、青島東泰ジャスコ商業有限公司遼寧路店（略称：遼寧路店、
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2004年閉店）青島東泰ジャスコ商業有限公司黄島ショッピングセンター（略称：黄島店）
、
青島東泰ジャスコ商業有限公司百麗広場店（略称：百麗広場店）、青島東泰ジャスコ商業有
限公司煙台ショッピングセンター（略称：煙台店）、青島東泰ジャスコ商業有限公司䈹坊早
春園店（略称：䈹坊店）
、青島東泰ジャスコ商業有限公司延吉路店（略称：延吉路店）
、青島
東泰ジャスコ商業有限公司威海ショッピングセンター（略称：威海店）、青島東泰ジャスコ
商業有限公司淄博ショッピングセンター（略称：淄博店）、青島東泰ジャスコ商業有限公司
済寧ショッピングセンター（略称：済寧店）、青島東泰ジャスコ商業有限公司合肥路ショッ
ピングセンター（略称：合肥路店）。青島市には遼寧路店（2004年閉店した）を除く、東部店、
黄島店、延吉路店、百麗広場店と合肥路店という 5 店舗がある。2013年12月まで、ジャスコ
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。
図表 3
店名
東部店（ 1 号店）

青島市におけるジャスコの店舗一覧表

開店年月

閉店年月

1998.1

遼寧路店（ 2 号店）

2000.11

黄島店

2005.12

売場面積（m2 ）
40,000

2004.10

8,900
36,000

営業形態
郊外型SCの成功例
旧市街地立地SC
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

大型スーパー

合肥路店

2014.12

93,000

大型SC

出所：矢作（2007a：161）、青島東泰ジャスコ商業有限公司─店舗紹介─公司概要15より作成。

Ⅲ

ジャスコの青島市での進出戦略

このように、1998年 1 月に開店した東部店（ 1 号店）を始めとして、ジャスコは青島市場
への進出を拡大するとともに、多様化も進めている。その発展過程では成功・失敗の両方の
結果が現れている。これを踏まえてジャスコの青島市場での進出戦略を分析しよう。
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1

参入戦略

川端氏は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 5 パターンに区分して提示した（川
端2000：237-239）
。すなわち、母市場と共通性が高い市場を目指す「飛び地戦略」
、母市場
と共通市場において、母市場の競争優位を活かす「競争優位戦略」
、母市場と異なる「特定
の市場」において適応化を目指す「特定市場適応化戦略」、母市場と異なる「特定市場」に
おいて成功した戦略を複数の市場において適応化させる「複数市場適応化戦略」
、多くの異
なった市場フィルター構造へ適応するべく自己のシステム特性を変化させ、地球規模の拡大
を意図する「グローバル戦略」に分類できる（柳2012：211）。
ジャスコが青島市場へ進出する際には、中国の流通業は改革初期の状態であり、青島市の
−61−
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小売市場では伝統的な国営百貨店、中小小売商などの小売企業しかなかった。ジャスコはそ
れらの企業に対し、強い競争力を有しており、また他に競争強者が少ない（いない）ので、
競争優位性が高かった。1990年代に入り、中国では消費需要が拡大し、これを背景に、ジャ
スコは日本国内、東南アジア市場で得られた経験やノウハウを活かして、青島市をはじめと
して中国市場への進出を試みたのである。また、青島市政府の東部拡張事業と、ジャスコの
ショッピングモール開発を結び付け、青島市の商業空間の再編に大きな影響を与えた。これ
を踏まえて、ジャスコの青島市場への進出は、1992年の「通達」より、中国国務院の許可を
経て、青島市の合弁小売企業として、試験的な参入として実現した。そこで、ジャスコの青
島市場への進出は「競争優位戦略」を選んで参入してきたということができる。つまり、こ
の時点では進出の成功は競争優位性が鍵となっている。

Ⅲ．
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立地戦略

ジャスコ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。1990年代、市政府はこの地区を商業地区として開発を進める
こととした。ジャスコは市政府の要請に応じて参入した。1998年 1 月にオープンした「青島
東泰ジャスコ商業有限公司東部店」
（ 1 号店）は中国初の郊外型ショッピングセンター（SC）
である。その郊外SC開発のメリットは三つある。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業をテナントとして
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）。ジャスコはこのような郊外SC
開発のメリットをもって、青島市の東部開発事業を合わせながら進出した。
この新市街地はその後驚異的に発展を見せ、ジャスコの先見性は話題ともなった。20年余
りの発展により、現在では、ジャスコ東部SCが位置する香港中路には、南側に百麗購物広
場、海信購物広場など高級小売施設、北側にはパリ春天、大信購物センター、中央部に陽光
百貨、銀座商城などの高級小売施設、西側にカルフールなどの生活型小売施設、東側に麦凱
楽などの中級小売施設によって、高、中、低の市場マーケットが相互的に発展し、国際的な
商業エリアが形成されてきている。また、その周辺には、市政府を始めとする多くの官庁、
ジャスコ東部SCを始めとする商業施設、シャングリラなどの様々なホテル、多くのレスト
ラン・商業金融機構・オフィスビル・高級住宅区などが集中している。ジャスコ東部SCか
ら南に10分ほど歩くと、海浜公園があり、その一角には五四広場、北京オリンピックのヨッ
トレース会場があり、多くの観光客が訪れ、ジャスコに立ち寄って買物をするようにもなっ
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た。東へ行くと、青島大学・中国海洋大学などのキャンパスがある文教地区である。このよ
うな立地環境で、この東部店（ 1 号店）は早くも 3 年目で黒字化を達成した。消費需要の拡
大を満たすために、2004年 8 月に店舗の拡張工事を開始し、営業面積、駐車能力などが拡大
した。
東部店（ 1 号店）の成功を背景として、2000年11月18日、青島市に「青島ジャスコ遼寧路
店」
（ 2 号店）を開店した。この店舗は旧市街地で開店する立地戦略を選んだものである。
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。しかし、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、近くの台東商業エリアの開発、店舗前の道路が一方通行となって交
通が不便になったことなどの原因で、2004年10月に閉店した。ジャスコの青島進出と直前に
上海で出店した「上海嘉里不夜城」は1996年 9 月に開店したが、これも2000年 7 月をもって
閉店した。この店舗は上海駅付近一帯の繁栄している商業区に属し、高級ホテルなどが林立
するが、日本と違って混雑した場所であり、治安もよくなく、ターゲット市場の購買層が集
まらなかったことが原因である。この 2 店舗で共通するところは、立地選定の失敗16である
とも言える。しかし、事情は異なっている。青島市の遼寧路店（ 2 号店）は旧市街地の改造
により一時的に集客が困難になったことが原因である。上海嘉里不夜城店はもともと現地事
情がよく分からなくて出店したことである。この点については最後に触れる。
2005年12月に開店した黄島店は、青島市の旧市街地と膠州湾を隔てた西岸、黄島経済技術
開発区の長江中路に位置している。2011年 6 月、世界最長の海上大橋である青島膠州湾大橋
と中国最長の海底トンネルが完成し、青島市内との交通の利便性が改善されたことでこのエ
リアの価値が向上し、さらなる発展を見込めるとして注目を集めている。2012年、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17、一時的に営業を見合わせざる
を得ない状況となったが、その後、復旧作業に迅速に取り組み、当年の11月24日に全館営業

図3

青島市におけるジャスコ店舗分布

出所：
「青島・済南スタイル概要」18に加筆作成。
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を再開した。
以上論じたように、今のジャスコの青島市内での各店舗はいずれも新市街地の建設、新市
街地の中核商業施設と関連した立地戦略を選択して展開してきている。

Ⅲ．
3

出店戦略

ジャスコの中国における大型店舗の出店方式は、①土地の使用権を購入し、そこに自社で
建物を建設し核店舗として入居すると共に、テナント選定・管理も行う、②土地、建物は
ディベロッパーが所有し、商業施設スペースを一括賃貸してテナント選定・管理を担当し、
自らも核店舗として出る、③他社が開発したSCやその他商業施設にテナントとして出店す
るに分類できる（矢作2009：77）
。1998年 1 月に開設された 1 号店は②の方式で、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、三重県松阪市のジャスコ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。現在では、この店舗の周辺の店舗が多くなり、競争が激化したにもかかわらず、
高収入層の東部地区への移動とモータリゼーションの進展によって、ショッピングセンター
の優位性で顧客吸引力が強まっており、中国にあるジャスコ店舗の中では最も高い販売効率
を維持している。
また、②の方式で、初期投資はかさむが、いったん営業損益が黒字化すると、土地使用料・
償却負担の軽減から大きな利益が計上できる利点がある。資金力と資産形成・投資管理を勘
案しながら、使い分けるのが通常の姿である（矢作2009：77）。ジャスコの青島市場への進
出はそのメリットを利用し、東部店を開設しており、大成功を収めた。その後の黄島経済技
術開発区への出店もこの方式で開設した。
また、急速な経済成長を背景に、東部店を手本としたモール型ショッピングセンター戦略
を採用して、青島市及び周辺地域へと多店舗化している。そのうち、青島市内の延吉路店と
百麗広場店は上述の③の方式で開設した。東部SC、黄島SC、合肥路SCを含めた青島市内の
5 店舗に共通する出店特徴をまとめてみよう。 1 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、 2 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、 3 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
になっていることである。
また、ジャスコの青島市場での展開では、現地の小売市場特性に合わせ、柔軟な出店戦略
を採用している。この点はジャスコとミニストップとの合弁会社「青島ミニストップ」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市街地では、賃料負担が大きく、出店速
度が上がらないと判断し、市街地に比べて賃料の安い住宅地で85平方メートル程度の店舗を
展開することになった（川邉2012：14）。
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価格戦略

「小売の輪」仮説では、新しい登場者はさまざまな革新による固有の方法に比べてコスト
を控えて低価格で消費者をひきつけようとする。消費者の支持を得て成長するとともに格上
げが始まり、低価格訴求は不可能になる。その弱みに対して次の革新者の登場が可能にな
る。すなわち、
「輪」が一回りするたびに、新しい革新者（ディスカウンター）が登場して
くるのである（矢作2007b：191）。この仮説に基づいて考えると、小売業の低価格戦略は競
争に勝てるかどうかが重要である。この低価格戦略の中で、世界最大の小売企業であるウォ
ルマートが生み出した経営の「宝」の一つのEDLP（Everyday Low Price、毎日が安売り）
戦略が頻繁に言及される。日本ではジャスコは他の小売企業よりさきにEDLP戦略を実施し
た小売企業であった。EDLPは特売をせず、各商品を毎日低価格で販売することである。毎
日が低価格と言った消費者の風評やイメージが広まると継続的な来客が見込める。ジャスコ
のEDLP戦略では、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も維持
している。毎週に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戦略を実施している。
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
による利益とを同時に達成する目的で、総合小売業はよく使用している（渦原2012： 3 ）。
集中仕入れと多店舗展開により、収益性と集客性もアップするということである。ジャスコ
は東部店（ 1 号店）の成功を背景して、積極的に企業規模の拡大を着手し、多店舗化してい
る。この企業規模の拡大により、可能になる大量仕入れのスケールメリットから、安くて大
量な商品を仕入れ、商品を安く消費者に提供できる。
また、ジャスコの青島市場での顧客層は中流以上の層が対象で、営業の特徴は安全・高品
質などの差別化戦略を重視し、価格競争はせず、定価販売を行っている。しかしながら、現
在の中国では、所得格差の大きさを重視しなければならず、青島市小売業の競争の激しさが
今後さらに強まる傾向にあるから、その顧客層の選別、目標ターゲットの獲得などが企業の
経営にとって重要な課題となる。ジャスコ東部店に即して言えば、東部店の周辺には多くの
商業施設が集積し、競争しており、今後のジャスコ経営戦略、とくに価格戦略にとって大き
な課題になりそうである。

Ⅲ．
5

経営戦略

企業の国際化戦略には、
「受動的国際化」と「能動的国際化」があって、海外の有力総合
小売業は、1990年代後半、能動的国際化へギアチェンジしている（渦原2012：15）。ジャス
コは1985年マレーシアに進出して以来、一貫して香港、タイなどの東南アジアに進出して小
売国際化を推進してきたが、
「受動的国際化」であった。その後、欧米の有力小売企業が世
界に活発的な進出と日本国内の出店規制・過当競争などによって、ジャスコは経営戦略を調
整しており、東南アジアへ進出した経験を活かして、中国をはじめとする「新興市場」への
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「能動的国際化」に切り替えてきた。
1990年代後半から、ジャスコは中国の広東省、青島市、上海市に焦点を絞って多店舗化を
行っている。しかしながら、中国の消費拡大を背景に、総需要は急激に伸びているが、決し
て楽な「真空市場」ではない。それゆえ積極的に経営資源を投入する「能動的な国際化」だ
けでは不十分であり、進出先市場ごとに異なる競争相手に対する経営の優位性を発揮する
「発展的な国際化」
としなければならないと矢作氏は論じている（矢作2012：265）。これはジャ
スコが最初に進出した三つの地域の中で、広東省、青島市で成功した要因であると言ってよ
い。他方、ジャスコは上海市、青島市の遼寧路店（ 2 号店）では失敗して撤退（閉店）した。
1998年、ジャスコは青島東部に出店を皮切りに、積極的に「多角化」経営戦略を取って多
様化・大規模化してきている。ショッピングセンターの開発を本業として、スーパーマー
ケット、コンビニエンスストアなど業態を拡大しており、消費者ニーズへの対応効果も期待
できる。多業態を開発することによって、相乗効果が働き、企業の成長・規模化が実現する
仕組みとなっていると考えられる。
以上分析したように、ジャスコの上海への進出の失敗は既に見たように出店戦略の誤りと
言えるであろう。しかし、青島市の遼寧路店（ 2 号店）については異なっていると考えられ
る。最後にその点について論じよう。閉店した原因を簡単にまとめると、第一に、出店当時
の店舗立地選定の失敗があったことである。店舗周辺の居住区の改造をはじめ、近くの商業
エリアの開発と旧市街地に出店した時期とが重なり、店舗前の道路が一方通行となったこと
によって交通が不便になり、集客が困難となった点である。第二に、早い閉店の決定であり、
当該地区の将来性を見損なったことである。東部店は 3 年で成功したが、 2 号店は経営の 4
年目に収益率が低くて閉店した。しかし、小売企業の海外進出では 8 年をかけ黒字となった
ケースも少なくないし、旧 2 号店周辺の改造、再開発などによって新たな商業エリアが形成
されることを予想して 2 号店を継続していれば、その新商業エリアの一環として業績が上
がったと考えられる。また、その当時の青島市の商業開発政策を早めに読み解くことができ
れば、同じ旧市街地にある台東商業エリア（旧 2 号店の近いところ）に店舗を選定すること
も考えられた。その場合は別の結果になったであろう。いずれにせよ、この店舗及び周辺の
将来性の見込みが予想できたなら、旧 2 号店周辺の再開発まで経営し続くことになり、別の
結果にもなるであろう。
また、今まで経営している店舗に共通していることは市街地の開発とともに出店し、その
市街地の中核商業施設（中核店舗）として成長しているということである。これらを踏まえ
て、外資小売企業は青島市、中国での経営では（市）政府の商業開発政策の読み解くことが
重要であるということが明らかとなった。
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おわりに
本稿の前半では、日本市場からのプッシュ要因、中国及び青島市場からのプル要因とジャ
スコの内部要因から考察を通じて、ジャスコの青島市に進出要因を明らかにした。ジャスコ
企業の概況、ジャスコの青島市及び周辺地域への展開状況を整理しながら、その青島市への
進出経緯を明らかにした。そのうえで、外資小売企業の中国地方都市への進出は、地方政府
の市街地開発事業の計画に合わせることが重要であることが分かった。
本稿の後半では、青島市の小売国際化に大きな影響を与えているジャスコの青島市場での
進出戦略を分析した。ジャスコはすでに東南アジアに進出した成功経験を活かして、「競争
優位戦略」という戦略を選んで青島市場へ参入してきた。青島市で出店した店舗はいずれも
新市街地の開発と関連することと、いずれも商業施設の中核店舗として出店しており、積極
的に青島市場で展開されている。青島市場で展開された 6 店舗は、柔軟な出店・価格・経営
戦略を採用して、遼寧路店（ 2 号店）を除き、すべて順調に経営している。これらの店舗に
ついては、市政府・区政府の周辺への出店という立地戦略が出店成功の鍵となっている。
最後に今後の研究課題として、青島市における小売国際化をより深く理解するために、青
島市場で展開しているカルフール、ウォルマートなどの欧米小売企業、大潤発、ロータスな
どの東南アジア小売企業、利群集団、維客集団、利客来集団などの地場小売企業、蘇寧電器、
国美電器などの中資小売企業の比較分析、それぞれの発展（失敗）要因、経営戦略について
の分析が必要不可欠であろう。

注
1

その条件の主な内容は次の五つの点に集約できる。
①六つの沿海開放都市（北京、上海、天津、広州、大連、青島）と五つの経済特区（深圳、珠海、汕頭、
厦門、海南島）でそれぞれ 1 〜 2 社の合弁または合作経営の小売企業を試行的に設立する。②全額外資

（100％外資）の小売企業は認可しない。③試行期間中、外資系小売企業は設立する際に地方政府を通じ
て国務院に届け出て、審査と認可を受けなければならない。④国家の設立許可を得た外資企業は輸出入
権をもつことができる。年間輸出入商品の総額は当該企業の年間売上高の30％を超えてはならない。⑤
④で述べた外資企業で扱う商品は百貨類商品（主に百貨店、スーパーなどの小売業で扱う商品のことで
ある）、輸出入商品は自社の扱う小売商品に限り、卸売業務や輸出入代行業務を行なってはならない。
（包2013：58）。
2

川端基夫氏は戦後の日本の小売業の国際化が60年代の進出と挫折、70年代の進出と日本人観光客市場、
80年代の進出と現地市場の拡大、90年代の進出と閉店・撤退、2000年代以降の動向と中国進出を五つの
段階に分けた。
（川端2005：78-90）。

3 「日本企業の公的負担「非常な高水準」 経済省調査」『日本経済新聞』2010年 6 月 8 日付。
4

ジャスコは1996年に上海へ進出しており、2000年に撤退したので、
「上海を中心とした華東地区に初進
出」ではない。

5 「イオン、中国の大型出店を 5 倍に加速 華東地区に初進出」『朝日新聞』2014年 4 月25日付。
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6 「イオンモール／中国・湖北省 1 号店の名称決定」『流通ニュース』2014年 5 月14日付。
7 「イオン、中国で大型SC15カ所新設

家族客に的」『日本経済新聞』2014年 2 月18日付。

8

イオン株式会社─企業沿革：最終閲覧日：2014年12月10日：http://www.aeon.info/company/enkaku/。

9

イオン（中国）投資有限公司─イオン中国沿革：最終閲覧日：2014年12月10日：http://www.aeonchina.
com.cn/about/ac̲history.html。

10

イオン株式会社─企業情報─グループ事業・企業紹介（2014年 8 月末現在）
：最終閲覧日：2014年12月
10日：http://www.aeon.info/company/group/。

：最終閲覧日：2014年12月10日：https://www.aeon.info/company/library/
11 イオングループ案内（2014）
proﬁle/。
12

イオンモール（中国）─事業概要─モール開発の特徴：最終閲覧日：2014年12月10日：http://www.
aeonmall-china.com/jp/develop.html。

13

劉国良「鯰魚効応」
『大衆日報』2001年 3 月10日付。

14 「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。
15

青島東泰ジャスコ商業有限公司─店舗紹介─公司概要：最終閲覧日：2014年12月10日：http://www.
qdaeon.com/about/index.html。

16

川端氏の指摘するように、日本の小売企業のアジアでの展開は「そもそも立地選定の失敗が多くみら
れた。とくに 1 号店の立地は、現地事情がよくわからない段階で日本側によって決定されるため、その
後の現地での経営を長期間圧迫する。また、1990年代には都市開発や都市内交通の整備の遅れも目立ち、
それが立地点での集客に大きな誤算を生じさせていた」
（川端基夫

2009：67）
。しかし本文に取り上げ

た青島市遼寧路店（ 2 号店）と上海はともに立地選定が失敗要因であると言えるが、上海の場合には現
地事情がよくわからなくて出店ことが失敗原因である。青島市遼寧路店（ 2 号店）と異なると考えられ
る。この点について詳しくは後述する。
17

15日に起きた反日デモで壊滅的な被害を受けた日系スーパー「ジャスコ」黄島店を運営する青島イオ
ンの折口史明総経理は17日、
「被害総額は 2 億元（約25億円）
。復旧には 3 カ月はかかる」との見方を示
した（
『日本経済新聞』2012年 9 月17日）。

18

日本貿易振興機構調査レポート（2013年 2 月）：最終閲覧日：2014年12月10日：http://www.jetro.

go.jp/jﬁle/report/07001245/7̲holl.pdf。

＜引用文献＞
青木均（2008）『小売業態の国際移転の研究─国際移転に伴う小売業態の変容─』、成文堂。
尹景春（2008）
「中国（青島）における小売業新システムの形成過程」
（川邉信雄・櫨山健介編『産研シリー
ズ：日系流通企業の中国展開─「世界の市場」への参入戦略─』
、産研シリーズ43）、20-34頁。
渦原実男（2012）
「総合小売業のグローバル戦略：ウォルマートとイオンの立地戦略を中心に」
『佐賀大学
経済論集』45（1）、 1-25頁。
川邉信雄（2012）
「日系コンビニエンス・ストアのグローバル戦略：2005年以降のアジア展開を中心に」
『経
営論集』22（1）、 1-23頁。
川端基夫（2000）
『小売業の海外進出と戦略─国際立地の理論と実態』、新評社。
川端基夫（2005）
「日本小売業の多国籍化プロセス：戦後における百貨店・スーパーの海外進出史」
『龍谷
大学経営学論集』45（3）、76-91頁。
佐々木保幸・番場博之編著（2013）
『地域の再生と流通・まちづくり』
、白桃書房。
ジャスコ株式会社編集（2000）『ジャスコ三十年史』
、ジャスコ株式会社。

−68−

環東アジア研究 no.9

2015 年 3 月

関根孝（2013）「家電品流通の国際比較と家電量販店のグローバル化に関する理論的考察：日中韓の比較分
析序論」
『専修商学論集』97、1-18頁。
田村正紀（2010）
「1990年代における世界小売企業の国際推進力」
『同志社商学』61（6）
、317-343頁。
櫨山健介（2008）「イオン（ジャスコ）の中国北方への進出」
（川邉信雄・櫨山健介編『産研シリーズ：日
系流通企業の中国展開─「世界の市場」への参入戦略─』
、産研シリーズ43）
、64-85頁。
白貞壬（2012）
「物流サービス水準と小売国際化」
『流通科学大学論集

流通・経営編』24（2）
、107-124頁。

包振山（2013）「中国の流通業における対外開放」
『現代社会文化研究』57、53-70頁。
黄リン・向山雅夫（1996）「日本小売企業の対中投資の戦略と行動」『マーケティングジャーナル』61、
50-61頁。
柳純（2005）「台湾における小売業の進展と課題」
『福岡女子短大紀要』67、1-10頁。
柳純（2012）「日系小売企業の海外展開と戦略」
『佐賀大学経済論集』45（1）
、193-218頁。
矢作敏行（2004）
「事例研究：イオンのアジア戦略」
『経営志林』41（3）
、81-99頁。
矢作敏行（2007a）『小売国際化プロセス─理論とケースで考える』
、有斐閣。
矢作敏行（2007b）『現代流通─理論とケースで学ぶ』
、有斐閣アルマ。
矢作敏行（2009）
「イオンの中国シフトを検証する」
『イノベーション・マネジメント』 6 、71-86頁。
矢作敏行（2012）「イオンの中国シフト─sc事業の発展可能性を探る」
（向山雅夫・崔相鐵編著『小売企業
の国際展開』
、中央経済社）
、263-285頁。
横井のり枝（2011）
「流通業のアジア進出が現地に与える生産性効果への考察─ケーススタディを中心とし
て─」
『日本大学経済学部経済科学研究所紀要』41、231-246頁。

−69−

