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2008年、百貨店をコンビニが追い抜く

2008 年 12 月 19 日付日本経済新聞による「コン
ビニエンスストアの売上高が 2008 年に初めて百貨
店を抜くのが確実となった」は、消費生活を担う

業態としての主役交代を改めて象徴する記事で
あった。消費不振で百貨店の販売が落ち込む一方、
相対的に景気の影響を受けにくい総菜や弁当など
を扱うコンビニは、たばこ自販機の販売規制（タ
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1 2008年、百貨店の売上をコンビニの売上が追い抜いた。コンビニは地域住民の生活拠点として機能して

いるが、百貨店は淘汰されても消費者の多くは困らないのが現状である。

2 モノ不足時代には商品を並べておけば、集客が可能であった。モノ余り時代の現在は、人が集まる場所だ

からモノが売れるのであり、人を集めるにはイベント性が必要であり、百貨店が復権するには、イベント

を連続して行う空間と運営機能が必要である。

3 中心部の再開発は、賃料を高止まりさせ、健全な街の循環的発展を阻害してしまう。単なる建築の老朽化

だけが問題ならば、再開発は意味があり機能するが、地域全体の構造的変化に対応するのは困難である。

4 江戸時代には、町の世話役である「家守」が街のマネジメントを行っていた。その発想を取り入れたプロ

ジェクトが始まっている。単に、空きビルにテナントを誘致するだけではなく、リノベーション物件が地

域の拠点として機能することを狙ったものである。

5 最新の地域活性化の手法を百貨店の空き店舗に活用できないだろうか。たとえば、①ギャラリー（展示＆

ショップ、デジタルサイネージ）、②カフェ（ライブハウス、軽食、スイーツ、産直品販売等）、③スクー

ル（セミナー、シンポジウム、カルチャーセンター等）、④スタジオ、工房（クリエイター、アーティスト

等のSOHO）、⑤WEB、フリーペーパー等のメディア制作等による複合的収益モデルと、地域の中核拠点

の性格を併せ持つ施設というイメージである。

6 複数の都市に拠点を整備し、それらをネットワークすることができれば、イベントの巡回や限定販売の巡

回が可能になる。常にイベントが展開され、集客力のある施設となるだろう。そうした施設を百貨店のフ

ロアに埋め込むことで、館全体の不動産価値を高めるという戦略である。

7 これまでの百貨店は物販だけで採算を取るビジネスモデルだが、リノベーション施設では、物販だけでは

採算を取ることは困難だろう。そこで、広告媒体の設置や、イベントによる広告収入や、飲食、イベント

等の地域と連携した複合的な収益事業を考える必要がある。

要　点

坂口 昌章（さかぐちまさあき）
客員研究員有限会社シナジープランニング代表取締役

1957年東京生まれ。文化服装学院ファッションデザイン専攻科卒業後、株式会社ニコル等、
アパレル数社の商品企画、ブランド開発業務を担当後、独立。1990 年有限会社シナジープ
ランニング設立同社代表取締役就任。2005年 6月から東レ経営研究所客員研究員。

国内動向〔百貨店業界動向〕



繊維トレンド　2010年 5･6月号54

国内動向

スポ）効果もあって売上を伸ばした。両者の逆転
は消費構造の変化を象徴している。
日本百貨店協会が 18 日発表した 08 年 1 ～ 11 月

の売上高は前年同期比 3.6 ％減の 6 兆 5,800 億円。
高額品や衣料品の販売不振で、9カ月連続で前年割
れが続いている。一方、コンビニ売上高は 11 月ま
での累計で前年同期比 6.2 ％増の 6 兆 4,900 億円。
たばこ販売が好調な上、外食を避け家庭で食事す
る「内食需要」などをすくい取って 16 カ月連続で
前年を上回っている。仮に 12 月の百貨店が前年並
みの売上高を維持し、コンビニが 11、12 月と前年
を一割下回っても両者の売上高は逆転する。
1974 年に 1 号店が開業したコンビニは、統計の

ある 98 年から 10 年連続で売上高を更新。店舗数
が全国 4 万 2 千店と都市部などで飽和状態にある
ものの、最近の「節約志向」「近場消費」などを追
い風に販売額を伸ばしている。1904 年に呉服店か
ら衣替えした三越を始まりとする百貨店は、高度
経済成長とともに売上高を伸ばし、日本の代表的
な小売業となった。だが 76 年にスーパーに抜かれ、
08 年の売上高は 11 年連続で前年を割り込むのが確
実。市場縮小は、百貨店の再々編を促すと同時に、
店舗統廃合を迫ることになりそうだ…。
コンビニは、地域住民の生活に直結している。

日常的な買い物だけでなく、宅配便やメール便の
受け付け、公共料金の支払い、インターネットで
注文した商品の受け取りなど、多機能な生活ス
テーションとなっている。今後は、印鑑証明や住
民票の取得も可能になる予定である。また、深夜
まで明るい環境を作り出したことで、若者や高齢
者等が集まり、交流する場にもなっている。コン
ビニがなくなれば日常生活に支障をきたすが、百
貨店がなくなっても困らないという人は少なくな
いだろう。

イベントを連続して行う百貨店へ

「商品を並べれば、人が集まり、モノが売れる」
という「初めに商品ありき」の発想はモノ不足時
代のものである。モノ余り時代は、「人が集まれば、
モノも売れる」という「初めに人ありき」の発想
が必要だ。ネット販売等でも、まずネット上にコ
ミュニティを作り、そこに集まる人が「こんな商
品が欲しい」と言われてから、商品を開発し、販
売するという事例が増えている。
コンビニの売上が落ちないのも、情報と物流

ネットワークにより、様々な機能が付加され、地

域住民が集う場になっているからである。商品が
あるから人が集まるのではなく、人が集まるから
商品が売れていると認識しなければならない。同
様に、コンサートがあればグッズが売れ、観光客
が集まる場所ではお土産が売れる。都心の商業施
設がオープンすれば、見物に来る人が雑貨や飲食
にお金を使う。百貨店のリニューアル効果が持続
しないのは、物産展やスイーツの限定販売と同じ
「イベント」と認知されているためだ。「百貨店が
新しくなったから見に行こう」という見物気分で
ある。
これまでの百貨店は非現実の世界、「ハレの場」

を表現していた。しかし冒頭の記事にもあるよう
に、もはや、消費者は既存の商業施設に非日常を
期待していない。「今日は帝劇、明日は三越」と言
われた時代は遠い昔である。現在の消費者にとっ
て「ハレの場」とは、海外の一流リゾートホテル、
一流エンターテインメントのライブ、一流シェフ
による料理等である。商品と販売員が並んでいる
だけの天井高の低いプアな空間がどうして「ハレ
の場」になろうか。
百貨店復活には、まず百貨店に集客しなければ

ならない。しかし、人気ファッションブランドを
揃えるだけで人が集まる時代は過ぎている。また、
ファッション流通は、世界の工場から商品を直接
仕入れ、直接小売りするという大型専門店が中心
になっている。もし、これらの大型専門店を誘致
するのであれば、百貨店業態からテナントビル業
態に移行する必要がある。そして、更なる大規模
な人員削減が求められるだろう。
人を集めるには、何らかのイベント性が必要

である。たとえば、ハプニング的な路上イベン
ト、有名俳優やタレントのイベント、音楽やス
ポーツイベント等々。百貨店のデパ地下の新作
スイーツや常に行列のできる有名店もイベント
として機能している。顧客を並ばせることでイ
ベント性を盛り上げているのであり、売場を広
くして、大量の商品を用意したら、たちまち人
気はなくなるだろう。
百貨店がやるべきことは、魅力的なイベント

を連続的に開催することである。イベントを行
うスペースを確保し、そのイベント情報を顧客
に伝える手段を持つことである。リニューアル
でも売場拡大ではなく、売場縮小を目指さなけ
ればならない。
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再開発の発想は街を硬直化させる
百貨店のリニューアルが機能しなくなったのと

同様に、中心街の再開発も転機を迎えている。中
心街の衰退が建物の老朽化によるものなら、古い
ビルを新しいビルに建て替えればいい。しかし、
地域構造、流通構造が変化していることを無視し
て再開発を行っても以前の繁栄は戻ってこない。
むしろ再開発により、賃料は高止まりになり、

新しい産業やサービスの参入が阻害される。結局、
高級品販売の百貨店等を誘致するが、もはや、百
貨店だけでは集客することはできないのである。
儲かるのは、再開発を請け負ったゼネコンだけで
あり、テナント企業は苦戦するという状況に陥っ
ている。
本来、街は循環的に発展していく。衰退地域は

賃料が低下し、アーティストやクリエイターが集
まる。最先端のトレンドを発信する地域として賑
わうと、今度は大手資本が商業施設を建設する。
そして、アーティストやクリエイターは、次の賃
料の安い地域に移っていくのである。こうした循
環が街を活性化させるのであり、再開発がその流
れを停滞させることもある。
近年、再開発する前に、上記のようなアーティ

ストやクリエイターを呼び込み、活性化の種を育
てていこうという試みも出てきている。リノベー
ションやコンバージョンという流れであり、具体
的なプロジェクトとして動いている事例の一つが、
「家守プロジェクト」である。

地域を活性化する家守プロジェクトの事例

「家守（やもり）」とは、江戸時代、不在地主に
代わって宅地を管理した世話役を指す。ある意味
では、町内の他の家守と連携し、タウンマネジメ
ントの役割も担っていた。彼らは、店子に慕われ
ると同時に、店子の良き相談相手でもあった。現
代的に大げさに表現すれば、タウンプロデュース、
プロパティマネジメント、テナント仲介、集客
マーケティング、地域プロモーション、入居テナ
ントとコミュニティのかかわり合いコーディネー
ト、界隈産業育成と集積化等の機能を果たしてい
たと言えるだろう。
その発想を取り入れて、現代版家守を復活させ、

空き室の多いビルの店子集めから、地元の職人・
企業との交流による起業支援までを手がけ、街を
再生しようという試みが実施されている。
2003 年 3 月、「千代田 SOHO まちづくり検討委

員会」から旧「（財）千代田区街づくり推進公社」
に『中小ビル連携による地域産業の活性化と地域
コミュニティの再生―遊休施設オーナーのネット
ワーク化と家守による SOHO まちづくり施策の展
開―』が提言され、「家守による SOHOまちづくり」
がまちづくり施策として初めて紹介された。
民間レベルでは、日本政策投資銀行が、空洞化

が進む都心の地域再生策として打ち出した『家守
ファンド』の設置、そして、2003 年 10 月に JR
神田駅近くの老朽ビルが「SOHO 施設 REN Base
UK0 1」として動き出している。改装された
「REN Base UK01」は、ブースや 1 人用・グルー
プ用のデスクを事業スタイルに応じてレンタル
し、共有ラウンジは日常の情報交換、研究会や
パーティーなどの交流会に使うなど、地域活動の
拠点として機能している。更に、REN Base UK01
を活動拠点とする「REN プロジェクト」と名付け
られた現代版家守業の実践と創造が活発に行われ
ている。
筆者もこの「REN Base UK01」が立ち上がるに

至る経緯を観察していたが、通常の商業施設のテ
ナント募集とは全く異なるものだった。まず、リ
ノベーションの工事終了後も半年以上の期間、施
設内でセミナーやフォーラム、パーティーが何度
も行われた。その度に、マスコミに紹介され、施
設のコンセプトが次第に明確になっていった。
このプロジェクトを推進していた株式会社アフ

タヌーンソサエティの清水義次社長は、「こういう
のはゆっくり、じっくりやった方がいい。大切な
のは人であり、面白い人を集めれば、ほとんど成
功したようなものです」と語っている。つまり、
こうしたイベントを行いながら、施設のコンセプ
トを説明し、地域や行政との根回しを行い、入居
者の選別を行っていたのである。
効率を考えれば、物件を遊ばせておくよりも、

早く入居者を決めて家賃を徴収した方が良いのだ
が、あえて地域との調整の時間を確保していたと
見ることもできるだろう。そして、結果的に地域
の不動産価値を高めることにつながっているので
ある。

地域拠点機能を持たせる百貨店リノベーション

同様の試みが、地方百貨店でできないだろうか。
例えば、1フロア単位で地域拠点を設置し、前述し
た街の循環を一つの建物の中で行おうという試み
だ。スペースを確保し、イベントを継続的に展開
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し、百貨店の館全体の集客力を向上させる。そし
て、最終的に百貨店の不動産価値を高めていく、
という考え方である。
地域拠点と言っても、行政の出先機関を置くわ

けではない。市民が集い、有意義な時間を過ごす
空間を創出するのである。
基本的な機能は、以下の各要素の組み合わせに

なるだろう。①ギャラリー（展示＆ショップ、デ
ジタルサイネージ）、②カフェ（ライブハウス、軽
食、スイーツ、産直品販売等）、③スクール（セミ
ナー、シンポジウム、カルチャーセンター等）、④
スタジオ、工房（クリエイター、アーティスト等
の SOHO）、⑤WEB、フリーペーパー等のメディ
ア制作等である。
中心施設は、ギャラリーとカフェである。

ギャラリーは期間限定の売場でもある。もちろ
ん、通常のギャラリーのような展示だけという
ケースもある。これまで、百貨店で商品を販売
するには、1 年間継続して商品を展開することが
必要であり、販売員を置かなければならなかっ
た。この条件は個人や中小企業にとっては非常
に厳しいものだ。しかし、一定期間のみの展示
販売であれば非常に展開しやすい。産地メー
カー、ギフトショー、ライフスタイル展に出展
しているほとんどの業者が百貨店内のギャラ
リー販売の候補者となるだろう。
複数の拠点が整備されれば巡回販売も可能にな

る。百貨店の催事場で行っている伝統工芸品のビ
ジネスモデルである。特殊な商品でも、期間限定
販売を巡回することでビジネスが成立する。アパ
レルも固定の売場よりも、毎週フロアショーと即
売会を行った方が消費者の興味を集めるはずだ。
これまでは、こうしたイベント販売のスペース

とシステムが整備されていなかった。このギャラ
リーには、インターネット連携の販売管理システ
ムを導入し、リアルタイムで出展者にデータを送
れるようにする。また、ギャラリー内にデジタル
サイネージシステムを導入することで、さまざま
な情報発信や独自の番組を放映することも可能に
なる。同様のデジタルサイネージを、市内の拠点
に複数設置できれば、新たな市民メディアとして
の活用も期待できる。こうすることで、地域との
コミュニケーションはより緊密になるだろう。
カフェは、人が集う基本的な形態である。テー

ブルと椅子が用意され、飲食をしながら語り合う
ことができる。また、無線 LAN と充電用の電源を

完備すれば、SOHO 機能を兼ねることが可能だ。
最近は、マクドナルド等でも無線 LAN を完備して
おり、軽い仕事をする人も増えている。
飲食と同時に、食品の販売が可能になれば、地

元の飲食店やパン屋さんとの提携も可能であり、
地域の産直品の販売もできる。もちろん、ギャラ
リーと連動すればパーティーも可能だ。
ギャラリーが常備されれば、アーティストやク

リエイターのスタジオやアトリエを併設すること
も可能になる。また、SOHO 型の小さなオフィス
空間を別途、確保することもできる。

ネットワーク型運営機関の創設

空間を用意することができた場合、次の課題は
運営になる。本来は、百貨店自身がイベントの企
画運営等を行うことが望ましい。しかし、これま
でアパレル企業に売場運営を依存してきたため自
力で運営するのは難しいかもしれない。その場合
は、前述した「家守」構想が参考になるだろう。
まず、「家守」を各拠点に置く。できれば、地元

で生活している社会起業家精神のある人が望まし
い。現場の運営責任者である。しかし、地元の拠
点だけの活動では、魅力的なイベントの誘致、コ
ンテンツの提供、継続的な運営は困難である。や
はり、企画機能を有する本部機能が必要になる。
これは、コンビニが本部とのネットワークにより
様々なサービス提供が可能になったことが参考に
なるだろう。単独の地域拠点を整備しても、ネッ
トワーク化しなければ発展性がない。商業とは、
遠隔地を情報と物流でつなぐことが基本であり、
ギャラリーやカフェにおいても同様である。
コンビニは、標準化した店舗を全国展開する

チェーン店であると同時に、本部を中心とした
ネットワーク店でもある。新しい商業は、標準化
されたサービスやコンテンツを地域特性や立地特
性によって組み合わせ、しかも、ネットワークで
結ばれることが基本になっている。本企画では、
それに加えてデジタルサイネージ、WEB、ツイッ
ター等で、地元の地域とも連携していく。
運営システムは、店舗開発と運営企画の本部と、

地域に根ざした家守ネットワーク。施設的には、
付加価値を追求して高級品の販売を可能にすると
いう発想から脱して、いかに内装をシンプルにし
て、運営経費を削減するかという発想への転換が
必要になる。また、販売するのは商品ではなく、
物販、イベント等のコンテンツであり、リアルな
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スペースとオンラインな情報発信を組み合わせて
提供していくという構想である。

複合的な収入による運営

百貨店のビジネスモデルは、商品を仕入れて、
一定の利益を乗せて販売するというもの。駅ビル
等のテナントビル、中国の百貨店は、家賃収入と
売上歩合の組み合わせ。美術等のギャラリーは、
基本的には賃借料と作品の販売手数料の組み合わ
せである。
また、インターネットショップは、出店料、売

買手数料に広告収入を組み合わせている。新聞や
雑誌は、購読料と広告料の組み合わせ。テレビ局
は、広告料による運営だが、最近は経営に陰りが
出ている。
既に、閉鎖が決定している有楽町西武は、当初

から家賃が高く、通常の運営では黒字が出ないと
言われていた。館全体を広告媒体として収入を得
るというビジネスモデルを想定していたのだが、
結局は旧来の百貨店モデルに戻ってしまった。
百貨店のリノベーションを行っても、通常の事

業モデルのままであれば、利益を出すことは困難

だろう。おそらく、あらゆる収入モデルを有機的
に連動させることが必要になる。
有楽町西武が良い事例でもあるが、百貨店内部

の人間に、広告受注の営業はできないだろう。ま
た、オープンなスペースがあれば、パーティーを
企画しても売上は見込めるはずだ。ディナー
ショーのような大げさなものではなくても、セミ
ナー＋パーティー、ライブ＋パーティー、チャリ
ティイベント、誕生日や披露宴という個人的なイ
ベントも考えられる。
こうした企画立案と運営を実現するには、様々

な業種業態の企業との連携が必要になるだろう。
できれば、地元のベンチャー企業、社会企業家等
との連携ができれば、イベントを企画運営するこ
とそのものが、地元の産業振興につながるはずで
ある。
地元の大学や専門学校とのインターンシッププ

ログラムを共同開発することができれば、運営経
費の削減と高い教育効果が見込めるかもしれない。
百貨店が次々と閉鎖されていくことは残念だが、

発想を変えれば、地域とベンチャー企業を元気に
する起爆剤になる可能性を秘めているのである。


