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コンビニ業界の現状と課題  
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 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 

  

 
1. 2019 年、時短騒動で揺れたコンビニ業界が、コロナ禍で一段の変革を迫られている。収益が

落ち込んでいるだけでなく、在宅勤務、まとめ買いなど、消費者の行動様式が変化している

ためである。 
2. コンビニ業界は「変化対応力」を武器にスーパー、百貨店と並ぶ小売業界の三大業態に成長

したが、店舗数が 5.6 万店になるに及び飽和感も漂っている。 
3. 時短騒動後、本部の姿勢も変化。時短営業や見切り販売は加盟店の裁量に任せられるように

なった。 
4. 2021 年以降、コンビニ業界では加盟店が続々と契約更新の時期を迎える 。コロナ後の消費

者の行動変化にうまく対応して加盟店をつなぎとめられるのか、コンビニ本部のさらなる変

化対応力が問われている。 
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はじめに 

2019 年、時短騒動で揺れたコンビニ業界が、新型コロナウイルスの感染拡大で一段の変革を

迫られている。 
時短騒動では、加盟店オーナーの多くが長時間労働・低収入という過酷な状況に置かれてい

ることがわかり、批判が高まった。コンビニ本部は時短営業の容認、低採算店の支援、AI を活

用した発注システムやセルフレジ導入による省人化等の施策を打ち出し、事態は改善の方向に

向かうかに見えた。 
そこへコロナ禍である。 
コロナ禍のコンビニ業界への打撃は、収益の落ち込みにとどまらない。在宅勤務の広がりや

外出自粛により、消費者の行動に変化が起きている。高い日販 1を誇っていたオフィス街の店

舗で閑古鳥が鳴いた一方、住宅街のコンビニはスーパー代わりに使われ健闘した。売れ筋も変

化している。コンビニの看板商品であるおにぎりや弁当の売上は落ちたが、家呑み需要の酒や

おつまみ、冷凍食品、「自分にご褒美」のスイーツは売れた。あれほど揉めた時短営業も、コロ

ナ禍でなし崩し的に広がった。 
コロナ終息後も、在宅勤務は一部定着し、消費者の行動もコロナ前には戻らないだろう。「全

国どこへ行っても同じような品ぞろえ、年中無休 24 時間営業」が基本だったコンビニのビジ

ネスモデルは、過渡期を迎えている。 
折しも、コンビニ業界は眼前に「2021 年問題」を抱えている。2010 年代に店舗が急増した

コンビニ業界は、2021 年以降、加盟店が続々と契約更新の時期を迎える 。「コンビニ経営に魅

力はない。続けられない」と閉店に踏み切るオーナーが相次げば、コンビニ業界は土台から揺

らぐことになる。コンビニ本部は、コロナ禍で収益が悪化する中、消費者の行動変化に対応し、

加盟店をつなぎとめるという難題をクリアしなければならない。 
本稿では、①コロナ下におけるコンビニ業界、②時短騒動の背景とその後、③コロナ禍で変

容した消費者の行動様式にコンビニはどう対応するかを見ていきたい。 
 

 

1. コロナ禍とコンビニ 

（1）コロナ禍はコンビニも直撃 

2020 年 4 月、新型コロナ感染拡大で緊急事態宣言が出されると、外出自粛や在宅勤務の動

きが広がり、オフィス街や観光地は人影もまばらとなった。 
コンビニは東京都心部から地方の田園地帯まで、全国津々浦々に展開している。住宅地や郊

外の店舗はスーパー代わりに使われる動きも見られ堅調な店舗が多かったが、オフィス街や観

光地の店舗の不振を補うには至らなかった。20 年 4 月のコンビニ業界の既存店売上高は、前年

同期比▲10.6％と、比較可能な 05 年以降で最大の落ち込みを示した（図表 1）。 
 

 

                                                   
1 １店舗当たりの１日の売上高。コンビニ業界で非常に重視される指標の１つ。 
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（2）リアル店舗の勝ち組だったコンビニ 

1974 年、セブン-イレブンの第 1 号店開業から本格展開が始まったコンビニ業界は、長時間

営業、ワンストップ・ショッピングという高い利便性、消費者のニーズに合わせた商品開発、

品揃えのよさ、フランチャイズ・システム による大量出店で成長を遂げてきた（図表 2）。 
 

図表 1 小売業界・業態別販売額前年比伸び率推移（既存店ベース）  
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注：ここでは全国スーパーマーケット協会「スーパーマーケット統計調査」の調査対象である売上高の約 90％を食品が占

めるスーパーを「食品スーパー」と定義する                          

出所：百貨店、スーパーは経済産業省「商業動態統計」、食品スーパーは全国スーパーマーケット協会「スーパーマーケッ

ト統計調査」、コンビニは日本フランチャイズチェーン協会「コンビニエンスストア統計調査月報」 

  

図表 2 コンビニ売上高・店舗数推移 
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注１：売上高は全店ベース 

注２：店舗数は 3月 31日時点の数値                          

出所：日本フランチャイズチェーン協会、経済産業省 
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小売業界では百貨店、スーパー、コンビニが 3 大業態とされる。コンビニは 1990 年代半ば

以降、景気低迷で小売業全体の年間販売額が減少したときも売上を伸ばし、2009 年に販売額で

百貨店を上回った。市場規模ではスーパーに及ばないが、2014 年には 10 兆円の大台に乗って

いる。図表 3 を見ると、百貨店が約 20 年で約 4 割も市場を縮小させたのに対して、スーパー

はほぼ頭打ち、コンビニがほぼ右肩上がりで成長したのがわかる。 
 

図表 3 百貨店・スーパー・コンビニの年間販売額推 
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   出所：経済産業省「商業動態統計調査」  

 

登場時は「若い男性が出入りする店」だったコンビニが、老若男女、誰もが立ち寄る店に変

わったのは、①女性の社会進出、単身世帯の増加、高齢化といった社会変化に合わせて中食（弁

当、惣菜、スイーツ等）を充実させるなど、巧みに変化対応したこと、②店頭での販売データ

を元にメーカーとともに商品開発を行い、開発から配送までを一貫して行う独自のシステムを

築き上げたことによる。 
これだけのシステムを築き上げ、大手メーカーと渡り合うには、規模と資金力が必要である。

資金力で劣る中小コンビニの多くが経営不振に陥って大手の傘下に入り、セブン-イレブン・ジ

ャパン（以下、セブン-イレブン）、ファミリーマート、ローソンの大手 3 社による寡占化が進

んだ（図表 4、5）。中小で「健闘」が伝えられるのは、店内調理等で独自路線をとる北海道の

セコマくらいである。 
コンビニ店舗数は 5.6 万店を数え、食品・日用品といった物販だけでなく、公共料金の収納

代行、ATM での現金引き出し、宅配便発送などの各種サービスを行い、防犯・見守り拠点、

災害時の物資供給拠点としての役割も期待されるなど、社会インフラとまで言われる存在とな

っている。 
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図表 4 コンビニ業界の再編状況 

09年 14年 15年 16年 17年 直近の国内店舗数

セブン-イレブン・ジャパン 20935

ファミリーマート am/pm買収 ココストア買収 サークルKサンクスと経営統合 16618

ローソン ポプラと提携 スリーエフと提携 セーブオンと提携 14444

ミニストップ 1990  

注：セブン-イレブンは 2020年 7月末、ローソンは 2020年 2月末、ファミリーマート、ミニストップは 2020年 6月末の

数値                          

出所：各社 IR資料から作成  

 

図表 5 コンビニのシェア比較（単体、19年度） 
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注：コンビニエンスストアのチェーン全店売上を比較したもの                          

出所：セブン＆アイ・ホールディングス「コーポレートアウトライン（2019年度版）」  

 

（3）コロナ禍で消費者の嗜好も変化 

コンビニはコロナ前まで百貨店、スーパーを尻目に売上を伸ばしていた。コロナ禍の初期段

階は巣ごもり需要でコンビニに追い風との見方もあったが、感染が拡大するにつれ風向きが変

わった。消費者が殺到したのは、コンビニではなく、品揃えが豊富で低価格、まとめ買いに便

利なスーパーだったのである。とりわけ食品スーパーは、自粛期間中も押すな押すなの大盛況

だった。 
コロナ禍では、売れ筋商品にも変化がみられた。コンビニは元々おにぎり、弁当、惣菜、カ

ウンター商材（から揚げ、コーヒー等）といったいわゆる中食が得意だが、外出自粛、在宅勤

務の広がり、景気悪化に伴う節約志向の高まりで、スーパーで食材をまとめ買いして自宅で調

理する人が増え、中食は苦戦した。コロナ前の通勤途中の「朝食需要（パン or おにぎり+コ
ーヒー等）」やランチ需要、帰宅途中のついで買いが在宅勤務の普及でかなり消失したことも大

きい 2。 

                                                   
2 コロナ前のコンビニには、朝食・昼食時間帯の 2 度の来店ピークがあった。在宅勤務や時差
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逆に好調だったのが酒、冷凍食品 3、スイーツ 4である。「外食は感染の不安があるからコン

ビニで酒とつまみを買って家で飲もう」「三食自炊は面倒なのでランチは冷凍食品にしよう」

「コロナ禍でも頑張っている自分にスイーツのご褒美」といった内食・内呑み（家庭で飲食）

の広がりが背景にある。住宅街ではコンビニをスーパー代わりに使う人も多かった。なるべく

近場のコンビニでまとめ買いしたいという需要もあり、客数は減少したものの客単価は上昇し

ている（図表 6）。 
 

図表 6 コンビニの来店客数・客単価前年比伸び率推移（既存店ベース） 
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出所：日本フランチャイズチェーン協会 

 

緊急事態宣言が解除され、大手 3 社の既存店売上高は 5 月、6 月と時を追うにつれ回復基調

をたどっていたが、7 月に入り再び落ち込んだ。新型コロナウイルスの感染者数が拡大に転じ

てオフィス街や観光地の店舗の客数が減少していること、6 月末にキャッシュレス決済による

ポイント還元が終了したことなどが影響したとみられる。セブン-イレブンの落ち込み幅が比較

的小さいのは、他チェーンに比べて住宅地や郊外立地の店舗が多いことに加え、緊急事態宣言

下の 4 月、5 月の消費動向の変化に応じ、冷凍食品を増強するなど素早く対応したためである

（図表 7）。  
図表 7 コンビニの来店客数・客単価前年比伸び率推移（既存店ベース）
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出所：各社 IR 資料から作成 

                                                                                                                                                     
出勤の広がりで、朝食・昼食を家で食べる人が増えた。 
3 近年、コンビニは女性と高齢者取り込みのため、冷凍食品に力を入れていた。 
4 コンビニスイーツは、ここ数年、専門店も顔負けのレベルでヒット商品が続出している。 
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（4）人手不足は緩和 

一方、2019 年の時短騒動の発端となった人手不足は、コロナ禍で都市部を中心にかなり解消

している。飲食業、宿泊業等勤務で職を失った人が、コンビニの求人に応募しているためであ

る。 
2020 年 4 月末にローソンが東京都墨田区で新規出店した際、15 人の従業員を募集したとこ

ろ、約 350 人の日本人が殺到、関係者を驚かせた。求人広告を出しても電話 1 本鳴らないと加

盟店オーナーがぼやいていた 2019 年には考えられなかった状況である。セブン-イレブンやフ

ァミリーマートも、地方はいまだに人手不足の店舗があるものの、都市部ではアルバイトの応

募が増加、人手不足はかなり緩和している 5。 
ただ、求職者が現れてもコロナで売上不振の店は人を雇う余裕がないことから、オーナーが

いまだに長時間労働をしている店舗もある。人手不足が続く地方の店舗も同様である。コンビ

ニの業務は簡単ではないので、コンビニ店員に転じた人が定着するかどうかも不明である 6。 
時短騒動の際は、コンビニ加盟店オーナーの苦境が広く知られ、オーナー希望者も減ったが、

コロナ禍で飲食店をたたんだ人などを中心に、オーナー希望者が増えているチェーンもある。 
 

 

2. 時短騒動のその後 

ところで、世間をあれほど騒がせた時短騒動は、その後どうなっているのだろうか。 
 

（1）時短騒動とはなんだったのか 

時短騒動の発端は、2019 年 2 月、東大阪市のコンビニ加盟店オーナーが 24 時間営業に異を

唱え、時短営業を強行したことだった。これを機に、多くのコンビニ加盟店が「極端な人手不

足に陥り過酷な労働を強いられるのに、儲かっていない」ことがわかり、コンビニ本部と加盟

店のあり方に注目が集まった。背景には、①コンビニ店舗数増加による競争激化と加盟店の収

益低下、②本部に有利なコンビニ会計、③現場を疲弊させる膨大な新サービス・製品、④ほぼ

昔のままのフランチャイズ契約があった。 
直営店が主流のスーパーであれば、むやみに出店すれば業績が悪化する。だが、つい数年前

までコンビニ本部は大量出店を続けていた。店舗の多くが直営店ではなくフランチャイズ契約

を結んだ加盟店であること、「コンビニ会計」によりコンビニ店舗の主な費用である人件費、廃

棄費用がほぼ加盟店の負担だったためである 7。 

                                                   
5 都市部と地方で人出不足感に開きがあるのは、都市部には大学が多数あることが大きい。コ

ロナ前の大学生は、バイト先としてコンビニより仕事を覚えやすい飲食店やコンビニ以外の小

売店に応募する傾向があったが、コロナ禍でそうしたバイトは減少。コンビニへの応募が増え

ている。 
6 ただ、某チェーンへの取材によれば「今どき、立っているだけでお金をもらえる仕事はない

ので、必死で頑張っている人が多い」とのことである。 
7 「コンビニ会計」については、時短騒動で広く知られることになったが、①営業利益や純利

益ではなく「売上高－売上原価（商品の仕入れ代金）である売上総利益」に一定比率をかけた

ロイヤルティーを加盟店が本部に払う、②原価に算入するのは売れた分だけであり、売れ残り
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コロナ前から加盟店の日販は、トップのセブン-イレブンですら伸び悩んでいた（図表 8）。
加盟店オーナーは、ロイヤルティーを払った残りから人件費をねん出しなければならないので、

最低賃金プラスアルファ程度の時給しか提示できない。コンビニの仕事が簡単ではないことも

あり 8、求人してもほとんど誰も応募しないという事態となり、24 時間営業を続けるにはオー

ナーや家族が長時間店頭に立たざるを得なくなった。儲かればまだしも、多くの加盟店は激務

に見合う利益を得ていなかった。 
ただ、フランチャイズ加盟にメリットがあるのも事実である。コンビニ本部が商品開発から

配送までを受け持ち、ノウハウを加盟店に与え、加盟店は店舗運営に専念する。消費者も、コ

ンビニのブランドを信頼しているからこそ、見知らぬ土地でも看板を見て店に入る。店舗がさ

ほど多くなかった成長期には高い商品力・品揃えのよさで消費者を引き付け、従業員もさほど

苦労せずに集まったことから、加盟店は高い収益をあげられた。本部と加盟店はwin-win の関

係を築いていたのである。 
コンビニを取り巻く環境が変わって時短騒動が勃発した。その後、本部と加盟店の関係はど

う変化したのだろうか。 
 

図表 8 大手 3社の日販（全店）推移  
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      出所：各社 IR資料から作成  

 
 
 
 

                                                                                                                                                     
である廃棄分は原価に含めない、というものである。コンビニ店舗の主な費用である人件費、

廃棄費用がほぼ加盟店の負担になることから、本部は出店数を増やせば、人件費が上がろうが

加盟店で売れ残りが出ようが、日販横ばいでもロイヤルティーは増えるという特異な仕組みに

なっていた。 
8 かつてのコンビニの仕事は、レジで商品のバーコードをピッピッとスキャンするだけの「高

校生バイトでもできる簡単な仕事」だったのが、増え続ける新サービス・新製品で難しい仕事

になってしまった。ファストフードを調理して、掃除して、お客さんが来たらレジに立つ、し

かも覚えることは山のようにある。宅配便、メルカリ、キャッシュレス決済、チケット発行…。

特に中高年にはハードルが高そうである。 
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（2）本部の姿勢も変化 

①広がる時短営業 

 まず、騒動の発端となった時短営業だが、結論から言うと、足元、大手 3 社で 24 時間営業

を強制しているチェーンはない。 
2019 年の時短騒動の際は、時短に後ろ向きのコンビニ本部もあったが、本部の意識も変わっ

たこと、コロナ禍で加盟店に「そもそも客が来ない」「命の危険を感じる」と訴えられては応じ

ざるを得ないことから、どのチェーンも相当数の店舗が時短営業に移行している。 
 セブン-イレブンは、時短営業を希望する加盟店には、基本的に 6 か月間の時短営業実験を経

て時短営業に踏み切るかどうかを判断してもらっている。200～300 店舗が時短営業中である

（2020 年 7 月中旬時点）。そのまま時短営業を続ける店舗もあれば、売上減少を理由に 24 時

間営業に戻る店舗もある。 
 ローソンでは、コロナ禍を機に時短営業店舗数が約 140 店から 322 店（2020 年 7 月 1 日時

点）に増えた。ただ、ローソンの分析では時短にすると開店時間中の客数も減少することから、

24 時間営業に戻す店舗が少なくない。店舗の売上の約 8 割に貢献するヘビーユーザー9が、時

短営業にすると違う店舗に乗り換える傾向がみられるためである。 
19 年に 2 回に分けて希望店舗を募り、時短営業のシミュレーションを行っていたファミリー

マートは、2020 年 6 月時点で約 750 店が時短営業に移行している 10。20 年 2 月に各店舗に時

短した場合の個店シミュレーションを提示し、それを踏まえて加盟店が判断した。時短営業に

して顧客が他店舗に流れたケースもあるが、加盟店・本部共に利益が上がったケースもある。

加盟店は人件費・廃棄費用が、本部は24時間営業店に払うべき24時間営業分担金、廃棄負担 11、

水道光熱費負担が減ったためである。そもそも深夜時間帯に売れるのは中食に比べて粗利が低

い酒・たばこだが、閉店前に酒・たばこを駆け込んでまとめ買いする顧客がいて売上が増加し

た店もあった。 
このように、時短営業模様は各社各様だが、時短営業するかどうかは加盟店の判断に任せる

というのがすう勢になっている。 
人件費と並んで加盟店の二大費用である廃棄費用に関しても、値下げによって廃棄を減らす

見切り販売容認の動きが出ている 12。セブン-イレブンもローソンもファミリーマートも、見切

り販売は加盟店の裁量に任せている。 
 
②出店競争から既存店重視へ 

加盟店に非常に不評であった「ドミナント」も、見直しの機運にある。ドミナントとは、特

定地域への集中出店のことで、チェーンの知名度向上、配送効率化といった利点があるが、加

盟店側から見ると、同じチェーンの店舗の近隣への出店は、商品による差別化を図りづらいと

いった点で他チェーン進出より厄介であり、売上減少の要因になる。 

                                                   
9 ローソンの場合、毎日のように来店するヘビーユーザーが店舗の客数に占める比率は約 2 割。 
10 2020 年 4 月、5 月には、コロナ禍で約 1000 店が時短営業や週末休業に移行していた。 
11 廃棄が出ると本部も一部負担する。 
12 かつては「定価販売」が原則だったので、見切り販売を嫌がる本部もあった。 
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コンビニは 2011 年の東日本大震災以降、出店を加速させていた。震災後、他業態に比べて

比較的復旧が早かったコンビニに、女性や高齢者というそれまでコンビニにあまり足を運ばな

かった層が立ち寄り、「意外にいいものが置いてある」と気づき、常連となったため、好機を逃

すまいと大手各社が競って出店したのである。一方、加盟店側から見ると、2011 年以降に収益

環境が急速に悪化している。 
大量出店は時短騒動の引き金になったうえコロナ禍まで加わったため、大手 3 社とも、既存

店重視に舵を切っている 。かつてのような大量出店時代は終わったと言えるだろう。 
 
③コロナ禍における加盟店支援策は 

各本部は、コロナ禍で売上減少に苦しむ加盟店の支援策も打ち出している。セブン-イレブン

が全加盟店に「特別感謝金」として 10 万円を支給したほか、大手 3 社とも減収幅に応じた支

援金・見舞金 13等を支給している。焼け石に水との見方もないわけではないが、時短騒動、コ

ロナ禍で加盟店への配慮も増した 14。 
一連の本部施策が加盟店の収益向上に寄与したか、加盟店がコンビニ経営に満足しているか

どうかは、契約の大量更改を迎える 2021 年以降に、明らかになっていくだろう。 
 
 
3. コロナ後のコンビニは 

このように時短騒動とコロナ禍を経て本部と加盟店の関係は大きく変わった。その一方で、

コロナ禍でリアル店舗の勝ち組であったコンビニがスーパーに押される事態となり、時短騒動

とは別の意味でコンビニのビジネスモデルのあり方が問われている。 
コロナ終息のめどは立たず、コロナ後も消費者の在宅時間の増加、節約志向、人混みを避け

る動きは続くとみられる。食品を買う際は「手早く近場で安価にまとめ買い」が継続するだろ

う。ふらりと立ち寄って欲しいものを買う場だったコンビニは、消費者の行動変化にどう対応

しようとしているのだろうか。 
 
（1）店舗をカスタマイズ 

まず、各社共通でみられるのは、立地による店舗カスタマイズである。 
コンビニはこれまで全国津々浦々に店舗網を張り巡らし、基本的に同一フォーマットで似た

ような品揃えの店舗を構築してきたが、コロナ禍で立地による売上差が出ている。 
セブン-イレブンは「ロードサイド」「住宅地」など立地ごとに複数の店舗レイアウトを用意

し、オーナーの裁量で売り場を変える方針である 15。住宅地で冷凍食品、酒、野菜を拡充した

り、オフィス街で品ぞろえを住宅地用に切り替えたりする。オフィス街にも一定数住人はいる

                                                   
13 チェーンや減収幅にもよるが、おおむね 5 万円～20 万円/月。 
14 ここで挙げた以外にも、加盟店向け相談窓口の開設（オーナーは不満や不明点があっても相

談する先がなく困っていた。セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートで設置）、店舗相

談員の評価基準の変更（加盟店の売上から利益へ：ローソン、売上等数値目標より店舗の人繰

り支援等定性的側面を重視：セブン-イレブン）等がある。 
15 今期は 8000 店超をカスタマイズする予定である。 
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ので「遠くのスーパーより近くのコンビニ」と食料品や日用品を買う人が増えている。在宅勤

務が続くと運動不足になりがちなので、カロリー控えめなど健康を意識した商品にも注力する。 
ローソンも、全国一律から個店ごとに商品やサービスをカスタマイズする。他チェーンとの

差別化を図るため、ローソンでしか買えない高水準の商品を増やして誘客を図る。 
ローソンは 19 年に商品開発の手法を変えた。従来は、商品開発者のアイデアをまず上司に

見せ、次に部長、本部長補佐、本部長等の承認を経て商品化していたが、途中で「コストがか

かりすぎる」「以前もこういうアイデアで商品化したが成功しなかった」「工場の設備が整って

いない」などの否定的意見で没になることが非常に多かった。これを現在の竹増社長が変えた。

商品開発者には家族など自分が一番大切な人に食べてほしいものを商品化するよう指示を出し、

直接社長にプレゼンする方式として、上司は商品化するためのサポート役に回ってもらった。

この試みから、19 年にはバスク風チーズケーキ「バスチー」などヒット商品が生まれ、業績に

も貢献した 16。ヒット商品に頼る手法は邪道とみるチェーンもあるが、ローソンはスイーツを

出発点におにぎり、惣菜等へローソンならではの商品を展開したいと考えている。 
ファミリーマートも個店対応が重要であり、住宅地の店舗では生鮮食品や冷凍食品を充実さ

せる必要があると考えている。コンビニは店舗数が多いので大量仕入れしなければならいが、

生鮮食品は調達ルート構築が容易ではない。2020 年 7 月、伊藤忠商事がファミリーマートに

株式の公開買い付け（TOB）を行うと発表 17。全国農業協同組合連合会（全農）もファミリー

マート株を取得する予定である。全農のルートを活用できれば、青果物の品ぞろえ充実に結び

付けられるだろう。 
 
（2）中長期的には再び人手不足も。省力化・IT化の動き続く 

足元ではコロナ禍で人手不足が緩和されているが、日本は 2015 年から 2040 年にかけて人口

が 1 割超減少する国である。生産人口（15～64 歳）の同期間の減少幅はさらに大きく 2 割超

であり、中長期的には再び人手不足になるとみられる 18。大手 3 社は加盟店の負担を減らすた

めにも AI 発注、お会計セルフレジ（セブン-イレブン）19、セルフレジ（ローソン、ファミリ

ーマート）等の省力化・IT 化を進めている。 
興味深いのは、コロナ禍を機に、セルフレジ等 IT 活用機器を胡散臭く見ていた地方の店舗

でも、「人と接触しないで済む」という理由で普及が進んでいることである。 
ローソンがコロナ禍前に徳島県でセルフレジを全店に導入したところ、機械を嫌がる一部の

客が他チェーンに流れてしまった。ところがコロナ後はむしろセルフレジがいいと考える客が

                                                   
16 19 年 3 月発売の「バスチー」は、専門店並みのおいしさと評判を呼び、発売 3 日で 100 万

個、20 年 1 月時点で累計 4000 万個が売れた。 
17 TOB でファミリーマートを非公開化する予定である。 
18 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」によれば、日本の

総人口は 2015 年の 1 億 2709 万人から 2040 年には 1 億 1092 万人、2053 年には 9924 万人、

2065 年には 8808 万人になると予想されている。生産人口は 2015 年の 7728 万人から 2040
年には 6000 万人になる見通し（出生中位推計結果）。 
19 お会計セルフレジでは、店員がレジを打ち、客が精算機で支払う。現金でもキャッシュレス

でも精算可能でレジ接客時間を削減できる。2020 年 9 月から全国のセブン‐イレブン店舗で

順次導入予定。 
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増え、導入店が全国 1400 店から 7500 店に拡大したそうである。 
 
（3）米国で大型買収に踏み切ったセブン＆アイ 

海外事業拡充を目指して大型買収に踏み切ったのがセブン-イレブンの持ち株会社、セブン＆

アイ・ホールディングス（以下セブン＆アイ）20である。 
2020 年 8 月、セブン＆アイは米石油精製会社マラソン・ペトロリアムのコンビニエンスス

ト併設型ガソリンスタンド部門「スピードウェイ」を 210 億ドルで買収すると発表した。同年

2 月、セブン＆アイはスピードウェイ買収で独占交渉を行っていたが、買収価額で折り合いが

つかず一旦断念。コロナ禍で業績が悪化したマラソンが改めてスピードウェイ売却の入札を実

施したことから応札して買収にこぎつけた。 
セブン＆アイ傘下の米セブン-イレブンは米国で約 1 万店を展開するトップチェーンである。

米国のコンビニ店舗数は約 15.3 万店だが、個人事業主や中堅企業が大半を占め、上位 10 社の

シェア合計はわずか 20%。米セブン-イレブンの占める比率も 6％に過ぎない。スピードウェイ

は業界 3 位、店舗数約 4000 店である。 
米国のコンビニはガソリンスタンド併設型が多く、商品も乾きものが中心で日本のコンビニ

に比べて商品力が高いとは言えない。米セブン-イレブンはサンドイッチなどフレッシュフード

の強化による商品力向上、M&A による店舗数拡大により業績を伸ばしてきた。米国事業が連

結営業利益に占める比率は、2006 年度の 11.1％から 2019 年度には 24.0％と右肩上がりに伸

びている。コロナ下でもスーパー代わりにまとめ買いに使われており、6 月時点で売上は前年

比プラスに転じた。 
今回の買収を、買収額が高い、ガソリン需要は減少に向かうのではないかと危ぶむ声もある

が、米セブン-イレブンはガソリンへの依存度を低め、食品を中心とした店づくりを目指してい

る。日本国内に飽和感が漂う中、米国事業を国内コンビニ事業に次ぐ収益の柱として一段の成

長を実現できるのか、手腕が問われている。 
 

 

おわりに  

コンビニは、時代の変化に合わせて次々に新製品・サービスを投入し惣菜店、スーパー、カ

フェ、弁当店、パン屋、菓子店、ファストフード、果ては銀行 ATM など様々な業態から顧客

を奪って成長を遂げてきた。時短騒動が内からの変革を促したものだとすれば、コロナ禍は外

からのビジネスモデル変化要請である。コロナが終息したとしても、在宅勤務を含め、働き方

や生活様式がコロナ前に完全に戻ることはないだろう。電子商取引（EC）も拡大する中、コン

ビニの強みとは何だろうか。 
スーパーの強みが品ぞろえ豊富で安いこと、EC がまとめて安く変えること・自宅に持って

きてくれることだとすれば、コンビニは店舗数が多いので近所にある、長時間営業なのですぐ

買える、リアル店舗なので商品を手に取って吟味できる、商品開発に力を入れているので気の

                                                   
20 流通大手のセブン&アイ・ホールディングスは、セブン-イレブン・ジャパン、イトーヨーカ

堂、そごう・西武などを傘下に持つ持ち株会社である。 
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利いたものが置いてあることだろう。だが、他の何よりも成長の原動力となってきたのは、社

会変化への対応力である。 
ミニスーパー化するのか、立地により店舗の多様化が進むのか、海外に活路を求めるのか。

コンビニは「2021 年問題」を乗り切るためにも、新たな変化対応を迫られている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （ご注意） 
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	Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点

