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コンビニ業界の現状と課題 

― 時短騒動で露呈した現場の疲弊。 

 コンビニ本部は加盟店の状況変化に対応できるか― 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Ｔ Ｂ Ｒ  産 業 経 済 の 論 点 

  

 
1. 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

行したことに端を発した騒動で、コンビニ本部と加盟店のあり方に注目が集まっている。 
2. 問題の本質は、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、儲からなくなった」ことにある。本部も時短実験の開始、IT 活用による省人化、従業員

派遣制度、複数店経営推進等の対策を打ち出しているが、今のところ加盟店の苦境を救う決

定打とはなっていない。 
3. コンビニ本部は、社会変化を巧みに読み取って客層の拡大に成功してきた。人件費の変動を

考慮した契約内容にするなど、加盟店オーナーを取り巻く環境の変化にも対応すべきではな

いだろうか。 
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はじめに 

「変化対応力」で顧客層を広げ、リアル店舗の勝ち組だったコンビニ業界が揺れている。 
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

行したことに端を発した騒動は、コンビニ本部が高い利益を上げているにもかかわらず、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を世間に知らし

めた。 
筆者は、経済産業省の「新たなコンビニのあり方検討会」1の委員として、加盟店オーナーの

ヒアリングで生の声を聴く機会をいただいた。 
加盟店オーナーからは悲痛な訴えが相次いだ。「開店以来 12 年間 1 日も休んでいない」「業

務は増える一方なのにさっぱり儲からない」。コンビニ店舗数が 5 万 5000 店を超えるに及び店

舗売り上げが伸びない一方で、人手不足や人件費高騰、高いロイヤルティー、24 時間営業、増

える一方のサービス・製品が加盟店を疲弊させ、利益を圧迫している。 
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、加盟店に足を運ぶ。かつては、本部と加盟店の分

業体制がうまくいっていたのである。 
コンビニ本部はこれまでも飽和といわれながら、社会変化に対応することで女性や高齢者市

場を開拓することに成功し、市場を拡大してきた。今回の騒動は、コンビニの土台である加盟

店が疲弊、このままではオーナーのなり手がいなくなるのではないかという点で、これまでの

「危機」とは違う深刻な様相を呈している。フランチャイズで本部が加盟店からロイヤルティ

ーを取るのは当たり前だが、問題は、加盟店を取り巻く状況が激変したにもかかわらず、フラ

ンチャイズ契約がほとんど変わっていないこと、利益配分において加盟店側が著しく不利なこ

とにある。 
これまで何回も飽和論を乗り越えてきたコンビニ本部が、①オーナーというビジネスモデル

の土台をどうつなぎとめていくのか、②国内コンビニ店舗数が 5 万 5000 店超、ドラッグスト

ア等との競合激化という厳しい状況下でどう生き残りを図っていくのかを考察したい。 
 
 

1. 時短騒動の背景 

2019 年 2 月の東大阪市のコンビニ加盟店オーナーの時短営業強行に端を発する騒動につい

ては、読者の皆様もすでにご承知のことと思うので、ここではくどくど書かないが、この一連

の動きで、街でみるコンビニのほとんどが「直営店ではなくフランチャイズ・システムの加盟

店」ということを再認識された方も多かったのではないだろうか。 
フランチャイズ・システムは、本部（セブン-イレブン・ジャパン等）と加盟店が契約を結び

店舗運営を行う形態である。本部は商品開発・物流・広告・経営指導等に責任を負う代わりに、

                                                   
1 経済産業省は 2019 年 6 月 28 日、24 時間営業の見直しなどコンビニエンスストア業界の課

題を議論する「新たなコンビニのあり方検討会」（座長・伊藤元重学習院大学教授）を立ち上げ

た。委員は労働経済、流通経済、メディア関係者等 16 名。 
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加盟店は商品発注・接客・従業員採用等を行い、契約に従って本部にロイヤルティーを支払う。

本部からみれば、直営店より少ない負担で出店できることから、大量出店が可能である。 
今でこそ長時間労働・低収入のイメージが強いコンビニ加盟店オーナーだが、かつては高い

ロイヤルティーを払っても儲かる商売だった。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、品揃えのよさが消費者を引き付け、従業

員もさほど苦労せずに集まったのである。 
今回の時短騒動で全国のオーナーが堰を切ったように声を上げ始めているのは、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、儲からない商売になってしまっ

たこと」にある。コンビニ会計という特殊な会計方式により、本部は高い利益を享受している

一方で、多くの加盟店は青息吐息である。「24 時間営業」は問題の一端に過ぎない。背景にあ

るのは、①店舗数増加による競争激化、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硬直的な対応の本部、⑤ほぼ昔のままのフランチャイズ契約、であ

る。 
 

（1）「コンビニ会計」という特殊性 

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、フラン

チャイズ・システムを活用し店舗を増やしてきた（図表 1）。 
 

図表 1 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、経済産業省資料から作成  

 

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（図表 2）。市場規模ではスーパーに及ばないが、2016 年以降 11 兆円の大台

に乗っている。百貨店が 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
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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 2 百貨店・スーパー・コンビニの年間販売額推移  
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出所：経済産業省「商業動態統計調査」  

 

コンビニ大手 3 社の業績もおおむね好調である（図表 3）。大手 3 社とも小売業界の中では高

い利益率を誇っているが、なかでもセブン-イレブン・ジャパンの収益性の高さは突出している

2。 
図表 3 コンビニ大手 3社の営業利益と利益率比較（2018年度）  
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注 1：コンビニ大手 3社の国内コンビニ事業の数字。ファミリーマートは事業利益 

注 2：利益率は営業利益（ファミリーマートは事業利益）/営業総収入で計算 

出所：各社 IR資料から作成  

                                                   
2 同じセブン＆アイ・ホールディングスでも、2018 年度の国内コンビニ事業の利益率（営業利

益/営業収益）が 25.8％であるのに対して、スーパーストア事業は同 1.1％。 
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ただ、この数字は大量出店と後ほど詳述する「コンビニ会計」によるところが少なくない。

加盟店の日販（1 店舗当たりの 1 日の売上高）は、トップのセブンですら伸び悩んでいる（図

表 4）。 
 

図表 4 コンビニ大手 3社の日販（全店）推移  
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出所：各社 IR資料から作成  

 

「コンビニ会計」については、今回の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

なっている。 
一方の加盟店は大苦境である。人手不足が深刻化しており、最低賃金が年々上がっている。

図表 5 は東京都の例だが、セブンが発足した 1974 年の最低賃金 224 円に比べ、19 年の 1013
円は約 4.5 倍である。売上が伸びればまだ救いがあるが、コンビニの店舗数が増えたこと、近

年ではドラッグストアやミニスーパーも競合になっていることから売上は伸び悩んでいる。し

かも、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。 
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、後ほど詳述するように、洪水のように押し寄

せる新サービス・新製品で難しい仕事になってしまったことも、人員確保を困難にしている。

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。かくして求人すれどほとんど誰も応募せずという事態となり、24 時間営業を続
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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ている 3。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い。 
 

図表 5 東京都の最低賃金推移 
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注：発効日は 10月 1日 

出所：厚生労働省東京労働局  

 

こうした加盟店の苦境を如実に表しているのが、経済産業省が実施した「コンビニ調査 2018」
である 4。経済産業省が全国の加盟店を対象に行ったアンケート調査では、前回（2014 年度調

査）から今回（2018 年度調査）にかけて、人出不足感が著しく高まり、加盟したことに対する

満足度、契約更新への意欲が低下している。 
 

（2）もはやオーナーでも何が何だかわからないサービスと製品の洪水 

消費者からみると、コンビニは必要なものが大抵そろっていて、宅配便も出せれば淹れたて

コーヒーも安価で飲める、公共料金の払い込みもできればメルカリの発送もできてキャッシュ

レス決済も OK な便利な店である。一方、加盟店からみると、新サービスや製品は負担感が重

い割には、利益に結びつかない。 
たとえば店内で調理する唐揚げ等のファストフードは、人気が根強く粗利も高い。ただ、最

終的な調理を行うのが工場ではなく加盟店になるので、調理にかかる時間や人手、食用油など

の費用、調理器具の清掃、廃棄の多さ等を勘案すると、高収益を狙えるとはいいがたい。下手

                                                   
3 都市部のコンビニでは外国人店員の姿もよく見かける。実際、オーナー・ヒアリングでも外

国人はもはやなくてはならない存在であり、下手な日本人よりよほど戦力になるとの声も聞か

れた。ただ、ここでネックになっているのは、2019 年 4 月から始まった外国人労働者の受け

入れを拡大する新たな在留資格「特定技能 1 号」から、コンビニが外れているという点である。

また、一定時間以上働いた従業員に対して、加盟店が社会保険料を負担したり有給休暇を付与

したりする必要があることも負担となっている。 
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すると赤字である。 
宅配便や収納代行も頭痛のタネになっている。手間と時間がかかる割には、ロイヤルティー

を引いた後に加盟店が得る利益は１件当たりわずか数円～数十円である。預かった荷物を紛失

したり、収納代行で金額を間違えたりした場合、すべて加盟店の責任となる。かつては「これ

だけでは申し分けない」とついで買いする客も少なくなかったが、世知辛い世の中で、気前の

いい客も減った。 
ここへきてキャッシュレス決済まで乱立して、コンビニのサービス・製品は加盟店のオーナ

ーや本部の指導員ですら、全部を理解している人はおそらくいないだろうというカオスに突入

している 5。某チェーンのチケット発券機の横にある問い合わせ電話のように、加盟店のオー

ナーや従業員がわからないことがあったら問い合わせできる窓口を本部が作ったらどうだろう

か。そもそもの問題は、サービスに見合った対価を消費者や本部が払っていないことにもある

のだが。 
 

（3）大企業病（?）の本部 

加盟店の苦情や相談に対するコンビニ本部の対応が硬直的であるとの声も多かった。店舗が

急増したせいか、店舗指導員の質のばらつきが大きい、大半は指導員ではなく製品・サービス

を売り込みに来る営業員でしかないとの声が相次いだ。 
例えば無人レジである。ある加盟店に、会社上層部から店舗に 1 台入れさせるようにとの指

示を受けて指導員がやってきた。だが、元々レジが 2 台しか置けないような小さい店舗に 1 台

無人レジを入れると、当たり前だが有人レジは 1 台となる。無人レジではたばこ、酒の販売が

できず、サービスも取り扱えない 6。ファストフードは買えず、弁当類の加熱もできない。お

まけに高齢者や地方の人には、無人レジに対する抵抗感がある（使い方がよくわからないし、

胡散臭く思っている人、少なからず）。加盟店からすると、無人レジでは不正（購入する全商品

をスキャンしないでごまかして立ち去る客、スキャンだけして支払いせず逃げる客等）も心配

な上に、無人レジはがらがらで有人レジが長蛇の列ということになりかねない 7。そこで、「無

人レジは不要である」と加盟店オーナーが指導員に告げたところ「本部の指示である」との一

                                                                                                                                                     
4 https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/franchise2018.htmlを参照。 
5 某オーナーによれば、新コーヒー・マシン導入にあたり「掃除はどうすればいいのか？」と

本部指導員に聞いたところ、「使ったことないのでわかりません」との珍答が返ってきたとのこ

と。オーナー・ヒアリングでは、1 年に 1 度ほどしかない損害保険申し込みなどに至っては、

誰も対応を覚えられないので「なくしてほしい」との本音も漏れていた。コピー機の故障、チ

ケット発券マシンの使い方、メルカリ、ペイペイ、カードで支払った後にポイントを使いたか

ったと言い出す客…。頭が痛くなりますね。 
6 チェーンによっては、いったん処理が止まって認証ボタンを押す形式により、無人レジでた

ばこと酒を取り扱える場合もある。ただ、この場合、たばこはレジから離れた場所にあり、店

員が取り出して渡さなければならないなど、別種の手間がかかったりする。 
7 筆者も無人レジでは妙な目にあっている。某空港でペットボトルのお茶を無人レジで買おう

としたところ、レジから「スマホをかざしてください」と指示された。そんなものかとスマホ

をかざしたところ、約 500 円をいきなり徴収された。前の客がスキャンだけして払わずに立ち

去ったのである。レジの店員に対処をお願いすると、対処方法がわからない店員は、店長を探

して駆けずり回り、大騒ぎとなった。結局、解を知る唯一の人物・店長登場で正しく清算でき

たが、今のレジはあくまで性善説に立っており、現場の混乱の要因となりかねないと分かった。 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/franchise2018.html
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点張りで遮二無二入れさせようとしてもめたそうである。 
チェーンによって濃淡はあるが、本部上層部の声が天の声のようになっていて、現場の様子

を見て臨機応変に対応するという姿勢に欠けているとの声は多くのオーナーから聞かれた 8。 
 

（4）高いロイヤルティー 

加盟店と本部が結んでいるフランチャイズ契約は、セブンが発足した 45 年前と大きく変わ

っていない。図表 6 は 2019 年 5 月時点のコンビニチェーンの主な契約内容である 9。ロイヤル

ティーは、土地建物をオーナーが用意したのか、本部が用意したのかで変わる。もちろん、オ

ーナー持ちの方がロイヤルティーは低い。 
 

図表 6 コンビニ大手 3社の諸条件（2019年 5月時点） 

セブンイレブン ファミリーマート ローソン

粗利益額の0～250万円　53％ 粗利益額の0～300万円　59％ 粗利益額の0～300万円　45％

250万1円～400万円まで　63％ 300万1円～550万円まで　63％ 300万1円～450万円まで　70％

400万1円～550万円まで　68％ 550万円超　69％ 450万円超　60％

550万円超　73％

24時間営業に関わるイ
ンセンティブ

24時間営業店はロイヤルティー
を2％下げる

24時間営業店は月に10万円支
給

非24時間営業店はロイヤル
ティーを3％上げる

廃棄ロス 15％本部負担
20％本部負担（廃棄額月40万円
の場合）

0～50％を本部負担（総仕入れ
額に占める廃棄額による）

フランチャイズ店比率 95.2% 97.2% 96.0%

ロイヤルティー

 

注：ロイヤルティーは土地建物本部持ちの場合 

出所：経済産業省資料、各社 IR資料から作成  

 
コンビニ業界の成長期前期は、規制緩和で先行きを危ぶんだ米穀店・酒販店等からの転換組

が多かった。小売業のノウハウがある上に、競合も少なく、コンビニの商品もどんどん魅力を

増していったので、4 割前後のロイヤルティーを払っても十分利益をあげられた。 
その後、コンビニ店舗数は 3 万店、4 万店、5 万店と増えていくが、オーナーの中核となっ

たのは脱サラ組である。小売業の経験は少なく、転換組に比べてロイヤルティーは高く、競合

は多い。現在、利益面で苦境に立たされているのは、主に脱サラ組である。 
ただ、フランチャイズ契約において加盟店が本部にロイヤルティーを払うのは当たり前であ

る。加盟店オーナーも、①元々、コンビニは自分たちが築き上げたビジネスモデルではない、

②本部がノウハウもハードも用意している、③消費者が自分の店に来るのは本部のブランドあ

ってこそである、という事実は認識している。だが、契約が時代変化に即していない、今の契

                                                   
8 典型的な例として挙げられるのが、2018 年 2 月 6 日から 7 日にかけて豪雪に見舞われた福

井県のコンビニである。記録的な大雪でオーナー夫妻は駐車場の雪かきに追われ、店舗の屋根

からの落雪も危険な状況にあったので再三休業を訴えたが、本部は応じず、オーナーの妻は長

時間の雪かきの末に倒れ、救急車で運ばれた。オーナーは店番のため付き添えなかった。オー

ナーは、約 50 時間不眠で働く羽目になったが、メディアに通報することをにおわせたとたん、

閉店許可が下りたそうである。 
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約形態では商売を続けられないと訴えているのである。 
 

（5）コンビニはインフラ産業 

コンビニは多額の資金を必要とするインフラ産業である。百貨店、スーパーと違い、コンビ

ニは平均 30 坪程度の広さしかない。その狭い店内に約 3000 種類の商品を置き、レジで販売デ

ータを収集して、売れ筋・死に筋に峻別している。約 3000 種類のうち、約 7 割は 1 年で入れ

替わる。 
独自商品が少なく「場所貸し業」の趣が強い百貨店、バイヤーが仕入れてきた商品が主力の

スーパーと違って、コンビニは本部が商品の企画段階から関わり、売れる商品にこだわってき

た。世界規模で原材料を調達→工場で生産→効率的な物流網を敷いて店舗に配送→店舗で販売

→販売データを収集・分析→商品開発→原材料調達というサイクルを回しているのが強みでも

あり、資金がかかる理由でもある。 
原料調達やメーカーとの価格交渉では発注量がものをいう。7～8 年おきの IT システム更新

には約 300 億円かかり、店舗への ATM 設置、キャッシュレス決済対応、新商品開発費、広告

宣伝費も増大している。店舗数が多ければ、一定地域内での配送時間や距離も短縮できる。ス

ケールメリットが活かしやすい業界なのである。 
コンビニはセブン-イレブン・ジャパン、ファミリーマート、ローソンの上位 3 社で国内シェ

ア 9 割という極めて寡占度が高い業界でもある（図表 7）。規模・資金力がないと存続が厳しい

こと、セブン快走に危機感を募らせた上位他社が、中小コンビニの取り込みに動いて再編が進

展したことが背景にある（図表 8）。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。 
 

図表 7 コンビニのシェア比較（単体、2018年度） 

セブン-イ
レブン・

ジャパン

44%

ファミ

リーマー

ト

27%

ローソン

21%

その他

8%

 

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（2018年度版）」 

                                                                                                                                                     
9 後述するように、この後、一部チェーンはロイヤルティーの見直しを行っている。 
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図表 8 コンビニ業界の再編状況 

09年 14年 15年 16年 17年 国内店舗数

セブン-イレブン・ジャパン 21005

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 16507

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 14659

ミニストップ 1998 

注：国内店舗数は、セブン-イレブンは 2019年 7月末、ローソンは 2019年 2月末、ファミリーマートと 

ミニストップは 2019年 8月末の数値  

出所：各社 IR資料から作成 

 

筆者は、コンビニという業態の革新性、商品力の高さ、本部社員の方々の不断の努力には深

い敬意を払っている。ただ、成功体験が大きすぎたせいか、消費者の変化には非常に巧みに対

応してきたのに、加盟店の状況変化には十分に対応してきたとは言えないのが問題である。 
高い日販を上げるには強いチェーンが必要である。その一方で、①疲弊したオーナーの廃業

が相次げば、本部は店舗数縮小か直営店への転換（フランチャイズに比べて利益率は下がる）

を迫られ、②ロイヤルティーを下げれば本部の業績悪化要因になりかねない、という難しい状

況にある。本部はどこに活路を求めようとしているのだろうか。 
 

2. いよいよ頭打ち(?)のコンビニ業界 

（1）5万店まではクリアしたが 

コンビニの店舗数は 1990 年代まで急増した後、4 万店を突破した 2000 年代にいったん足踏

みして、2010 年代にまた増えた（図表 1）。契機となったのが 2011 年の東日本大震災である。

小売りの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、「意外にいいものがおいてある」と気づき、常連

となった。中食（惣菜や弁当などの調理済み食品）や淹れたてコーヒー等で、他業態（スーパ

ー、コーヒー・チェーン、ファストフード店等）から顧客を奪ったこともあり、「若い男性がふ

らりと立ち寄る店」から「誰でも足を運ぶ店」に進化して客層が拡大した。好機を逃すまいと

大手各社が競って出店し、店舗が急増した。本部は売上総利益からロイヤルティーを受け取る

というシステムなので、加盟店の日販が横ばいでも店舗数が増えれば営業収入は増える。 
一方、加盟店側から見ると、この 2011 年以降に収益環境が急速に悪化している。大量出店

によるコンビニ同士の競合に加え、ドラッグストアは客寄せのため低価格の弁当を店に並べ、

ミニスーパーも長時間営業で攻勢をかける。だが、コンビニにとって一番嫌なのは、「ドミナン

ト」と称してすぐそばに同チェーンの店舗がオープンすることである。他チェーンならまだ商

品で差別化が図れるが、同チェーンでは客の取り合いにしかならず、加盟店は疲弊する。そこ

へ追い打ちをかけたのが人手不足と人件費高騰である。これも売上総利益からロイヤルティー

を取っている本部からみると懐は痛まないが、加盟店にとっては死活問題である。 
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5 万店をとうに超え、コンビニ業界もさすがに飽和なのだろうか。各本部に取材した。 
セブンは飽和ではないと考えている。セブンは小売店舗の減少、核家族化、世帯人員の減少、

高齢者増加、働く女性の増加という社会変化を見据え、小分けおかずや冷凍食品を拡充して顧

客層を拡大してきた。冷凍食品の売り上げは過去 10 年で 5 倍になっている。炒めるだけのひ

き肉等の素材系冷凍食品の強化や、有名ラーメン店とのタイアップ商品開発等、高い商品開発

力を手掛かりに、さらに中食需要を掘り起こせると見ている。 
ファミリーマートは、業界は飽和に近づきつつあるとの見方である。東京・大阪・名古屋の

オフィスビル内等、都市部はまだ開拓余地があるが、地方部は業界の定説である「コンビニの

商圏は 1000 人に 1 店」を超えている。2016 年にサークル K サンクスと経営統合し、店舗数

では業界 2 位と、数は十分確保したので、これからは既存店を大事にしたい。 
ローソンは今のままでは飽和だが、まだ高齢者や主婦層を取り込む余地はあると考えている。

例えば、首都圏から順次サービスを拡大している「ローソンフレッシュピック」では、朝 8 時

までにスマホのアプリで注文すれば、最短当日 14 時以降に、ローソンで「ミールキット」10や

高級ス―パー成城石井の総菜などが受け取れる。 
 
（2）複数店経営は救世主になるのか 

時短騒動を受けて、大手 3 社は時短実験を進めている。業界の定説では、コンビニの強みは

「24 時間営業」と「品揃えの良さ」であり、時短をすると夜間閉店時間帯だけでなく、開店し

ている時間帯の売上も落ちるとされていた。 
筆者の取材によると、時短営業による利益への影響はケースバイケースであり、うまくいく

場合もあれば失敗に終わる場合もある。成功例としては、夜間閉店により売上は減少したが、

人件費が減ったので利益は増えたという店舗がある。この店舗のオーナーは、利益が増えたの

も嬉しいが、何が何でも 24 時間営業を続けなければならないという重圧から解放されたのが

一番の喜びと語っていた。その一方で、夜間閉店したことで客離れが起き、結果的に閉店した

店舗もある 11。 
コンビニ本部が人手不足解消策の一つとして揃って推進しているのが複数店経営である。 
大手 3 社の店舗のうち、ファミリーマート、ローソンは既に約 7 割、セブンは約 5 割が複数

店経営による。本部の説明によれば、複数店舗を経営することにより、オーナーは従業員を充

足している店舗から足りない店舗に回せるので、人手不足解消に一役買うという。 
一般的に、2 店舗までは夫婦と従業員で何とか切り盛りできるが、3 店舗から俄然経営が難

しくなる。複数店経営に力を入れているローソンは、多店舗経営に成功しているオーナーへの

取材をもとにマニュアルを作成して情報を提供しているほか、ドミナントで既存店のそばに新

店を出す際は、既存店に打診して条件が合えばその店を任せるという。どの本部も複数店舗経

営のオーナーに対しては奨励金、ロイヤルティー引き下げ等の優遇策をとっている。 

                                                   
10 ローソンの「ミールキット」は必要な食材を必要な分量だけパックした商品で、働く女性の

増加で需要があると見ている。食材はほとんどカットされ、下ごしらえ済みである。海鮮八宝

菜キット 3 人前 832 円(税込)など。 
11 時短営業すると、閉店前の品ぞろえが悪くなるので顧客の印象は悪くなりがちである。また、

時短により廃棄が増える傾向があるが、コンビニは見切り販売のノウハウがあまりない。 
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オーナーから見た複数店舗経営はどうなのか。これもケースバイケースで、優良店を複数所

有し「経営」に徹して優雅に暮らしているオーナーもいれば、優良店の利益で全体を何とか回

しているというオーナー、10 店舗以上経営しているが人手不足はいかんともしがたく借金が増

える一方というオーナーもいる。複数店経営だけでは人手不足解消の決定打とはならないよう

だ 12。 
 

3. コンビニを持続可能なものにするには 

最初に述べたように、今回の時短騒動で全国のオーナーが声を上げ始めているのは、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、儲からない商売になってし

まったこと」にある。 
加盟店が労働に見合う対価を得て、契約を更新したいと思う状況にならないと、コンビニと

いう業態は維持できなくなる。大手各社が推進する複数店経営も万能薬とはいいがたい。加盟

店の苦境を改善するにはどのような方策があるのだろうか。 
 
（1）ITによる省人化 

コンビニというと、日本の小売業で最初に POS システムを導入して商品開発につなげたこ

ともあり先進的なイメージがあるが、つい最近まで多くの店舗が勘に頼って発注し、品出しも

調理器具清掃も人手頼みという前近代的な面を持っていた。 
今回の騒動を受けて、大手 3 社は加盟店支援策を出している。人手不足対策として本部が用

意した「従業員派遣制度」は、頼んでもすぐに来ない、派遣社員なのでパートやアルバイトに

比べて割高であると加盟店オーナーにはおおむね不評だが、IT を利用した省人化は店舗運営を

楽にする可能性がある。 
このレポートの途中で、無人レジの欠点を散々書いたが、今のままでは問題があるという話

で、使いようによっては深夜帯の店員をゼロか一人にできる。 
話は飛ぶが、中国・広東省の深圳では、無人コンビニが街のあちこちにある。中国は格差社

会なので低賃金で働く人も多く、無人コンビニの全商品に IC タグが貼ってある。顔認証で入

店し、出口前の IC タグを読み取るレジで精算し、顔認証で店を出る方式が主流である。残念

ながら、日本のコンビニと違って商品力がないので「巨大冷蔵庫」と揶揄されることも多く、

閉店が相次いでいるそうだが、日本のコンビニは商品力は高いのに IT 化が遅れている。 
現在、大手各社はレジの無人化へ向けて実証実験を進めている。例えば、ローソンが神奈川

県で実証実験中の深夜（午前 0 時から午前 5 時の 5 時間）無人営業店 13は、深夜帯は認証機で

利用者の個人情報が紐付けられた QR コードを読み取らせるか、顔写真を撮影しなければ入り

口が開かない。酒類やたばこ、サービス類は利用できない。清算はセルフレジかローソンのア

プリを利用して行う。犯罪抑止のため約 30 台の防犯カメラも設置されている。そもそも、よ

                                                   
12 蛇足ながら、複数店経営の本部側リスクとしては、「多店舗経営者と不仲になれば一気に店

舗を失う」というのがある。筆者の知っている例に「他チェーンに乗り換えようとした複数店

舗経営者が、つなぎとめようとした本部と訴訟沙汰になった」というのがある。半年以上もめ

た後、100 店舗超が新チェーンに模様替えした。 
13 品出し要員は一人待機しているとのことである。 
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ほどの繁華街でない限り深夜にはほとんど客は来ないので、これで十分ではないだろうか。 
 
（2）時代の変化に即した利益配分の見直しを 

IT 活用による省人化に成功して店舗運営がいくらか楽になったとしても、コンビニというシ

ステムは、加盟店オーナーが労働に見合った対価を受け取り、契約を更新したいと思わなけれ

ば持続しない。現在の大手コンビニの契約内容は、コンビニが登場した約 40 年前からあまり

変わっておらず、昨今の人件費高騰や人手不足を反映していない。利益配分は本部に好都合で

ある。 
2019 年 9 月 20 日、業界 4 位のミニストップ（イオンの子会社）が新たなフランチャイズ契

約を始める方針との報道があり、筆者はその内容に驚愕した 14。これまで業界では本部が売上

総利益からロイヤルティーを徴収してきたが、ミニストップの新契約では売上総利益ではなく

最終利益からロイヤルティーを取る内容に変えるという。しかも、24 時間営業を行うか否かは

加盟店に任せるそうである。これは画期的である。 
ミニストップは、大手 3 社に比べると店舗数が約 2000 店と少なく、日販も約 41 万円にとど

まっているので、他チェーンへの鞍替えを防ぐ策ともみられるが、人件費や廃棄費用を引いた

後の最終利益からロイヤルティーを払う案は、加盟店にとっては福音に違いない。 
 業界最大手のセブンも、小出しではあるが、加盟店に歩み寄る姿勢を見せている。2019 年

10 月 10 日、セブン＆アイ・ホールディングスは、セブン‐イレブン・ジャパンの利益配分を

見直すと発表した。24 時間営業店、売上総利益額（月額）が 550 万円以下の低収益店に手厚

い内容で、チェーン全店の採算は 1 店当たり年間平均約 50 万円改善する見通しである 15。近

年の厳しい状況下では「焼け石に水」との声もあるが、11 月には時短実験をしていた 8 店舗が

深夜休業を開始するとともに、時短営業を希望する加盟店に向けて、深夜休業の「ガイドライ

ン」が配布された 16。 
コンビニ本部は、社会変化を巧みに読み取って客層の拡大に成功してきた。人件費の変動を

考慮した契約内容にする、ロイヤルティーに上限を設けるなど、加盟店オーナーを取り巻く環

境の変化にも対応する時が来ているのではないだろうか 17。 
 

                                                   
14 日本経済新聞 2019 年 9 月 20 日の報道。ミニストップの新契約は 2021 年度に始まる方針で

ある。 
15 見直しは、2020 年 3 月から適用予定。本部利益は年間約 100 億円減少すると見られる。 
16 ガイドラインによると、休業時間は最長で午後 11 時から午前 7 時の 8 時間（いったん時短

営業を始めたら、1 年 365 日同じ時間帯で時短営業しなければならない）。何が何でも 24 時間

営業というスタンスには変化が見られるが、時短に踏み切るにあたって、本部のシステムを使

っての従業員確保努力や商圏分析をオーナーに促すなど、24 時間営業を継続して欲しいとの本

音が透けて見える。時短営業を開始するには、本部との合意が必須である。 
17 現時点で、コンビニのフランチャイズ契約は「何かあれば本部と相談して決定する」といっ

たグレーな部分が多く、本部と加盟店がもめる要因となっている。問題が発生した際の第三者

的紛争処理機関を設けた方がよいと考える。 

（ご注意） 
・当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、東レ経営研究所はその正確性を保証するもので

はありません。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。 
・当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。当資料に
従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するものといたします。 
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