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1.研究報告の概要

この分析の結果からインターネットの普及に伴うネット
ショッピング件数の増加によって、小売店舗数に影響を受
けているのか調べる

インターネットの普及
ネットショッピング

の増加
既存店舗数への影響



2.研究の意義(社会的）

このことから、ネットショッピングと既存店舗の関
係性について調べる。

インターネット通販の急激
な増加

物価の押し下げ

物価上昇率2％を目指して大
規模金融緩和

実状は「デフレ圧力」



研究の意義(学問的）

先行研究1
朴 哲主 (1998)

先行研究2
三坂 昇司 (2011)



小売形態の選択行動と市場シェア分析
朴 哲主 (1998)

先行研究1-1



先行研究1-2

目的
商品によって、どういう店で買いやすいかをパソコンを
例にモデルを使って説明する。

課題
小売業者がどのような小売形態を展開し、どれだけの成
果をおさめるか。



先行研究1-3

被説明変数
小売形態（一般電器店、家電量販店、総合スー
パー、百貨店、DSストア）

説明変数
店舗属性（売場面積の広さ、店内設備、駐車場の
広さ）、製品価格、製品価格以外の買い物コスト



先行研究1-4

結果
各小売形態が提供する店舗属性、製品価格、製品価
格以外の買い物コストを使えば、消費者の小売形態
選択、および市場シェアのメカニズムを包括的な体
系において描写できる。



消費者の店舗選択行動における研究課題
三坂 昇司 (2011)

先行研究2-1



先行研究2-2

目的
消費者の店舗選択行動を捉えるために、ど
のような理論やモデルが提案されているか
提示し、選択行動への影響要因について整
理する。



先行研究2-3

課題(今後の)
今後無店舗チャネルが成長することを前提
とすると、無店舗チャネルにおける店舗選
択モデルの開発も必要となる。



3.事例・データ

仮説
ネットショッピングの普及によって既存店舗が減少して
いっているのか検証

先行研究との違い
仮説の小売形態の選択や消費者の店舗選択行動の中に無
いネットショッピングについて考える。



使用したデータ

分析期間：1992年～2016年

被説明変数
各店舗数変数（書店、コンビニ、百貨店、ドラッグ
ストア、CDレンタル店）

説明変数
ネットショッピング数（宅配便等取扱個数で代用）
年代別人口



なぜ宅配便取扱個数を用いたか

被説明変数
インターネット普及率

説明変数
宅配便取扱個数



計算結果（インターネット普及率）

係数 t 
切片 -20.358 -7.060
ln宅配件数 3.062 8.482



書店店舗数推移

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000



書店

係数 t 
切片 -12.016 -0.351
ln宅配件数 -0.179 -0.907
ln10代 1.261 1.031
ln20代 2.101 7.305
ln30代 1.879 3.494
ln40代 -0.807 -0.945
ln50代 -1.344 -1.739
ln60代 -1.500 -2.438
ln70代 0.770 1.256
ln80代 0.227 0.401



コンビニエンスストア店舗数推移
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コンビニ

係数 t 
切片 0.872 0.046
ln宅配件数 -0.069 -0.628
ln10代 -1.642 -2.412
ln20代 0.402 2.512
ln30代 -1.074 -3.590
ln40代 0.961 2.023
ln50代 0.969 2.255
ln60代 0.695 2.030
ln70代 0.979 2.871
ln80代 -0.262 -0.835



百貨店店舗数推移

0

500

1000

1500

2000

2500



百貨店

係数 t 
切片 38.757 0.858
ln宅配件数 -0.630 -2.421
ln10代 -0.769 -0.477
ln20代 1.307 3.446
ln30代 -0.184 -0.259
ln40代 -1.119 -0.995
ln50代 -1.318 -1.294
ln60代 -2.070 -2.552
ln70代 1.667 2.062
ln80代 -0.178 -0.238



ドラッグストア店舗数推移

0
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20000
30000
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50000
60000
70000
80000
90000

100000



ドラッグストア

係数 t 
切片 57.455 2.058
ln宅配件数 -0.270 -1.680
ln10代 -1.368 -1.373
ln20代 0.187 0.797
ln30代 -0.172 -0.392
ln40代 -1.089 -1.566
ln50代 -0.696 -1.106
ln60代 -1.416 -2.826
ln70代 0.232 0.465
ln80代 -0.259 -0.563



レンタルCD店舗数推移
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CDレンタル店

係数 t 
切片 -17.424 -0.631
ln宅配件数 0.128 0.801
ln10代 0.728 0.739
ln20代 0.782 3.376
ln30代 0.966 2.231
ln40代 0.733 1.066
ln50代 -0.263 -0.423
ln60代 -0.306 -0.616
ln70代 0.038 0.077
ln80代 -0.156 -0.344



5.まとめ

影響を受けている⇒百貨店

影響を受けていない⇒書店、レンタルＣＤ店、
ドラッグストア、コンビニ
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ご清聴ありがとうございました。
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