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1.はじめに 
	 近年，コンビニエンスストアはスクラッ

プアンドビルドを繰り返しながら，増加し

ている．2014年末にはコンビニエンススト
アの数は，全国で約５万２千件にものぼり，

今後も増加していくことが見込まれる．ま

た競合環境は，ここ数年で大きく変わって

いる．過去では競合は，他ブランドのコン

ビニエンスストアやスーパーマーケットと

考えられていたが， 近では競合他社の出

店攻勢やドラッグストア，ミニスーパーな

どの新しい競合も生まれて，その環境は大

きく変化している．競合が及ぼす影響度も

従来とは異なり変化していく可能性がある．

多様な業界の中でもコンビニエンスストア

の出店競争の激しさは顕著であり，競合環

境は複雑になっていると言える．このよう

な状況下で多くの店舗が毎年，閉店に追い

やられている．本来であれば移転・撤退の

コストがかかるため店舗の入替・消滅をせ

ずにいた方が，企業としてコストがかから

ず健全である．（但し，リロケートなどの戦

略的な撤退などは除くものとする．）出店競

争が厳しくなり，競合環境が複雑になって

いる現在では，競合要因の見直しが必要な

事項であると考えられる． 

2.研究目的 
	 本研究では，コンビニエンスストアの競

合関係を時系列的に分析するために，店舗

周辺の競合の動向を明らかにする．続いて

それらの競合の変化がどのように売上に影

響するかを明らかにするために，売上レコ

ードである POS データを用いて検証する．
本研究では，そのために２段階の課題を設

定した． 
	 始めに，コンビニエンスストアの周辺の

競合の時系列変化をおっていくために，広

範囲，かつ時間軸の短い時間で都市の店

舗・事業所の変容を表す店舗・事業所の時

系列変化データを構築する． 
	 その後，構築したデータを基本データと

して，店舗立地を業種間関係・競合距離関

係の側面から分析していく．その際に，売

上データを用いて，競合の影響度合いを分

析する．消滅した店舗や長期間存続してい

る店舗の周りの競合との距離関係や業種別

の店舗の立地を考慮して，自店の売上に影

響していくか，競合要因分析を行う． 
	 本研究は，都市の変容を表す店舗・事業

所の時系列変化データを構築し，それを基

本データとして実際の商業店舗の店舗立地

を分析する新しい試みである．	 



3.店舗・事業所の時系列変化データ 
3.1.構築手法 

	 店舗・事業所の時系列変化データを構築

する際にデジタル電話帳データを使用した．

電話帳データには店舗・事業所毎の名称，

緯度・経度，住所，業種等の情報が含まれ

ている． 
	 デジタル電話帳データから異なる２時点

の電話帳データを店舗・事業所毎にその名

称と位置情報に基づいて結合し，その同一

性を判定することで，時系列変化を存続・

入替・新規出現・消滅に分類し，店舗・事

業所の時系列的変遷を表した． 
２時点のデジタル電話帳データを用いて

店舗・事業所の時系列的な変化を明らかに

し，そのデータを 2003 年から 2014 年まで

一年おきに数珠つなぎにした.２時点の店

舗・事業所の同一性判定は図 1に示すよう
に位置情報と店舗等の名称情報の同一性に

基づいて行われる，	 

	 

図  1	 異なる時点間における	 
店舗・事業所の同一性判定手法	 

	 

名称の同一性判定では同一の店舗でも表

記揺れの影響で完全一致しない場合も多い．

そこで	 同一性の判定を N-gram を用いて

行った．N-gram とは自然言語処理の手法

であり，異なる二つの文字列の類似度を 0

から 1 の定量的な値で表現することが出来

る．この際に同一と判定する値を閾値とし

て設定する必要がある．秋山ほか（2011）
はこの値を 0.4 付近としており，本研究で
用いた電話帳データの場合もこの値を 0.35

とすることで同一性の判定を適切に行える

ことを確認した．	 	 

3.2.結果 

	 図 2，図 3は，東京都八王子市を対象と
して 2011 年と 2012 年の間の店舗・事業所

の時系列的な変化を示したものである．	 	 

	 

図  2	 八王子市における	 
店舗・事業所の時系列変化（2011-12 年）	 

	 

図  3	 八王子駅周辺における	 
店舗・事業所の時系列変化（2011-12 年）	 

 
3.3.数珠つなぎの時系列変化データ 

	 上記の手法を用いて 2003-14 年までの各

時点間で店舗・事業所の時系列変化データ

を作成し，それらを数珠つなぎに結合した．

店舗・事業所の時系列的変遷を遡って把握

することが可能になった．	 
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4.競合要因分析 
	 ここでの競合要因とは，コンビニエンス

ストアにとって競合となり得る業種は何で

あるかを分析する業種間関係分析，または

その競合との距離関係によって自店が受け

る影響度はどれくらいかを分析する競合距

離関係分析である．	 

4.1.業種間関係分析 

	 業種間分析を行うことで，認識されてい

ない新しい業種の潜在的な競合が見つかる

ことや，相乗効果を生む業種を発見するこ

とも期待できる．本研究では，千代田区・

中央区のコンビニエンスストアを対象とし

て，それらの半径２００m 圏内に存在する
全業種の店舗・事業所の時系列的な変化は

売上に影響するのか検証した．しかし，結

果をみてみると，有意な値を示す業種がみ

られなかった．そのため，今回の分析では

コンビニエンスストアに対して影響のある

業種を明確に検出できなかった．その大き

な理由として商圏内の店舗・事業所の件数

だけを考慮したが，対象コンビニエンスス

トア店舗からの距離を考慮に入れていなか

ったためであると考えられる．そのため，

次節では対象店舗からの距離を考慮にいれ，

競合の影響度を検証していく．	 

4.2.競合距離関係分析 

	 コンビニエンスストアの立地特性は様々

であり，地域または，都道府県によって競

合要因が与える影響の度合いも様々である．

その中で，今回は東京都にある住宅型の店

舗を対象とした．その理由としては，駅前

やオフィスでは，競合環境が短期間で大き

く変わる為，分析に適していないと判断し

た，また田舎やロードサイドでは反対に競

合環境の変化が少ないため，こちらも分析

に適していないと判断したためである．  
	 対象コンビニエンスストアの店舗が同業

種の競合から受けている影響を調べるため

に，主要ブランドの 近隣競合コンビニエ

ンスストアまでの距離とそのブランドを識

別する．その結果が図 4である．特に今回
は消滅した店舗と 10 年以上存続している
店舗を扱った．その結果，ブランドに関し

ては顕著な傾向が見られないが，距離に関

しては全体として消滅した店舗の方が存続

している店舗よりも競合コンビニエンスス

トアの距離が近いことが分かった．この傾

向は対象店舗から近隣３番目，半径５００

m 圏内の競合距離で検証しても同じ傾向が
見られた．このことから，競合立地は店舗

存続に関係することが分かった． 

	 

図  4	 消滅・存続店舗の 近隣の  
競合コンビニエンスストアまでの距離  

 
	 次に，店舗周辺の競合コンビニエンスス

トアまでの距離が売上にどの程度影響を及

ぼすのかを検証する.そのために対象店舗
の一年おきの売上増減比と 近隣競合まで

の距離増減比の関係を表す．今回は競合と

の距離関係がどのように売上に影響を与え

るかを検証することが目的のため，競合と

の距離に変化が起こった場合に注目する必

要がある．そのため距離増減比が±0.3を超
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存続 Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 
12.03 124.60 211.80 242.40 324.50 1120.00 

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 
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えるサンプルだけを抽出した場合，図 5の
ようになった．全体としては，競合との距

離が遠くなると売上が上がる，またはその

逆の傾向があると言える． 

	 

図  5	 売上増減比と 近隣競合までの

距離増減比（±0.3~）	 
	 

5.おわりに 
	 本研究では店舗・事業所の時系列変化デ

ータを構築し，それを基本データとして，

出店競争が激化しているコンビニエンスス

トアを対象として競合要因分析を行った．

業種間分析に関しては，明らかに競合にな

り得る業種以外に，相性関係がある業種が

存在するかを分析したが，有意な結果は得

られなかった．これは距離関係を考慮しな

かったことが大きな要因と考えられる．そ

のため，競合距離関係分析を行った．競合

距離関係分析では，既に消滅した店舗と存

続している店舗の競合までの距離を計算し，

競合までの距離は消滅した店舗の方が近い

ことが分かった．次に，対象店舗売上に競

合の存在がどの程度，関与するのか分析し

た．本研究では着手されることの少なかっ

た競合要因のジオグラフィカルな分析と競

合による店舗売上の影響度分析を行うこと

ができた ． 
	 また，今後の課題として二つのことが挙

げられる．一つ目に競合との距離的関係を

見直すことである．今回，分析に用いた距

離は対象店舗から競合までの直線距離であ

った．しかし，実際の利用者は歩道や道路

を通って店舗に訪れるため，歩行者ネット

ワークや道路ネットワークを用いた距離を

用いることが望ましい．また，鉄道路線，

川，大通りなどのバリアーを挟んだ場合に

は，地図上の距離と利用者の心理的な距離

には違いがある．このように実際に利用者

が使用する道の距離を算出すること，そし

てバリアーを考慮することが一つ目の課題

として言える．二つ目に，競合要因以外の

影響も考慮に入れることが必要である．店

舗売上に大きく影響すると考えられる要素

として，例えば店舗前の歩行量・交通量，

市場規模などが考えられる．これらの要因

を複合的に考えて売上に競合要因がどの程

度，影響を及ぼすのかを検出することが重

要であると考えられる．以上の二つの課題

をみたすことで，より詳細かつ正確な競合

の影響が検出できると考えられる． 
	 また，競合立地は電話帳に登録されてい

る全ての業種について明らかにできるので，

コンビニエンスストア以外の業種において

も今回の手法は汎用可能である． 
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