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消費市場として重要性を増すアジアでは、各国の内需開拓を目指して小売業（百貨店、

スーパー、コンビニ、専門店など）の進出が活発化しています。新興国では個人経営の

小規模店からモールや量販店へ販路がシフトする動きが加速し、日系の消費財メーカー

にとっても大きなビジネスチャンスがあります。一方で、アジアには小売業に対する外

資規制が厳しい国も多く、流通・販売チャネルの構築に当たっては各国の規制に配慮し

たさまざまな工夫も求められます。アジアの小売市場の最新の市場動向や外資系企業を

中心とした進出の動き、外資規制など参入上の規制や留意点などを報告します。 
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1． アジア展開を加速する日系小売業、課題は外資規制（総論） 

2011 年 12 月 05 日 シンガポール発  

 （12 月 22 日一部加筆修正） 

 

消費市場として存在感を高めるアジアでは、日系小売業（百貨店、スーパーマーケット、

コンビニ、専門店など）の進出が活発化している。アジア各国では、所得水準の向上とと

もに、小売りチャネルが個人経営の小規模店からスーパーマーケットやモールなど近代的

店舗へシフトする動きがみられ、日本企業が参入可能な小売りサービス市場が生まれてい

る。しかし、依然として厳しい外資規制が残されている国も多く、参入には国ごとに工夫

が求められる。 

 

＜小売業の海外現地法人、7 割がアジアに＞ 

 近年、アジア展開を積極化するイオンは、中国、マレーシア、タイに続いて、2011 年に

ベトナム、カンボジアへの進出を相次いで発表した。ベトナム、カンボジアともに既に認

可を取得、ベトナムではホーチミンに出店予定、カンボジアでは首都プノンペンで 14 年に

開業予定だ。 

 

 コンビニでは、ファミリーマートが台湾、韓国、中国、タイに続いて 09 年にベトナムに

進出、今後、インドネシアへ進出する方針も明らかにしている。ミニストップもベトナム

でフランチャイズ方式による出店を準備中だ。既に中国や ASEAN 主要国に幅広く店舗展開

するセブン－イレブンは、近年は中国内陸部での店舗展開に力を入れている。 

 

 また、ここに来て急速にアジアで店舗展開を加速しているのが、衣料品専門店の「ユニ

クロ」（ファーストリテイリング）だ。「ユニクロ」は中国、香港、韓国に続き、09 年にシ

ンガポール、10 年にマレーシア、台湾に出店、11 年中にタイ、12 年にはフィリピンで出

店する計画だ。「無印良品」（良品計画）も中国、タイ、台湾に加え、10 年にはフィリピン

に新たに出店した。 

 

 日本の小売業の海外展開先の大半はアジアだ。日系小売業の海外現地法人数は、10 年時

点で 177 法人。そのうち、アジアには 122 法人あり、全体の約 7 割を占める（東洋経済新

報社「海外進出企業総覧 2011」）。日系小売業の海外展開を受け、日本の卸・小売業の対ア

ジア直接投資残高は 10 年末で 1,933 億円と、05 年（1,011 億円）から倍増している。 

 

 海外展開を加速する日系小売企業だが、海外売上高比率（連結総売上高に占める海外売

上高の割合）はまだ低い。日系主要小売企業では、北米で厚い収益基盤を持つセブン＆ア

イ・ホールディングスが 30％を超えているものの、そのほかの主要企業は 1 割程度にとど
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まっている（表 1 参照）。 

 

 欧米企業の海外売上高比率は概して日系企業よりも高く、ウォルマート（米）は 24％、

カルフール（フランス）やメトロ（ドイツ）など欧州系企業は欧州域内での事業展開も寄

与して、60％を超えている。一方、日本の上場企業の平均海外売上高比率は 42.4％（「ジェ

トロ世界貿易投資報告 2011 年版」）で、小売業の同比率はこれをも大きく下回っている。 

 

 

 

＜小売りチャネルの近代化で外資参入機会が拡大＞ 

 アジアへの小売企業の参入が相次ぐ背景には、アジア諸国の所得水準の向上がある。ア

ジア各国の 1 人当たり GDP は、2000 年代に各国とも年平均 10～20％程度の伸びで上昇し

てきた。マレーシア（11 年予測値 8,617 ドル）、タイ（同 5,281 ドル）、中国（同 5,184 ド

ル）は既に 5,000 ドルを超え、14 年には、マレーシアは先進国水準とされる 1 万ドルに到

達する見込みだ（図参照）。また、2 億 5,000 万人の人口を抱えるインドネシアも 3,469 ド

ルと、消費が活性化するとされる 3,000 ドルを超える水準に達した。インド（同 1,527 ド

ル）、ベトナム（同 1,362 ドル）などはまだ 1,000 ドル台だが、都市部では富裕層が生まれ

ている。 
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所得水準の向上とともに、アジア新興国では、小売りチャネルが個人経営の小規模店（い

わゆるパパママショップ）中心から、スーパーやモール、量販店などへ移りつつあり、流

通網の近代化がみられる。食品雑貨系の店舗別の売り上げに占める近代的店舗（ハイパー、

スーパーマーケット、ディスカウントストア）の割合は、中国が 58.3％、マレーシア 44.3％

と既に近代的店舗が一般化しており、タイ（同 19.8％）やフィリピン（同 18.4％）も 2 割

近くまで上昇している。 

 

 一方、インドネシア（7.3％）、ベトナム（同 4.3％）、インド（同 2.0％）は近代的店舗の

割合は尐なく、依然として流通のほとんどはパパママショップを通じて行われている（ジ

ェトロ「アジア売れ筋商品調査」）。インドネシアやベトナム、インドは近代的店舗の草創

期にあり、逆に、小売りサービス分野の参入余地が大きい市場ともいえる。 

 

 各国の流通事情の変化は、日系の消費財メーカーにとっても販売チャネルを検討する上

で重要だ。例えば、インドでは多数のパパママショップに商品を流通させるため、各メー

カーは州ごとに代理店と契約するなど、流通には煩雑さが伴う。家電メーカーの中には、

自社商品の流通やブランド構築のため、直営店による小売りを行う企業もある。近代的流

通の拡大は、大規模で効率的な流通網に自社製品をのせることを容易にし、消費財メーカ

ーにとっても進出時に商品流通の選択肢が増えることとなる。 
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＜依然残る外資規制＞ 

 アジア新興国では、小売業に対する外資規制が依然として残されている国が多く、進出

には制度的な障壁がある。製造業では外資 100％の出資を認める国が多いが、小売業は各国

ともに国内に多数の小規模事業者を抱えるため、一定の保護政策を採用している。また、

外資 100％出資が認められる場合でも、最低出資額を定め、大型案件だけの参入を認める国

もある（表 2 参照）。 

 

 アジアで最も外資規制が厳しいのがインドだ。インドでは、単一ブランドの商品だけを

販売する小売業は外資 51％までの出資が認められるが、スーパーやコンビニなど複数ブラ

ンドの商品を扱う小売業への外資出資は一切認められていない。ベトナムも、小売業に外

資 100％出資が認められるものの、2 店目以降の出店は許可制になっているなど、実質的に

厳しい参入規制が残されている。 

 

 なお、インドについては 11 年 11 月 24 日、複数ブランドの商品を扱う小売業への外資出

資を 51％まで認めることが閣議決定された。ただし、人口 100 万人以上の都市を対象、最

低投資額 1 億ドル、調達の 3 割は小規模企業から行うことを義務付けるなど各種の条件も

併せて設定されている。なお、単一ブランドの小売業についても、外資 100％まで出資を認

めることが決定された。しかし、その後、12 月 7 日、野党の反発を受け、ムカジー財務相

は「総合小売業を 51％まで外資に開放する決定は実施を先延ばしする」と発表しており、

現状、複数ブランドの商品を扱う小売業への外資開放がいつ実行されるのか見通せない状

況となっている。 

 

 大規模店に限って外資に開放している国は、インドネシアやマレーシアだ。例えば、イ

ンドネシアでは営業床面積 400 平方メートル以上のミニマーケット、同 1,200 平方メート

ル以上のスーパーマーケット、同 2,000 平方メートル以上の百貨店への外資進出を認めて

いる。マレーシアも百貨店や専門店は 100％まで、ハイパーマーケットやスーパーストアは

外資 70％までの出資が認められる。コンビニについては国内の小規模事業者を保護する政

策から、両国とも外資参入を禁止している。 

 

 タイ、フィリピン、スリランカは最低払込資本金を定めて、それ以上の大型案件につい

て外資参入を認めており、実質的に大規模店を対象に小売業を開放している。タイでは最

低資本 1 億バーツ（1 バーツ＝約 2.5 円）以上、1 店舗当たり最低資本 2,000 万バーツ以上

の小売業について、外資 50％以上の出資を認めている（ただし、同国外国人事業法上、外

資 50％未満の企業はタイ法人と定義されるため、50％未満なら基準資本金以下でも小売業

に参入可能）。フィリピンは最低払込資本金 250 万ドル以上、スリランカは 100 万ドル以上

が条件になっている。 
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＜外資規制に忚じた形態で進出＞ 

 国によって外資規制が異なるため、各国ごとに進出形態も異なってくる。外資出資が認

められている国では、100％出資または合弁形態による進出が可能だが、直接投資が認めら

れていない国や規制のある小売業態では、地場企業とのロイヤルティー契約などに基づく

展開が選択肢になる。コンビニへの外資出資が禁止されているインドネシアで日系コンビ

ニのブランドが幅広く展開しているが、これは地場企業とのロイヤルティー契約に基づく

進出だ。 

 さらには、卸売業との組み合わせによる進出形態もある。インドでは複数ブランドを扱

う小売業への外資出資は一切認められていない一方、卸売業では外資出資が認められてい

る。この外資規制の下、ウォルマートは 07 年に地場資本のバルティーと提携し、卸売業で

同社と合弁会社を設立、小売業にはバルティー100％出資の会社を設立するとともにウォル

マートとロイヤルティー契約を締結、同小売企業への商品供給は合弁の卸売企業から行う

形態で進出した。小売業への外資参入が規制されている中、卸売業との組み合わせで実質

的に小売業へ参入するモデルとして注目を集めた。 

 

 これに対し、インド政府は 10 年に発表した対内直接投資統合政策で、卸売業については

同一グループ内の企業への販売について、総取引高の 25％を超えてはならないという新た

表2　アジア主要国における小売業に対する外資規制の概要

小売業に関する外資規制概要

タイ 「最低資本1億バーツ未満、1店舗当たり最低資本2000万バーツ未満の小売業」、「飲食物販売」が
外国人事業法で定める外資規制業種の対象となっている。但し、同法では外資出資比率50％未
満の企業はタイ企業と定義されるため、50％未満までの出資は可能。規制規模以上の資本金によ
る小売業では50％以上の出資も可能。

マレーシア デパート、専門店は外資100％出資が可能だが、デパートは2千万リンギ、専門店は100万リンギの
最低払込資本金が必要。ハイパーマーケット（売場面積5000㎡メートル以上）、スーパーストア（売
場面積3000㎡以上4999㎡未満）については、最低30％のブミプトラ（マレー系）資本の出資が求め
られる。コンビニエンスストアや3000㎡未満の店舗については外資出資が禁止。この他、ハイパー、
デパート、スーパーストアでは店頭陳列スペースの最低30％はブミプトラ資本の中小企業の商品・
製品を取り扱うことが義務付けられるなど、各種のブミプトラ政策が適用される。

インドネシア 営業床面積400㎡以上のミニマーケット、同1200㎡以上のスーパーマーケット、同2000㎡以上のデ
パートには外資出資が可能。コンビニエンスストアへの外資出資は禁止。この他、出店地域などで
各種の規制がある。

フィリピン 外資100％出資が可能。しかし、最低払込資本金が250万ドル以上であることが条件。国家経済開
発庁（NEDA）が指定する高級品を取り扱う業態では最低払込資本が25万米ドル以上に緩和され
る。

ベトナム 09年1月からは小売・流通業で外資100％の出資が可能となった。但し、2店舗目以降は許可制と
なっている。

カンボジア 外資100％出資が可能。
中国 2004年の「外商投資商業領域管理弁法」施行により、小売業で外資100％出資やフランチャイズ経

営が可能となった。しかし同法第18条により、同一の外国投資者が中国国内で開設した店舗が合
計30店を超え取扱品目に食糧や植物油等が含まれる場合、外資出資比率49％に制限。

インド 政府の個別認可取得を条件に、単一ブランドの商品のみを販売する小売業については外資51％ま
での出資が可能。一方、スーパーやコンビニなど複数ブランドの商品を扱う総合小売業への外資出
資は禁止。2011年11月24日に、内閣は総合小売業への外資出資を51％まで認めることを閣議決
定。但し、人口100万人以上の都市を対象、最低投資額1億ドル、調達の3割は小規模企業から行う
ことを義務付けるなど各種の条件も設定。単一ブランドの小売業についても外資100％まで出資を
認めることが決定された。しかし、野党からの強い反発を受け、インド政府は12月7日に総合小売業
への外資出資51％までの規制緩和の実施を先延ばしすることを発表。

スリランカ 外資100％出資が可能。但し、最低払込資本金100万ドル以上であることが条件。
パキスタン 外資100％出資が可能。但し、最低払込資本金15万ドル以上であることが条件。
〔資料〕ジェトロ各事務所報告、ジェトロJ-FILE、各国政府資料から作成
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な規制を導入した。上記の組み合わせ形態による外資参入の抑制が狙いとみられている。

このケースのように、各国で外資規制が突然変更され、事業形態の見直しを求められるリ

スクもある。 

 

＜ASEAN のサービス交渉に注目＞ 

 今後、アジアの小売業の展開で注目されるのが、ASEAN のサービス交渉の行方だ。ASEAN

のサービス分野の協定には「サービスに関する枠組み協定（AFAS）」があり、ASEAN 各国

は同協定の枠組みで漸進的に域内のサービス分野の自由化を進めている。しかし、小売り

分野は、各国とも現状の外資規制と同一の内容を約束（バインド）しているか、または約

束の対象外としている。 

 

 一方、15 年までに ASEAN 経済共同体（AEC）を構築することを目標に掲げる ASEAN

は、包括的な自由化スケジュールを盛り込んだ「AEC ブループリント」の中で、サービス

分野の自由化を 15 年に向けてさらに進める方針を示している。15 年の AEC 設立に向け、

ASEAN 各国が域内企業を対象に、小売業を含めたサービス分野の外資規制自由化を進める

ことが期待されている。仮に、通常の外資規制を超える自由化がなされた場合には、ASEAN

域内企業は域外企業よりも有利な条件で小売業を展開できる可能性もあり、今後の交渉が

注視される。 

 

（椎野幸平） 

 

2． 日系企業の投資も急拡大（中国） 

2011 年 12 月 02 日 北京発  

 

消費市場の拡大につれ、外資系小売企業の進出が急速に増えている。特に 2008 年以降は、

沿海部の主要都市に加えて内陸部への店舗展開が加速している。近年、日本企業も積極的

な店舗展開を進めており、ほかの外資系企業や中国企業との競争は激しさを増している。

ただし、WTO 加盟後は法制度が整備されたとはいえ、依然として中国企業と外資系との待

遇差は残っている。この待遇差が外資の市場展開の障害になっているとの声も聞かれる。 

 

＜20 年には世界最大の市場に＞ 

 人口が 13 億人を超える中国は、この 10 年（01～10 年）で平均 10.5％の高い経済成長を

遂げ、11 年も 9％を超える成長が見込まれている。消費市場の規模を示す社会商品小売総

額は、10 年に 15 兆元（1 元＝約 12.2 円）を超え、06～10 年の 5 年間の平均伸び率は 18.1％

に達している。また都市部の可処分所得も 10 年は 1 万 9,000 元を超え、この 5 年間の平均

で 9.7％増加した。消費市場規模は 15 年には日本を、20 年には米国を抜いて世界最大にな

ると予想されている。 

 



            

 

 
 

 

 

Copyright © 2011 JETRO.  All rights reserved. 

禁無断転載 

 8 

 一方で、急速に高齢化が進んでいることも忘れてはいけない。10 年の 60 歳以上の老齢者

人口は 1 億 7,765 万人に達し、総人口の 13.3％を占めた。中国は高齢化社会に入っている。

しかも、労働人口は 15 年の 9 億 2,000 万人をピークに、総人口も 30 年の 14 億 6,000 万人

を境に減尐し始める。高齢化が急速に進むことを念頭に、拡大を続けている中国市場をみ

る必要がある。 

 

＜外資系企業参入で大型化する地場小売企業＞ 

 04 年 4 月に「外商投資商業領域管理弁法」が施行された。外資 100％の出資やフランチ

ャイズ経営が認められ、地域制限やロイヤルティー制限が撤廃（一部は 04 年 12 月から実

施）されるなど、大幅な規制緩和が行われた。これにより、主だった世界の大手小売企業

が相次いで中国に進出し、フランスのカルフールや米国のウォルマートに代表される大手

チェーンストアは、物流網の効率化や大量の商品調達により、「大型店・低価格・低コスト

経営」戦略を展開している。 

 

 一方、地場小売企業も国有百貨店を中心に提携・合併を繰り返し、巨大な総合小売企業

に成長している。例えば国内最大級の小売企業、百聯集団は、上海市政府の主導の下、03

年に上海友誼集団、華聯集団などを中心に百貨店、スーパーマーケット、物流企業などが

統合して総合小売企業になった。また北京の百貨店でも、王府井東安集団、西単友諠商店

集団などのグループに収斂（しゅうれん）してくるなど、地場企業も外資系小売企業に対

抗するため規模を拡大し、経営の効率化、集約化を進めている。 

 

 内外資を問わず、都市部を中心に広域展開が可能な大規模小売企業に売り上げが集中す

る傾向がみられる。広域展開する総合小売企業は特に 08 年以降、これまでの沿海大都市に

加え、各省の省都やそれに次ぐ中小都市といった2級、3級都市へと店舗網を拡大している。

中国は 04 年の規制緩和以前は、地域に根ざした小売企業が現地で高い市場シェアを占めて

いたこともあり、現在も依然としてその存在は大きい。外資系や国内総合小売企業の参入

により、各都市部で消費者の獲得競争が激化している。 

 

＜日本企業も積極展開＞ 

 10 年の小売企業売上高ランキングをみると、家電量販店の蘇寧電器、国美電器に次いで、

百聯集団が 3 位に入っている。外資系も台湾の RT マート（6 位）やカルフール（7 位）、ウ

ォルマート（9 位）が上位 10 位内に入った。RT マートの売上高は前年比 24.2％増、ウォ

ルマート 17.6％増、カルフール 14.8％増と堅調な伸びを示しており、外資系企業の存在感

が大きいことが分かる。他方日本企業は、56 位にイオン（11.9％増）、65 位に成都イトー

ヨーカドー（23.9％増）がランクインしている。 

 

 店舗数をみると、百聯集団は 5,809 店で 5.6％減。外資系は RT マートが 143 店（18.2％
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増）、カルフールは 182 店（16.7％増）、ウォルマートは 219 店（25.1％増）、イオンは 27

店（28.6％増）、成都イトーヨーカドー4 店（33.3％増）などとなっている。日系は規模で

はほかの外資系に及ばないものの、店舗数を着実に増やしていることがうかがえる。 

 

 日本の財務省統計によると、日本の卸・小売業の対中直接投資額は 10 年が前年比 14.8％

増で 924 億円、11 年上半期は前年同期比 2.2 倍で 764 億円と急増している。10 年 5 月には

ラオックスが上海に現地法人を設立（資本金 1 億円）。セブン＆アイ・ホールディングスも

10 月に成都市にセブン－イレブンを展開するための現地法人を設立した。 

 

 このほか、ヤマダ電機は 10 年に瀋陽、11 年には天津に店舗を開設し、近々南京にも進出

する予定だ。イオンも 10 年 9 月に天津経済技術開発区の商業エリアに、11 年 10 月 28 日

には日系スーパー初の武漢進出を果たした。イズミヤも 11 年 11 月 1 日に蘇州に中国 1 号

店を開店するなど、日本企業の店舗展開が拡大している。 

 

＜依然として残る地場企業との待遇差＞ 

 01 年の中国の WTO 加盟の際に交わされた約束は、外国企業の小売業参入地域と出資制

限の撤廃、フランチャイズ経営の開放、インターネット販売などの固定店舗を持たない小

売業への投資解禁を 04 年 12 月までに実行するというものだった。 

 

 04 年の「外商投資商業領域管理弁法」の公布後、05 年 2 月に「商業フランチャイズ管理

弁法」が、10 年 8 月に「外商投資インターネット・自動販売機方式の販売項目にかかる審

査認可管理に関する問題」が公布されたことで、一定の約束は履行されているといえよう。 

 

 しかし「外商投資商業領域管理弁法」の 18 条には、同一の外国投資者が中国国内で開設

した店舗が合計 30 店を超え、取扱品目に食糧や植物油などが含まれる場合、外国投資者の

出資比率は 49％を超えてはならないとの規定がある。また、実店舗を持たない企業がイン

ターネット販売を行うことの可否などについて、不透明な部分も残されている。さらに、

出店時の認可審査でも地場企業が期間、条件的に有利だったり、最低登録資本金も中国企

業の方が低かったりするケースがみられる。 

 

 競争が激化する中国市場では、中国企業との待遇差が事業展開の大きな障害となってい

るとの声も聞かれる。 

 

（清水顕司） 
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3． 小売市場への外資参入相次ぐ （タイ） 

2011 年 12 月 16 日 バンコク発  

 

2011 年は「ユニクロ」やイケアなど外資系小売店の新規進出が目についた。特にバンコ

クでは大型商業施設の建設が相次ぎ、小売市場として魅力が増している。しかし、小売業

などサービス業は外資参入が規制されており、今後の規制緩和が待たれる。 

 

＜「ユニクロ」とイケアが進出＞ 

 夕方になると洋服などの路上店が、通行に支障が出るくらい歩道に軒を連ね、そこで商

品を物色する人たちを多く見掛ける。今でも路上店は主要な購入場所の 1 つだ。しかし、

百貨店やハイパーマーケットなど大型商業施設も平日から多くの客でにぎわっている。ま

た、セブン－イレブン（タイ CP オールにライセンス供与）は国内に 5,000 店以上を展開し

ており、日本、米国に次いで 3 番目に多い。タイ小売業協会は近代的小売店の割合は約 40％

とみている。 

 

 11 年は外資企業の新規進出が目についた。日系では、「ユニクロ」（ファーストリテイリ

ング）が 9 月に大型商業施設セントラルワールド内に約 2,700 平方メートル規模で出店。

開店初日には数千人が列を作った。商品の価格は日本とそれほど変わらない。11 年内に計

3 店、10 年後までに 100 店を目指しているという。 

 

 また、日本以外の外資系で注目を浴びたのが、スウェーデンの家具量販店チェーンのイ

ケアだ。洪水がバンコクに広がっていた 11 月 3 日、バンコク東郊外（バンナー地区）に大

型店をオープンした。「ユニクロ」同様、タイ初出店で、現在開発中の大型商業施設メガバ

ンナーの一角を占める独立した店舗の面積は、同社の東南アジア店で最大の 4 万 3,000 平

方メートル、商品数 7,500 点。レストランやスウェーデン食材店などを併設している。 

 

＜大型商業施設の建設進む＞ 

 さらにバンコクでは、複数の商業ビルの建設が進んでいる。11 年 9 月にはターミナル 21

（商業施設、ホテルなどの複合施設：アソーク地区）がオープンし、12 月にはセントラル

グランドプラザ・ラマ 9（ユニクロ 3 号店が出店）がオープンする。また、バンコク中心地

プルンチットでは大型再開発事業（プルンチットシティー）が進んでいる。この事業では、

セントラルエンバシー（8 階建ての小売りスペースや、ホテルなどを含む 37 階建て複合施

設：13 年開業予定）、3 棟のマンション（16 年完成予定）、パークベンチャーズ〔ホテルオ

ークラ（12 年 3 月開業予定）とオフィス〕などが建設される。 

 

 このほか、セントラルルンピニー（商業施設：日本大使館隣、ルンピニーナイトバザー

ル跡）も計画されるなど、中間層が増加し消費意欲が旺盛なバンコクの市民をターゲット
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にしたビジネスが展開されている。 

 

＜外資規制緩和に期待＞ 

 しかし、投資面ではまだハードルが高い。政府は、製造業には投資インセンティブ（法

人税の一定期間免除など）を与えて、産業の育成、雇用機会の創出などに貢献する外国企

業の投資を積極的に奨励する政策をとっているが、サービス業については外国人事業法で

規制業種をリスト化している。競争力がついていない地場企業の保護、国家安全保障・治

安維持などのためだ。 

 

 小売業〔資本金が 1 億バーツ（1 バーツ＝約 2.5 円）以上または各小売店の資本金が 2,000

万バーツ以上の場合を除く〕、卸売業〔店舗当たりの資本金が 1 億バーツ以上の場合を除く〕

では、外国資本比率 50％超の企業はタイで事業を行うことができない。 

 

 一方、15 年に創設される ASEAN 共同体の基盤となる経済共同体（AEC）ブループリン

トでは「サービス産業の自由化」について、外資出資比率を 70％まで緩和することになっ

ている。報道によると、商務省では基準を緩和する方向で議論が行われているようだが、

具体的な作業には入っていない。さらに、各業界にかかる規制が障害になるとも考えられ、

これらの緩和が進めば、タイは日系企業にとって一層進出しやすい国になろう。 

 

（橋本逸人） 

 

 

4． 自由化進み外資にも商機（マレーシア） 

2011 年 11 月 14 日 クアラルンプール発  

 

2010 年の小売業総売上高は、前年比 10％増の 1,346 億 5,500 万リンギ（1 リンギ＝約

24.6 円）で、リーマン・ショックが発生した 08 年以降も落ち込むことなく、安定した雇用

環境、国民の所得増加に支えられ堅調に伸びている。大型複合ショッピングセンターの開

発も相次ぎ、専門店の多店舗展開も進んでいる。10 年 5 月以降は、流通業に対する資本規

制が撤廃され、外資参入障壁も低くなっている。 

 

＜百貨店、ハイパーマーケット部門が伸び率 1 位＞ 

 10 年の小売業の売上高は 1,346 億 5,500 万リンギ。増加率でみると、百貨店、ハイパー

マーケット部門が前年比 21％増の 361 億 1,600 万リンギと、最も伸びた（表 1 参照）。市

場占有率でみると、専門店が最も多く、全体の約 5 割を占めている。マレーシアでは、フ

ランチャイズは事業拡大に安全で適した業態として人気が高い。専門店の多くは開発が相

次いでいる大型ショッピングセンター内のテナントとして、フランチャイズの業態で展開

し、多店舗化を進めている。 
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＜存在感増す複合型ショッピングセンター＞ 

 クアラルンプール市内には 66ヵ所のショッピングセンターがあり、代表的なものとして、

スリア KLCC、パビリオン、ガーデンズが挙げられる。ショッピングセンターには、映画

館などの娯楽施設が併設され、高級コンドミニアムが隣接する複合型商業施設になってい

る例もある。スリア KLCC には伊勢丹、コールドストリッジ、パビリオンにはパークソン、

タングス、ガーデンズにはジャスコ、伊勢丹、カルフールなど集客力が高い大型アンカー

テナントが出店している。営業時間は、月曜日から木曜日と日曜日は 10 時から 22 時まで、

金・土曜日は 10 時から 24 時まで営業が許可され、平日、週末を問わず夜遅くまで買い物

客でにぎわっている。 

 

 複合型ショッピングセンターが存在感を増す一方で、小売業の 1 割を占める、いわゆる

パパママストアといわれる食料雑貨店は、商品の品ぞろえが豊富で便利な百貨店や、価格

が魅力的なハイパーマーケットの登場により伸び悩んでおり、年々シェアを落としている。 

 

 主要小売業を売上高でみると、国内最大手は年間売上高 47 億 2,900 万リンギの GCH リ

テール（表 2 参照）。同社の強みは、中間層から高所得者をターゲットとしたスーパーマー

ケットのコールドストレッジ、価格が割安なプライベートブランドを提供する低所得者層

向けのハイパーマーケットのジャイアント、薬品や生活用品を取り扱うガーディアンの複

数ブランドを展開することで、幅広い消費者を獲得している点だ。 
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日系企業では、伊勢丹（1981 年設立）と、ジャスコを展開するイオン（84 年設立）の 2 社

が中・高所得層を対象に展開している（そごうは、1997 年に現地資本に売却され、日本資

本は入っていない）。このほかに、専門小売店として、ユニクロが 2010 年に進出、11 年 7

月には日本の商品や食品を取り扱う 32のテナントが集合したトウキョウストリートがパビ

リオン内にオープンし、100 円ショップのダイソーが入居している。 

 

 マレーシアには、店舗を持たない直接販売の業態も小規模ながら多数ある。代表的な企

業としては、地元有力資本ベルジャヤグループ傘下のコズウェーがあり、健康食品などの

ヘルスケア商品、日用品などの商品を扱っている。直接販売形態では最大手だ。 

 

＜小売業は外資 100％の進出が可能に＞ 

 外国企業に対する資本規制について、製造業は 100％外資が認められていたが、販売・サ

ービス業は従来、ブミプトラ資本最低 30％の出資比率が求められていた（注 1）。そのため、

小売業は参入障壁が高い分野の 1 つだった。 

 

 しかし、流通業を所轄する国内取引・協同組合・消費者省（MDTCC）は、10 年 5 月 12

日に「流通取引・サービスへの外国資本参入に関するガイドライン」を発表し、ハイパー

マーケット、スーパーストア（注 2）、一部業種を除き、流通業でのブミプトラ資本最低 30％

の条件を撤廃した（2010 年 6 月 3 日記事参照）。これにより、100％外資での進出が可能と

なり、資本構成上の参入障壁は低くなった。 
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 ただし、資本金額については、百貨店 2,000 万リンギ（3 年ごとに見直し）、その他専門

店は 100 万リンギ（同）の最低資本金規制が課せられる。マレーシアでの百貨店の定義は

「1 つの共通した店舗経営の下、性別、年齢、またはライフスタイルによる部門別に、各種

取りそろえられた広範囲の消費者商品を、セルフサービスまたはセールスアシスタントを

伴って小売販売する店」となっている。 

 

 ハイパーマーケット、スーパーストアについては、引き続き最低 30％のブミプトラ資本

が求められる。資本金規制は、それぞれ 5,000 万リンギ、2,500 万リンギ。 

 

＜ブミプトラ政策に留意を＞ 

 マレーシアにはマレー人を優遇するブミプトラ政策がある。流通分野で資本規制は緩和

されたが、事業実施に当たってはブミプトラの取締役任命、ブミプトラ参加を支援するた

めの事業計画の提出などが引き続き求められており、ブミプトラに対する一定の政策的配

慮が存在する。 

 

 経営陣を含むすべてのレベルで、人口の人種構成（マレー系 6 割、中華系 2 割、インド

系 1 割）を反映することが要求されている。つまり結果として、人口割合の高いマレー人

が多く雇用されるような優遇策になっている。このほかにも、ハイパーマーケット、百貨

店、スーパーストアでは、店頭陳列スペースに置かれるトータル SKU（Stock Keeping Unit:

在庫保管単位）は、最低 30％をブミプトラの中小企業の商品・製品のために確保しなけれ

ばならない。 

 

＜コンビニは外資禁止業種＞ 

 また流通分野には、依然として外資参入を禁止している業種がある（表 3 参照）。これら

の分野では、1％たりとも外国資本は出資できない。ブミプトラが小規模に経営している雑

貨店や飲食店、いわゆるパパママストアを保護することが目的だ。代表的な禁止業種はコ

ンビニエンスストアで、参入規制により地元資本ベルジャヤグループが展開するセブン－

イレブン（年間売上高 11 億 8,600 万リンギ）が、コンビニ国内市場で圧倒的に優位なポジ

ションを占めている。 
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ガソリンスタンドについては、ガソリンスタンドの敷地内に立地するミニショップも外資

参入禁止となっている。通常、マレーシアのガソリンスタンドには、コンビニのような店

舗が併設され、国内大手地場銀行メイバンクや CIMB 銀行の ATM もあり、日常的に利用

されている。代表的なガソリンスタンドショップとしては、国営石油会社ペトロナスが経

営する国内最大手の Kedai Mesra（クダイ・メスラ）がある。 

 

＜卸・小売りは成長を牽引する分野に＞ 

 さまざまな規制は残っているものの、ナジブ首相就任後、政府はサービス産業を段階的

に開放し（2009 年 4 月 28 日記事、7 月 8 日記事参照）、最大の障壁だった資本規制の緩和

で、外資の参入機会は確実に拡大している。また 10 年 10 月には衣類、バッグ、シャンプ

ー、靴、化粧品などの 300 品目の輸入関税（0～30％）が撤廃され、仕入れ面でも卸・小売

りにとって有利な環境が整備された。 

 

 卸・小売り部門は、11 年は 6.0％、12 年は 6.9％の成長が予測されており、経済成長率（10

年 5.0～5.5％、11 年 5.0～6.0％）を上回る見込みだ。かつて成長を支えてきた輸出型の製

造業に代わって、国内成長を牽引する産業分野の 1 つになっている。 

 

（注 1）ブミプトラとは「土地の子」の意。 

（注 2）ガイドラインでは、ハイパーマーケットは売り場面積 5,000 平方メートル以上、ス

ーパーストアは 3,000 平方メートル以上 4,999 平方メートル以下、食品・非食品を含む広

範囲の商品を取り扱うセルフサービスの販売店と定義されている。また、スーパーストア

については、ハイパーマーケット事業を行っている会社だけが事業申請することができる。

なお、スーパーマーケットは売り場面積 3,000 平方メートル未満の店とされ、外資参入は

禁止されている。 

 

（手島恵美） 
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5． 国際衣料ブランドの進出加速、競争が激化（シンガポール） 

2011 年 11 月 15 日 シンガポール発  

 

大型ショッピングモールの新規開業ラッシュが続き、さらに欧米の有名ファストファッ

ション・ブランドが相次いで繁華街オーチャード・ロードに大型店を出店するなど、競争

はますます激化している。一方、小売業界関係者にとっては引き続き、人材の確保と高額

な店舗賃料負担が課題になっており、景気の不透明化という新たな課題にも直面しつつあ

る。 

 

＜低価格でもブランド力ある衣料品が人気＞ 

 スウェーデンの大手アパレルチェーンの H＆M は 9 月 3 日、繁華街オーチャード・ロー

ドの中心部のビルに大型店を開店した。同店は地上 3 階、同社では日本で最大の渋谷の旗

艦店と同じ広さ（店舗総面積 2,800 平方メートル）で、開店初日には前日からの徹夜客を

含め多くの買い物客でにぎわった。H＆M は、米ギャップ、ザラを傘下に持つスペインのイ

ンディテックスと並ぶ世界 3 大衣料小売企業で、世界 41 ヵ国・地域で店舗展開している。

今回開業した H＆M オーチャード店は、東南アジアでの第 1 号店だ。 

 

 近年、H＆M だけでなく、ザラや米国のフォーエバー21 などファストファッションと呼

ばれる国際的ブランドが、オーチャード・ロードを中心に相次いで進出している。オーチ

ャード・ロードには 12 月 15 日、米アバクロンビー＆フィッチ（アバクロ）が大型店を開

業する予定で、アパレル店の競争がさらに激化する見通しだ。H＆M の衣料品は、例えばジ

ーンズが 59.90～79.90 シンガポール・ドル（S ドル、1S ドル＝約 60 円）、婦人シャツが

39.90～49.90S ドルと手ごろな価格に加え、H＆M というブランド力が地元消費者を引きつ

けている。 

 

 衣料品市場は従来、「高級ブランドで高価格」、または「ブランド力は低いが低価格」と

二極化する傾向にあったが、日系小売り A 社は「（H＆M やフォーエバー21 などの進出で）

低価格でもブランド力がある衣料品という新たな概念を生み出している」という。 

 

 ファーストリテイリングのユニクロも 09 年に 1 号店を出店して以来、オーチャード・ロ

ードの 2 店を含め、国内に現在 5 店を展開。同社は、今後 3 年以内に 20 店に拡大するほか、

年内に地域統括本部を設置する計画だ。東南アジア地域全体の消費者の所得向上に伴い、

ファーストリテイリングや H＆M など大手外資衣料各社はシンガポールを拠点に、東南ア

ジアの進出拡大を計画している。 

 

＜ショッピングモール間の勝ち負けが明確に＞ 
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 外資系小売店の進出拡大を促す要因の 1 つになっているのが、相次ぐ大型ショッピング

モールの開発だ。オーチャード・ロードには 09 年、「ION（アイオン）」など大型モールが

3 ヵ所オープンし、翌 10 年には都心部だけでなく郊外での新規モールのオープンも相次い

だ。この結果、09～10 年の 2 年間で小売りスペースは合計約 400 万平方フィート（1 平方

フィート＝約 0.09 平方メートル）以上拡大した。 

 

 しかし、モールが急増した結果、消費者の獲得競争でモール間の勝ち負けが明確になり

つつある。例えば、オーチャード・ロード中心部のモール「ヒーレン」では、主力テナン

トだった音楽や映画の CD・DVD 専門店「HMV」が移転した後のスペース（約 2 万 3,000

平方フィート）に 10 年 7 月、百貨店チェーンの BHG シンガポールが新店をオープンした

が、売り上げ不振で 11 年 2 月に閉店を余儀なくされた。主力テナントの不振により、モー

ル全体の客数も落ち込んでいる。 

 

 また、10 年 11 月 25 日に開業した郊外型モールの「NEX」の場合、当初、近接する高級

住宅街に住む高所得層の取り込みを期待していたものの、駐車場の不備によるアクセスの

問題から、期待していたほど高所得客が伸びていないという。 

 

 その一方で、西部に 11 年 5 月 23 日に正式オープンした郊外型の「クレメンティー・モ

ール」は、駅と公共バスターミナルに隣接するアクセスの良さに加え、モール内には公共

図書館や民間の学習塾、教科書や参考書を扱う書店、飲食店、スーパーなど、周辺の公共

住宅に住むファミリー客や近接するシンガポール国立大学や公立高校など学生のニーズに

合ったテナントをそろえ、連日多くの客でにぎわいをみせている。 

 

＜下がらない店舗賃料、人材確保が課題＞ 

 ショッピングモールの開業ラッシュが続いているものの、店舗賃料は引き続き上昇傾向

にある。国際不動産コンサルタント会社コリアーズ・インターナショナルの 6 月 7 日発表

によると、オーチャード・ロードの年間店舗賃料は 1 平方フィート当たり 366 米ドルと世

界第 26 位、アジア太平洋地域では 7 位だった。 

 

 英不動産会社サヴィルズの調査（10 月 10 日発表）では、オーチャード・ロードの一等地

の店舗賃料は 11 年第 3 四半期に、1 平方フィート当たり月平均 35.1S ドルと前期比 2％上

昇した。一等地の中でも特にモールの地階と 2 階の店舗賃料は、1 平方フィート当たり月

50～60S ドルにも達する。 

 

 主要な郊外型モールの店舗賃料は、同期に 1 平方フィート当たり月平均 30.5S ドルと前

期比 1％上昇した。サヴィルズは調査レポートで、シンガポールの人口が 11 年 6 月末時点

で 518 万人に達し、特に郊外型モールが人口増加の恩恵を受ける見込みと指摘、今後郊外
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型モールの開発が相次ぐものの、郊外型モールの賃料は下がらないとの見通しを示した。 

 

 また、小売業界関係者にとって、人材の確保と維持が引き続き大きな課題だ。失業率は 6

月末時点で 2.1％と、3 月末時点に比べ 0.2 ポイント上昇したものの、雇用市場は引き続き

タイトな状態だ。国内 2 ヵ所のカジノ併設型総合リゾート（IR）や相次ぐ大型モールの開

業に伴い、特に小売店やホテルなどサービス業界での労働需給が逼迫している（2011 年 8

月 19 日記事参照）。また、外国人雇用税引き上げなど、政府による外国人労働者への依存

抑制策により、外国人の新規採用と就労許可書の更新が厳しくなっていることも、人材不

足に拍車を掛けている。 

 

 店舗ベースの小売売上高は、05 年の 205 億 S ドルから 10 年には 245 億 S ドルへと、年

平均 3.6％のペースで拡大してきた（調査会社フロスト＆サリバン）。しかし、最近の欧米

経済の先行き不透明感が、消費にも影を落とし始めている。統計庁の発表（10 月 14 日）に

よると、8 月の小売売上高指数（自動車販売除く）は前月比 4.6 ポイント減（実質ベース）

だった。特に、時計・宝飾品が 14.7 ポイント減と高級品の落ち込み幅が大きかった。 

 

 8 月の外国人来訪者は前年同月比 18.2％増と、観光客の伸びは引き続き好調だったが、

国内消費者は景気不透明感から、高価格帯の商品を中心に消費を控えつつあるとみられて

いる。シンガポール通貨金融庁（MAS、中央銀行に相当）はマクロ経済報告（10 月 27 日

発表）で、12 年の GDP 成長率が潜在成長力の 3～5％を下回る可能性に言及した。店舗賃

料や人件費などのコスト増と競争の激化に加え、経済減速の可能性と、小売業者の経営環

境は厳しさを増している。 

 

（本田智津絵） 

 

 

6． 「ユニクロ」が SM リテールとの合弁で進出へ（フィリピン） 

2011 年 11 月 16 日 マニラ発  

 

 

事業者数では零細型が圧倒的なシェアを占める国内小売業を保護するためか、小売業への

外資規制は厳しい。しかし、人口は 1 億人に迫りつつあり、その消費市場はもはや無視で

きない。良品計画に続き、2012 年には「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングが

地元の SM リテールと合弁のかたちで進出する。 

 

＜零細事業者が圧倒的多数＞ 

 貿易産業省の統計によると、09 年の全登録事業者数は約 78 万社で、91.1％が零細事業者
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だ（表 1 参照）。小売り・流通業は登録事業者の約半数（約 38 万 6,000 社）を占め、その

うち、零細事業者が 94.9％、大規模事業者数はわずか 0.08％（292 社）にすぎない（表 2

参照）。 

 

 

 

 

 

小売市場では食料品・日用雑貨販売が約 55％、その他（医薬品、家電、書籍など）が 45％

となっている。サリサリストア（食料品・雑貨などを販売する地元密着型個人商店）とい

った零細小売事業者は、食料品・日用雑貨を取り扱う割合が高く、市場の約 7 割を占めて

いる（図参照）。 

 

 フィリピンには基本的に全国をカバーする卸の機能がない。このため地域の小売事業者

はメーカーから直接、あるいはディストリビューターを通して仕入れを行う。大手メーカ

ーは自社で全国網の流通機能を持っている。 
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＜華人系財閥との連携なしに参入は困難＞ 

 外資も小売業（外食を含む）には出資比率 100％までの参入が可能だが、払込資本金が最

低 250 万ドル以上のプロジェクトであることが条件になる。国家経済開発庁（NEDA）が

指定する一部高級品を取り扱う業態では基準が下がり、最低出資額が 25万ドル以上となる。 

 

 フィリピンの大型流通業・小売業界では華人系財閥が大きな影響力を持つ。これら財閥

系との効果的な連携が進出の成否を分けるといっても過言ではない。良品計画の「無印良

品」は 10 年 10 月にマニラ首都圏にフィリピン 1 号店を出店、既に 4 店舗を展開している。

良品計画のフィリピン進出は現地有力小売りブランドの RUSTANS（タントコ財閥系）と

のフランチャイズ契約により行われている。事業展開は現地パートナーに委ねるという戦

略だ。 

 

＜直営での進出を決めたユニクロ＞ 

 12 年には「ユニクロ」もフィリピンに進出する。「SM モール」や「SM デパートメント

ストア」などを展開している現地有力小売ブランドのシー財閥系 SM リテールとの連携だ

が、フランチャイズではなく合弁での進出となる。「ユニクロ」を展開するファーストリテ

イリング事業開発部リーダーの久保田勝美氏に、進出の背景について聞いた。 

 

問：SM リテールと合弁での進出とのことだが、なぜフランチャイズの形態を選択しなかっ

たのか。 

 

答：双方の強みを合わせ、最も高い相乗効果を出せる方法は合弁事業だと考えた。ユニク
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ロはアパレル小売りにかかわる商品力と店舗展開のノウハウ、そのマーケティング戦略に

強みを持っている。合弁相手の SM リテールはフィリピンで小売業展開に優れた実績を持

っている。また、同社が運営する商業施設内に店舗を構えることで、顧客に対し魅力的な

アプローチを行うためのアドバイスをもらえることも期待している。 

 フランチャイズの形態を選択しなかったことは、ユニクロの経営方針にまでたどり着く。

ユニクロは世界で約 1,050 店舗を展開しているが、各店舗で確実にユニクロらしさを実現

するために直営店戦略をとっている。さらにいうと、合弁とすることで互いに本腰を入れ

て事業展開していけるとも考えている。 

 ユニクロの強みは、a.優れた商品の提供、b.店舗運営ノウハウ、c.優れたサービス、d.マ

ーケティング戦略にあり、そこを最大限理解してもらえる相手と合弁することが事業展開

では最も重要と考えている。多尐時間がかかったとしても、直営のスタイルで店舗を展開

していきたい。ただし、ユニクロはそれ（直営での展開）でもスピーディーに展開できて

いると自負している。 

 

問：外資が小売業に参入するためには、原則として払込資本金 250 万ドル以上のプロジェ

クトでなければならない。この厳しい規制についてどのように考えるか。 

 

答：店舗の賃貸、内装工事、そのほかいろいろと現地法人の立ち上げには多くの出資が必

要だ。われわれが目指すビジネスの規模でいうと、250 万ドル以上の出資は必要で、十分に

クリアできる条件と考えている。 

 

問：合弁相手を SM リテールにした理由は。 

 

答：「Made for all」という考えに立ち、多くの方に買っていただくというのが当社のポリ

シーだ。その観点で、SM グループの商業施設にショッピングに来る人たちすべてをターゲ

ットと考えている。伸びゆく中間層ボリュームソーンを狙っていく。現地小売りナンバー

ワンの SM と組むメリットは大きい。 

 

問：フィリピンのどこに魅力を感じ、進出を決めたか。 

 

答：当社は日本ナンバーワン、次にアジア・ナンバーワン、そして最終的には世界ナンバ

ーワンを目指している。アジア・ナンバーワンを達成するには、ASEAN 主要国それぞれで

ナンバーワンになっていきたい（フィリピンは ASEAN ではシンガポール、マレーシア、

タイに次いで進出 4 ヵ国目）。フィリピンは ASEAN の先行加盟国で、老舗国家だ。そして、

人口は 1 億人に近づいており（10 年推計値は約 9,400 万人）、人口増加率も魅力だ（近年は

約 2％を継続）。 
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問：シンガポールのユニクロでは、冬物がよく売れると報道されていた。フィリピンでの

商品ラインナップについて、どのように計画しているか。 

 

答：シンガポールは所得の高い層も多く、個人・ビジネスを含め海外旅行によく出掛ける。

冬物が売れる理由はそういったところにもあろう。しかし、フィリピンで海外旅行に出掛

けられる層はまだ一握りと考える。フィリピンでのラインナップはまだ検討中だが、所得

水準を考えた場合、シンガポールとフィリピンの中間にあるタイを参考にしたいと考えて

いる。ユニクロ・タイでの売れ筋商品を参考にして、フィリピンでの品ぞろえを決めてい

きたい。 

 

問：ターゲットはどの所得層か。 

 

答：本当に良い服の価値を伝えることで、可能な限り広い層を対象にしていきたい。この

点については競合状況などをしっかりと勉強していく必要がある。フィリピンで展開する

際に、日本のユニクロの水準より安価に設定するということは考えていない。 

 確かに現地の水準からすると割高になるかもしれない。しかし、われわれはこう分析す

る。例えば、一般の大衆マーケットで売られている商品の価格が、ユニクロの 3 分の 1 程

度だったとしよう。しかし、ユニクロは高品質で長持ちし、デザイン性も高く、良いサー

ビスを提供していく。そういったことを現地の方に認識してもらえれば、本当に良い服を

求める気持ちを持って、ユニクロの商品を購入してもらえるのではないかと考えている。

店舗でのビジュアル・マーチャンダイジング（VMD）・商品ディスプレーも工夫していきた

い。勝算は十分にある。 

 

問：将来フィリピンではどのくらいの店舗数を展開する計画か。 

 

答：具体的な数値目標は現時点で公表できないが、国内の隅々まで展開していきたい。既

に広く事業展開している SM リテールとの合弁を活用していきたい。 

 繰り返しになるが、SM リテールの施設でショッピングをしている人は、全員がユニクロ

のターゲットだ。ブランドイメージについては、日本発の新しいブランドとしてのユニク

ロの価値をしっかりと市場に伝えていきたい。現地の事情に敬意を払うことは当然だが、

同時にわれわれは日本発のブランドで、「ジャパンブランド」のイメージを大切にしていく。

フィリピンと日本が一緒になったユニクロを確実に築いていきたい。 

 

（鎌田桂輔） 
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7． ジャカルタを中心に消費市場が拡大（インドネシア） 

2011 年 11 月 17 日 ジャカルタ発  

 

高額な輸入食品や外国製高級日用品を、値段も確かめずカートに放り込んでいく。日本

での価格の 2～3 倍も割高な日本産食品も競うようにして購入する。こうした光景は、ジャ

カルタの超高級ショッピングエリアだけでなく、中所得者層対象の商業施設でもよくみら

れるようになった。1 人当たり GDP が 3,000 ドルを超えて、中進国入りを果たし、首都ジ

ャカルタ特別州と周辺地域では旺盛な消費意欲を持つ人々をターゲットにした、流通小売

業の消費者取り込み競争が熱く展開している。一方で、最近は過熱する小売業のマイナス

面も出てきつつあるという。 

 

＜シェアを拡大するミニマート＞ 

 インドネシアの小売業は政府の保護政策もあり、長らくパサールと呼ばれる伝統市場と

個人零細店を中心に、数店の支店経営スタイルのスーパーマーケット、一部富裕層向けの

百貨店で市場が形成されていた。しかし、1998 年に制限付きながら、外国資本の小売業参

入が認められ、近代的小売店がじわじわと存在感を増してきた。調査会社ニールセンの調

べによると、特に都市部での伝統市場の取引シェアが 2005～09 年にかけて毎年 2 ポイント

程度減尐し、逆にミニマートが約 2 ポイントずつ拡大している（表参照）。 

 

 

 

中小規模のスーパーマーケットは、00 年前半ごろからシェアが伸び悩んでいる。近所で日

常品を気軽に手に入れられるミニマートと、複合商業施設（ショッピングコンプレックス）

のキーテナントになる大型のハイパーマーケットに二極化されていく傾向がみられる。 

 

＜07 年に外資規制を本格的に緩和＞ 

 1998 年の外資の小売業規制緩和で、今まで全く閉ざされていた小売市場に外資が参入で

きるようになったが、細則に関して不明瞭な部分が多く、本格的な外資参入は 07 年の新投

資法以降になった。同法により、売り場面積 400 平方メートル以上のミニマーケット、1,200

平方メートル以上のスーパーマーケット、2,000 平方メートル以上の百貨店で、外資店舗の

参入が可能になり、ロッテマートをはじめとする外国資本の大規模店舗への進出が進んだ。 

 

 外資の代表格はカルフール（フランス系）になろう。小売部門だけでなく零細業者向け
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の卸業の一面も持つ同社は積極的に出店を行っている。規制緩和と時を同じくして進出し、

主力マーケットはジャカルタ周辺地域に 30 余店舗、全国では 70 店舗に届く勢いだ。ただ、

実際は段階的に地場資本の株式取得が進み、既に過半数に近い株式が内資によって占めら

れつつある。 

 

 店舗数ではまだカルフールには及ばないが、勢いでいえば 09 年にマクロ（オランダ）の

19 店舗を買収したロッテマート（韓国系）もジャカルタやジャワ島にチェーンを築こうと

している。ターゲットはカルフールと重なる部分も多いが、同社の新店舗を数店観察する

と、店舗装飾や販売器具にも資金を投入して輸入外国食品売り場などを拡充し、現在の主

要顧客層に加え、もうワンクラス上の顧客を狙っているようにみられる。 

 

 そのほか、オペレーションや商品構成を観察すると、外資系でありながら比較的現地化

が進んでいるとみられるジャイアント（香港資本）も、出店スピードは慎重ながら着実に

店舗数を増やしつつあり、経営状況によっては今後出店ペースが上がる可能性もあろう。 

 

 また、ランチマーケットやフードホールなど華人系（台湾・香港を含む）スーパーマー

ケットの台頭も顕著だ。地場資本がイニシアチブを握っていることが多く、主に華人系イ

ンドネシア人のアッパーミドル以上の層に独特の強みを持っている。これらの店は大量販

売スタイルからは一歩引き、急激な多店舗化を行わずに、1 店舗ずつつくり込み、成功して

いる。店舗数が尐なく、まだ一定層の生活スタイルに影響を与えているとはいい難いが、

今後の注目株だ。 

 

＜日系コンビニチェーンが相次いで進出＞ 

 日系の流通小売業をみると、小規模な日系スーパーマーケットが 2 社ほどある。それ以

外にも地場資本で日本食品を主に扱う店も数店あるが、日本産食品でいえば数十品目にと

どまっている。日系の 1 社はミニマート業態の店舗を含め、ジャワ島やバリ島に 10 店を超

える店舗数を持つが、あくまでも日本人在住者、裕福な中国・韓国人や一部現地富裕層だ

けを対象にした、どちらかといえば限定された日本食材店といえる。 

 

 09 年にコンビニエンスストアのセブン－イレブンが進出を果たし、11 年 8 月にはローソ

ンの 1 号店が南ジャカルタ市のクマン地区に出店した。現時点でのセブン－イレブンの店

舗数は約 50 店で、発表では今後 10 年で 1,000 店舗の展開を目指しているが、現在の出店

ペースは計画を下回っているようだ。なお、セブン－イレブンは地場企業とのライセンス

契約による進出で、実際の経営は現地企業が行っている。ローソンの店舗展開はまだ限定

的だ。また、既に中国などに店舗を積極展開しているファミリーマートも 11 年度中にはイ

ンドネシアへの出店を検討する方針を発表している。 
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＜拡大する国内資本のミニマート＞ 

 国内資本ではハイパーマートが健闘している。また、代表的ミニマートのインドマート

（Indomaret）やアルファーマートも急速に伸張し、とくにアルファーマートは同グループ

内でアルファーミディ（通常のアルファーマートよりも一回り大きく、品ぞろえを増やし

た店）やアルファーエクスプレス（基本的に 24 時間営業で品ぞろえもよりコンビニエンス

ストアに近い小型店）など業態を細かく分け、より多くの層をターゲットに営業している。

また 11 年に入ってから約 1 兆ルピア（1 ルピア＝約 0.009 円）を調達し、12 年には 800

店の新規店舗出店を計画するなど積極的な経営を行っている。 

 

＜首都圏では商業施設が飽和状態に＞ 

 98 年の外資規制緩和から始まり、外資が先行するかたちで近代的小売業が立ち上がり、

内資もそれに続くようにして、内資と外資が両輪となって小売業は成長してきた。 

 

 ただ、現在懸念されているのが商業施設の飽和状態だ。消費市場の拡大を当て込み、多

くの地場企業が大規模商業施設をオープンした結果、ジャカルタではショッピングセンタ

ー（SC）が 132 ヵ所に増え、スーパーマーケットや大型量販店、伝統市場や商店街などを

含めると、実に 564 ヵ所の商業施設が存在する（11 年 10 月現在）。 

 

 また、近隣の交通渋滞を引き起こす例も多く発生し、問題になっている。そのためジャ

カルタ特別州では、11 年 6 月以降の 5,000 平方メートルを超える商業施設の新規建設申請

を一時凍結している（2011 年 10 月 18 日記事参照）。またテナントの入居も一時の売り手

市場から買い手市場へと変化がみられる。施設内の空きテナントスペースも一部 SC では目

立つようになっており、現在SCの入居率は平均で 75％程度まで低下しているとみられる。 

 

 しかし、これらの現象はジャカルタ地域に限られており、ほかの地域や他島のほとんど

の消費市場は拡大余地があり、全体としての小売業はこれからの伸びが確実視できよう。 

 

（酒井利昌） 

 

8． スーパー、コンビニが都市で増加（ベトナム①） 

2011 年 11 月 28 日 ホーチミン発   

 

小売市場が年々拡大し、昔ながらのパパママショップが乱立する中で、都市部ではスー

パーマーケットやコンビニなどが増えてきた。日系企業も徐々に進出している。 

 

＜昔ながらの店舗が依然主流＞ 

 小売市場の規模について公式データがはないが、国内小売総額は 946 兆 2,500 億ドン（1

ドン＝約 0.0037 円）と推計される（2009 年の小売業売上高からの推計。11 年 3 月ジェト



            

 

 
 

 

 

Copyright © 2011 JETRO.  All rights reserved. 

禁無断転載 

 26 

ロ「ベトナムにおけるサービス産業調査」）。また、小売業（モノ・サービスを含む）の売

上高は年々増えており、10 年には前年比 22.8％増（同年のインフレ率は 11.8％のため、実

質でも 10％近く伸びている）。省・都市別では、ホーチミン市が小売市場全体の 24％を占

めて最も大きく、ハノイ市が 13％とそれに次ぐ（図参照）。 

 

 

 

食品や日用品を中心に公設市場やパパママショップなど、いわゆるトラディショナルトレ

ードの割合が大きい。ホーチミン市でさえもこれらが小売店の 7 割以上を占める（前記ジ

ェトロ調査）。一方、スーパーマーケットやコンビニなど、いわゆるモダントレードの店舗

は、トラディショナルに比べればその割合は小さいものの、安心・安全志向や、市場での

値段交渉が煩わしいと感じるなど、消費者のライフスタイルの変化などによって、都市部

でその比率が年々高まっている。 

 

 一般に、流通の近代化は、まずはスーパーマーケットが市場・問屋・小売店の関係を変

化させ、その後にコンビニなどが出現し、順次発展するといわれる。ところがベトナムで

は、スーパーマーケットが広がりきらないうちに（地場最大手コープマートでも全国で 50

店程度）、コンビニが現れており、流通の近代化が一気に起きている。 

 

＜コンビニは直営のほかフランチャイズも＞ 

 商業都市ホーチミンの主要小売企業は表のとおり。スーパーマーケットでは地場企業の

コープマートが 20 店程度、シティマートが 10 店程度と多い中、フランス系のビッグ C、
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ドイツ系のメトロ、韓国系のロッテマートが進出している。ビッグ C とメトロは北部・中

部でも広く展開し、ビッグ C はハノイでモール型の店舗も出店している。日系では、イオ

ンが 11 年 10 月にライセンスを取得し、1 号店の出店準備を進めている。 

 

 また、地場のスーパーマーケットが、忙しい顧客をターゲットに、営業時間が長くて狭

い店（コープフードなど、いわば「生鮮コンビニ」）を出店しており、最近これらの店が急

増している。 

 

 

 

コンビニは外資系が中心だ。マレーシア系の Shop＆Go、米国系のサークル K が、ホーチ

ミンにそれぞれ約 50 店、約 20 店展開し、近年店舗数を伸ばしている。地場の G7 マート

は 100 店程度展開している（G7 マートはハノイにも展開）。日系では、09 年にファミリー

マートが地場卸売り大手との合弁事業で地場 100％企業を設立。その後、これとは別に地場

との合弁企業を設立して、子どもを含む中間層を幅広く対象に、10 店展開している（11 年

10 月末現在）。また、日系のミニストップは G7 マートとの合弁事業で G7－ミニストップ

（地場 100％）を設立し、既にライセンスを得て、現在 1 号店の出店準備中だ。 

 

 コンビニ業界は、これまで直営店が中心だったが、フランチャイズ制を定着させようと

いう動きもある。コンビニを核にフランチャイズ制が広がれば、小売店の意識改革ととも

に他産業でのフランチャイズ展開が増える可能性もある。 

 

 百貨店は外資を中心に、都市部の富裕層向けにベトナムでの「高級ブランド」の店のほ

か、レストランやフードコートを店内に置いている。マレーシア系のパークソンが複数展

開しているほか（ホーチミン市で 5 店、ほかにハノイにも進出）、地場のビンコムセンター
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（ハノイ、ホーチミンに展開）、韓国のダイヤモンドプラザ、台湾系の Now Zone などが 1

店ずつ出店している。日系ではゼンプラザが 1990 年代から進出している（現在では 100％

単独出資）。これら高級百貨店に対し、2011 年 11 月に開店予定のクレセントモールは、タ

ーゲットをアッパーミドル層とし、ベトナム最大面積のフードコートを備えるなど、百貨

店というよりはモールといえる存在になりそうだ。 

 

 家電量販店は、地場の Thien Hoa や Cho Lon、同じく地場で無償修理などのサービスが

売りの Nguyen Kim などが、大規模店をそれぞれ 3～6 店構えている（Cho Lon はメコンデ

ルタからダナンにまで広く展開、Nguyen Kim はハノイにも出店）。また、Best Carings は、

小規模ながらスーパーマーケットの中に立地して 1 店を出している（ハノイやカントーに

も展開）。 

 

＜根強い外資参入規制＞ 

 このように、ベトナムの小売店は、若くて豊富な人口に支えられた旺盛な消費を背景に、

都市部で急激に増加し、サービスも近代化してきている。 

 

 しかし、課題は多い。所得が依然低いため、日本の商品や価格帯をそのまま持ってきて

もベトナム人には手が出ない。また、日本で出店するように簡単に進出できるわけではな

い。WTO 加盟により小売業の外資規制緩和も約束されたが、パパママショップ保護のため

の外資参入規制が根強く残っており、外資はさまざまな局面で政府の規制や裁量に悩まさ

れるのが現実だ。 

 

（近江健司） 

 

9． 外資進出に規制残る（ベトナム②） 

2011 年 11 月 29 日 ハノイ発  

 

2007 年 1 月に WTO に正式加盟し、外資の小売り・流通業進出が一部開放された。しか

し、多店舗展開には規制が残るなど、外資の進出は依然制約されている。日本側は官民あ

げて、ベトナム政府と問題解決に向けた話し合いを重ねている。 

 

＜WTO 加盟で小売り・流通業を段階的に開放＞ 

 当地での小売り・流通業の設立のポイントは以下の 2 点だ。1 点目は、輸出入権を持った

外資企業の 100％現地法人が設立できるようになったこと。これは、WTO 加盟時の公約を

受けた政府政令 23 号と商業省（現商工省）決定 10 号に基づいている。 

 

 2 点目は、販売権を持った小売り・流通業が、段階的に開放されることだ。07 年は例外

分野を除き外資比率は最大 49％までだったが、08 年には国内パートナーとの合弁が求めら
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れるものの外資比率の制限が撤廃され、09年1月からは外資100％の出資が可能になった。

これは WTO サービス分野公約と商業省決定 10 号、商業省通達 9 号に基づいている。 

 

＜難しい多店舗展開＞ 

 とはいえ、規制による制約も残っている。問題になっているのは 3 点。1 点目は、多店舗

展開の規制だ。 

 

 外資企業が小売り・流通業の店舗を設立する場合、1 店はすんなり設立できるものの、2

店目以降は設立したい場所での小売店舗数、市場の安定度、地域の規模を考慮した上で、

省の人民委員会の許可を得なければ設立できない〔WTO サービス分野公約 P23 注 24、商

業省決定 10 号付録 1.2、商業省通達 9 号 4.3（a）〕。これは「エコノミック・ニーズ・テス

ト（ENT）」と呼ばれている。しかし、出店許可を得る場合の判断基準が不明確で、審査プ

ロセスの透明性が低いため、実質的には外資の市場参入の障壁になっている。 

 

 また、外資系小売業による販売品目には、制限がある（商業省決定 10 号）。酒類やたば

こなどの小売商品も販売が制限されているが、WTO 加盟以前に進出した小売業は販売でき

るなど基準があいまいだ。 

 

＜外資企業の定義が不統一＞ 

 2 点目は、小売り・流通業での外資企業の定義が明確でないことだ。投資法を所管する計

画投資省によると、同法の中に外資企業の明確な規定はないという。一方、小売り・流通

に関する法規（政府政令 23 号と商業省決定 10 号）にも外資企業の明確な規定がなく、現

状では 1％でも出資していれば外資企業とみなされ、多店舗展開する場合の障害になる。計

画投資省と商工省で見解が統一されてないのだ。 

 

＜あいまいなサブリース規制＞ 

 3 点目は、サブリースに関しての規制が不明確なことだ。当地の不動産事業法によると、

外資企業のサブリースビジネスに関して、自社で土地使用権を取得、または賃借し、自社

で建物を建てる場合はサブリースが可能だ。一方、建物が自社所有でない場合、つまり建

物を賃借する場合には、基本的にサブリースはできない。また、土地使用権の賃借に際し、

土地権利者の確定が困難で、開発に時間がかかる。土地使用権、不動産物件などの賃借の

際、多額の保証金や手付金が要求されるなどの問題もある。 

 

＜日・ベトナム両政府が問題解決で協議へ＞ 

 ベトナムの投資環境を改善し、外国投資拡大を通じて、ベトナムの産業競争力を高める

ことを目的とした「日・ベトナム共同イニシアチブ・フェーズ 4」（11 年 7 月開始）で、こ

れらの問題が議題に上がっており、日本側とベトナム政府側が協議をしている。 
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 また、日本政府もこうした問題を憂慮して、11 年 10 月、松下忠洋経済産業副大臣がベト

ナムを訪問した際、ベトナム商工省のトア副大臣との間で、流通・物流政策対話に関する

覚書に署名し、「日・ベトナム流通・物流政策対話」を設置することで合意した。原則毎年、

対話を実施することになっている。小売り・流通の規制は、地場企業を保護したいという

政府の意向もあり、今後粘り強い話し合いが必要となってこよう。 

 

（佐藤進） 

 

10． 近代的店舗増え消費スタイルに変化（ミャンマー） 

2011 年 11 月 18 日 ヤンゴン発  

 

小売りは依然として、「ゼー」と呼ばれる伝統市場や道端の路上店を通じて行われること

が多い。ただ最近はヤンゴン、マンダレー、ネピドーなどの都市部を中心に、近代的な大

型ショッピングセンターの建設が進み、買い物のスタイルにも徐々に変化がみられるよう

になってきた。 

 

＜＜高級スーパーには回転ずしレストランも＞ 

 スーパーマーケットはシティーマート、オレンジなどがその代表例だ。店内は明るくエ

アコンが効いており、レジではバーコードをかざし、手際よく品物をレジ袋に入れる店員

の姿がみられる。外国人にとって面倒な価格交渉もなく、快適に買い物を楽しめる。野菜

などの生鮮食品売り場では店員が乾燥を防ぐために霧吹きで水を掛けるなど、鮮度を保つ

工夫もされている。特に 2011 年 3 月にシティーマートがヤンゴン市内にオープンしたマー

ケットプレースは国内随一の高級スーパーで、店内には回転ずしレストランやおしゃれな

コーヒーショップなども入り、休日は多くの買い物客でにぎわっている。 

 

 百貨店形式の店舗では BLAZON、Junction などの人気が高い。周辺国のタイやシンガポ

ールなどから輸入された商品が大半で、日本ブランドでは電気機器、化粧品などの品ぞろ

えが充実している。店内は清掃が行き届いており、伝統市場のような雑然とした雰囲気と

は全く異なる。着飾ったカップルや家族連れなども多い。 

 

＜安心・安全な商品を求める消費者＞ 

 シティーマートのダウ・ウィン・ウィン・ティント社長は「ミャンマー人も富裕層を中

心に高品質で安心・安全な製品を求めるようになってきた」と話す。10 年には、発がん性

のある添加物が混入した商品が市中で発見されたといったニュースが流れるなど、一般市

民の間でも安心して購入できる商品を求める傾向が徐々に強まっているといえる。 

 

 同社長によると、ミャンマーでは 1 世帯当たりの月収が 300～400 ドルほどになれば中産
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階級となり、シティーマートの顧客として考えることができるという。同社は月収が 150

～200 ドルの層を対象にしたオーシャンという別の量販店もグループ内に抱えており、多様

な層をカバーしている。ちなみに、縫製工場で働く女性の月給は 80 ドル程度といわれてい

る。 

 

＜外資の小売業参入には慎重姿勢＞ 

 外国企業がミャンマーに進出する際に基本となる法律は、外国投資法だ。合弁の設立（外

資が総資本の 35％以上保有）、外資 100％での設立は、いずれも認可取得を条件に認められ

る。同法には外国企業の参入禁止分野は明記されていないものの、小売業の分野で認可を

取得するのはほかの ASEAN 諸国同様、容易ではない。外資の大型店の進出は、この国で依

然流通量の 9 割を占めるといわれている伝統市場、路上店、家族経営の小規模商店に大き

な影響を及ぼすため、政府も外国投資については慎重な姿勢を崩していない。 

 

 最近の外資の進出事例ではタイのコンビニエンスストアチェーン「108 ショップ」が、シ

ティーマートと業務提携するかたちでヤンゴン市内を中心に店舗展開を始めた。ミャンマ

ー側はシティーマートのほかに出版大手のToday Media Groupも提携先企業になっている。

現在までに、108 ショップはヤンゴン市内に 7 店が開店しており、今後さらに増加が見込ま

れる。 

 

 ミャンマーには外国企業からの投資の許認可を行うミャンマー投資委員会（MIC）という

組織があり、外国企業の法人設立は同委員会の最終許可を得なければならない。MIC によ

ると、108 ショップの展開は同委員会の認可案件ではないという。このことから、シティー

マートと 108 ショップは、コンビニエンスストア運営にかかわるノウハウ提供、ブランド

名使用料などに関して相互契約を結ぶかたちで展開しているとみられる。 

 

 民政移管を果たしたミャンマーでは、外国投資法の見直し作業が行われており、現時点

で新しい法律の中身は明らかになっていない。しかし、政府は今後積極的に外資を受け入

れる姿勢を明確にしている。将来的に小売業に関しても外資に対する一層の規制緩和が期

待されているが、日本企業は現段階で、まず現地の有力小売業者と業務提携を結ぶなど、

尐しずつ関係を構築し準備を進めておくことが近道ではないかと思われる。 

 

（水谷俊博） 
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11． イオンがモール参入を予定（カンボジア） 

2011 年 11 月 25 日 プノンペン発  

 

人口は約 1,410 万人で、隣国のタイ、ベトナムに比べると国内市場は小さいが、首都プ

ノンペンには地場系のスーパーマーケット、コンビニ、家電量販店などもある。小さいと

はいえ経済成長とともに確実に豊かになっている国内市場をターゲットに、外資の進出が

予想される。 

 

＜プノンペンにはスーパー、コンビニも登場＞ 

 計画省統計局の 2010 年パイロット調査によると、小売業の売上高は 41 億 6,500 万ドル

だった（前年の調査がないため、前年比での比較はできない）。また、同局の事業調査によ

ると、全国に約 19 万 7,000 の小売業者がいるとされるが、登録業者はごくわずかで、その

大半は未登録の小売店だ。 

 

 カンボジアの一般市民にとって、東南アジアによくある市場（いちば）が、依然として

野菜や肉、魚などの食材・食料、日用品などの主な購入場所だ。だが、近年はプノンペン

市内に近代的なスーパーマーケットやコンビニなども現れている。これらの店は当初は在

住外国人を対象としていたが、所得の増加や海外留学帰国者の増加などを背景に、カンボ

ジア人客も増える傾向にある。中には在住外国人よりもカンボジア人の方が多い店もある。 

 

＜比較的大きめのショッピングセンターも人気＞ 

 国内でショッピングモールといえるのは、ソリアショッピングセンター、ソバンナショ

ッピングセンターの 2 つだ。高級ブランド店が並ぶようなフロアはなく、洗練されてはい

ないが、センター内にはスーパーマーケット、家電量販店、ファストフード店、カフェな

どがあり、週末には家族、友人、恋人連れでにぎわっている。 

 

 カンボジア人に聞くと、市場でも食品や日用品を買うが、冷房も完備したおしゃれなシ

ョッピングセンターに行くことが増えているという。今後は、市場と異なり、小売価格が

明示され、値段交渉の手間が省けるスーパーマーケットやコンビニなどでの支出が増加し

ていくと予想される。 
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＜外資参入規制は特になし＞ 

 人口が 1,410 万人と尐なく、小売業を展開している日系の企業は個人経営を除いてほと

んどないといえる。また欧米系の大手卸・小売業も進出しておらず、地場資本のラッキー

グループ、バイヨン、ペンシルなどのスーパーマーケットがあるくらいだ。 

 

 日系では 11 年にイオンが駐在員事務所、イオンモールが現地法人を設立し、14 年までに

プノンペン市内で外資系として初の本格的なショッピングモールの開業を予定している。 

 

 外資系小売業に対する法規制は特にない。法人税などの優遇税制の恩典が与えられる適

格投資プロジェクト（QIP）の認可（通常の法人事業税は 20％だが、QIP に認定されると

最大 9 年間の法人税免税を享受できる）を得るためには、投資金額が 200 万ドル以上で面

積 1 万平方メートル以上の「近代的なマーケット（Modern Market）」でなければならない。

小規模な小売店、コンビニは、適格投資プロジェクトの認定を得ることはできないが、100％

外国資本による現地法人の設立は可能だ。 

 

 一方で、課題もある。野菜、果物などの集荷・配送など国内物流の問題や、電気代が近

隣のタイやベトナムの約 2 倍と高額なことから冷蔵・冷凍品を扱うコールドチェーンを形

成しにくいことなどだ。食品、食材でさまざまな品ぞろえを提供していくためには、対処

方法を検討しておく必要がある。 

 

（道法清隆） 

 

 



            

 

 
 

 

 

Copyright © 2011 JETRO.  All rights reserved. 

禁無断転載 

 34 

12． 総合小売業の外資開放、先行きは依然として不透明（インド①） 

2011 年 11 月 21 日 ニューデリー発  

 

国内小売市場の 8 割以上が家族経営型の零細・小規模商店によって成り立っており、法

人形態をとる近代的な小売業はまだ成長途上だ。小売業への外資参入規制もあり、特に複

数ブランドを扱う総合小売業への外資参入は禁止されている。この分野の外資開放につい

て、最終判断は政治に委ねられおり、先行きは依然として不透明だ。 

 

＜零細・小規模小売り商店が 8 割以上＞ 

 主要都市では近年、海外ブランドが軒を連ねる巨大なショッピングモールが増え、休日

には富裕層・中間層が買い物を楽しむ姿を目にする。インド企業が営む近代的なスーパー

マーケットも徐々に見かけるようになった。ただし、こうしたショッピングモールやスー

パーマーケットで買い物をする人は、中間層以上が中心。大部分を占める庶民は、住宅街

の一角にある零細・小規模商店で食料品や生活雑貨を購入するのが一般的だ。それらの店

舗数は、1,500 万店に達するという。 

 

 インド国際経済関係研究所（ICRIER）によると、小売市場の規模は 5,900 億ドル。この

うち、家族経営の零細・小規模商店が 4,960 億ドルで、小売業全体の 8 割以上を占める。

プライスウォーターハウスクーパース（PwC）の試算によると、2014 年にはインドの小売

市場は 9,000 億ドルに拡大すると見込まれ、世界中がインドの巨大な小売市場に注目して

いる。 

 

＜小売業の外資開放は限定的＞ 

 外資に対しては 06 年に、単一ブランドを扱う小売業には上限 51％までの出資が認められ

た。インド企業との合弁形態で会社を設立すれば、一般消費者に直接販売できる。ナイキ、

フェンディ、グッチ、ルイ・ヴィトンなどの世界的に有名なブランドが、この形態でイン

ドに進出している。06 年から 11 年 8 月までの単一ブランドの累計外国直接投資額は 4,445

万ドルに達した。また、インド企業と提携してフランチャイズビジネスを展開している外

資企業もある。 

 

 複数ブランドを扱う総合小売業（マルチブランド小売業）への外国企業の直接投資は禁

止されている。そのような中で、地元財閥のリライアンスやフューチャーグループといっ

たインド企業が、都市部を中心に全国で 100 店舗以上のスーパーマーケットを展開してい

る。 

 

 一方、卸売業では 1997 年に 100％まで外国企業の直接投資が解禁された。日系企業がイ

ンドで輸入販売を行う場合、この業態で進出するのが一般的だ。小売業との関係では、ウ

ォルマート、カルフールやテスコなどの世界的小売業者が、主要都市を中心に卸売業で店
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を構えている。これらの店の顧客は一般消費者ではなく、原則として会員登録した小売業

者に限られるが、将来的なマルチブランド小売業の外資開放を見据えて、着実に拠点を増

やしている。なお、現時点で日系の小売業者で卸売業を営む企業はない。 

 

＜政治家は小規模店の「票」を意識＞ 

 小売市場は家族経営型の零細・小規模店舗が大勢を占めているため、近代的なサプライ

チェーンが未発達で、流通の過程に多くの仲介業者が存在し、小売価格の上昇を招いてい

る。シン首相やムカジー財務相、首相が委員長を務める計画委員会のアルワリア副委員長

らは「マルチブランド小売業の外資開放が、長引く食料インフレを抑える手助けをするは

ずだ」として、外資開放の必要性を説いている。 

 

 こうした流れを受けて 11 年 7 月、政府の事務次官級協議は、マルチブランド小売業を上

限 51％まで外資に開放することに条件付きで合意した。最低投資金額を 1 億ドル以上にす

ること、投資金額全体の 50％をサプライチェーン構築のために使用することが条件だ。 

 

 しかし、外資開放の最終判断は政治に委ねられており、いまだに結論は出ていない。特

に最大野党のインド人民党（BJP）は零細・小規模店保護の立場から、外資参入に強く反対

している。政治家は、家族経営型の小売業に従事する多数の人たちの票を意識せざるを得

ない。マルチブランド小売業の外資開放が彼らの生活に打撃を与えることは確実で、政治

家も難しい判断を迫られている。 

 

 インド工業連盟の小売委員会のトーマス・バルギス委員長は、「ビジネスライン」紙（10

月 22 日）に対して「政府筋の情報では、マルチブランドの小売業の外資開放は凍結された

ままだ」と語っており、依然として状況は不透明だ。インドの小売市場への参入を計画す

る日系企業にとっては、しばらく様子見の状況が続きそうだ。 

 

（西澤知史） 

 

13． 外資開放に期待と警戒が入り交じる（インド②） 

2011 年 11 月 22 日 ムンバイ発  

 

スーパー、百貨店など複数ブランド商品を扱う総合小売業への外国企業の参入は規制さ

れている。しかし、2011 年 7 月の次官級会合は、総合小売業への外資参入について出資比

率 51％を上限として認める方向性を打ち出し、今後の行方が注目される。小売業界では外

資参入への期待が寄せられる一方、個人経営店対策が必須との指摘もある。 

 

＜規制緩和に歓迎の声も＞ 

 中国に次ぐ 12 億人の巨大市場に加え、全人口の約 50％を占めるといわれる中間層。若年
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人口の増加も相まって、今後の個人消費市場の拡大は魅力的だ。インドの小売市場参入に

ついて、日系企業からの関心は強い。 

 

 国内小売業界にも外資規制緩和の動きを期待する声がある。インド小売業協会のクマー

ル・ラジャゴパラン会長は「一部反対派はいるが、外資参入は国際的な潮流。開放の動き

になっている」との見方を示す。また、インド工業連盟（CII）小売委員会のトーマス・バ

ルギス委員長は「今後 6〜9 ヵ月以内での解決を望む」と、外国直接投資（FDI）承認への

期待を寄せる。 

 

 両氏に取材したところ、外国企業の参入により顧客の商品選択の幅が広がる、外国企業

からのノウハウがサプライチェーンを改善することで小売市場が活性化する、と外資参入

には好意的だ。バルギス委員長は「外資参入に伴い競争力が強化されることで、最適な商

品価格が設定され、ビジネス環境が改善していく」と見込んでいる。 

 

＜最大の争点は零細・小規模店への影響＞ 

 小売業への外資参入をめぐり最大の争点となっているのが、小売市場の 8 割以上を占め

るといわれるキラナ（家族経営型の零細・小規模商店）の存在だ（2011 年 11 月 21 日記事

参照）。特に雇用を中心にキラナへの影響は確実とみられ、これまで外資参入容認が先延ば

しされている要因になっている。政治上、難しい判断を求められる課題だ。 

 

 小売業への外資参入の影響について、バルギス氏は「あらゆる形態の小売り部門の参入

が雇用の受け皿になる」との見方を示す。また、ラジャゴパラン氏も、小売業協会として

「小売業で働くインド人従業員への研修プログラムを用意」するなど、対忚策を立ててい

る。FDI の規制緩和を契機に、小売業界でも雇用確保への対忚を迫られている。 

 

 また、バルギス氏は、CII やインド商工会議所連合会（FICCI）などの団体が、外資参入

に伴い、登録企業への理解を求める動きをとると期待している。CII や FICCI は非政府組織

の産業系業界団体で、登録企業数は正規・非正規を合わせるとそれぞれ 10 万社弱に上る。

国内の家族経営型の小規模店は全体で 1,500 万店あるといわれ、これらの団体の影響力は

極めて大きい。 

 

＜外資はまず卸売業から参入＞ 

 複数ブランド商品を扱う外資の小売業参入が禁止されている中、国内では、リライアン

ス、フューチャーグループ、タタグループなどの地場財閥企業がスーパーマーケットや家

電量販店を展開している。 

 

 一方、卸売業は 100％の FDI が可能なため、既に米国のウォルマート、フランスのカル
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フール、英国のテスコなどが参入している。小売業への外資参入規制がある中では、卸売

業で先行投資し、輸送チャネルの確保、市場開拓を事前に行っておくことで、規制緩和後

に小売り部門で好スタートを切ることが可能だ。 

 

＜日系のコンビニなども進出の動き＞ 

 日系企業による小売市場への参入への動きもみられる。11 年 9 月には、ローソンがフュ

ーチャーグループと合弁企業設立に向けて交渉を開始した。実現すれば初の日系コンビニ

エンスストアが誕生する。インドではコンビニエンスストアの形態はほとんどみられず、

実現すれば小売市場に新たな流通チャネルが生まれることになる。また、「ビジネスライン」

紙（10 月 13 日）によると、100 円均一ショップを展開するダイソーがリライアンスと合弁

設立に向けて交渉を開始している。 

 

 ムンバイでは毎年、国内小売業界の重鎮を招いた意見交換会「リテール・リーダーシッ

プ・サミット」が開催され、百貨店、ショッピングモール、レストランなどの経営者の市

場展望など、小売業に参入を検討している企業に関心の高い話題を取り上げている。12 年

は 1 月 18〜19 日にムンバイで開催の予定で、小売業協会のラジャゴパラン氏は、多くの日

系企業の参加を期待している。 

 

（宮崎孝美） 

 

14． 総合小売業の参入が可能に(インド③) 

2011 年 11 月 29 日 ムンバイ発 

 

政府は 11 月 24 日、小売業の外資規制緩和を閣議決定した。複数ブランド商品を取り扱

う総合小売業は 51％を上限に、単一ブランド商品を取り扱う小売業は 100％まで、外国直

接投資（FDI）を認める。これにより、外国企業のインド小売市場参入が一層加速すると予

想される。 

 

＜卸売業進出企業の小売市場参入に期待＞ 

 小売市場への外資規制緩和は長年の争点とされてきただけに、今回の決定は画期的と受

け止められている。 

 

 1997 年の卸売業の 100％承認を皮切りに、2006 年には単一ブランド商品を取り扱う小売

業について 51％を上限に外資参入を認めた。一方、総合小売業は、国内の小規模小売店保

護の点から政治的判断が困難とされ、解決が長引いてきた（2011 年 11 月 21 日記事参照）。

しかし、11 年 7 月の次官級会合以降、米国のクリントン国務長官の来訪が後押しするかた

ちで、議論はスピードを増した。 



            

 

 
 

 

 

Copyright © 2011 JETRO.  All rights reserved. 

禁無断転載 

 38 

 

 これまでに、ウォルマート（米）、テスコ（英）、カルフール（フランス）、メトロ（ドイ

ツ）が卸売業で参入しており、このうち、ウォルマート、カルフールはそれぞれインド財

閥系企業のバルティグループ、フューチャーグループと小売市場参入に向けた交渉を始め

ている。 

 

 一方、単一ブランドで既に参入しているアディダス、グッチ、エルメスなどは 100％のオ

ーナーシップが可能だ。また、「エコノミック・タイムズ」（11 月 25 日）によると、インド

市場への参入に関心を示している大手家具メーカーのイケア（スウェーデン）、アパレルメ

ーカーのギャップ（米）、H＆M（スウェーデン）は、今後、単独での参入が進んでいくと

みられる。 

 

＜参入には多くの条件も＞ 

 商工省のプレスリリースによると、今回の閣議決定では、総合小売業への参入に対して

以下のような条件を付けている。 

（1）最低投資額は 1 億ドルで、投資額の 50％をサプライチェーン、ロジスティクスなどの

インフラ投資（back−end）に充当する。インフラ投資は店舗、土地への投資を含まない。 

（2）商品の最低 30％を小規模産業（注）から調達すること。また、出資比率 51％を超え

る単一ブランド小売業も、商品の最低 30％を中小企業から調達することを義務化した。 

（3）総合小売店の出店は、11 年国勢調査で人口 100 万人以上の都市が対象。現在 55 都市

が対象になっている。 

 野菜や果物などの農産物については、小規模産業からの調達を義務化していない。しか

し、政府が農産物買い取りの権利を持つことや、農産品の調達は大規模な輸入に依存しな

いことを想定しているため、農家保護は残されるかたちになった。 

 

 他方、小規模小売店やキラナ（家族型経営店舗）への影響は甚大だとして、現段階でも

インド人民党（BJP）を中心とする野党からの激しい抵抗が続いている。外資規制変更につ

いては国会の承認を必要としないが、国会内での議論は過熱しており、予断を許さない状

況だ。 

 今後、外資規制を所管する投資政策促進局（DIPP）からの通達によって、小売りの外資

開放が施行に移される。 

 

（注）投資条件の一部に盛り込まれた小規模産業や、「back−end」分野に関する具体的な定

義は示されておらず、今後の議論に委ねられる見込みだ。 

 

（宮崎孝美） 
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15． 総合小売業への外資参入解禁を延期 (インド④) 

2011 年 12 月 16 日 ニューデリー発 

 

ムカジー財務相は 12 月 7 日、議会全党会合の場で、11 月 24 日に閣議決定した複数ブラ

ンド商品を扱う総合小売業の外資規制緩和を棚上げする意向を発表した。野党を中心に反

対の声が噴出したためだ。産業界からは失望の声も聞かれ、状況はさらに混迷を深めそう

だ。 

 

＜野党の猛反発を受けて先延ばしを決定＞ 

 11 月 24 日に小売業にかかわる外資規制の緩和が閣議決定された（2011 年 11 月 29 日記

事参照）が、目玉になっている複数ブランド商品を扱う総合小売業の規制緩和に対して、

野党を中心に猛烈な反発が起きた。これを受け、ムカジー財務相は 12 月 7 日の全党会合の

場で、今回の閣議決定を議会に諮ることを発表するとともに、「すべての関係者の合意が得

られるまで、総合小売業を 51％まで外資に開放することは先延ばしする」と述べた。 

 

 一方、単一ブランドの小売業の 100％外資開放（現在は 51％まで認められている）につ

いては、今回の閣議決定を踏まえ、関係各局が具体的な実施手続きを規定する通達の発行

に向けて、順調に手続きを進めているようだ。 

 

＜産業界は失望＞ 

 先延ばしの決定を野党は歓迎している。最大野党のインド人民党（BJP）のスワラジ党首

は「国民の心情を反映した政府の決定を歓迎する。この決定は政府の敗北とみるべきでは

なく、民主主義が正常に機能していることの表れだ」と述べ、外資開放撤回を主張するこ

れまでの方針を改め、議会の場で議論に忚じることにも合意した。同党首は 11 月 24 日の

閣議決定直後、「外資の総合小売業が進出してきたら店に火をつける」と極めて物騒な発言

をしていたことが報道され、話題になっていた。 

 

 さらに、全国の商業者からも歓迎の声が上がっており、全インド商業者連盟のカンデル

ワル事務局長は「今回の決定は官僚制度に政治が勝った結果だ」と述べた。 

 

 一方、総合小売業の外資開放を歓迎してきた経済界は、失望の色を隠さない。インド商

工会議所連合会（FICCI）のマリワラ会長は「今回の決定には深く失望した。これは極めて

後悔すべき動きだ」と述べた。インド商工会議所協議会（ASSOCHAM）も「世界的な投資

先としてのインドを語る上で、今回の決定は国のイメージに明らかにマイナスの影響を与

えてしまう」との声明を発表した。 

 

 さらに、インド工業連盟（CII）のバナジー事務局長も、外国の投資家に与えるマイナス
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イメージを懸念しつつ、「総合小売業の外資開放はインドにとって極めて重要な改革の 1 つ

で、この改革がインドに新たな成長の機会を与えてくれることは間違いない」と述べ、総

合小売業の外資開放の重要性をあらためて訴えた。 

 

 11 月の閣議決定でようやく動き出したようにみえた総合小売業の外資開放だが、政府の

「導入延期」の決定により、状況はさらに混迷を深めそうだ。 

 

（西澤知史） 

 

16． 近代的スーパーマーケットが急成長（バングラデシュ） 

2011 年 11 月 24 日 ダッカ発  

 

世界から多額の開発援助を受け、貧困国のイメージが強いが、ここ数年の経済成長は著

しい。約 1 億 6,000 万人といわれる人口は、市場としての大きな可能性を秘めている。流

通・販売チャネルは個人経営の事業者が中心で、国内小売市場に関するデータも整備され

ていない。外資系リテールチェーンの参入もまだないが、地元資本がスウェーデン企業と

合弁で近代的なスーパーマーケット事業を展開、成長しつつある。 

 

＜投資認可は雇用規模を重視＞ 

 最近注目を浴びている企業が、ダッカ市内を中心に 10 店舗を抱える国内最大手のスーパ

ーマーケット「Agora」を展開する RAHIMAFROOZ だ。同社はスウェーデン資本との合弁

で近代的スーパーマーケット事業を展開、国内小売市場の大部分を占める個人経営事業者

との差別化を図り、近代的流通網を築くことで国内サプライヤー、物流など周辺産業の発

展にも貢献しようとしている。 

 

 なお、バングラデシュには小売業に対する出資規制、許認可などの外資規制はないもの

の、政府は投資認可の条件として雇用規模を重視している。100％出資での参入を検討する

場合は、投資庁などの関係省庁と事前の交渉が必要だ。 

 

＜5 年で店舗数 10 倍を目指す＞ 

 RAHIMAFROOZ のグループディレクター、Niaz Rahim 氏に国内の小売市場の現状や今

後の展望などを 10 月 27 日に聞いた。 

 

問：国内の小売市場をどうみるか。 

 

答：伝統的なローカル市場での対面販売方式が現在でも主体になっている。その中で、品

質管理を徹底し、商品の質的な付加価値を提供する「Agora」のスーパーマーケット事業は

開始後 10 年とまだ日が浅い。しかし、利用者は 10 年間で 1,200 万人に達し、年間成長率
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は 25％と高い（同社の推計によると、国内小売市場規模は 80 億ドル、同社は 2015 年まで

に小売市場の 15％を占めるという）。 

 

 従来の出店はダッカ中心部にとどまっていたが、国内第 2 の都市チッタゴンやダッカ郊

外のミルプール・シャンティナゴルなどの新興中間層が多く居住する地域にも出店を進め

ている。今後国民所得の向上でさらに中間層が増加し、スーパーマーケットという販売形

態が普及すれば、より一層の成長が見込めるだろう。店舗数は 11年 10 月時点の 10 店から、

15 年までに 100 店に増やす計画だ。 

 

＜物流環境の悪さが市場拡大の足かせに＞ 

問：ビジネス上の課題は何か。 

 

答：課題は多い。第 1 に物流環境が挙げられる。必須条件のオンタイムの商品供給が実現

できていない。現在のような物流環境の悪さは、正確な商品供給を行う上で弊害となり、

市場拡大の足かせになっている。2 つ目に、生鮮食品の品質を保つために、商品の供給者で

ある契約農家の育成が必要だ。近代化された小売市場では、商品の安定供給という前提の

下、商品の品質・価格の安定性が不可欠だからだ。 

 

 最後に、従業員教育も課題の 1 つに挙げられる。大店舗では 60 人程度、中規模店舗では

40 人程度の従業員を抱える当社では、従来の販売方式とは一線を画す POS システムや商品

陳列など、近代的な販売方式を導入する上で、従業員教育や小売りを担う人材の教育が必

要だと考えている。そのため、社内に指導機関を設置し、社員教育にも力を入れている。 

 

問：取扱商品と販売状況について 

 

答：取扱商品は、生鮮食料品、輸入食材、家庭用日用品などが主だ。売り上げに占める割

合はおおむね生鮮食料品 15～20％、家庭用日用品が 45％。加工食品は、輸入に多くを依存

しているが、将来的に国内調達の余地がある商品も尐なくない。生鮮食料品は、契約農家

から調達している。店舗内の冷蔵システムは完備しているが、契約農家から店舗への配送

時のコールドチェーンは存在しない。 

 

 また、最近「Agora E－commerce」というインターネットを経由する新しい販売形式を

導入した。このサービスは国際クレジットカードでの利用が可能で、ウェブサイト上で商

品を注文すれば、翌日には自宅に配送するというサービスだ（ただし、配送地区はダッカ

に限られる）。現状ではソフトウエアの不備もあり、取扱商品が限定されているため、大々

的な広報活動は行っていない。このサービスの利用例としては、海外に出稼ぎに出ている

労働者がダッカに暮らす家族に商品を届けるといったことや、欧米に在住する家族がダッ
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カに暮らす両親に商品を届けるといったケースがみられる。 

 

問：小売業者間の競争について。 

 

答：国内のスーパーマーケット事業者としては Agora を筆頭に Meena Bazar、Nandan、

Shwapno の 4 社あり、これらを合わせた総店舗数は 100 程度だ。現時点では、ダッカの都

市規模に対して店舗が絶対的に尐ないため、顧客の奪い合いはなく、目立った競争はない。

同業他社も成長を遂げている。今後、各社の店舗数拡大や新規参入が進めば、価格ではな

く、さらなるサービスや商品の品質向上で差別化を図ることになるだろう。 

 

＜義務化された安全認証手続きなどに時間＞ 

問：政府による出店規制はあるか。 

 

答：出店に関する目立った規制はないが、政府機関が行う食品などの安全認証や表示義務

に関する手続きなどのプロセス、意思決定が非常に遅い。商品の安全・品質検査は義務化

されており、基準に違反しないよう、品質管理に注意を払っている。 

 

 また、政府は小売市場拡大による商品価格の安定が見込めるとして、小売業の新規出店、

店舗数拡大に理解を示している。現在の市場では、断食月、犠牲祭などの特定時期に、販

売者が意図的に商品価格を上げる傾向があり、フェアなかたちで安定的な流通・販売を行

うスーパーマーケット事業の拡大を期待していることが背景にある。 

 

 外資による出資規制もない。「Agora」は RAHIMAFROOZ が 51％、スウェーデンの民間

企業が 49％出資し、事業展開をしている。ただ、スウェーデン企業は出資だけで経営への

関与はない。 

 

＜外資との連携に関心＞ 

問：今後の展望について。 

 

答：小売市場の成長は楽観視できるだろう。スーパーマーケットは、まず都市部を中心に

普及が進み、将来的には地方、農村部へ普及が進む。また、国内の加工食品産業の発展や

輸入品の国産化、物流環境の改善が進めば、小売業の成長だけでなく、経済全体への波及

効果も期待できる。一方、消費者側では、従来の販売方式からスーパーマーケットという

近代的販売方式に慣れるなど、小売業に対するイメージの転換が必要だ。 

 

 課題としては、ダッカ中心部の不動産価格の高騰が挙げられる。商業ビルのテナントと

して出店する場合、賃料が高すぎて思うような展開ができない状況になっている。主要な
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小売業者には、不動産事業も行っている企業も多く、自社による商業ビル開発を行い、1 階

部分にスーパーマーケットを展開し、2 階以上をオフィスや住居フラットとして利用するこ

とで対忚している例もみられる。 

 

 「Agora」は自動車バッテリーや発電事業を中核とする RAHIMAFROOZ グループの傘下

にあり、スーパーマーケット事業に特段のノウハウがあるわけではない。今後、同分野に

ノウハウを持つ外国企業や、物流事業、商品調達についても外資との提携に関心がある。 

 

（鈴木隆史、安藤裕二） 

 

17． 外資「手付かず」の成長市場が魅力（スリランカ） 

2011 年 11 月 30 日 コロンボ発   

 

2009 年 5 月の内戦の終結から 2 年余りが経ち、本格的な経済発展に向け成長が続く中、

国民の消費意欲も旺盛だ。小売市場は地場資本による店舗拡大で活況を呈している。外資

にとってはまだ「手付かず」の小売市場は、魅力的な進出先といえそうだ。 

 

＜小さくとも活気づく小売市場＞ 

 人口は 10 年央で 2,065 万人（男性：1,025 万人、女性：1,040 万人）。ほかの南西アジア

諸国に比べると小売市場としての規模は小さい。しかし、29 歳以下が全人口の 53％以上を

占め、新しい商品に対する購買意欲の高い層は比較的厚いといえる。また、就学率は 5～14

歳で 99.4％、5～19 歳でも 83.5％で、国民全体の識字率も 90％を超えるなど、教育水準も

高い。さらに、国民 1 人当たり GDP は 2,399 ドル（10 年）に達しており、政府は 16 年ま

でにこれを 4,000 ドルにする目標を掲げている。市場規模自体は小さいが、高付加価値品

への潜在的な購買力が見込まれる。 

 

 小売業界自体も、09 年 5 月の内戦終結後の本格的な経済成長に伴い、変化・拡大しつつ

ある。公認登録マーケティング専門家（Chartered Marketeer）のプラサナ・ペレラ氏は「ス

ーパーマーケットチェーン、衣料品チェーン、電器店、履物店、IT 関連店が急速に拡大し

ており、小売業界の急成長（ブーム）がみられる」とし、コロンボ郊外での大型ショッピ

ングセンター出現やスーパーマーケットの急速な店舗数拡大などを例に、「近代的小売業」

が根付きつつあるとの見方を示している（「デイリー・ニューズ」紙電子版 3 月 9 日）。 

 

 また、主要スーパーマーケットの 1 つ Arpico を経営する地場資本 Richard Pieris グルー

プの最高執行責任者プラビル・サマラシンハ氏は「個人可処分所得の拡大によって、人々

の購買行動に変化がみられるようになり、これからの数年でさらに多くのショッピングコ

ンプレックスがオープンするだろう」との見通しを示している（同紙電子版10年8月5日）。 
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 同氏によると、「09 年 10 月以降、人々の消費パターンに大きな変化がみられ、支出を増

やしている。消費者は付加価値の高い商品、良質な製品を探しており、日用品や高級品、

電化製品を購入する際は非常にブランドを意識している」という。ここ 1 年の間でコロン

ボ郊外の至るところにスーパーマーケットのチェーン店がオープンしたり、婦人服のブテ

ィックが次々に新規開店したりする様子は、コロンボに暮らす筆者自身も目の当たりにし

ている。小売関係者・識者のこうしたコメントは、実態に近いと感じる。 

 

 なお、財務計画省・統計局が 3 年ごとに行う「世帯収入・支出調査」の最新版（2009／

10）によると、1 ヵ月当たりの平均世帯収入は 3 万 6,451 スリランカ・ルピー（1 ルピー＝

約 0.7 円）、都市部では 4 万 7,783 ルピー、平均世帯支出は 3 万 1,331 ルピー（都市部：4

万 4,928 ルピー）となっている。支出のうち食料品が占める割合は 42.3％（都市部：35.4％）

で、コメ（2,298 ルピー）、香辛料（1,209 ルピー）、魚（1,163 ルピー）などが主要品目だ。

食料品以外では、住居費（3,446 ルピー）、運輸・通信費（3,072 ルピー）、パーソナル・ケ

ア／健康関連（1,429 ルピー）が支出項目の上位を占めている。 

 

＜地場資本が店舗網拡大、今後は外資系企業も参入か＞ 

 近年次第に熱気を帯びつつある小売市場だが、目立った外資系企業の参入はまだ見られ

ず、いずれの分野でも地場資本の大手企業が積極的な店舗拡大を行っている。 

 

 地場資本の主要スーパーマーケットの中で最も店舗数が多い Cargills Food City は、09 年

12 月に 140 店目、10 年 12 月に 150 店目をオープンし、11 年に入り総店舗数は 170 店に

達した。同社は 140 店目オープンの時点で、240 店まで増やす計画を発表している。 

 

 また、スーパーKeels Super（全国 47 店舗）を展開する JayKay Marketing は、コロンボ

郊外に「K Zone」というショッピングモールを開店させた。シンガポールやバンコクの大

型モールに比べればはるかに小規模だが、Keels Super に加えて家電販売店、アパレルショ

ップ、インテリア雑貨店、フードコートなども併設しており、コロンボ市民の新しい買い

物スポットになりそうだ。 

 

 こうした小売業への外資系企業の参入について、前述のペレラ氏は「近代的小売事業者

が国内小売業のスタンダード向上を助ける。将来的には、例えばテスコ（英）、ウォルマー

ト（米）、コーツ（英)、ビッグ・バザール（インド）、ショッパーズ・ストップ（インド）、

モハメド・ムスタファ（シンガポール）といった世界的な小売りチェーンもスリランカに

参入するのではないか」と考えているようだ。 

 

＜外資参入規制は投資額要件のみ＞ 

 スリランカの外資参入規制は比較的シンプルだ。「現地法人」「海外支店」という進出形
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態によって、それぞれ官報（Gazette）で外国企業の参入が禁止される分野、規制される分

野などが示されている。現地法人については、「100 万ドル未満の資本金の小売業」は外資

参入を認めない業種の 1 つに定められている。つまり、外資企業が現地法人としてスリラ

ンカの小売業に参入するには、100 万ドル以上の投資額が必要ということだ。 

 

 一方、海外支店については「200 万ドル未満の資本金の小売業」が同様に参入禁止分野の

1 つとして規定されている。同じ官報の中で、商業・取引・産業活動を行う海外支店を設立

する場合は 20 万ドル以上の投資が必要とされている。スリランカ中央銀行・為替管理局に

確認したところ、海外支店として小売業を行う場合には 200 万ドルに加えてこの 20 万ドル

も必要で、合計 220 万ドル以上を投資しなければならない、との回答だった。 

 

 いずれにしても、小売業への外資参入規制はこの投資額要件以外は設けられておらず、

この要件を満たせば外資 100％でも参入できるようになっている。 

 

＜「手つかず」の小売市場に注目＞ 

 スリランカにはまだ、コンビニもなければ大型百貨店もない。外資系小売業にとっては

「手つかず」の市場という見方もできる。好調な経済と旺盛な消費意欲。市場規模の制約

はあるが、小売業参入の候補先にスリランカを加えることは決して下策ではないだろう。 

 

（崎重雅英、ティッサ・ガラゴダ） 

 

18． 外資主導で進む小売市場改革（パキスタン） 

2011 年 12 月 01 日 カラチ発  

 

パキスタンの人口は 1 億 7,600 万人、世界第 6 位の人口大国（国連人口基金）で、増加

率も高い。将来的な市場拡大が約束されているが、小売業界の現状は、いまだにパンや肉

といった単一品目を扱う伝統的な店が主流だ。しかし、欧州のメトロ、カルフールといっ

た大規模小売りチェーンが先行者利益を求めて進出し始め、積極的な店舗展開を計画して

いる。 

 

＜外資参入が容易＞ 

 2008 年のリーマン・ショック前後を除き、個人消費は GDP 成長率を上回る伸びを示し

ている（図参照）。この高い消費性向と今後の成長市場に注目して、オランダのマクロとド

イツのメトロが 06 年に進出した。続く 09 年にはフランスのカルフール系のハイパースタ

ーがラホールに 1 号店を開店した。サービス業でも最低投資額が 15 万ドル以上なら外資

100％の参入可能といった、ハードルが低いことも外資を引き付けた理由だろう。 
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これら外資系の小売店の着目点は共通している。伸びる人口と所得、そして 40 歳以下の人

口が全人口の 79％を占めるという統計データだ（表参照）。「人口統計の見通しは、最も将

来の確実性が高い統計の 1 つ。現在、30 歳の人口は今後 60 歳まで、30 年間は収入を得て

消費する」（ハイパースター店舗開発担当ジャリリ副社長）と、市場拡大の魅力を語る。 

 

 

＜マクロはメトロと合併して効率経営を目指す＞ 

 マクロはジェトロの取材に対し、パキスタンの消費者が価格に敏感に反忚する特性に着

目し、より高いスケールメリットを得るため、今後はメトロの名称でパキスタン国内の店

舗を統一するという合併の計画を明らかにした。マクロが現在展開している 5 店とメトロ

の運営する 5 店を統合し、「店舗運営コストを引き下げるとともに、調達力を生かし、より

良いものをより安く提供する」（マクロのシディキ・ゼネラルマネジャー）方針だ。 

 

 シディキ氏は、合併に当たっては、店舗運営会

社と資産運営会社に役割を分担、店舗運営面はメ

トロが、資産管理はパキスタン側パートナーのハ

ビブ・グループが主体になると説明したが、持ち

株比率は明らかにしなかった。 

 

 また、ハイパースターとの競合については、「メ

トロは会員制卸売店で、一般消費者を対象にして

いない。その点でハイパースターとは競合しない」
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と語った。メトロでの買い物には、小売業者としての（一般消費者でないこと）会員登録

が必要になっている。店の中を見ると、一般消費者と思われる姿もあるが、メトロは今後、

より卸売り機能を強化する方針とみられる。 

 

 メトロは参入時、買い物カートを使った新しいコンセプトの販売スタイルの導入を目指

したという。やや古いデータだが、米国政府が 2000 年に実施した調査では、パキスタンの

小売り形態は、60％が野菜やパンなど取り扱い品目を限定した伝統的な家族経営の店、30％

が市場（いわゆるウエットマーケット）で、セルフサービス方式のスーパーマーケットは

10％にすぎない。しかも 10 店以上を展開しているチェーン店は Utility store と Shezan 

Bakers だけだ。 

 

 その意味では、メトロの販売スタイルは、革新的だったといえる。マクロがターゲット

とする最終消費者は、A クラス〔月収 7 万 5,000 ルピー（1 ルピー＝約 0.9 円）以上〕と、

B クラス（同 4 万ルピー以上）だという。 

 

＜消費意欲が高いラホール＞ 

 ハイパースターは、カルフールとアラブ首長国連邦（UAE）の Al Futtaim グループが設

立した Majid Al Futtaim による進出という形態をとっている。パキスタン法人のハイパース

ター店舗開発担当副社長のジャリリ氏は、現在はラホール 1 店だけだが、建設中のカラチ・

クリフトン店を加えてカラチに合計 5 店、ラホールにさらに 4 店、パキスタン全体で 10 店

を展開する計画があることを明らかにした。 

 

 国内 1 号店としてラホールを選んだのは、出店前の調査で、ラホールの住民は収入以上

に支出する傾向があることが明らかになったためだという。実際、多くの外資系小売業や

ファストフード店は、国内 1 号店をラホールに開店している。カラチに比べ、ラホールは

治安が安定しており、生活の安心度が高い。カラチは最大の商業都市だが、移住者が多く、

政党同士の抗争など治安面の不安から、万一に備えて支出を抑える傾向があることが指摘

されている。 

 

 ジャリリ氏は、「ラホールの消費者の所得は無限大」と語り、今後の売上高増大に強い自

信を示した。所得が無限大だという理由として、ターゲットとする中間所得者層が、a.年齢

が若く、夫婦共働きで収入が 2 倍ある層が主体なこと、b.給与収入のほかにサイドビジネス

を行っており、副収入があること、c.非公式経済があり、公式統計では把握できない資金が

流れていること、などを挙げた。 

 

 ハイパースターがターゲットとする中間所得者層は、30 歳以下、家族構成が 4～5 人と、

公式統計の世帯家族数 7 人より尐ない核家族だ。また、これらの世帯は、旧来の「女性は
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家庭内にとどまるべき」といった、イスラム教文化とは異なる革新的な考え方を持ってい

るという。 

 

＜価格に敏感な消費者をどう取り込むか＞ 

 日本製品の取り扱いの可能性について、マクロのシディキ社長は、同社の販売額の内訳

は食品が 80％、食品以外が 20％であることを説明した上で、日本の製品は高価格、高品質

というイメージがあり、価格に敏感な消費者にどう売り込みを図っていくかが重要だと語

った。一方、ハイパースターのジャリリ氏は、日本の高品質、高価格のイメージから、家

電、エレクトロニクス製品に可能性があると述べた。 

 

 カラチ市内では、最新のセルフサービス型のスーパーマーケットが新規に開店している

ほか、建設中のショッピングモールも散見される。今後は、ほかの国が経験したスピード

とは異なる速いスピードで小売流通業の改革が進むとみられる。しかし、小売流通業の改

革には、サプライチェーンの構築と同時に、物流インフラの整備が必須だろう。 

 

（白石薫） 

 

※本レポートは、ジェトロのニュースサービス「通商弘報」で 2011年 11月 14日から 12月 16日に

かけて掲載された記事をまとめております。通商弘報では、70 ヵ所を超えるジェトロ海外事務所の

駐在員から送られる国際ビジネス関連情報を、いち早くお手許にお届けしております。ウェブサイ

トは 1日 2回更新、メールニュースが毎日配信（土日祝祭日除く）されます。購読方法など詳細に

ついては、ジェトロのウェブサイト（http://www.jetro.go.jp/biz/kouhou/subscription/）をご覧くださ

い。 
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