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＜＜＜＜企業概要企業概要企業概要企業概要＞＞＞＞

商 号 Wal-Mart Stores, Inc.

業 種 デパート

(NAICS分類:北米産業分類システム)
本 社 米国アーカンソー州ベントンビル

時価総額 2,119億ドル（2009年11月25日現在）

従 業 員 210万人（2008年）

売 上 高 3,780億ドル（2008年）

地域売上 米国75.4%、海外：24.6%

グループ会社数 13社

（100%子会社5社、過半数所有会社7社）
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＜＜＜＜海外展開海外展開海外展開海外展開のののの契機契機契機契機とととと概要概要概要概要 1＞＞＞＞

グローバル供給システムと顧客フロントのカスタマイズ

・Wal-Martは、1962年にサム・ウォルトンが米国南部アーカンソー州に

創設した地方企業で、EDLP（Everyday Low Price）を掲げ、低価格

のディスカウントストアを中心に展開、成長してきた。80年代には、

自社物流網を効率的に使った地域ドミナント戦略（平均で半径約150マ

イルに圏内に150店舗）と、競争回避の立地戦略（ウォルマートが出店

すると唯一の大型店舗であることが多い）により、高い参入障壁を築

きながら田舎を中心に店舗展開を進めることで、30年かけて全米を制

覇。1990年に全米売上1位を記録した。

・その後は、店舗フォーマットの拡大と海外進出により高い成長性を維

持しており、店舗フォーマットは、ディスカウントストアに加え、83

年には、会員制ストアのサムズ・クラブ、86年には、ディスカウント

ストアに日用雑貨を加えたスーパーセンター、98年には、食品ストア

であるネイバーフッドマーケットをそれぞれ開始してきた。海外進出

は、1991年のメキシコ参入を皮切りに、カナダ（94年）、ブラジル、

アルゼンチン（95年）など米州へ展開し、90年代後半からは、中国

（96年）、韓国（98年、ドイツ（97年）、英国（99年）などアジアや

欧州へも進出してきた。また、新しい国への参入に際しては、本社で

タスクフォースチームを組み、集中的に検討させ、参入方式に関して

は、市場の成熟度や規制などに鑑みて、買収、合弁、新規参入を選択

している。これらの活動を通じて、過去30年以上にわたり売上、利益

の高成長を維持し（80年～08年度の年平均成長率で、売上、利益とも

に23%）、2001年にはシアーズを抜き小売業売上世界1位を獲得してい

る。
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＜＜＜＜海外展開海外展開海外展開海外展開のののの契機契機契機契機とととと概要概要概要概要 2＞＞＞＞
・Wal-Martは、グローバルソーシング、自社物流網やITシステムによる

メーカーとの直接取引、プライベートブランド（PB）などグローバル

な供給システムにより、EDLPを実現し大きく成長を遂げてきた。その

ため、海外展開にあたっても、標準化した供給システムを世界中へ移植

（トランスファー）し、買収、提携先のバリューアップや競争力ある新

規参入を実現している。他方で、顧客フロントに関しては、現地に一定

の裁量を任せ、地域の風習、文化、経済特性により、商品カテゴリ、店

舗オペレーションをカスタマイズし、さらには地域にあわせた新たな店

舗フォーマットの開発を行うことで、グローバル標準化と市場特性にあ

わせたカスタマイズを両立している。
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＜＜＜＜標準化標準化標準化標準化のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ 1 ＞＞＞＞

供給システムの標準化による進出国での競争力アップ
・Wal-Martは、供給システムにおいて、大きく3つのやり方を世界標準とし、
各国で同様の供給システムを導入している。一つ目は、メーカーとの直接
取引で、90年代初頭から、自社物流網の構築と、リテールリンク（ITシス
テム）を使ったメーカーと直接に売上や在庫情報の共有を行うCPFR
（Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment：製販協働に
よる販売計画・需要予測・商品補充）により、中間業者を排除することで、
調達費用を削減している。二つ目は、グローバルソーシングで、日用雑貨
品などを中心に、グローバル企業と世界規模で取引をすることで調達費を
削減している。そして、三つ目は、プライベートブランド（PB）の導入
である。これらの標準システムを進出国へ移植（トランスファー）するこ
とで、競争優位の確立を目指すが、実際には、成功しているケースと失敗
しているケースが存在する。

・代表的な成功ケースでは、メキシコとイギリスがあげられる。91年に参入
したメキシコでは、メキシコシティ、グアダラハラなど中心地域に8つの
自前の物流センターを建設し、同時に供給業者とITシステム（EDIの導
入）により、直接売上、在庫の情報交換を行うことで、中間業者を排除し
物流コストを削減している。同時に、グローバルソーシングによる調達費
削減も行うなど、Wal-Martの標準化された供給システムを導入すること
で、合弁会社の競争力を向上させている。

・99年にASDAの買収により参入したイギリスでも、自前の物流網の構築や
グローバルソーシング、さらにはPB（Grate Price、Grate Value）など
Wal-Martの標準供給システムを導入。結果として、売価は、ASDA時代
に競合比平均▲7%だったが、▲13%へと向上し[1]、結果買収時3位だった
ASDAは、セインズベリーを抜き2位を奪取した。

[1] Wal-Mart in Europe (Harvard Business School, Business Case ), pp.5-6
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＜＜＜＜標準化標準化標準化標準化のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ 2 ＞＞＞＞

・他方、失敗ケースとしてはドイツへの参入があげられる。97年に、
ヴェルトカウフを買収して参入したドイツでは、Wal-Martの標準供給
システムが十分に導入出来ず、06年にメトログループに85店舗を売却
して撤退している。ドイツでは、元々小売業とメーカーが直接取引を
しており、メーカーは、地域ドミナント構築を目指しWal-Mart自前で
用意した物流網が中間に入ることに大きな抵抗を示した。しかし、
Wal-Martは、競争優位の源泉である供給システムの構築のため、自前
供給システムの導入にこだわった。結果として、メーカーの商品供給
の安定性が損なわれ、業界平均の在庫欠品率が7%にも関らず、Wal-
Martは、20%近い欠品率を計上していた[1]。また、一部の調査では、
同一商品の競合比で1割以上高かったという結果もあり[2]、Wal-Mart
の標準供給システムによるバリューアップが十分発揮されずに撤退を
余儀なくされた。

[1] Wal-Mart in Europe (Harvard Business School, Business Case ). p.10
[2] Wal-Mart in Europe (Harvard Business School, Business Case ). p.9
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＜＜＜＜現地化現地化現地化現地化とととと知見知見知見知見のののの取取取取りりりり込込込込みみみみ 1＞＞＞＞

顧客フロントの現地化
・ウォルマートは、商品カテゴリや店舗オペレーション、店舗フォーマット
など顧客フロントの領域に関しては、各国地域の文化、風習、国民性など
の特性にあわせた柔軟な対応をとっている。具体的には、各国法人（買収、
合弁先などを含む）に、現地化の一定の裁量が与えられ、地域にあった商
品カテゴリの選択や店舗オペレーションはもちろん、必要に応じて、地域
特性合わせた新たな店舗フォーマットを開発も行っている。以下では、中
国、ドイツ、メキシコの事例について紹介する。

・中国参入時には、地元の食文化や購買様式が十分に理解出来ず、当初苦戦
を強いられている。品揃え面では、中国では、「新鮮」なものとは「生」
を意味し、魚やエビに加え、カエルなども食すため、これらの生の食材が
求められる。しかし、欧米の常識で品揃えを検討していたWal-Martは当
初これらの品揃えニーズに十分対応出来ていなかった。また、中国のWal-
Mart利用層の冷蔵庫は小さいため、腐りやすい商品は日々買い物をする
習慣がある。しかし、Wal-Martは当初、欧米同様の品揃えを行い、腐り
やすい商品が大量に売れ残り腐敗する事態が起こった。これらの事態に対
して、店舗裁量により、中国の食文化や生活事情にあわせた品揃えに改善
していくことで売上を伸ばしていった。

・また、販売方法でも、当初は欧米方式をとり、品揃えは綺麗に整頓し、店
内で店員から積極的に声をかけなかったが、中国では、上品過ぎて「覇気
がない」として受入れられなかった。さらには、レジ袋に関しても当初ク
レームが出ていた。これは、Wal-Martに来る人は米国のように車ではな
く、自転車やバイクで来る人が多いためより丈夫なレジ袋が必要となるた
めである。これらに対しても現場主導により、山積みされた商品を前に、
店員が大声で口上を述べるという販売方法に切替え、レジ袋を改善しロー
カルのニーズに応えていった。
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・ドイツでは米国のルールをそのまま持ち込み、途中で改善を行っている。
米国の店舗では、顧客が店員から10フィート（約3メートル）の距離まで
近づいたら話しかけるという「10フィートルール」及び、出入口付近に立
ち、出入りする顧客に話しかける「グリーター」という制度が実行されて
いる。97年にドイツに進出した際にも、当初「10フィートルール」と
「グリーター」を継承したが、現場の販売オペレーションの中で、ドイツ
の国民性として他人から話しかけられることを相対的に好まないことが判
明した。複数の店舗での調査の末、最終的には現地法人の社長の判断によ
り、これらの制度の運用が停止された。

・メキシコでは、価格志向が強い低所得者層が多いために、「ボデガ・アウ
レラ」という新しい倉庫型ディスカウントストアの店舗フォーマットをメ
キシコ用に開発し、全国展開している（図1）。

[1]Yucatan Living <http://www.yucatanliving.com/>

＜＜＜＜国際展開戦略国際展開戦略国際展開戦略国際展開戦略とととと意思決定意思決定意思決定意思決定 1＞＞＞＞

（図1：ボデガ・アウレラ[1]）
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・90年代前半の参入当初は、地域の拠点となる大都市を中心に、自動車を

保有する中産階層以上をターゲットにして、スーパーセンターやサムズ

クラブという従来型の店舗フォーマットを展開していた。しかし、展開

を進める中で、メキシコは、低所得者層の人口比率が高く、従来のWal-

Martの店舗フォーマットではリーチ出来る市場規模が限定的であること

が判明してきた。そこで、Wal-Martは、「ボデガ・アウレラ」という、

メキシコの低所得者の購買様式にあわせた、多くの商品が通常の店舗よ

りも小さいサイズでかつ低価格で販売する店舗フォーマットを開発し、

中規模以下の都市まで出店を拡大していった（表1）。「ボデガ・アウレ

ラ」では、例えば、十分な大きさの冷蔵を持たない顧客のために、バ

ターは通常の半分の大きさで陳列し、価格も1個2ペソ（14円）と相場の

半額にしたりと工夫することで、現地の低所得者層の生活実態にあわせ

た品揃えや価格を実現している。

＜＜＜＜国際展開戦略国際展開戦略国際展開戦略国際展開戦略とととと意思決定意思決定意思決定意思決定 2＞＞＞＞

（表1）メキシコの店舗フォーマット別店舗数推移
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＜＜＜＜現地企業現地企業現地企業現地企業とのとのとのとの合弁合弁合弁合弁・・・・提携提携提携提携 1＞＞＞＞

リスクにあわせた参入方法の選択
・海外進出に関しては、本社の国際部門が一括管理しており、新しい国へ
の参入検討にあたっては、AIM（Accelerated International 
Management program）という20～25人程度のタスクフォースチームが
結成され、メンバーの選定は、CEO自らが面接を行う。

・さらに、立上げ後は、ILDP（International Leadership Development 
program）という各国マネジメントレベルの人材を様々な国で経験を積
ませるモビリティプログラムにより、育成を促している。

・国際部門は、進出先の地域とともに、進出先への参入方法を検討する。
具体的には、進出先の人口構成、経済政策、国民の所得水準、市場の成
熟度合い、買収・提携に値する競合の存在の有無などを分析し、買収、
合弁、新規参入の中か選択していく。

・まず、市場成熟度が高く新規参入が難しい場合には、買収による参入を
優先的に検討する。例えば、99年に進出したイギリスでは、当時国内3位
のシェアだったASDAを買収し参入を果たしている。ASDAは、食品中心
のリテイラーで、Wal-Martのディスカウント部門の統合と標準供給シス
テムの導入によりバリューアップを図った。同様に、カナダ（94年）、
ドイツ（97年）、英国（99年）、日本（02年）へ参入する際にも、買収
による方式が選択されている。

・次に、経済面や文化面でのギャップが大きい市場や外資に対する規制の
ある市場に対しては、地域の知見の蓄積のために、既存業者の知見・ノ
ウハウを活用可能な合弁が選択される。例えば、91年に参入したメキシ
コは、参入の検討当時には旧外資法が存在し、政府の外資への政策も流
動的であった。また、パパママショップなど小規模小売店がシェアの大
半を占めており、魅力的な買収先も乏しかったため、結果として、現地
のリテイラーであるシフラと合弁会社を作り、進出を果たしている（08
年度時点で出資率60%）。また、その他にも、ブラジル（95年）、中国
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＜＜＜＜現地企業現地企業現地企業現地企業とのとのとのとの合弁合弁合弁合弁・・・・提携提携提携提携 2＞＞＞＞

（96年）、インド（09年）などは、同様の参入方式が選択されている。
・最後に、進出先の市場が未成熟で、魅力的な買収先、提携先が存在しない
場合には、新規参入が採用される。例えば、米領プエルトリコ（92年）及
びアルゼンチン（95年）への進出は、新規参入の形態で行われた。

出所
・Wal-Mart IR資料
・Wal-Mart in Europe (Harvard Business School, Business Case)
・Wal-Mart Ventures in Mexico (Harvard Business School, Business Case)
・Taking Wal-Mart Global (Strategy + Business, Harvard Business School)
・Wal-Mart’s German Misadventure (Institute of Chartered Financial Analysts of 
India, Business Case)

・Wal-Mart: Managing Globalization (Institute of Chartered Financial Analysts of 
India, Business Case)

・Wal-Mart in China (Institute of Chartered Financial Analysts of India, Business 
Case)

・Wal-Mart’s Strategies in China (Institute of Chartered Financial Analysts of India, 
Business Case)

・Wal-Mart’s Supply Chain Management Practices (A) (Institute of Chartered 
Financial Analysts of India, Business Case)

・Wal-Mart’s Supply Chain Management Practices (B) (Institute of Chartered 
Financial Analysts of India, Business Case)

・ウォルマート 国家を超える40兆円企業（日経ビジネス）
・ウォルマートの国際経営戦略に関する一考察（丸谷雄一郎、商学論纂）
・小売企業の総合型業態による海外戦略（白石善章・鳥羽達郎、流通科学大論集）
・小売企業の国際展開（向山雅夫・崔相鐵、中央経済社）
・ウォルマートの新興市場参入戦略（丸谷雄一郎・大澤武志、芙蓉書房出版）
・Factiva（ビジネス情報のオンラインデータベース）


