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う浮上しないのではない

か﹂
︒セブン＆アイグループ会社の
元役員はため息を漏らす︒
ＧＭＳは日本の流通業の中核を担
ってきたが︑コンビニエンスストア
や専門店の台頭で︑年々その影は薄
くなっていた︵ ㌻図︶
︒出店ペー

180店の2割に当たる 店を閉鎖

た︒その同社が今後5年間で全店舗

り︑ＧＭＳのトップに君臨してき

ヨーカ堂は100年近い歴史を誇

めているのが︑イトーヨーカ堂だ︒

かどうか︒その意味で︑今注目を集

上の﹁撤退戦﹂の局面へ移行するの

御策でしのいできたＧＭＳが︑事実

スの抑制や既存店の活性化という防
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億円の営業赤字に転落していた︒

で更新したが︑その中でヨーカ堂は

Ｄは過去最高の営業利益を3年連続

堂である︒2015年度上半期でＨ

グス︵ＨＤ︶のアキレス腱はヨーカ

える︑セブン＆アイ・ホールディン

セブン ︱イレブン・ジャパンを抱

することを決めたのである︒
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上期の赤字は5年ぶりのことだ︒
衣料品の在庫をさばくためのセール
で採算が悪化したことや︑約 店で

分の1の 億円へと大幅に下方修

期予想も従来の100億円からその

ヨーカ堂は同時に︑営業利益の通

んでいない﹂と肩を落とす︒

ろやってきたが︶まだまだ改革が進

せていなかった﹂
﹁
︵過去にもいろい

敏感になっているのに︑優位性を出

村田紀敏社長は︑
﹁消費者が価格に

費のかさんだことが響いた︒ＨＤの

実施した食品売り場の改装に伴う経

20

は至難の業である︒ 億円の赤字だ

だが︑このハードルさえ越えるの

的な数字である︒

メンツもプライドも失うような屈辱

正した︒名門ヨーカ堂にとっては︑

10

スを記録したのは︑過去 年で 年

既存店売上高が年間を通してプラ

かったわけではない︒

が︑この間に手を打つチャンスがな

瀬戸際に追い込まれたヨーカ堂だ

「見捨てられてない」
という甘さがあった

来初めてのことになる︒

なれば︑ヨーカ堂にとっては上場以

ばならないのだ︒仮に通期の赤字と

けで100億円の利益を出さなけれ

った上半期から一転して︑下半期だ

90

02
度だけだ︵ ㌻上図︶
︒既存店が戦

20

い︒たとえば︑ 年度の営業利益は

舗数が増えても業績はよくならな

力になりにくいため︑新規出店で店

45

億円に落ち込んだ︒これはピーク

14

に比べると︑わずか2％というレベ
ルである︒セブン ︱イレブンの営業
利益はこの年2233億円だった︒
ヨーカ堂の元役員は﹁客がまった
く来てくれないわけではなく︑見捨
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GMS 撤退戦が始まる

首都圏総合スーパー
（GMS）の雄、イト
ーヨーカ堂が大量閉店を決めた。
「GMS
の時代は終わった」
。流通業界の定説が
いよいよ現実局面へ移ってきた。
本誌：田野真由佳、冨岡 耕、堀川美行

経済 学

米
住むエリアに﹁シカゴハイツ

き方︑読書︑英語などを教える︒次

を鍛えるクラス︒数字の数え方や書

る︒単なる幼稚園ではない︒世界が

作業などを通じてチームワークや粘

といわれる︶を鍛えるクラス︒共同

が学力以外のスキル︵非認知スキル

シカゴ市郊外︒貧困層が多く

幼児センター﹂
︵ ㌻に写真︶はあ
注目する︑壮大な﹁実験﹂が行われ
同センターは2010年︑シカゴ

ンターに通っていない子どもの親が

最後に親向けカリキュラムだ︒セ

り強さ︑忍耐力などを養う︒

に在住するヘッジファンドマネジャ

参加し︑まず親を教育し︑親が自ら

ているのだ︒

ーの寄付によって設立された︒毎年

どもたちにどんな影響を及ぼすの

実験では幼稚園で学んだことが子

子どもを教育するよう指導する︒

る貧困ライン以下の家庭の子どもた

か︑生涯にわたって追跡調査する︒

人が入園する︒全員が米政府の定め

抽選で選ばれた3〜5歳児約500

ちだ︒1クラスの児童数は 人︑そ

力につながるスキル︵認知スキル︶

﹁実験﹂は三つに分かれる︒まず学

こに教師︑助手が1人ずつつく︒

を通じて︑教育効果を把握する︒

加できなかった子どもたちとの比較

3グループのほか︑プログラムに参

政策に科学的根拠を
どう生かす

非認知スキル
の高め方
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米国だけではない︒ＯＥＣＤ︵経

だろう﹂と語る︒

やＩＱ︵知能指数︶だけでなく︑目

めている︒そして大事なのは︑学力

影響を与えるという研究が注目を集

前教育が︑その後の人生に決定的な

今︑米国では子どもに対する就学

本特集では教育を﹁科学﹂するこ

し︑それを政策に生かそうとする︒

通じ教育への効果を客観的に把握

うとする取り組みだ︒社会実験等を

る潮流が︑教育を科学的に分析しよ

が再認識されている︒さらに共通す

就学前教育︑非認知スキルの重要性

済協力開発機構︶をはじめ︑世界で

に見えない非認知スキルであること

とで何が見えるのか︑そして非認知
スキルとは何であるのかを示し︑そ

カゴ大学経済学部のジョン・リスト
教授︵ ㌻にインタビュー︶は︑
﹁プ

がわかってきた︒実験を主導したシ

早期の教育が子どもに
決定的な影響を与える

教育を
「科学」する

本誌：並木厚憲、平松さわみ、高見和也、福田恵介、
中原美絵子、印南志帆、中山一貴、長谷川 隆
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2015.10.24 週刊東洋経済

ログラムに参加した子どもたちが大

れを高める方法を徹底検証する︒就
なっている教育格差や︑子どもの貧

学前教育の充実は︑日本でも問題と
産性が高まり︑犯罪に手を染める可

困を解決する一助にもなるはずだ︒

人になったとき︑労働者としての生
能性が減るなど︑大きな成果が出る
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その子育て、間 違って いませんか
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見えてくる。

の
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今、教育を「科学」する試みが広がっている。
非認知スキル。あなたの知らない教育の真実が
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特集／「教育」の経済学

シックスが︑往年の名作スニーカー

店﹂
︒スポーツ用品の国内最大手ア

ここは﹁オニツカタイガー表参道

ダン風のおしゃれなたたずまいだ︒

かれているというその建物は︑和モ

れていく︒外壁に黒墨でトラ柄が描

スを引いた外国人が次々と吸い込ま

つ黒い建物に︑キャリーケー

参道から一本入った路地に立

袋を抱えて帰ってくださる﹂
︵古賀

のお客様が︑スニーカーが詰まった

る︒それでも﹁タイや中国などから

イド﹂シリーズなら3万円台もあ

部まで日本で加工した﹁ニッポンメ

ーカーは1万円台が中心価格帯︒細

って買い求めているオニツカのスニ

せても熱気に満ちている︒彼らが競

が飛び交う店内は︑エアコンを効か

語︑中国語︑タイ語⁝⁝異国の言葉

のだ︵アシックス調べ︶
︒

シューズの着用率が5割近くに上る

シティマラソンでは︑アシックス製

る市民マラソン大会︑ニューヨーク

獲得している︒世界で最も人気のあ

欧米市場でトップクラスのシェアを

ランニングシューズも︑このところ

い︒アシックスブランドで展開する

争うまでになった︒

品市場で独プーマなどと3位の座を

円︶が射程圏で︑世界のスポーツ用

000億円台︵会社予想4290億

月期は社史始まって以来の売上高4

し︑円安が追い風だ︒2015年

に対しアシックスは8割前後に達

今年1月にはアシックス︑オニツ

コア商品として展開するファッショ

は渋谷店もオープンした︒

万人といい︑この人気を受け今春に

亮店長︶
︒月間来店客数は3万〜4

3割程度にとどまるせいで︑円安が

いる︒またミズノは海外販売比率が

合ったミズノの1・8倍に拡大して

㌻図︶
︑かつて国内2強として競り

追求しないが︑アシックスよりも日

高めた︒オニツカほどはモード性を

デザインし直し︑ファッション性を

年代に人気だった競技用シューズを

スタイガー﹂を投入︒1980〜

カに続く第3のブランド﹁アシック

ンブランドの世界旗艦店だ︒

世界の消費者を魅了しているの

常的に着用できるイメージで︑米国

1階の中央に設けられた大型のソ
ファは︑スニーカーの履き心地を試

原材料高騰の悪材料となっているの

売上高は着実な成長を遂げ︵ 〜

両事業の世界での快進撃によって

﹁アシックスタイガー﹂の復刻版を
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知ら れざる変革

「終わった会社」
が
世界を魅了し始めた

10年にわたってぴたっと成長が止
まっていたスポーツシューズの名門
が、気がつけば力強く世界市場を駆
けている。変革の深層に迫った。
オニツカタイガー表参道店の店
内。外国人客がひっきりなしに
訪れ、熱心にシューズを品定め
していた

アシックス
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アシックス 知られざる変革

