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 特集：当世“書店”気質 
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書店をめぐる現在 

柴野 京子＊ 

 
 ここ 10 年ほどの間に，日本の新刊書店数は 7 割程度まで減少した。とくに著しいのは個人経営の小規模書店の閉店だが，郊外化や都市

部への大型出店をすすめてきたチェーン書店や大書店もまた，ブックオフやアマゾンなど，既存の枠組みの外からもたらされた環境の変化

に直面している。ここではそれらの状況を概観したうえで，インターネット書店のデザインが現実の書店にもたらした影響や，バーチャル

との対比で新たに発見される「リアル」書店のありようなどについて，代表的な事例を用いながら，実験的に言及していく。 
キーワード：書店，出版流通，郊外化，アマゾン，リアル書店，生活空間，公共性 
 

1．はじめに 

 書物のデジタル化・ネットワーク化をめぐっては，いわ

ゆる三省懇（「デジタル・ネットワーク社会における出版物

の利活用の推進に関する懇談会」）をひとつの契機に，規格

や法整備も含めた，具体的なビジネスモデルの検討がすで

に始まっている。こうしたなかで，にわかに前景化してき

たのが流通問題である。出版流通は，ながらく業界問題と

しての現象のみが語られてきたが，「デジタル・ネットワー

ク社会」においては「流通プラットフォーム」と言い換え

られ，新たなビジネスを制するファクターとしてクローズ

アップされている。 
 だがそのいっぽうで，アマゾンやグーグルを黒船にたと

え，生き残りを模索するという対置構造も一般には根強い。

また雑誌などではしばしば書店の特集が組まれ，特徴のあ

る「本屋さん」が写真入りで紹介されるが，そこではやや

もするとデジタルとの単純な対比から，ノスタルジックな

「非デジタル空間」として書店が発見され，規定されるとい

う逆説も起きている。 
 だが書店とは，何もそうした固定的なイメージに限定さ

れるものでもない。その成立過程からすればむしろラディ

カルなものであり，書物の環境が変わっている以上，定義

やありようも見直されてよいのではないか。そのような思

いから，本稿は総論という位置づけに沿って全般の動向を

概観しつつも，いささか不定形なところにも立ち入って，

「書店」という概念の方向性を考える試みとしたい。 

2．新刊書店の概況 

2.1 データにみる現況 
 議論の前提として，まず新刊書店の現況を確認しておく。

直近のデータによれば，2013 年 5 月 1 日現在の書店数は

14,241 軒で，前年同期を 455 軒下回った1)。図 1 は，この

ソースに基づくここ 10 年あまりの書店数，および総面積

の推移である。これをみると現在の書店数は 10 年前の約

74％に相当する。同じ期間の出版市場の推移（出版科学研

究所調べ）は約 78％となっており，全体の動向とほぼ同じ

か，やや落ち込んでいることがわかる2)。 

 ただし面積は，数や売上に反比例して拡大傾向にある。

これは，中小の書店が閉店するいっぽうで，新たに比較的

大きな書店が開店・または増床（店舗拡張）していること

を示す。なおこの調査における総面積は，回答があった店
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図 1 書店数と総面積の推移（アルメディア調べ）3) 

図 2 書店規模による市場占有の状況（面積比，アルメディア調
べ）4) 
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の合計であり，対象となるスペースには AV レンタル，文

具雑貨販売，カフェなど，出版物以外の事業や小売店舗以

外の面積も一部含まれているため，単純に 1 店舗あたりの

面積を措定することはできない。 
 しかし，同じ調査による規模別の面積占有を過去のデー

タと比較してみると，300 坪以上の店が全体に占める割合

は，10 年間で 27.7％から 47.2％（軒数ベースではそれぞ

れ 6.4％，10.4％に相当）にまで増加しており，傾向は明

らかである（図 2）。また売場面積に特定して行われた他の

調査でも，ほぼ同じ特徴がみられる5)。 
 
2.2 新刊書店の変遷 
 次に，新刊書店のおおまかな見取り図を，変遷とともに

示しておこう。 
 戦後の日本の書店は，紀伊國屋書店や丸善，三省堂書店

のような大手ナショナルチェーンと，各地方都市に戦前か

ら続く中核的な老舗書店（複数の店舗をもつ場合が多い），

中小書店という枠組みで成立してきた。いうなれば日本の

出版産業は，こうした「販路」に依拠しながら，高度経済

成長，市街地の拡大，ベビーブームによる児童数の増加と

高学歴化などの恩恵にあずかってきたといえる。 
 しかしそうしたマクロ状況にかげりが見え始めた 70 年

代から 80 年代にかけて，中堅書店の中から，郊外に多く

の中規模店を展開するものがあらわれた。モデルは，当時

のアメリカで書店市場を分けあっていた，ウォルデンブッ

クスや B・ダルトン，クラウンブックス（いずれものちの

業界再編で，ボーダーズ，バーンズ＆ノーブルほかが買収）

などの書店チェーンである。 
 日本では文教堂書店（神奈川），宮脇書店（香川），三洋

堂書店（愛知）などがその代表例で，イオンの子会社であ

る未来屋書店や，AVレンタルとの複合業態であるカルチュ

ア・コンビニエンス・クラブの TSUTAYA，そのフランチャ

イズであるトップカルチャー（新潟），雑貨を複合したヴィ

レッジヴァンガード（愛知，以上カッコ内は本社所在地）

など，新興のチェーンも含めることができよう。 
 こうした書店チェーンは，市街地の郊外化に加え，大手

取次会社が資金面でバックアップしたことで出店が加速し

た。ロードサイドや大規模商業施設のテナントとして入る

ことが多いために，店舗面積が比較的広いのも特徴で，延

長線上には広島のフタバ図書，北海道のコーチャンフォー

のような AV，カフェ複合型の超大型店がある6)。 
 他方，都市型のナショナルチェーンでは，近年ジュンク

堂書店を中心に，1000 坪クラスの超大型店舗が相次いで

オープンしているのが目立つ（表 1）。2000 年に旧大店法

が廃止され，代わって大幅に規制を緩和した大店立地法が

施行されたことも作用して，約 10 年間のうちに相当な勢

いで出店が続いた7)。 
 
2.3 相対化する「書店」市場 
 このような一連の動きのなかで，もっともあおりを受け

てきたのは，いうまでもなく個人経営による中小書店であ

る。大都市圏では，ターミナル駅周辺に前出のような超大

型店が出たことで，沿線の住宅地にも影響が及んでいる。

個人の中小書店はすでに 80 年代ごろから，チェーン店や

コンビニエンスストアの進出にさらされていた。また近年

では収益源である雑誌の売上が激減し，これにならぶ主力

商材の学習参考書や児童書も，少子化と学習塾の普及で不

振が続く。 
 後ろ盾をもたない個人書店の中には，いくつかの店が集

まって協業のための組織をつくり，出版社や取次に対する

交渉，オペレーションシステムの開発などを試みるところ

もある（NET21，パルネットなど）。しかし後継者難など

の要因も重なって，この 10 年間で実質的には半数以上の

中小書店が店を閉じているとみられる。 
 しかしそのようなサバイバルに勝ち抜いてきたチェーン

店や大型店もまた，問題をいくつも抱えている。そしてそ

の多くが，出版市場とイコールで結ばれていた「書店」市

場の外側からもたらされている。 
 少し補足をしておくと，日本の出版市場は近代化の過程

において，新刊の雑誌と書籍を流通で統合したところに成

立している。周知のように，欧米など諸外国では雑誌の流

通は新聞に準じているため，書店で雑誌が売られることは

一般的ではない。 
 この日本型出版流通に関してはいくつか見方があるが，

総じて多様な出版物を受け入れ，それを社会に広く安く提

供する装置としては，完成度の高いものであったというこ

とができよう。だがその反面，有用性の高さゆえに，同じ

構造が長く保たれすぎ，変革への対応を遅らせたともいえ

る8)。 
 しかしながら，現在われわれが出版物を入手する経路は

多様化，複雑化している。たとえば出版統計に含まれない

ものとして，ブックオフのような新古書店の売上がある。

おもな新古書店が加盟するリサイクルブックストア協議会

の調査によると，2010 年度の推定市場規模は 1300 億円で

あり，これを仮に定価の 3 割と見積もっても，現行の書籍

新刊市場の半分に相当する。いいかえればそれだけの需要

が，新古書によって形成されていることになる。同じ客層

を相手にするチェーン店にとっては，実感を伴う数字かも

しれない。 

年 店名 坪数 年 店名 坪数

1996 ジュンク堂難波店（現千日前店） 900 2008 阪急ブックファースト新宿店 1090

紀伊國屋新宿南店 1434 MARUZEN＆ジュンク堂渋谷店 1100

1997 ジュンク堂仙台店 900 MARUZEN＆ジュンク堂広島店 1200

ジュンク堂池袋店* 1000 2009 ジュンク堂那覇店 1500

1999 ジュンク堂大阪本店 1480 ジュンク堂新・難波店 1400

2000 ジュンク堂三宮店（増床） 1000 2010 MARUZEN&ジュンク堂　渋谷店 1100

2001 ジュンク堂福岡店** 1600 MARUZEN&ジュンク堂　広島店 1220

2004 ジュンク堂新宿店*** 1100 ジュンク堂　吉祥寺店 1100

丸善丸の内本店 1750 MARUZEN&ジュンク堂　梅田店 2062

2006 ジュンク堂京都BAL店 1068 2011 MARUZEN　多摩センター店 1140

丸善ラゾーナ川崎店 1020 ジュンク堂　旭川店 1050

2007 ジュンク堂新潟店**** 1300 ジュンク堂　仙台本店 1200

紀伊國屋ゆめたうん博多店 930 MARUZEN　松本店 1050

2008 ジュンク堂札幌店 1800 2013 紀伊國屋グランフロント大阪店 1000

* 2001年2000坪に増床 *** 2007年1650坪に増床、2012年閉店
** 2011年2000坪に増床 **** 同年1505坪に増床

表 1 大手書店による超大型店（1000 坪級）の出店状況（各社
ホームページ，『文化通信』『新文化』等から作成） 
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 いっぽう，ナショナルチェーンが都市部で大型店を展開

する背景には，アマゾンをはじめとするインターネット書

店の台頭をみるべきだろう。 
日本のインターネット書店（電子書籍をのぞく）は，イ

ンターネットの普及と同じ 1995 年ごろにスタートしてい

る。当初のおもな事業者は，紀伊國屋書店，丸善，三省堂

書店，トーハンなど大手書店と取次会社，一般の顧客から

直接商品を受注，宅配するヤマトブックサービス，TRC と

いった，国内の書籍流通企業であった。しかし，インター

ネットの普及率が個人で 3 割，法人では 9 割となる 2000
年あたりで，楽天，セブンアンドワイ（現セブンネット），

アマゾンなどの IT 関連や流通企業が参入し，インターネッ

ト書店を商業ベースにのせてゆく。 
 日販経営相談センターの推定によると，2011 年度におけ

るインターネット書店の売上高は新刊市場の 7～8％程度

とみられている（図 3）。トップのアマゾンは詳しい売上を

公表していないが，日販の数字が正しいとすれば，少なく

とも小売 大手の紀伊國屋書店 6％に匹敵する占有をもつ

と考えてよいだろう。アメリカではすでにアマゾンがバー

ンズ＆ノーブルを抜き，同年度ではシェアを 29％に拡大し

たとも報じられている9)。 

 以上のように，新刊書店が抱える問題も対応策も一律で

はない。だが確実にいえるのは，新刊書店の市場を形成し

てきた枠組みが，外部要因によって連鎖的に相対化されて

いることである。それらの現実的な対応策については各論

考に譲り，次項ではすこし視点をかえて，こうした新たな

ものが，市場のとりあい以外に何を「書店」にもたらそう

としているのか，事例から考えていくことにしたい。 
 
3．書店における「リアル」のゆくえ 

3.1 アマゾン化する書店空間 
 都市型の大規模書店がインターネット書店への対応であ

ることにはすでに触れた。けれども出版流通としてのアマ

ゾンが興味深いのは，巨大な黒船としての存在感よりも，

そのデザインが現実に投射されている点である。 
 以下はすでに各所で述べたことではあるが11)，まずはス

ケールの問題がある。紀伊國屋やジュンク堂のような専門

性の高い書店にとって重要なインターネット書店のポイン

トは，いながらにして本を入手できるといった利便性より

も，原理的にはすべての本を在庫し，検索できるというデ

ジタル環境の特性である。新刊市場で流通する本の種類は

おおよそ 80 万点，実際に書店で買えるのは 50 万点といわ

れているが，坪あたり 300 冊で計算すると，1 冊ずつ置い

ても 1500 坪必要になる。もちろんこれらの書店も自前の

インターネット書店を持っているが，競って巨大店舗を出

すのは，アマゾンにないものとして，現実の空間を提供し

ようとしているからにほかならない。 
 さらに，巨大化した店舗には検索端末が設置されている。

インターネット書店の革命は，利用者が自分で書誌を検索

する手段を開放したことにあるが，店内の端末機利用は，

このモデルが，現実の書店に導入されたとみることができ

る。 
 またアマゾンには，古書を売買するマーケットプレイス

がある。アメリカのアマゾンでは，店舗のコストを差し引

いた割引販売が大きな強みとなったが，再販制度で定価販

売を慣習とする日本では，割引ができない。定価で販売さ

れる新刊とともに表示されるマーケットプレイスのシステ

ムは，これを補う実質的な代替手段となっている。 
 同時に，これによって古本を手に入れる知識をもたない

層にもそれを提供し，幅広い既刊本の存在を知らしめ，接

する場を提供したということができよう（その究極の姿は

Kindle でもある）。新刊書店がながらく忌避していた古書

の併売を始めたり，各地でフリーマーケット形式の古書市

が開かれるようになったことも，こうした流れの上に置い

てみるとわかりやすい。 近では，古本と新刊とを区別せ

ずにごく小さな店を始める若者もいて，両者の境界はすで

に意味を失いつつあるかもしれない。 
 
3.2 松丸本舗の「リアル」 
 いっぽう，デジタル＝バーチャルという図式から，あえ

てそうではない「リアル」な書物の空間を見出そうという

動きもある。松岡正剛プロデュースによる松丸本舗は，そ

の代表的な事例である。松丸本舗は 2009 年の秋，丸善 140
周年の一環として，開店まもない丸の内本店 4 階に設置さ

れた 65 坪のセレクトショップで，そのスタイルの斬新さ

から話題になった（2012 年 9 月末日をもって閉店）。 
 松丸本舗の基本コンセプトは「棚の連鎖」によるつなが

りの再生，世界としての「棚の編集」にある12)。しかしこ

表 2 日本のおもなインターネット書店 
サービス名

1995～ 本屋でござ～る 和心システム・NEC ｿﾌﾄ･ﾊｰﾄﾞﾒｰｶｰ

（草創期） 丸善ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ 丸善 書店

ブックウェブ 紀伊國屋書店 書店

ブックサービス ヤマト運輸 運送会社

図書館流通センター（TRC) 図書館流通センター 図書館販売会社

本の探検隊（一部専門書） トーハン 取次会社

2000～ bk-1（旧TRC) 図書館流通センター 図書館販売会社

（拡大期） e-hon（旧本の探検隊） トーハン 取次会社

本やタウン（現Honya Club.com） 日本出版販売 取次会社

ｾﾌﾞﾝｱﾝﾄﾞﾜｲ（現ｾﾌﾞﾝﾈｯﾄｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ） セブンイレブン 流通小売業

楽天ブックス 楽天 IT企業

BOLジャパン ベルテルスマン 独出版企業

アマゾン（1995設立、1998洋書日
本語版サイト）

アマゾンジャパン 米IT企業

その他 版元ドットコム 版元ドットコム有限責任事業組合 出版社合同

Fujisan　Magazine（雑誌） Fujisan Magazine IT企業

日本の古本屋 全国古書籍商組合連合会 古書店合同

運営主体

図 3 販売ルート別推定出版物販売推移（数字はインターネット
書店販売額10) 
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うした棚の考え方じたいは，特に目新しいものではない。

有名なものでは，かつてリブロブックセンターの名物書店

員であった今泉正光氏の「今泉棚」がある。ほかにも，本

号にも寄稿されている往来堂書店の文脈棚をはじめ，特徴

のある棚を管理している書店は存在する。 

 にもかかわらず，松丸本舗はブログや商業媒体で，たび

たびとりあげられることになった。むろん両者の知名度と，

知のカリスマ松岡氏によるプロモーションの力が大きい

が，その多くが「リアル書店」の理想形として，松丸本舗

を引用したことに注意したい。たとえば『ダイヤモンド・

オンライン』の 2010 年 4 月 2 日の記事は，「『古き良きレ

コメンド機能』を再評価！“知の迷宮”松丸本舗に行って

きた」と題し，次のように評している。 
 
 インターネットで本を買う人が増えるなか，リアル書店

ができることの意味は何か。この松丸本舗は老舗書店と知

識人が共に考え，理想を形にした空間なのだ14)。 
 
 丸善の小城武彦社長（当時）もまた，松丸本舗を「リア

ルな場」としての書店を模索した結果のひとつと説明し，

「今まで見たことのないような，『やっぱり本屋ってこうい

うもんじゃないか』というような新しい書店ができました。

本屋の原点を示しているつもりです。」と述べている15)。こ

の発言は，日本でも指折りの老舗書店である丸善本体が，

もはや「リアルな場」ではなく，インターネット書店を模

倣した擬似バーチャルであることを端的に示しているとい

えるだろう。 
 しかしながら奇妙なことに，そこに出現した「理想のリ

アル書店」としての松丸本舗は，実際にはおよそ書店らし

くはないのである。内部は迷路のように閉鎖的な空間であ

り（図 4），什器には家具に近い特注の書架を使用，本は乱

雑に並べられている。記事の中でも「誰かの書斎に遊びに

きたようだ」と書かれているように，書店というよりも，

私的な空間が過剰に演出されているところに，松丸本舗の

大きな特徴がある。これに従えば，リアリティの復活には

デフォルメされたプライベート空間が必要だったことにな

るのだが，それはなぜなのだろうか。 

4．カフェ書店の向こう側～むすびに代えて 

 後の問いに答える前に，もうひとつ書物をめぐるプラ

イベートな空間に言及しておきたい。都市の中心地をすこ

しはずれた学生街や，住宅・商業地区に多く見かけるよう

になった，いわゆるカフェ的な書店である。飲食を提供す

る「カフェ」であるか否かにかかわらず，居心地のよい場

所で限定された本を探し，楽しむというスタイルの小書店，

という程度のゆるやかな定義になるが，古書店の形式を

とっているものも多い。 
 しばらく前まで，こうしたカフェ書店は，話題にはなっ

ても，あくまで趣味的なもの，市場としてはとるに足らな

いものと思われてきた。それは業態や売上の規模ではなく，

これらの店が「書店」らしくないこと，私的な空間を提供

していることに由来する。 
 先に触れたように，日本の出版流通は私企業でありなが

ら，社会の公共装置として機能してきた。ここには，現在

の取次―書店システムの直接の原型が，戦時体制における

国策の配給システムだったことも作用している。このこと

は現在ほとんど意識されることはないが，客商売としての

書店には，いたずらに個性を強調するよりも，出版物を社

会に提供するエージェントとして愚直なほうがよい，とい

う価値観がある。そこからながめるカフェ書店は，たしか

に「書店」ではないだろう。 
 ただし，そうした店に来る人たちの本に対するアプロー

チが，従来の「書店」におけるそれとは異なるとしたらど

うだろうか。本，あるいは読書というものが，これまで信

じられてきたような，広い意味での「知」を担保するベー

シックな（もしくは特権的な）ことがらではなくなってい

るという仮説が，もし成り立つとしたら，本に触れる場所

は「書店らしい（公共的な）」構成である必要はない。場合

によっては，生活空間を想起させるような設定がなじみや

すい16）。 
 出版物へのアクセスが，既存のエージェントの構成－

すなわち，新刊書店，古書店，図書館のような組織的なカ

テゴリから，生活シーン別の関係性へとシフトしている可

能性がある。もしもリアルな「書店」に行くことが生活の

一片であるとすれば，その「書店」はパブリックな動機で

はなく，プライベートな断片として成立している。松丸本

舗の私的空間は演出にとどまったが，カフェ書店はそこに

個人が介入して経験される，「リアル」な書物空間である。 
 日本の「書店」は，少なくとも 80 年ほどの間，世界で

も稀有なポテンシャルをもった空間として機能してきたと

論じたことがある。そのポテンシャルは，外部を中に取り

図 4 松丸本舗マップ13) 
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込んでいくことで積み重ねられ，同時に“読者”を編成し

ていくものでもあったが，デジタル技術によるバーチャル

の無限性と，現実空間への反転は，もはやそれをゆるさな

くなった。 
 しかし「リアル」が単に有店舗を意味するのではなく，

生活を構成するものとして“読者”に読みこまれるのなら

ば，そこを起点に新たに書物の流通空間を再編成すること

は可能である。生活圏という単位で成立する書物の空間が，

どのようなポテンシャルを発揮するのか。かつて「知」を

組織していたエージェントに代わるものは，どのように構

想されうるのか。それが，おそらくデジタル時代の「書店」

のありかたを示すことになるだろう。 
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