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Abstract; In this study, we focused on "peddling," a small economic activity that is part of mobile vending. The 
purpose of this study is to conduct basic research to interpret the socio-economic world unit constructed by peddling 
through literature review. As a result, the following has become clear. The study of peddling has declined, but the 
study of distribution and mobile sales has taken over.  Next, peddling was a "complementary" type of mobile sales 
that supported livelihoods.  This was divided into two types: the "relief type" that responds to solving social problems 
and the "value-creating type" that actively creates new forms of activity. 
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1. はじめに 
コロナ禍による移動や外出、特に外食機会の制限のなかで、キッ

チンカーや移動販売など移動を伴う小さな経済活動に注目が集まっ

ている。このような小さな経済活動は、全く新しい業態ではなく、時代

のニーズに対応しながら社会の中で営みが続けられてきたものであ

る。しかしながら、既存の市場やサービスや技術を基盤とした個人

による事業展開であるため、インフォーマルな経済活動として見なさ

れてきた。 

 そのため、行商から始まる現在の移動販売は体系的に研究が蓄積

されているとは言い難い。各々の研究分野によって、個別の事例が

扱われることはあるものの、体系的な整理や研究が希薄である。 

 例えば、中村（1985）は水産物を中心に、全国における行商の実態

を網羅的に把握している 115)。しかし、それが地域社会の中で人々の

暮らしにどのような影響を与え、生活機能を補完してきたのかにつ

いては不明である。さらに、中村（2011）では、「さらに極論すると，食

品を扱う自動車営業の活発化こそが，地域商業，地域社会生活を維

持していくために，不可避の社会的要請であるとさえ言うことができ

よう。 以上の分析から，『行商研究』執筆後に残された魚介類自動車

営業に関する課題を解決するという所期の目的をある程度達成しえ

たと考える。ただし，自動車営業の具体的な活動の地域的展開に関

しては，紙数の関係もあって言及し得なかった。これを今後の課題と

したい。」94)と、長年に渡る行商研究をまとめると同時に、課題を指摘

している。 

 このような背景をふまえて、本論では、移動販売の一部である「行

商」に注目し文献整理をおこなうことで、小さな経済活動としての行

商によって構築される社会経済的関係の再解釈にむけた基礎的研

究を目的としている。 

2. 研究の方法

 まず、移動販売の既存研究について、論文タイトルを用いて整理

する。次に、時代区分で整理し、移動販売の内容や対象地域などを

ふまえて類型化する。そのなかでも本論では、食料品を中心とした

生活用品を対象とした。以下、本論で扱う文献は、国立情報学研究

所論文情報ナビゲータ（CiNii）に収録されている論文を対象とした。

論文検索範囲は2021 年までとし、CiNiiの検索は2022 年2月１日

に実施した。なお、検索ワードには「移動販売」、「行商」を用いた。 

3. 先行研究の類型化

 国立情報学研究所論文情報ナビゲータ（CiNii）を用いて、「移動販

売」を検索ワードで確認したところ、文献資料は218件が確認された
(1)。これらの資料を精査したところ、審査の有無にかかわらず研究論

文は81 本(2)であった。81 本の論文の出版年を整理したものが図-1

である。最も古い論文の出版年は2000 年となっている。出版本数の

変化を見ると、2011 年以降に増加している。 

【図1】 移動販売に関する研究の出版状況（本数） 

 移動販売に関する研究は、2000 年に端を発しているが、2011 年

以降に本格的に取り組まれている。つまり、移動販売は、直近の10

年間の研究が基盤となっている。一方で、研究の蓄積年数が短いた

め、時間軸をふまえた研究の整理がおこなわれていないことが、研

究の限界でもある点が、課題として指摘できるだろう。 

 次に、これら81 本の論文タイトルをもとにテキストマイニング(3)をお

こなった結果が図-2 である。この結果を解釈すると、中山間地域、

買い物弱者、生活サービス、支援と対策、事業や利用サービスに関

係性に整理できる。 

「中山間地域」が含まれる研究は18 本と最多であるものの、都市部
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を対象とした研究は少ない。他方、「買い物弱者」に関する研究は16

本が確認できた。また、「生活サービス」に関する研究では、「高齢

者」や「買い物支援」に関する研究が多く見られる。確かに、先行研

究のまとめを見ると、特に都市計画や地理学の分野では、買い物弱

者や生活支援の視点から研究にとりくんだものは多い。このような中

山間地域や買い物弱者、生活サービスといった課題解決を前提とし

た研究は、社会福祉の観点に立脚する「救済型」と解釈できる。 

 これに対して、事業やサービスを対象とした研究は蓄積があまりな

いものの、現代的な傾向をとらえるためには不可欠である。例えば、

今井ら（2016）43)が扱ったパブリックスペースの質の向上や賑わいの

創出が地域に与える影響は定量化しにくいものの、週に一度の商品

のやりとりを通じたコミュニケーションを心待ちにしている人々の存

在は再評価される必要があるだろう。このような地域への波及効果

の部分も含めて、今後研究の蓄積が求められる。 

 

【図-2】 「移動販売」を扱う論文タイトルの共起ネットワーク 

 

4. 考察 

 最後に、CiNiiを用いて、「行商」を検索ワードで確認したところ、文

献資料は602件が確認された(1)。これらの資料を精査したところ、審

査の有無にかかわらず研究論文は49件(4)であった。49件の研究の

出版年を表-1 にまとめた。 

 

【表-1】行商に関する研究の出版状況（本数） 

 

 研究が一定の期間、続けられているとは言いがたく、断片的に行

われている。この要因として、2011 年以降の研究が対象としている

時代は、戦後82) ,87),89),90)、高度経済成長以降88),91)、戦前93)となってい

る。現在の行商を対象とした研究83)は1件であり、研究の課題や限

界が想定されるとともに、研究テーマとして衰退していることは明ら

かである。 

 次に、この論文のうち、入手できない論文11件(5)を除いた38件を

分析対象論文とした。その際、3．で得られた類型化をもとに、地域社

会との関係性をふまえて時間軸で変遷を整理した。 

 各研究によって、表記や分析対象期間が異なるため、年代を明確

に区分することは困難であるが、おおよそ以下の時期区分で分ける

ことができる。 

 1990 年代以前の研究から断片的ながらも把握することができる。し

かし、1990 年代の研究が皆無である。さらに、2000 年から2010 年

にかけては、21 本のうち全国規模94),96)や広域の地方
98),99),101),102),103),104),107).108),109),111)などの実態把握が中心であり、新しい研究

テーマに取り組んだものは見当たらない。 

 この区分をふまえて研究を整理すると、1990 年代までは、行商は

地域社会における暮らしを支える機能を果たしていたことが示され

ている研究が多くみられる。これらの研究は行商を「暮らし補完型」の

経済活動として位置づけている。 

 しかし、1986年で一旦、行商の研究が途切れる。この背景には、

自家用車の普及と交通網の発達により、流通分野に研究が移ったと

推測される。これは既述のように中村（2011）がまさに課題と指摘した

テーマでもある。 

 移動販売の研究が初見される2000 年には、行商研究も再開して

いる。その後、2010 年以降は、3．の移動販売を対象とした研究で区

分した買い物支援や高齢者への販売を含めた「救済型」の移動販売

と、地域の暮らしや社会生活を豊かにする「価値創造型」の移動販売

に関する研究が散見され始めている点である。このような「価値創造

型」の移動販売のなかには、理念を共有するもの、あるいはコミュニ

ティを形成するもののような、従来とは異なる現代的なコミュニケー

ションを内包する経済活動が含まれる。これらは暮らしを豊かにする

ものであるため、今後、研究を深める必要がある。 

 

5. おわりに 

 先行研究の整理、分類をふまえた検討から明らかとなった点として

以下の三点を指摘することができる。 

 第一は、行商については、多くの研究が指摘しているように、交通

手段の変化や交通網の発達、それと同時に出現した郊外型スーパ

ーとの関わりで行商という形態の経済活動そのものが衰退したことに

より研究が減少したことである。もちろん行商的な経済活動は依然と

して存在しているが、研究においては流通研究や移動販売研究の

なかにテーマそのものが統合、包摂されたといえるだろう。 

 第二は、そういった小さな経済活動の意味や内容も変化してきたこ

とである。かつては、生活を支援していた販売行為が、買い物難民

の出現にともない「救済型」の移動販売が現れ、さらにそれらは「価

値創造型」ともいえるような、新しい移動販売の活動形態を生み出し

てきたことである。これは暮らしを補完する「補完型」から分岐をして

きたものである。 

 第三は、この「補完型」の分岐には、キッチンカーやマルシェなど

の新しい移動販売が含まれている。これらはより細分化されたニー

ズに応える移動販売の出現を表している。「価値創造型」の発展形と

捉えることもできる。これらは、暮らしを豊かにすることはもちろんだ

が、コミュニティの形成やコミュニケーションツールとして発展する可
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能性も併せ持っている。地域社会からの要請に応答する「救済型」が

ニーズに対して受動的とするならば、「価値創造型」の発展形はニー

ズに対して能動的な移動販売とも言えよう。 

 しかしながら、現状ではキッチンカーに関するCiNiiでの検索情報

は49件であり、うち研究は３件であった(1)。今後はこれらの研究をさ

らに深めることが必要と考える。 
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(2) 該当する論文は参考文献の1）から81）である。本文中の引用は

参考文献の番号と対応している。 

(3) 分析にはKH-Coderを用いた。Jaccard係数0.15 以上を用い

て、出現する語の共起関係を表現した共起ネットワーク図を作成

した。 

(4)参考文献の82）から140）である。本文中の引用は参考文献の番

号と対応している。 

(5) 11 本の詳細は、参考文献の

100),101),105),106),112),113),117),118),119),125),129)である。 
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