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小売商業集積の調整能力
阿倍野地区第二種再開発事業を事例として

松 山 草 太

1.問題の所在

2.小売商業集積の「調整」における二つの方向性

3.阿倍野地区第二種再開発事業の事例

4.「権限による調整」の容易さと不動産の所有形態

5.まとめ

1 問題の所在

近年、わが国では衰退する中心市街地の活性化が重大な問題になっている。ここでいう中心

市街地とは、都市において中心的な役割を果たす小売商業集積および都市機能の集積である1）。

中心市街地の衰退傾向は地方の中小都市でとくに顕著であり、少子高齢化が進んだことでまち

の賑わいや人通りが減少し、閉店したままの空き店舗が軒を並べる、いわゆるシャッター通り

と化してしまった地域も少なくない。衰退の一因は、人口の郊外化に伴って行政や商業、文化、

教育など様々な施設が郊外へ移転したことである2）。こうした流れを抑制するために、1998年

には改正都市計画法、大規模小売店舗立地法（1998年法律第91号。以下、大店立地法）、中

心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の 一体的推進に関する法律（1998年

法律第92号。以下、中心市街地活性化法）から成るいわゆる「まちづくり三法」が成立した。

しかし、これらの施策は郊外化を抑制するには不十分であった。その主な原因は、大型商業

施設の出店に対する規制緩和と中心市街地支援との齟齬にあったと言える3）。つまり、国が中

心市街地に様々な支援措置を講ずる一方で、出店規制を緩和された大型商業施設が郊外に次々

と出店するという結果をもたらしたのである。そのため、まちづくり三法を見直す機運が高ま

り、2006年に中心市街地活性化法と都市計画法が改正された。とはいえ、一部の地域では先

進的な取り組みが見られるものの、なおも中心市街地の活性化について効果をあげているとは

言い難い。

中心市街地が「地域水準の小売商業集積」だとすれば、その中には複数の商店街が存在し、

さらにそれぞれの商店街の中ないし隣接して一定規模の「施設水準の小売商業集積」が存在し

ている。施設水準の小売商業集積は、一体的な施設の中に独立した複数の商業者が入居する商
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業施設であり、共同店舗や再開発ビル、ショッピングセンター（以下、SC）などの形態があ

る。中心市街地はこうした階層性を有するため、分析にあたってはその水準を設定しなければ

ならない。この点について、これまで中心市街地の活性化についてはもっぱら商店街を中心に

議論されてきた4）。

だが、現実の活性化の取り組みにおいては、中心市街地全体を一律に取り扱うわけではなく、

地域の一部分から問題解決を図っていくことが多い。中心市街地活性化法の第一号認定を受け

た富山市の再開発ビル「総曲輪フェリオ」や青森市の再開発ビル「FestivalCityAUGA」を

例にしても、集客装置として再開発ビルを建設するという手法を採っている。活性化事業のた

めには複数の商業者を組織化する必要があるが、一般的には施設内の方が商店街よりも組織化

が容易である。そうした理由から、商店街ひいては中心市街地を活性化する際に、まず施設内

の活性化を起爆剤とする場合も少なくないと言える。ゆえに、施設水準での活性化の分析はそ

の施設自体の問題だけでなく、結果的には中心市街地全体の活性化を探る目的に資するもので

あると考える。

本稿の問題意識は「施設水準の小売商業集積」をいかに活性化させるかということである。

ただし、この水準の集積には複数の形態があり、さらに集積としての魅力を維持、向上させる

運営能力、言い換えれば小売商業集積の「調整能力」もそれぞれ異なっている。この能力水準

には不動産の所有形態が大きく関わっていると考えられる。よって、売場の所有について商業

者の区分所有からなる再開発ビルと、デベロッパーとテナントとの賃貸借契約からなるSCと

いう二つの形態に着目し、施設水準の小売商業集積の調整能力について分析する。

本稿では「競争による調整」と「権限による調整」という分析枠組みを基に施設水準の小売

商業集積の活性化について分析する。まず、次節では既存研究をもとに、工業集積と商業集積

を比較し、商業集積の発展と衰退の論理を整理する。さらに、その論理の中から、競争と権限

という二つの方向性を抽出する。第3節では、大阪市阿倍野区の再開発ビル「あべのベルタ」

とSC「あべのQ・sモール」を事例とし、それらの商業施設が集積としてどのような調整能力

を発揮しているのか聞き取り調査から明らかにする。第4節では、第3節から得られた知見を

もとに、施設水準の集積における権限による調整の容易さを不動産の所有形態との関わりから

分析する。

2 小売商業集積の「調整」における二つの方向性

商業集積は地理的、空間的な一定範囲への小売業、卸売業、飲食、サービス業の集中であり、

とりわけ小売商業集積と言った場合は、小売業の集中を指す。商業集積は産業集積の一種であ

るが、一般に産業集積と言った場合は工業集積を指していることが多い。したがって、まず商

業集積の一つである小売商業集積について、工業集積との相違を念頭に置きつつ、その特性を

浮き彫りにする必要があろう。その考察を通じて、本稿が分析対象とする「施設水準の小売商
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業集積」の独自の論理を明らかにする。

産業集積は、特定の地理的範囲に単一、あるいは複数の産業に携わる企業が近接立地するこ

とで形成される。工場などの工業施設が一定の地域内に近接する要因は、主に生産と販売に関

わる費用を節約する利益が考えられる5）。マーシャル（1920）は同一の産業が特定地域に集中

することによって得られる外部経済を指摘している。その効果の一つとして、専門技能者が集

中し、労働市場が生まれることによって技術・情報の伝達と共有が促進される。そのため、

例えば事業者が分業相手を見つける費用を節約することができる。とくに、分業が細かくなれ

ばなるほど、分業相手の探索費用が上昇するため、近接立地による費用節約の利益は大きくな

る6）。

これに対して、小売商業における集積の利益は消費者にとっての買物費用の節約が挙げられ

る7）。小売店舗が互いに分散して立地するよりも、むしろ近接することによって、消費者は比

較購買や関連購買の便益を得ることができるからである。よって、同じ集積の利益でも、工業

の場合には事業者にとっての、そして小売商業の場合には消費者にとっての費用節約が誘因と

なる。

しかし、同じ近接立地でも、工業と小売商業では近接の度合が異なる。工業集積は豊田市や

日立市のような企業城下町にしても、東大阪市内の複合集積地にしても、基本的には地域水準

で集積している8）。それに対して、小売商業では商店街や施設単位のような狭い地理的範囲で

集積し、さらに商店街や施設が近接立地することで、より大きな地域水準の商業集積を形成し

ている。集積の地理的範囲をめぐる両者の違いは、小売商業における集積の利益が消費者にとっ

ての買物費用の節約であることに起因する。小売商業は商業者と消費者の取引であるのに対し

て、工業の場合の取引相手はどちらも主に事業者であり、言うなれば専門家同士の取引である。

両者を比較すると、消費者にとっての費用は事業者にとってのそれよりも大きいと考えられる。

なぜならば、消費者は多種多様な財について個人あるいは世帯規模の量を購買する。他方で、

事業者が取引する財の種類は限定されているうえに、事業規模で大量に取引をするため、取引

単位あたりの費用は消費者よりもずっと少ないはずである。さらに、専門職業である業者は自

らが相手に求める技術水準を理解しているし、取引相手の数は、少なくとも消費者にとっての

商業者の数よりも限られてくるために発見するのは容易であろう。したがって、消費者の方が

相対的に取引費用は高く、費用節約に対する強い誘因が働いていると言える。

消費者の買物出向先は、地域水準の小売商業集積というよりも、より狭い地理的範囲の商店

街、さらにその中の小さな施設水準の小売市場や共同店舗、SC、再開発ビルなどの小売商業

集積にとどまる場合も多い。明確なコンセプトの下に商業者を集積する施設は、消費者の買物

出向に際して一種の指標として成立するからである。無秩序に拡がる集積ではなく、どのよう

な商品やサービスを取り揃えているのか、その具体像が施設単位で提示されることで、消費者

は買物出向先を決める際の指標としてそれを活用することができる。ゆえに、商業者からすれ
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ば、集積のコンセプトを明確にすることで集積としての集客力が増し、自身の売上を増大させ

ることができる。つまり、小売商業集積においては、このように集積全体を消費者のニーズに

合わせて調整するメカニズムが必要とされるのである。

小売商業集積の調整メカニズムに関する研究には石原（2000）、加藤（2003）がある。石原

（2000）は商店街という小売商業集積の内部に競争と依存関係が存在し、その関係を通じて集

積全体の品揃えが調整されていく過程を分析している。この議論は主に商店街を対象としてい

るが、一方で商店街と異なり依存関係を全て内部化する管理型商業集積として郊外型SCが挙

げられている。この点について、確かに郊外型SCはあらゆる必要な機能を内部化しようとす

るために外部に依存する必要がないと言える。ただ、都心立地のSCや再開発ビルであれば、

都市内に既存の機能があるために、多くの機能を外部に依存している。

加藤（2003）はSCの管理運営手法に代表される「権限による調整」の商店街への導入につ

いて論じている。その際、権限関係の強さによって企業―SC―商店街という組織形態の違い

に着目しているが、商業者の不動産の所有形態によってさらに細かな形態に分けて分析するこ

とは意図していない。以上のように、石原（2000）も加藤（2003）も商業施設の存在は議論の

前提として含まれているものの、商業施設の具体的形態にまで踏み込んだ分析は行っていない。

例えば、商業施設と言った場合に、個々の商業者が自身の売場を所有し、施設全体を管理運営

する主体を持たない再開発ビルのような、商店街とSCの中間的な位置にある商業施設は少な

くとも明示的には取り扱われていない。よって、これらの小売商業集積の調整をめぐる議論を

再開発ビルやSCという具体的な商業施設に当てはめて分析する必要がある。

では、小売商業集積の調整はどのように行われるのであろうか。もちろん、どの階層レベル

を想定するかによって異なるが、一般に地域や商店街の水準では競争によって調整されてきた

と言える。それは工業でも同様で、個別の工場も商業施設も、集積の利益によって取引や売上

の増加が見込まれるのであれば、同じ集積内に立地しようとするであろう。もっとも、集積内

に多くの商業施設が立地すればするほど、集積内の競争は激しくなる。とくに、同一商品を取

り扱う商業者間の価格競争が進行するため、商業者の利益はむしろ低下してしまう。

石原（2000）によれば、商業集積内の競争は個々の商業者が比較的多数の消費者が求める基

礎商品について価格競争を行いつつ、価格競争を回避するために比較的需要量が少ない周辺商

品の取扱いを拡大させるように作用するという。このような競争と補完のメカニズムによって、

商業集積は全体として消費者が求める品揃えを形成する。その結果、集積全体の魅力が高まり、

集積全体の売上が増大する。つまり、小売商業集積には集積を構成する個々の商業者の競争を

通じて、集積全体の売上を維持、拡大しようするメカニズムが働いているのである。石原

（2000）が述べている競争と補完によるメカニズムは小売商業集積の「競争による調整」と捉

えることができる。

しかし、このような自律的な調整メカニズムが小売商業集積に作用するのであれば、近年わ
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が国で問題になっている商店街の衰退はどのように理解すべきなのか。この問題について加藤

（2003）は、現在ではもはや多くの商店街で競争による調整が機能しえなくなったことを指摘

している。すなわち、石原が指摘しているように、競争による調整が機能するのは、個別の商

業者が基礎商品から周辺商品へと品揃えを拡大していく「拡大均衡モード」を想定している。

だが、集積全体がそれとは逆の「縮小均衡モード」に陥ると、商業者は競争を通じて基礎商品

の品揃えを増やそうとする。集積内の個々の商業者が売上を維持するために品揃えを基礎商品

に収斂させることで、集積全体の品揃えの魅力が低下し、さらには売上も低下してしまうとい

う。こうした状態では、競争による調整がむしろ集積を衰退傾向へと加速させていく。そのた

め、縮小均衡モードに陥った多くの商店街では、そうした悪循環の歯車を逆回転させるために、

SCのような管理運営手法が必要になるという。

加藤（2003）の議論は商店街の衰退過程に着目し、小売商業集積のなかに競争による調整と

は異なる方向として、SCの管理運営手法に代表されるような「権限による調整」を見出して

いる。さらに、縮小均衡モードの商店街においては競争ではなく、そうした権限による調整が

求められる根拠を明らかにしている。加藤の指摘は商店街だけでなく、衰退する施設水準の集

積にも当てはまると考えられる。すなわち、縮小均衡モードに陥った商業施設でも同様に、商

業者が基礎商品に品揃えを絞り込もうとする作用が働くであろう。さらに退店が増加し、売場

の所有者が空いた売場の処分を優先しようとすれば、元々あった施設のコンセプトに適合する

商業者が出店するとはかぎらない。その結果、施設のコンセプトが希薄化し、施設水準の集積

における利益は減少してしまう。そのため、主体的にコンセプトを明確化して差別化を図るよ

うな調整が一層求められるであろう。

加藤は権限による調整を行う典型的な集積としてSCを想定している。ここでいうSCとは、

デベロッパーと呼ばれる開発業者によって計画、開発および管理運営され、施設を所有するデ

ベロッパーと物販や飲食、サービスを提供する事業者が店舗賃貸借契約を結ぶ形態の複合商業

施設を指す。つまり、SCとは施設内部にテナントを取り揃えた施設水準の集積である。デベ

ロッパーは一体的な施設の中にコンセプトにしたがったテナントを集積し、集積の内容を継続

的に見直すことによって、施設の売上高を極大化しようとする。SCの管理手法とはそのよう

な調整活動を指している。

SCのデベロッパーは自身の権限に基づいて調整を行うが、この「権限」の意味とは「権力

が及ぶ範囲」であり「権力」とは一般には「或る社会的関係の内部で抵抗を排してまで自己の

意志を貫徹するすべての可能性」9）と定義されている。よって本稿では権限による調整を「集

積内のある主体が集積全体の売上を維持・拡大するために自らの権限に基づいて行なう調整活

動」と定義する。自然発生的に形成される商店街では通常、そうした主体的かつ計画的に、さ

らに言えばある種強制的に調整するための権限関係が集積内に成立しえないのに対して、SC

では施設全体を管理するデベロッパーがテナントとの契約関係の中で、自身の権限によって調
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整を行うことができる。では、商店街に作用する競争による調整とは異なる、SCの調整活動

とはどのような内容なのか。

SCの調整活動はデベロッパーによる計画、開発、および管理運営という一連の開発過程だ

が、ここではあくまでも各活動の機能を基に分類すると表１のように整理することができる。

現実の活動内容はきわめて多岐にわたっているが、基本的には営業活動に関わる部分と、施設

の維持および管理に関わる部分に大別できるであろう。このうち後者の内容は、施設の衛生管

理や設備の保守点検、防災、警備といった業務である。

しかし、SCの調整活動のなかでより重要なのは、集積の売上に直接影響する前者のSCの

営業活動に関わる部分である。この業務の内容を大きく分けると（1）テナントミックス （2）

テナントの売上管理 （3）販売促進活動 （4）外部との協働となる。もちろん、これらの活動

は相互に関連し、それぞれが独立して行われるわけではない。

テナントミックスとは、施設のコンセプトに適合するテナントを誘致し、施設内に適切に配

置する活動を指す。この活動は施設水準の小売商業集積において、消費者に提示する施設の具

体像を形づくるという意味で、権限による調整の核心部分である。具体的には、集客の中心を

担う核店舗の選定や標的顧客のニーズに適合するブランドの誘致などが挙げられる。とくに広

域商圏のSCが開業する際には、その地域に初出店するような話題性のあるテナントを呼び寄

せることが多い。したがって、デベロッパーには集客力が強いテナントを出店させる交渉力が

必要となる。くわえて、SCは単なる商業施設ではなく、様々な機能を内包する複合施設であ

るため、物販だけでなく、飲食や文化、娯楽などの機能を取り揃えていくことも重要になる。

SCのデベロッパー自身は仕入と販売という商業活動を行わないが、テナントを編集すること

で、間接的に施設全体の品揃え形成活動を担っていると言える10）。

一方で、商店街の競争による調整では、個別店舗の立地はそれぞれの意思決定に委ねられる。

個々の商業者は競争のなかで消費者のニーズをすくい上げ、競争相手との差別化を図っていく。

そうした競争と補完を通じて、その集積にはどのような業種があるのか、どのような集積なの

かということが消費者の間で共有されていくことになる。

さらに、商店街と異なるSCの特徴としては、デベロッパーによるテナントの売上管理が挙

げられる。デベロッパーとテナントとの賃貸借契約が一般的な固定賃料付の、あるいは最低保

証付きの歩合賃料方式 11）であれば、デベロッパーとしては当然にテナントの売上を把握しな

ければならない。テナントの売上管理業務のもう一つの目的は、テナントの売上分析である。

商店街の店舗は賃貸であっても、あくまでも個々の土地・建物所有者との契約関係であり、デ

ベロッパーのように施設全体を管理運営する主体との契約ではない。したがって、商店街では

商業者は互いに干渉しない、あるいは干渉を最小限度に留めようとする。言い換えれば「他人

の商売には口を出さない」という不文律が存在している。それに対して、SCのテナントミッ

クスは継続的な改善業務であり、絶えず見直さねばならない。当初の計画で予測した成果を下
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回ることもあり得るし、競争環境の変化によって消費者のニーズが変化することも考えられる

からである12）。

販売促進活動には共同催事や広告などが含まれているが、商店街における商業者の自立性は

販売促進活動にも影響している。従来、共同催事については商店街でも福引やポイントカード

事業などが行われてきたが、それは互いの営業活動に干渉しないような共同事業が好まれたか

らである13）。他方でSCはその資本の大きさにより、商店街組織よりも大規模な販売促進活動

を安定的かつ継続的に行うことができる。もちろん、特売などでは値引きや割引率などをめぐっ

てデベロッパーとテナントの間で利害の対立が生じる可能性もあるが、商店街と比べて、共同

事業の実行そのものははるかに容易であろう。

外部との協働は、主に施設外部との共同事業を指す。商店街が携わってきた祭りなどの地域

活動もこれに含まれる。もっとも、郊外立地であれば、内部組織として取り込むために―外部

との依存関係が存在しないために―外部との協働の機会は生まれない。だが都心立地であれば、

売上の増大という観点からすると、近隣の都市施設、つまり商業施設だけでなく、教育、文化、

娯楽施設との共同事業が重要な意味をもつ。なぜならば、郊外に比べて施設用地が限られる都

心立地のSCでは、内部化できない機能については施設外部に依存する以外に方法はないから

である。さらに言えば、近隣の都市施設との協働によって、地域全体の来街者を増やし、ひい

ては施設の集客を高めることもできる。

もちろん、ここで提示しているのはあくまで理念型としてのSCの調整活動であり、現実の

すべてのSCに当てはまるわけではない。例えば、この理念型ではSCの事業主体と管理運営

主体が同一であることを前提にしているが、現実には事業主体が核店舗に施設の管理運営を委

託している場合もある。それだけでなく、デベロッパーの能力水準もSCの規模や立地、業種

の専門性によって自ずと異なるであろう。さらに、時間の経過とともに、その能力が劣化して

しまうことも十分に起こり得る。

これまでの議論の中で、調整メカニズムの二つの方向性を比較した結果、両者の大きな違い

としては集積内の組織化の有無が挙げられる。権限による調整においては、その権力の強さは

ともかくとして、少なくともその権力を有する主体と、それを行使する範囲が規定され組織化

されていなければならない。よって、小売商業集積に権限による調整を導入する際は、まず集

積内の組織化が問題となる。

商業集積の組織化について、石原（1985）は成員の事業意欲の差に着目し「所縁型」と「仲

間型」の概念を提示している。所縁型とは地縁や血縁などの緩やかな結束をもとに結集してい

る組織で、規模拡大に有利な反面、成員の事業意欲の差が大きいために共同事業には不向きで

あるという。一方で仲間型の組織は何らかの目的を共有する成員から成り立っている。そのた

め、所縁型に比べて集積の規模拡大が制限されるが、共同事業の合意形成は容易であるという。

石原（1985）の議論は「所縁型の商店街をいかに仲間型の商店街に転換させるか」という問
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題が中心になっている。だが、事業意欲という点では仲間型の中にも階層があり、所縁型から

仲間型に移行したものの、調整活動が低調な組織も考えられる。例えば、施設水準の集積であ

る再開発ビルや共同店舗は、成員が施設集約や高度化という事業の目的に合意している点にお

いては仲間型だが、権限による調整を行うためには、より高次の仲間型へ移行する必要がある。

衰退する商業施設はこの移行に失敗し、調整能力を発揮できていない状態と考えられる。その

ような観点から、次節ではここで提示したSCの権限による調整活動を基に、大阪市阿倍野区

にある再開発ビル「あべのベルタ」と、SC「あべのQ'sモール」を比較し、両者の調整能力

を分析する。

3 阿倍野地区第二種再開発事業の事例

あべのベルタは1987年に建築された地下2階、地上17階の建物で、住居、商業、事務所、

および公共施設からなる再開発ビルである。建物の地下2階から地上2階までが商業区画で、

各階ごとの基本的な業種構成は地下2階が飲食、地下1階が食品、1階が衣料・雑貨、企業、

事務所および遊技場、そして2階は文化教室などのサービス業とされている。開業当初は、核

店舗として地下1階に食品スーパーの関西スーパーと、1階に生活雑貨の専門店業態そごうホッ

プが出店していたが、2000年にそごうホップが閉店したため、2016年現在では関西スーパー

だけになっている。

あべのベルタの北側に隣接するあべのQ・sモールは 2011年に開業したSCで、再開発ビル

あべのQ・sタウンのうち、東急不動産が管理運営する施設部分である14）。地下1階、地上4階

で、約 60,900㎡の店舗面積を有し、核店舗としてはイトーヨーカドー、東急ハンズ、

SHIBUYA109ABENO、そして2016年には新たに家電量販店のビックカメラが出店している。
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表1.理念型としてのショッピングセンターの「権限による調整」活動

出所）筆者作成



近年、大阪市内の大型商業施設間の競争が激しくなるなかで、来場者と売上高が初年度の計画

目標を超えるなど、業績は比較的好調に推移している15）。

一般に、商業者の施設集約化や共同店舗の建設は高度化事業 16）を活用する事例が多いが、

あべのベルタとあべのQ・sモールは市街地再開発事業の「阿倍野地区第二種再開発事業（以

下、阿倍野再開発事業）」によって建設されたのが特徴である。市街地再開発事業とは、都市

再開発法（1969年法律第38号）に基づき、都市の防災化と都市基盤施設の整備、および土地

利用の高度化を目的とする事業である。（第2条第1項）市街地再開発事業は権利調整の方法

によって、権利変換方式の第一種と管理処分方式の第二種の2種類がある。第一種では土地や

建物所有者の権利をそのまま、事業で建設された建物の床（権利床）に等価で変換するのに対

して、第二種は防災上とくに公益性、緊急性が高い地域に認められ（第3条の二）、施行者が

用地を一旦全面買収し、その後希望者に権利床を配分する17）。とはいえ、どちらの方式にして

も事業の基本的な仕組みは大きく変わらない。すなわち、施行区域の土地、建物所有者は、不

動産を権利床と交換するか、あるいは金銭的補償を受け取るかを選択しなければならない。施

行主体は施設集約によって権利床以外の新たに生み出した床（保留床）を処分することで事業

費を回収することになる。

（1）阿倍野地区第二種再開発事業前史

あべのベルタに出店する商業者も、上述の事業の仕組みによって新たに建設される施設に入

居するか否かという選択を迫られたが、実際には組織化という観点から、より積極的な意味合

いをもっていた。このことを考察するために、まずは阿倍野再開発事業以前のこの地域の小売

商業集積について概観する。

図1はあべのベルタが事業計画決定された1978年当時の阿倍野筋周辺を示し、点線で囲ま

れているのは阿倍野筋1丁目から3丁目の範囲である。このうち、あべのベルタの開発区域に

あたるのが、阿倍野筋西三丁目商店会、（以下、阿三西商店会）で、あべのQ・sモール―厳密

に言えばあべのQ・ｓタウン―の開発区域にあたるのが阿倍野筋一丁目西、同二丁目西、およ

び旭町通東商店会であった。

阿倍野筋は、国鉄天王寺駅（現JR天王寺駅）と大阪阿倍野橋駅の南側にあり、長柄堺線の

うち近鉄交差点から南に伸びる幹線道路である。この道路一帯は天王寺・阿倍野地区の中心部

であり、大正時代に市電と大阪鉄道の開通で阿倍野橋周辺が交通の結節点として発展するにし

たがって、商業集積が自然発生的に形成されていった。現在でも、百貨店をはじめとする各種

小売業や飲食店、企業などが集積し、大阪市南部の玄関口として発展している。

この阿倍野筋周辺に生成した小売商業集積は、共同施設の維持管理を目的に、これまで何度

か商店街組織を結成している。第二次大戦以前には、阿倍野筋一丁目から五丁目までの商業者

で阿倍野商店会と称していたが、その後、撒水の事業と街路灯の権利を管理するために阿倍野
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筋三丁目までを同商店会の区域とした。次いで、第二次大戦後の1947年には商店街の軒先に

広がる闇市に対抗するために、阿倍野筋をはさんで東一丁目から三丁目、西一丁目から三丁目

までの6つの商店会に分割し、阿倍野筋商店会連合を組織している。阿倍野筋一丁目から三丁

目までの業種構成は、全185の事業者のうち、その多くが業種店で、各種小売業のほか企業や

娯楽施設など全53業種にわたる。業種別の事業者数は飲食品小売業が40店舗でもっとも多く、

次いで銀行業の15店舗となっている18）。

阿倍野再開発事業では、この阿倍野筋のうち西側のみが施行区域に含まれている。施行区域

は、図2のように尼崎平野線を北端、津守阿倍野線を南端、大阪市西成区山王までを西端、そ

してJR天王寺駅から南に伸びる長柄堺線、つまり阿倍野筋を東端とする範囲である。この範

囲のうち、大阪市立大学附属病院やアポロビル、アベノセンタービルを除く約28haが施行区

域となった。さらに、金塚南北線と金塚東西線の建設によって、施行区域はAブロックから

Dブロックまで4つの工区に大きく分けられている。再開発の方針としては、東側のAおよ

びBブロックは阿倍野筋の東側とともに副都心として業務・商業施設が建設され、西側のC

およびDブロックは主に住宅地域として整備された。
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図1.あべのベルタ事業計画決定時の阿倍野筋周辺地図

出所）国際地図株式会社（1978）「大阪市区分地図集
―町名・公共機関要覧―」から筆者作成



開発の順序としては、1987年にB1棟のあべのベルタ、そして2011年にA2棟のあべの

Q・sモールの順で建設されたが、本来の事業計画では、ターミナル駅に近いA2棟から優先的

に事業を進めるはずであった19）。しかし、A2棟の工区では大阪市主導の再開発事業に対する

一部地権者の反対意見が根強かったために都市計画決定が頓挫し、合意が比較的得やすかった

B1棟から先に建設されることになった。

では、なぜ同じ地域の商店街で再開発事業への意欲の差が生じたのか。両工区にある商店街

の会員数を比べると、A2は阿倍野筋一丁目西商店会が45、同二丁目西が32、旭町東通商店

会が50となっている。それに対して、B1の阿三西商店会は41で、A2よりも集積の規模が

小さい20）。さらに阿三西商店会は地域のメインストリートである阿倍野筋に面しているとは

言え、その始点からは約400m以上の距離がある。そのため、阿三西商店会の商業者は、立地

に恵まれているA2の商業者よりも、将来に対する危機感が強かったと推測される。だからこ

そ、同商店会の商業者にとって阿倍野再開発事業とは単純に施設集約を強いるものではなく、

住商混在の商店街を脱却し、現代的な商業施設に生まれ変わる機会としての積極的な側面をもっ

ていたと考えられる。つまり、あべのベルタは商業者が再開発事業という機会を積極的に捉え、

従来の「所縁型」の商店街から「仲間型」の再開発ビルに転換した小売商業集積であると言え

る。
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図2.阿倍野第二種市街地再開発事業の商業施設

出所）大阪市ホームページの図「阿倍野再開発事
業の基本計画」から筆者作成



（2）所縁型組織から仲間型組織へ転換を図るあべのベルタ

以上のような経緯で、あべのベルタはA2棟に先がけて建設されたものの、現在に至るまで

営業不振が続いている。1990年代にはすでに施設内の空き店舗が常態化し、その後も核店舗

であるそごうホップの閉店で、施設の集客力は大きく落ち込んだ。振興組合は存在するが、多

数の事業者が参加していないため、現状を打開するために組織的な事業を行うのも難しい。周

辺では、あべのQ・sモールをはじめ、2014年にあべのハルカス近鉄本店（以下、あべのハル

カス）といった大型商業施設の開業が相次ぎ、あべのベルタは地域内でますます埋没しつつあ

る。

あべのベルタが失敗した原因は、これまで主に阿倍野再開発事業の問題として捉えられてき

た。前述したように、同事業は、施行主体である大阪市と施行区域の一部住民との対立で権利

調整が難航し、1960年代の構想からすでに半世紀が経過している21）。事業の長期化は事業費

の大幅な赤字をもたらし22）、大阪市が認めているように、市街地再開発事業として決して成

功した事例とは言えない23）。そのため、事業に対する批判の延長線上で、あべのベルタは事

業計画の失敗を象徴する存在として扱われてきた。事業に批判的な立場からは、同施設が不振

に陥った原因として「①核店舗の集客力が期待はずれであったこと、②ターミナルである天王

寺との連絡が悪いこと、③一斉オープンができず、売れ残ってシャッターを閉めたままの店舗

が約2割（27店）もあること、④店舗構成に工夫がなく、魅力ある商店街になっていないこ

と、⑤周辺の人口、人の流れの総量に比較して商業床が多すぎること」が指摘されている24）。

確かに、あべのベルタの失敗は阿倍野再開発事業の事業計画や事業の進め方の問題も大きく

影響していると言える。しかし、本稿の問題意識からすれば、小売商業集積、とりわけ施設水

準の集積として調整のメカニズムを発揮できなかった原因が問題となる。この問題はとくに、

前節で提示したような権限による調整がどの程度行われていたかという観点から問われること

になる。例えば、成員の選定や施設の業種構成や配置などである。そこで、阿倍野再開発事業

によって所縁型の組織から―住商混在の商店街が再開発ビルに生まれ変わるという目的におい

て―仲間型の組織に転換したあべのベルタが、より高次の仲間型への転換を目指すために、ど

のような調整を行なおうとしたのかを確認し、その上で調整メカニズムを発揮できなかった要

因を明らかにする。

前節で述べたように、権限による調整においては、主に施設のコンセプトに沿ったテナント

ミックスが重要となる。しかし、関係者への聞き取りのなかで、あべのベルタが発足する際に

施設のコンセプトをどれだけ明確にしていたかという事については確認できなかった。その一

方で、成員の選定については「協働意欲のある商業者」を入れること、くわえて「施設の雰囲

気に悪影響を与えるような入居させたくない業種」については既存の商業者間で意見を共有し

ていたという25）。そのため、あべのベルタの施設使用細則のなかで、その旨を記載し、さら

に出店する商業者に対して商店会の加入を義務づけていた。
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しかし、この試みは再開発事業の施行主体である大阪市が難色を示したため、厳格に適用す

ることはできなかったという。施行主体である大阪市からすれば、保留床の処分によって事業

費を清算しなければならないため、保留床の取得者に制限をかけることを嫌がったと考えられ

る。結果的には、例えば、将来の不動産価値の値上がりを目的とするような事業意欲の低い事

業者をも受け入れることになってしまったという。

あべのベルタ内の商業者の配置についても、権利調整という形で施行主体である大阪市によっ

て行われている26）。市街地再開発事業で往々にして問題となるのは権利床の配置である。当然

のことながら、出店する商業者は入口に近い場所や、間口の広い場所など、自身の営業に有利

な売場を希望するため、そうした権利者間の利害調整が施行者の重要な役割となる。この場合、

SCとは異なり、従前資産を等価交換するという市街地再開発事業本来の目的のために、商業

者の配置は自ずと限定されてしまう。権利変換および管理処分においては、権利者の公平性が

最優先されるからである（都市再開発法第77条第2項）。この原則は施設設計にも大きな影響

を与える。例えば、権利者に公平に間口をとることで、共用通路が狭く、全体的に窮屈な売場

となることが起こりうる。それによって、消費者にとってすれば、乱雑で面白みのない売場と

なってしまう。

あべのベルタの商店会や商業者が権限による調整を発揮できなかった原因には、市街地再開

発事業特有の事情が影響している。だが、より大きな問題は、仮に意欲的な商業者らが中心と

なって商店会などを組織化し、調整を行おうとしても、それに必要な権限関係をもたないこと

である。商業者がそれぞれ床の権利を所有している以上、その権利者は互いに自立した対等の

立場である。そのため、デベロッパーとテナントの契約関係によって成り立っているSCとは

異なり、その調整能力はきわめて制限されたものとなる。

権限関係の欠如は、施設内の商業者の合意形成を著しく困難にする。その具体例としてあべ

のベルタの商業者は次のように述べている。「ベルタができたばかりの時、広告代理店に依頼

して広告を出そうという話があった。事前の折衝では、費用を負担することにみんなが賛成

していたが、実際に商店会での決議となると『払いたくない』という商業者が出てきた」とい

う27）。この商業者は、現在ではあべのベルタの商店街振興組合に加入していない。さらに

「現状どれだけの人が振興組合に加入しているのか、どういう共同事業を行っているかも分か

らない」という。このような事例は商店街組織でも起こり得ることだが、独立した商業者から

なる集積での合意形成の難しさを改めて示していると言えよう。再開発ビルにおいて、区分所

有者からなる管理組合は施設の維持、管理を担うが、商業施設部分に対する管理運営を担うこ

とはできない28）。そのため、それらの管理運営については商店会などを組織化することにな

る。とは言え、商業者からなる商店会組織は合議制であり、他の成員に共同事業を強制する権

限を有していない。その点においては、再開発ビルはSCよりもむしろ商店街に近い。たとえ、

商店会が施設のゾーニングについて何かしらの決定を行なっても、商店会は売場を消費者のニー
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ズに適合させるような緻密な調整ができず、施設の階層ごとに品種を割り当てる程度にとどま

る。事実、あべのベルタでは、各階ごとに一応の業種構成は決まっているものの、それが厳守

されているわけではなく、各階に様々な業種が入り混じっている。このような事態は施設単位

の集積の費用節約効果を減退させる。消費者の買物出向に際して、どのような店舗があるか分

からない商業施設は、施設水準の集積の論理から外れてしまうからである。

以上のように、あべのベルタは再開発事業によって仲間型へと転換したものの、より高次の

仲間型組織への転換には失敗している。その原因としては、区分所有という不動産の所有形態

によって商店会組織が権限関係を有していないことであり、その点において、あべのベルタは

所縁型組織の特徴を強く受け継いだSCと商店街の中間位置にとどまっていると言える。

（3）あべのQ・sモールの「権限による調整」

あべのQ・sモールのデベロッパーである東急不動産は「It・sAlwaysYou.」をキャッチフ

レーズに、まちづくりを意識したSC開発を理念として掲げている。そのため、あべのQ・sモー

ルでも「天王寺・阿倍野地区を盛り上げることを強く意識してきた」という29）。この理念は

同施設が開業する以前から、積極的に外部との協働に取り組んでいることからも認められる。

まず、東急不動産が施設建設に着手した2009年、同じく阿倍野橋ターミナルビルの建設に

着工していた近畿日本鉄道との共同事業として、天王寺・阿倍野地区の魅力を宣伝する

「Welcomingアベノ・天王寺キャンペーン」を始めている。これは地域水準での集客増加を目

的とし、難波や心斎橋に比べて下町のイメージが強い天王寺・阿倍野地区の印象を向上させ、

若年層を来街させるための試みであった。具体的な取り組みとしては、同地区の四天王寺や天

王寺動物園でのウォーキングイベントや、関西にある大学のアカペラサークルを集めたイベン

トなどを定期的に開催している。

こうした協働は、天王寺・阿倍野地区の様々な施設や団体とも行なっている。地域の社会活

動では「あべのキューズモールスマイルプロジェクト」として、カード会員がポイントを使っ

て、大阪市立大学医学部付属病院の小児病棟に絵本を寄贈する取り組みを行っている。天王寺

動物園とは、同園で展示されている絶滅危惧種のナベヅルの繁殖プロジェクトに買物客がカー

ドポイントを寄付するキャンペーンや、飼育員のエサやり展示の時間案内をあべのQ・sモー

ル内に掲示するなどしている。こういった取り組みは、地域社会への貢献によって企業および

施設の認知度を上げる狙いがあるが、それだけでなく地域全体の活性化を通じて、施設への来

店客を増加させる効果もあると考えられる。

地域内の競争相手でもあるあべのハルカスとは、開業以来「近Q作戦」と銘打って定期的

な共同販売促進活動を行なっている。例えば、あべのハルカスの開業時には、共同の広告チラ

シを作成し、あべのQ・sモール内の飲食店があべのハルカスの展望台に因んだメニューを販

売している。このように、商業施設間の協働によって、地域の来街者を増やし、回遊性を高め
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ることで売上の増加を図っている。実際に、あべのハルカスが開業した2014年3月には、あ

べのQ・sモールの入館者数は1割以上増加し、売上も前年比で14％増加している30）。その一

方で、飲食店を中心に地域内で差別化が不充分な店舗や施設では、こうした買い回りの恩恵が

十分に受けられず、かえってあべのハルカスやあべのQ・sモールに顧客を奪われている31）。

他の商業施設との差別化の面では、あべのQ・sモールは都心の駅前に立地する商業施設で

ありながら、郊外に立地するSCの要素を取り入れたテナントミックスが特徴である。関西地

域では初出店となる同じ東急グループのファッションビル「SHIBUYA109」を建物2階に配

置し、10代後半から20代前半の女性顧客を吸引するとともに、同じ階に「ZARA」、そして

1階に「ユニクロ」など郊外型SCに出店するようなファストファッションブランドも取り揃

えている。これは高感度のファッションブランドを取り揃えている近隣の商業施設「天王寺

MIO」や、顧客の年齢層が高い近鉄百貨店阿倍野本店（現：あべのハルカス）との競合を避

けるためと見られる。そのため、あべのQ・sモールは標的顧客を幅広く学生や家族連れ、高

齢者を含む地元の買い物客に設定している。そうした日常の買物ニーズに対応する核店舗とし

て地下1階に東急ハンズ、地下1階から地上2階にイトーヨーカドー、さらに2階のイトーヨー

カドー内にはベビー用品チェーンの「アカチャンホンポ」を誘致している。3階では天王寺の

地元企業である手芸専門店の「ABCクラフト」という地域色のあるテナントを配置すると同

時に、新規的なテナントとしては辻製菓技術研究所の学生が製菓を製造・販売する実習型店舗

「PatisserieLabo.Tsuji」といった珍しいテナントも取り入れている。

だが、デベロッパーの東急不動産は元々関東地域を拠点とする企業であり、くわえて大阪市

内に競合する大型商業施設が多いことから、集客力が高いテナントを出店させるには様々な障

害があり、施設のゾーニングやテナント誘致は必ずしも当初の計画通りではなかったという32）。

例えば、誘致したいテナントがすでに他の施設に出店している場合、テナントがその取引関係

を維持するために新たな出店を見合わせるということもあったようだ。

テナントミックスに改善改良の余地を残している状態で、2014年にあべのハルカスが開業

したことで、あべのQ・sモールは商業施設としていっそう明確な差別化の必要が生じた。同

年には開業当初の話題性が低下し、売上が伸び悩み始めていたSHIBUYA109を改装し、同売

場内の7店舗を入れ替えている。そして、2016年には開業以来初となる施設全体のテナント

の再編成を行い、全店舗約250店のうち、42店舗を新たに入れ替え、さらに52店舗を移転、

改装している。具体的に言えば、まず3階では家電量販店の「エディオン」があべのハルカス

に移転し、新たな核店舗として「ビックカメラ」が家電と書籍を取り扱う業態を出店させてい

る。くわえて、書籍・雑貨専門店業態の「ヴィレッジヴァンガード」も出店させ、3階から下

層階への施設内の買い回り、いわゆるシャワー効果を追求している。

標的顧客の明確化では、まず家族連れ向けのテナントとサービスを拡充した。地下1階と地

上1階および3階の従来衣料品のテナントが入っていた売場にはディズニーやスヌーピー、ス
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タジオジブリなどのキャラクターグッズを販売する店舗を配置し、3階には新たに子ども用の

遊戯スペース「キューズランド」を設けている。もう一つの方向性は10代後半から20代の若

者向けブランドの強化である。1階のスポーツ用品専門店「ムラサキスポーツ」と入れ替える

形で、ユニクロと同じファーストリテイリングの10代後半から30代前半の女性向けカジュア

ルブランド「GU」を誘致している。2階では美容業や美容雑貨の複数のテナントが入ってい

た区画を集約し、20代向けのカジュアルブランド「アメリカンイーグル」を出店させている。

他にも同じ階には、北欧の雑貨専門店「フライングタイガーコペンハーゲン」を天王寺・阿倍

野地区に初出店させるなど、海外ブランドを中心に流行性が高いテナントを集積している。

このように、あべのQ・sモールは大型商業施設との差別化によって、自身を比較的狭い商

圏に位置づけることで、地域の買物ニーズに適応している。他方で、天王寺・阿倍野地区の南

部に拡がる郊外や近隣県の消費者にとっては、日常的に利用する郊外型SCに近い店舗構成の

ために、それほど目新しいものではない。実際に、近隣の奈良県や和歌山県からの来店客の中

には「話題になっているので来店したものの、普段買物しているSCとそんなに変わらないと

いう声もあった」という33）。

4「権限による調整」の容易さと不動産の所有形態

再開発ビルと比較すると、SCはテナントという自立した企業の集合体でありながら、きわ

めて綿密な調整を行うことができる。それはSCが集積としての様々な共同事業について、合

意形成の容易な組織形態であることに起因する。この組織的特徴は、デベロッパーがテナント

ミックスによって成員を選定すること、そして店舗賃貸借契約によってデベロッパーとテナン

トの間に明示的かつ拘束的な権限関係が存在することに基づいている。そのため、SCでは施

設全体を一つの方向に調整することが容易になっているのである。あべのQ・sモールが一定

の成功を収めたのは、繰り返しになるが、都心の駅前に立地していながら郊外型SCのような

日常的な買物にも対応していることが都心居住の消費者にとって目新しく、新鮮であったこと

にあると言える。さらに、それを可能にしたのは、そうした消費者のニーズや競争環境の変化

に適応するために、デベロッパーが自身の権限にしたがって施設を継続的に調整していること

にある。

それに対して、再開発ビルのあべのベルタは計画的に形成されたという点ではSCと同じだ

が、所縁型組織の特徴を色濃く残している。すなわち、施設内の不動産の所有形態は区分所有

となっていて、それぞれの区分所有者は他の区分所有者の利益を損なわないという義務を負う

のみである。よって、商業者は施設の管理運営上の義務を負うことはなく、互いに対等の立場

となる。仮に施設内の店舗がテナントであっても、それは売場の所有者との契約関係にすぎな

い。そのため、SCと違って、その内部に共同事業を成員に強制するような権限関係を有して

いないのである。
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このように、再開発ビルにおける区分所有は、施設内の商業者の自立性を基礎づけている。

そのため、あべのベルタの事例に見られたように、時として商業者が集積全体の利益を無視す

る事態を生み、協働意欲が高い商業者の負担のみが過度に大きくなり、組織全体が瓦解してし

まいかねない。

一方、SCではデベロッパーが成員の選定を行い、集積内の協働意欲の差を最小化しようす

るため、そのような問題が起こりにくい。なぜなら誘因と貢献という点において、デベロッパー

とテナントは互いに強い依存関係にある。テナントはSCという施設全体がもつ魅力によって

より大規模な集客が可能になり、一方デベロッパーにとって個々のテナントはSCの魅力の源

泉であり、デベロッパーの収益はテナントの売上に依存している。

所縁型組織の特徴の一つは、協働による利益が見えにくいことであり、非協力的な商業者は

協働しても自らの利益に釣り合わないと考えている。いま仮に、集積内の商業者に自らの集客

力について集積の魅力度に依存しているという認識があるならば、協働することで集積の魅力

度をさらに高めようとするであろう。例えば、品揃え形成活動においては集積全体の品揃えを

意識するであろうし、より率直な集客策である共同催事に積極的に参加することもあるだろう。

逆に言えば、そのような誘引が小さければ小さいほど、集積に対する商業者のそうした貢献も

小さくなる。商業集積と商業者の関係は、このような誘引と貢献によって成り立っている。

よって、より高次の仲間型組織においては、専門的な管理運営組織が必要とされると同時に、

集積内に誘因と貢献の関係を制度的に組み入れることが必要となる34）。その際、問題となるの

が不動産の所有形態であり、近年ではその問題を克服するために、定期借地借家制度を利用す

る再開発ビルも出てきている35）。中心市街地活性化の主体をめぐる議論では、商業者だけでな

く、地域の地権者をも巻き込む必要があると言える。

このように、施設水準の活性化を問題とする場合、権限による調整はもっとも効果を発揮す

る。だが、より広く地域水準の活性化を問題とする場合は、そうした商業施設の存在のみで解

決できるわけではない。SCはその調整活動において、テナントの賃料と集客力を比較考量し、

最適なテナントミックスを実現しようとする。その結果、一定の話題性があり、安定的な集客

力を発揮するテナント、いわば定番のテナントを出店させる傾向があると言えよう。あべの

Q・sモールの改装を例にとってみても、2016年時点でヴィレッジヴァンガードの直営店は大

阪市内に7店舗、大阪府内にはすでに16店舗存在し、和歌山県や奈良県でも郊外型SCのイ

オンモールを中心に出店している。アメリカンイーグルは大阪市の郊外である和泉市や吹田市、

四条畷市のSCに出店しているし、フライングタイガーコペンハーゲンも大阪市内の梅田や心

斎橋に出店している。前述したように、あべのQ・sモールのテナントミックスは天王寺・阿

倍野地区の都心居住の消費者には新鮮に映る一方で、郊外型SCを日常的に利用している郊外

や近隣府県の消費者を吸引する力は減少してしまうと考えられる。

もちろん、定番のテナントを取り揃えている施設に消費者のニーズがあるのも事実である。
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とはいえ、周辺に同じような商業施設が増えることで、地域水準の商圏を狭めることになりか

ねない。つまり、権限による調整がもっとも典型的に機能するSCが増加すればするほど、買

物出向先としての目新しさがなくなってしまう可能性もあると言える。

5 まとめ

以上から、施設水準の小売商業集積における権限の調整の容易さと不動産の所有形態との関

係を明らかにした。とくに、従来の商店街研究で暗黙の裡に前提とされてきた不動産の所有形

態について、小売商業施設の調整活動を阻害する要因として事例を通して具体的に確認した。

この事実は、中心市街地活性化の主体について商業者だけでなく、地権者をも含めた合意形成

の重要性を改めて示唆している。

従来の中心市街地活性化の議論では、再開発ビルのような商店街とSCの中間組織について

は論じられてこなかった。その理由としては第一に、商店街の活性化こそが喫緊の課題と認識

されてきたことが考えられる。そして第二に、再開発ビルが主に地方公共団体を施行主体とし

た市街地再開発事業によって形成されてきたことが挙げられる。そのため、再開発ビルの失敗

は、商業集積の管理運営の問題としてではなく、施行主体による事業計画の失敗という側面が

強調されがちであった。

しかし、あべのベルタなどの再開発ビルが抱える問題は商店街の問題とも重なっている。衰

退する商店街がシャッター通りと化しているように、衰退する再開発ビルでは、その建物内部

で同様の現象が起きている。中心市街地が再開発ビルも含んだ多種多様な商業施設で構成され

る現実からすれば、商店街以外の小売商業集積の形態も中心市街地活性化の理論の中に積極的

に取り入れられるべきであろう。

それだけでなく、近年の商店街では老朽化したアーケードの撤去など施設の更新をめぐる費

用負担が問題となっている36）。こうした施設更新についても、再開発ビルが商店街とは異なる

一体の施設であり、さらに区分所有であることは商店街と同じく深刻な問題を生みつつある。

1970年代から市街地再開発事業によって建てられた再開発ビルでも、その一部は老朽化が進

み、建て替えの時期を迎えている。とくに地方都市では、人口減少による商業人口の減少や、

郊外に立地する商業施設によって中心市街地の商業床需要が減少している。それにより、単な

る建て替えではなく、いかに適切な規模に縮小させられるかということも問題になっている。

だが、区分所有法では建て替え決議について、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の合意

を必要としている（62条）。さらに、実際の建て替えとなると費用負担も大きな障害となって

くる。そのため、再開発ビルの建て替えや再生を行なうのはかなり困難な状況にある37）。

本稿で残された課題としては、施設水準の活性化を中心市街地という地域水準の活性化へい

かに発展させていくかという点である。本稿で分析した競争による調整と権限による調整とい

う二つの方向は、地域商業のあり方を模索するうえで重要となる。両者はどちらがより優れて
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いるという二者択一の論理ではない。商店街でSCと同じ水準の調整を行なうのは現実として

不可能であり、そもそも拡大均衡モードの商店街であれば、集積の魅力は競争を通じて調整さ

れる。実際には、地域水準の小売商業集積の特定の区域では、計画的に開発された商業空間よ

りも、競争を通じて自律的に作り出されていく集積の方が消費者にとって魅力的に見えること

もあり得るだろう。いわば、二つの方向性の組合せを通じて、中心市街地がその地域特有の個

性を発揮し、魅力的な集積をつくりあげていくことが必要とされる。

注

1）中心市街地の定義について、中心市街地活性化法では①当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、

及び都市機能が相当程度集積しており、その存在している市町村の中心としての役割を果たしている市

街地であること。②当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市活動の確保又

は経済活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること。③当該市街

地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進することが、当該市街地の存

在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると認められること（2条）。

2）石原（2009）2728頁。

3）まちづくり三法の問題点について、例えば加藤は次のように述べている。「こうした一連の活性化策

にもかかわらず、中小小売店は衰退の一途を辿り、また『市街地の活性化が商店街の活性化につながる』

を狙いとした中心市街地活性化法も、郊外型ショッピング・センター（SC）の開発が同時に行われて

きたこともあり、期待された効果を上げることはできなかったのである」（加藤,2009,3頁）。

4）石原（2000）,加藤（2003）

5）集積の利益については、これまで産業立地論の領域で論じられてきた。産業立地論の古典であるウェー

バーの研究は輸送費や労働費の節約による立地行動の結果として形成される集積を「偶然的集積

（Zufallsagglomeration）」とし、集積の利益そのものを目的として形成される「『純粋』（reine）ある

いは『技術的（technische）』集積」と区別している。そして後者の「一定量のまとまった生産が1つ

の場所に集中して行われることから生ずる『利益』（Vorteil）、すなわち生産あるいは販売の低廉化」と

しての集積の利益を技術的要具の改善、労働組織の改善、大規模取引への適合から論じている（Weber,

A,1909,邦訳 115123頁）。詳しくは同書第5章を参照。

6）松島（1998）39頁。

7）田村（2001）199200頁。

8）中小企業庁（2000）では、工業集積をその機能から産地型集積、企業城下町型集積、都市型集積、進

出工場型集積、広域ネットワーク型集積、産学連携・支援施設型集積に分類している。詳しくは同書第

2章第2節を参照。

9）Weber,M.（1922）邦訳86頁。

10）「ショッピングセンターの適切な敷地内計画は、基本的にはマーチャンダイジングに対する計画の問

題である」（徳永,1971,56頁）。

11）難波は商業施設における店舗の賃料の徴収形態について固定制、完全歩合制、最低保証付歩合制、最

低保証付比例逓減制、固定+比例制、固定+比例逓減制の6つに分類している。このうち、SCでは最低

保証付き歩合制の採用が多いという（難波,2015,166頁）。

12）田村によれば、SCの特性はデベロッパーの活動を通じた「市場環境変化に対する適応の柔軟性にあ

る」という（田村,2001,227頁）。
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13）加藤は商店街の共同事業でスタンプやポイントカードが好まれてきた理由として「商業集積を構成す

る個店の自立性を尊重しながら、『集積の経済性』を享受できる」ことにあったと述べている（加藤,

2003,167頁）。

14）施設全体の名称は「あべのQ・ｓタウン」で、そのうちSCのあべのQ・sモールと権利床と保留床の区

画「ViaあべのWalk」から成る。施設全体の専有面積は大阪市が76％、東急不動産が18％で、この大

阪市の持ち分を東急不動産が賃貸し、両者の専有部分があべのQ・sモールになっている。

15）「あべのキューズモール、開業1年で2700万人来場。」『日本経済新聞』2012年4月28日。

16）事業計画の認定によって国からの融資をうけることができる。中小小売商業振興法によれば、高度化

事業にはアーケードや街路灯などの施設設置を行うための商店街整備計画、店舗集団化計画、共同店舗

等整備計画、連鎖化事業などがある（第4条）。

17）第二種は施行区域を買収、収用するために事業の早期化を図ることができる。当初の阿倍野再開発事

業は権利変換方式によって権利調整が行われた。しかし、この方式では中心市街地のように権利が輻輳

している地域では権利調整が長期化する問題があった。そのため、1975年の都市再開発法改正で管理処

分方式による第二種市街地再開発事業が創設され、翌年に大阪市は第二種市街地再開発事業として都市

計画決定した。

18）川端編（1956）141頁。

19）大阪市都市再開発局編（1971）6869頁。

20）大阪市都市再開発局編（1971）139頁。

21）大阪市によれば2015年末時点で、道路整備を除くすべての建築物および公園の工事を完了し、2017

年度の完成を予定している。

22）「阿倍野再開発事業破たん、商業施設計画も暗雲 大阪市、地権者調整手間取る。」『日本経済新聞』

2003年5月22日。

23）「阿倍野再開発『無理あった』大阪市都市整備局長が認める／大阪府」『朝日新聞』 2009年6月25日。

24）阿倍野再開発訴訟弁護団（1989）1011頁。

25）筆者が2015年9月27日に実施したあべのベルタ内の事業者匿名Aに対する聞き取り調査に基づく。

26）第一種では施行者による権利変換計画（都市再開発法第72―第85条）、第二種では管理処分計画（同

第108条の二―第108条の十）に基づいて行われる。

27）前掲、匿名Aに対する聞き取り調査に基づく。

28）建物の区分所有等に関する法律（以下、区分所有法）6条1項に定められているように「建物の保存

に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」

ことに留まる。

29）筆者が2015年8月24日に実施した東急不動産に対する聞き取り調査に基づく。

30）「ハルカス開業1ヵ月、展望台客が下階で消費、シャワー効果、戦略ピタリ 周辺施設にも活気、

買い回り・外国人客増加。」『日本経済新聞』2014年4月8日。

31）「近鉄本店開業半年、1300万人来店、ハルカス経済圏、阿倍野に慈雨、遠方客増、周辺に波及。」『日

本経済新聞』2013年12月19日。

32）筆者が2015年10月1日に実施した東急不動産に対する聞き取り調査に基づく。

33）同上。

34）このような事態を避けるための方法としては、専門的な組織に管理・運営を担わせることである。そ

のため、不動産の所有と管理・運営の分離の実現が必要となる。所有と管理・運営が分離することによっ

て、管理・運営組織に一定の権限関係を持たせることができる。具体的な手段としては、再開発ビルを
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共同所有にすることなどが挙げられる。例えば、玉田（1987）は管理・運営会社の共有床と一部権利者

の専有床が併存する態様で、その場合の区分所有法上、民法上の問題点を考察している。

35）この制度を利用した事例としては高松市丸亀町商店街の再生事業が挙げられる。定期借地借家制度を

導入する目的は土地の所有と利用の分離である。その仕組みとしては、土地の所有者は所有者が出資し

たまちづくり会社に土地を信託し地代を受け取る。所有者が出店する場合は、まちづくり会社と賃貸契

約を結ぶ。そのため、所有者の出店はあくまでもテナントであり、まちづくり会社へ家賃を支払うこと

になる。こうした「全館保留床」が所有と利用の分離の前提条件となっている（西郷,2006,40頁）。

36）石原武政（2014a、2014b）。

37）2002年の区分所有法改正により、費用の過分性要件の撤廃や、建替え費用のための敷地の一部売却が

可能になるなど、建替え決議要件が緩和された。さらに、同年にはマンション建替えの合意形成の円滑

化を目的とした「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」（平成14年法律第78号）が制定され

た。しかし、後者については住宅部分がある再開発ビルが対象であり、非住宅系の再開発ビルには適用

されない。
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Adjustment capability of retail agglomeration:
A case of the Abeno district urban
redevelopment project in Osaka

Sota Matsuyama

Summary

This study analyzes the vitalization of city centers, especially retail agglomera-

tion on the facility level, from the perspective of the adjustment mechanism of

agglomerations in fulfilling consumer needs.

In the second section, the basis for the establishment of a retail agglomeration

at a facility level is confirmed through a comparison with an industrial agglo-

meration and the adjustment mechanism of agglomerations is discussed separa-

tely for the two aspects of competition and authority. The third section presents

a case study based on interview data of two commercial facilities established as

a part of the Abeno district urban redevelopment project to analyze the adjust-

ment capability of the agglomeration. In the fourth section, the relationship

between the effectiveness of the adjustment capability with respect to the facility

level agglomeration in the presence of an authority and the real estate owner-

ship structure is identified based on the observations in the previous sections.

The fifth section outlines the characteristics of the adjustment process caused by

an authority with respect to a retail agglomeration on the facility level.
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