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商店街に大きな問題はない
「来街者の少ない」「シャッター通り」「長期衰退の」「後継者のい
ない」と、否定的な枕詞がつくように、多くの商店街が窮状に陥っ
ているが、実際にビジネスとしての潜在能力は喪失してしまってい
るのだろうか？ そこで本稿では、商店街の持つ能力を様々な角度か
ら検証した。

段階説に照らして考えるならば、現代は生理的欲

１．育て方を間違った商店街

求、安全欲求は満たされており、尊敬の欲求、自
己実現の欲求を求める人が多い時代である。そう

日本文学には、枕詞（まくらことば）というも

したときには弱点を補強する教育ではなく、強み

のがある。「たらちねの」母、「しろたえの」衣、

を活かす教育が求められる。つまり褒めて育てる

「しきしまの」大和、「うるせみの」世などなど。
こうした言葉は、文学に深み、奥行きを持たせ、

ことが必要である。
商店街は誰にも褒めてもらえない。否定的な枕

読み手に豊かな情感を抱かせることとなる。日本

詞を冠して取り扱われる。繰り返し、事あるごと

の持つ精神風土を高めており、日本独自の表現力

に、蓮っ葉な存在として取り扱われれば、自信も

として誇りに感じる。

失い、なんとなく捨て鉢になり、やる気も湧いて

商店街についても、五音節ではないものの、近

こない。

年枕詞ができてしまったようだ。「来街者の少な

本来、商店街には元気があった。商店街は人の

い」商店街、「シャッター通り」商店街、
「長期衰

往来が見込める場所に、商機（ビジネスチャン

退の」商店街、「後継者のいない」商店街、のよ

ス）を読み取って商人たちが出店し、一定の規模

うに、否定的な内容の枕詞が多い。人というの

を呈した商店街として成立することができた。他

は、こうしたことを繰り返し聞かされると、その

のエリアより

内容が常識であり、前提条件のように捉えてしま

テンシャルが見込めるから、商店街として形作ら

う。刷り込み、インプリンティングである。

れた、つまり元気があるエリアだからこそ商店街

子供は褒めて育てろという。新入社員教育にお
いても、各人の良さを強める教育方針を採る企業

まち

としての賑わいや事業のポ

となったのである。商店街は褒めるに値するだけ
の元気はあったのである。

が増えてきている。厳しい言葉をぶつけて、相手

商店街にはもう一つの問題がある。商店街は褒

に「なにくそ！」と思わせ、積極的に挑戦してく

められることがなかったが、一方で甘やかされて

るスパルタ教育は万能ではない。多くの課題を抱

きた。商店街を形作る店舗の多くは中小零細店舗

えているものの社会保障制度は充実し、少なくと

である。資金力は不十分で、営業や経営において

も社会制度に起因する餓死等の身体生命の危機を

もしっかりとしたノウハウ、スキルを持っている

感じることなく暮らすことができる現代において

とは言い難い。商業は他の産業と比べ、比較的起

は、サバイバル能力の向上よりも、社会貢献能力

業しやすい。また、人の人生、ライフサイクルと

の向上を図るほうが好ましい。マズローの欲求五

タイムスケールが重なりやすい。小さく生まれ
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て、がんばり方によってはある程度の事業規模の

ではないのである。

商業となることができる。そして、地域社会や地

商店街は商業の場、ビジネスの場として成り立

域産業への貢献が見込める。起業段階の商業や小

っている。商店街にはお客様が集まり、買い物を

規模な商業を支援することは必要である。ただ

し、儲かるのである。だから、いくつもの店舗が

し、支援が商業者に対して次のステップに進む奨

出店し、多数の店が並ぶ商店街ができたのであ

励ではなく、ビジネス上発生した不都合、売上の

る。儲からなければ商店街はできなかった。

減少や経費の増大に対して補填するものになって

出店希望者にそれぞれの地域で店を出すとした

しまっている場合がある。こうした支援は商業者

らどこに出すかについて尋ねてみる。おそらく答

に対する甘やかしとなる。

えは、商店街に出すか、大型商業施設に出すかの

現在の流通大手企業は一部百貨店を除き、ほと

いずれかであろう。新たに店を出す場合、ぽつん

んどが戦後、商店街の中で小さな店舗から一念発

と自店だけ出店することはほとんど考えられな

起し、不屈の精神で努力を重ね、商運にも恵まれ

い。大型商業施設は施設全体で集客や販売促進を

ながら、大手企業にまで成長を遂げた企業ばかり

進めてくれるが、契約内容に基づく営業上の制約

である。自らを甘やかせることなく、粉骨砕身、

や経済条件等が厳しく、商業経験の乏しい起業者

企業としての成長を夢見て切磋琢磨してきた結果

にとってはハードルの高い相手である。商店街

である。そうした努力、運の強さなどは常人の域

は、往時の活力はないとしても、地域で商業を起

ではなく、もちろん商店街の商人全てに、流通大

こす場合、一番はじめに検討対象になる商業集積

手企業となるチャンスがあったとは言わない。し

エリアである。商店街は儲けることのできるポテ

かし、流通大手企業にまで成長させた経営者は、

ンシャルを持っているのである。

一人としてビジネスに対して甘えた気持ちを持ち
込んでいない。見習うべきところである。

３．商店街衰退の模範解答

褒められることはなく、甘やかされた子供はど
のように育つか。相当しっかりした自覚を持った

商店街衰退理由の

子供でない限り、問題をはらむ可能性が高いこと

①

は想像に難くない。商店街の現状は、まさに褒め

② 郊外の大型店など競合店舗にお客様を取ら

られることなく、甘やかされた結果だ。商店街自
身に責任がある。そして商店街を取り巻く環境を

模範解答

は、

駐車場がなくお客様が来ない

れた
③

後継者がおらず積極的な経営ができない

考えると、商店街に対して自覚し自立を目指す機

である。商店街を褒めずに甘やかしてきた結果、

会を与えることがなかったと同情すべき点もある。

こうした模範解答に満足して、商店街関係者が新

商店街は間違った育てられ方をしてしまった。

たな動きを起こさなくなってしまった。
商店街をテーマとしてセミナー講師を行うと

２．商店街にはポテンシャルがある

き、参加者に20段に区切った紙を配り、商店街衰
退の原因を書いてもらうことがある。参加者は、

このように商店街の現状を考えると、商店街と

上記の三つの模範解答をすらすらと書く。しか

してもうこれ以上がんばりようがないほど、工夫

し、20段に区切った紙には番号を振っており、原

のしようがないほどにぎりぎりまで努力を重ねた

因を20個挙げてもらう。５分程度の時間で、模範

結果ではないことがわかる。商店街を支援するに

解答以外の原因を５個書ける人がいたらいいほう

当たっても、まだまだ改善の余地を十分に含んで

である。いまだに20個挙げた人はいない。

いる。ある国際的なメーカーのように、絞りきっ

どんな事業でも、問題点を発見し、問題点を分

た雑巾を、再度力を込めて絞れというような状態

析し、問題解決の方法を検討して、問題解決策を

ターンアラウンドマネージャー

2008.9

29

特集 商店街活性ビジネスプラン
立案し、解決策を実際に実践するプロセスを踏

しまった。家庭教師を雇い入れる裕福さについて

む。商店街関係者の多くは、問題点の発見で止ま

郊外に住む受験生を羨んだところで、都心の受験

ってしまっている。問題点を発見してなぜか安心

生の成績は上がらない。塾に通うか通わないかは

してしまっている。問題点の発見それ自体も、模

別として、とにかくしっかり勉強すべきである。

範解答を鵜呑みにしてしまっていて、自分自身の

商店街に関する調査の一環で、商店街で買い物

眼でしっかり見て、頭でしっかり考えた上での問

をしない理由に関する調査も色々な機関で実施さ

題点ではない。これでは商店街衰退傾向を止め、

れている。調査毎に結果は多少異なるが、商店街

活気づけることなどできない。

で買い物をしない理由として、「買いたいものが

商店街はもはや「問題発見」の段階ではない。

ない」、
「一度に買い物が済ませられない」
、「魅力

「問題解決」の段階に移らなければならない。計

ある個店がない」
、「品揃えが悪い」などが上位を

画を立て、具体的に実践していかなければならな

占める。駐車場の不備も買い物をしない理由の一

い。模範解答で収まってしまっていては何一つ解

つに挙げているが、概ね５位以下にランクされて

決しないのである。

いる。商店街にとっても駐車場整備は売上向上を

以下では、解法を考える前に、まずこれらの模

見込める要因であるが、決して駐車場は商店街に

範解答について、いずれもが商店街の衰退理由で

とって必須条件ではなく、駐車場の不備に多少の

ないことを明らかにしたい。

不満は残るものの、ほかの不満要因を解消するこ
とにより十分にお客様から支持を得ることができ

４．駐車場は付加価値

ると言える。駐車場は商店街にとってあくまで付
加価値である。駐車場の不整備を理由に商店街の

駐車場がなくお客様が来ないというのは、郊外

衰退を言い切るには無理がある。

店舗と比較しての話である。郊外店舗は駐車場が
なければお客様が来ない。郊外店舗は駐車場を整

５．既得権に頼らない商人

備して集客する。郊外店舗にとって駐車場は商業
が成立するための絶対条件なのである。

商店街衰退を、郊外の大型店にお客様を取られ

商店街は特段駐車場を整備しなくても近くにお

たとする理由について考える。これも変な模範解

客様が住んでいたり、公共交通機関等の整備によ

答である。お客様は特定の商店街、商人のものだ

り車を用いなくても商店街にアクセスすることが

ろうか。この考えは間違いである。お客様が商店

でき、売上をあげることができる。駐車場整備が
必須要件である郊外店舗が好調な売上をあげてい
るからといって、商店街売上不振の主な原因を駐
車場に求めることは適当であろうか。（事業規模
ではなく）エリアとして不利な立場にある郊外店
舗の努力を、郊外店舗にだけ恵まれた好条件とし
て位置づけてしまっては問題解決に繋がらない。
例え話をする。ある郊外に住む受験生は自宅が都
心から離れていて塾に通えないため、お金をかけ
て家庭教師を雇い入れ勉学に励んだ結果、成績が
伸びた。これに対して都心の受験生が塾に行く機
会がありながら、ないしは塾に通いながらも油断
してしっかり勉強しなかったため、成績が落ちて
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▲写真は近江町商店街。金沢市の生鮮食品を取り扱う。生鮮
ならではの季節感を前面に出し、お客様に常に新しい情報を
提供して、来街動機を高めている。

街、店を選ぶのである。商業とはお客様を取り合

をはらんでいる。

うものである。お客様に自身の店を選んでもらえ

商店街の商業が後を継ぎたいと思わせるだけの

るように、商人は色々と工夫を繰り返すのであ

魅力がないのはなぜか。言い換えれば、後を継ぎ

る。商人に常禄はない。商人は既得権を持たな

たいと思う場合とは、どのような魅力を感じる場

い。一つの商売の成功は、その成功を上回る商売

合であるか。商店街の商業は後継候補者にそうし

の方法を見つけ出した商人から挑戦を受けること

た魅力を如何にすれば感じさせることができるの

となる。もしも得意としていたお客様を取られた

か、ということである。ビジネスは基本的にはゴ

なら取り返すか、別の新たなお客様を見つけ出し

ーイングコンサーン（going concern：企業等は

得意客にしてこそ商人である。

将来にわたり永続して存在し活動することを前提

商人は変化の中に商機を見つけて活躍する。変

とする考え方）であることは大切であり、人の寿

化は新たな需要（ニーズ、ウォンツ）を生み、そ

命以上の事業期間を想定して事業を実施する場合

れをいち早く見つけ、ふさわしい形で需要者に提

には、後継者が必要となる。このため、もし後継

供する。商業の成果は、最初の「目利き」で半分

者を得たいのであれば後継者を望む側、すなわち

は決まる。目利きを効かすためには才覚が必要で

商店街の商人の側が長期的な事業計画、ビジネス

ある。商人は常に変化の中にあって、耳目を利か

プランを検討し、後継候補者に提示する必要があ

せ、需要をチャンスに転換し、積極的に攻めてい

る。

く。既得権とはおよそ遠いところにスタンスを構
える。

商業について、長期計画を検討してみると、不
確定要素が多いことに気づかされる。商業とはそ

大手流通企業の創業者の話を聞き、文章を読む

もそも変化を商機として捉えており、いったん成

と、決まって企業規模が大きくなってしまってか

功局面に至ると今度は陳腐化との戦いとなるから

らは商人としての喜びが半減してしまったといっ

である。我が世を謳歌した流通大手企業も数多く

た嘆きが加わる。商業とは動きであり、交わりで

が衰退、場合によっては倒産の憂き目にあってい

ある。商人であった創業者にとって、店頭の賑わ

る。百貨店、大型量販店、食品スーパーをはじめ

いが何よりの活力源であった。店頭で活躍するこ

として、業態としても浮き沈みが激しい業界であ

とが商人としての現役の証であり、規模を拡大し

る。先が読みにくいからといって長期計画の立て

既得権の中で安住することを志す商人は少ない。

ないのは好ましくない。長期計画の立案はそのビ

既得権を目指した疑似商人は、規模が拡大した後

ジネス自体のシミュレーションであり、商機を見

必ず大きな転び方をしている。

つける大切な検討となり、潜んでいるビジネスリ

商人に常禄はなく、既得権はないのだから、競

スクを発見することができるのである。

い合うことを喜びとし、積極的に商機を見つける

商店街の商人の多くは、親族、できれば子供た

姿勢が求められるのである。競争相手にお客様を

ちに継がせたいと考える。そうした考え自体には

取られたということを売上不振の理由に挙げる商

問題はない。ただし、自らの商業をビジネスとし

人は、もう一度そもそも商人のあり方を見直して

て捉えた場合と親族、子供達に継がせたいと考え

もらいたいと考える。

る場合との間には、考える組み立てに違いが生じ
る。生活を共にしまたは血の繋がった関係にある

６．長期計画が後継者を育てる

子供や親族に対して事業を説明する場合、自ずと
曖昧な部分を残して済ますことが多い。曖昧な部

後継者がいないことから商業に対する意欲が減

分はお互いの気心で、阿吽の呼吸で良しなに理解

退し、それが商店街全体の傾向となったため商店

してくれるだろう、曖昧な部分は課題としてぼん

街が衰退してしまう。この模範解答も色々な問題

やり感じているものの具体的に解決の方向を示す
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ことなく、後継者の抱える最初の宿題としても引
き継いでも特に文句はないだろうと、引き渡す側
は期待する。これでは計画に甘さが出てしまい、
将来のほころびの原因となる。引き渡す側が事業
に対する熱意と責任感を示さないと、後継者は事
業の魅力を感じることはできない。負担感のみが
膨れ上がってしまった後継者は徐々に後を継ぐ意
慾を削がれ、違う道を求め始める。後継者を育
て、引き継ぐためには、後継者候補がたとえ子
供、親族であろうとも曖昧さを残すことなく、事
業を真摯に捉え、しっかりと説明責任を果たすこ
とが大切である。
長期計画を立てる場合、後継者を全くの第三者

▲写真は札幌２条商店街。地元客と観光客をターゲットとする
生鮮中心の商店街。商品の新鮮さを陳列商品やトロ箱等のボ
リュームで強く訴える。

を想定し、計画立案することが望まれる。開業率

に情を入れ勤めれば、渡世に何ぞ案ずること有る

が低迷している現在、事業承継が注目されてい

べし」として、顧客志向に基づく商業の社会的機

る。また、中小企業に対しても積極的にM＆Aが

能を示している。

進められており、事業規模、事業内容を問わず、

商店街が、褒められず甘やかされた結果、商業

今行っている事業がどのような将来性と価値があ

において最も重要な、①「顧客志向」と②「問題

るのかをしっかり検討することは重要である。

解決に向けた積極姿勢」を失ってしまった。商業
はお客様のために積極的に試行錯誤を行う。商業

７．商店街が抱える唯一の問題

とは融通無碍であり、臨機応変であり、縦横無尽
であり、当意即妙であり、変幻自在であり、朝令

商業の社会的機能は何か？ それは消費生活に
関わる問題を解決することである。商業は消費生

暮改をよしとする。つまり、臆することなく、ま
ずはやってみるという商人の基本姿勢である。

活を対象とすることにより、小さな変化に対応で

商店街が抱える唯一の問題点とは、商店街の商

きる「機敏性」、消費者の機微に訴えることので

人が商人として持つべき基本姿勢を失ったことで

きる「提案性」、方向転換を速やかにできる「柔

ある。この問題点を解決するためには、商人の基

軟性」が求められる。近江商人の家訓に「三方

本姿勢を取り戻せばよい。

（さんぽう）よし」というものがある。売り手に
よし、買い手によし、世間によし、の三方よしで
ある。商いの相対に限らず、広く目配せしてふさ

本論は、次項にて五つのキーワードを取り上げ
て解法として取りまとめた。
商店街はもともと儲かる体質を持っている。だ

わしい商業のあり方を考える姿勢を示している。

から、患部を摘除したり、バイオマテリアルに置

同様の意味を持つ家訓として、「徳義は本なり、

換したり、栄養剤を投与したりするのではなく、

財は末なり、本末を忘るる勿れ」（茂木家家訓）、

商店街の儲かる体質をきちんと発揮させることが

「我が営業は信用を重んじ、確実を旨とし、以っ

大切である。

て一家の鞏固隆盛を期す」
（住友家家訓第十一条）
、

まずは褒めて商店街関係者がふさわしい自信を

「売りて悦び、買いて悦ぶ」（三井殊法）等があ

取り戻すこと。そして、甘やかされることなく、

り、心学の石田梅岩は「わが身を養わるる売先を

自立心と自覚を持って、商店街をビジネスの場と

疎末にせずして真実にすれば、十が八つは、売先

して捉え、しっかり商人としての実力を示すこ

の心に合うものなり、売先の心に合うように商売

と。これが第一歩である。
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解法を知る五つのキーワード
商店街にビジネスの潜在能力はある。なにかとネガティブな表現
が用いられる商店街を蘇らせるには、儲かる体質をきちんと発揮さ
せることが大切である。そこで本稿では、商店街が取り入れ、実践
すれば、再生へと必ず動き出す解法を五つのキーワードとして挙げ
た。

である。前例踏襲では変化を商機に変えることは

１．商店街が蘇る五つの解法

できない。武士のように利益を略奪するのではな
く、農民のように利益を生産するのでもなく、商

『僕の将来に対する唯ぼんやりとした不安』と

人は変化の中から利益を具体化して得るのであ

いう文章を友人に送り、芥川龍之介は服毒自殺し

る。生産者と消費者の間に立ち働いて、相互に得

た。確かに彼の自殺の２年後には世界大恐慌が起

たいと考える利益の差額が、商人の利益となる。

こり、世界中の人々に苦悩と不安を抱かせ、命ま

近江商人の「三方よし」の精神は、商人が取るべ

でも失わせる暗黒の時代を迎えることとなる。作

きスタンスを明確に示している。自らの行動と結

家としての過敏すぎるまでに鋭敏な感受性が知り

果の繰り返しの中で、自信をつけ、積極性を増

たくもない将来を彼に伝え、これに耐え切れなか

し、より大きな課題をブレイクスルーしていく。

ったのかもしれない。

現代の商店街は、こうした商人魂がすっかり萎

芥川の悲痛さとは全くの裏返しとなるが、筆者

えてしまった状態にある。商人魂が動き出す、最

は商店街に関して『商店街の将来に対する唯ほん

初の一押しが必要である。硬くさび付いた商人魂

のりとした楽しみ』を感じずにはいられない。商

という水車が、最初の一押しで、コツンと動き出

人は現世を生き考える。今生きていることを如何

せば、動き方を思い出した商人は自ら動いてさび

に楽しみ、如何に活かすか。

を取り除き、力強く回り始めるのである。

街を見るとき、寺院が多いか、神社が多いかで

本論では、五つのキーワードを取り上げて、商

歴史や風土が読み取れる。一般に寺院が多い街

店街に関わる将来性の確かさを示している。それ

は、武士が中心の歴史を持つ。武士は死に方を考

ぞれキーワードをテーマに、商店街との関わり方

え、来世との繋がりを寺に委ねる。神社の多い街

や取り上げた理由、具体的な実践手法を示してい

は、商人が活躍した歴史を持つ。現世利益を求め

る。商店街は、問題発見の段階ではなく、問題解

て、神頼みを重ねた。商人は生き方を中心に考え

決の段階に移っていることを反映した内容であ

る。どのように生きるか、ポジティブシンキング

る。

の典型である。
商人は、自分自身で考え、自分自身で行動し、

ただし、具体的な手法は、商店街によって異な
る。それぞれの商店街に導入する時に如何にアレ

結果を自分自身のものとして受け入れる。建前で

ンジするかが、商店街関係者、商人の真骨頂であ

なく本音で動く。かくあるべしの「べき論」では

る。大いにオリジナルの要素を加えてもらいた

なく、「やってみなはれ」、「やらまいか」の精神

い。五つのキーワードで示した、商店街、商人の

ターンアラウンドマネージャー

2008.9

33

特集 商店街活性ビジネスプラン
精神さえ取り戻すことができれば、後は単なる戦

い。商人はお客様のニーズやウォンツを読み取り
（マーケットリサーチ）
、自らリスクを負って仕入

術レベルの議論に過ぎないのである。
取り上げた五つのキーワードは次のとおりであ

れ（投資）、お客様に積極的に提示し（販売促進、
プロモーション）、販売に繋げる。商人に必要な

る。

ものは「工夫と始末」である。工夫とは自らの才
覚でマーケット（お客様の意向）を読み取り、そ
のマーケットに積極果敢にチャレンジすることで
ある。始末とは始まりと終わりを比較して、きち
んと増分、つまり利益が確保できているように努
いずれのキーワードからでもいい。まずは商店
街に取り入れて実践してもらいたい。必ず効く解

めること、つまり営利を目的としてその目的を果
たすことである。
寄らば大樹の陰、 就社

法である。

志向のサラリーマン

と、リスクテイカー（risk taker：リスクを厭わ

Key Word ①

ず挑戦する人）、時としてリクスラヴァー（risk
lover：リスクを自らの励みとして、勇猛果敢に挑

戦後の復興期から高度成長期にかけては、産業
社会が一丸となって生産力を高め、産業構造を整
備し、今日より明日は豊かになることを夢見て、

戦する人）にまでなる商人とはほとんど重なる部
分がない。
商店街の衰退の主な原因は商人の不在である。

人々はがむしゃらに突き進んできた。「消費は美

商人は、商業に携わりながら、店主の考えや立ち

徳、消費者は王様」、「３C時代、三種の神器」と

居振る舞いや日々の商いの中から商人としてのあ

いったキャッチコピーが流行するほどに、成長、

り方を学び、自分自身の商人像を組み上げてい

発展、右肩上がりは当然のこととして人々は捉え

く。究極のOJT（On the job training：具体的な

ていた。日本経済の急成長を支える企業は、企業

仕事を通じて、意図的、計画的に指導育成するこ

活動を担う人材を如何に確保するかということに

と）であり、商人を目指す各人がオリジナルの

必死になる。労働市場は供給不足のため需要側の

OJTシステムを通じて自らの成長を図る。高度成

企業より供給側の労働サイドである働き手の立場

長期に入り、商人として学び成長する機会を商店

が強くなる。このため企業側は終身雇用、企業別

街は提供してこなかった。商人自ら、息子や娘を

労働組合、年功賃金といった日本型雇用システム
を組み上げ、まずは人数を確保し、企業内で有効
な人材として育て上げ、他社に逃げ出すことのな
いように腐心する。企業に勤めるサラリーマン、
OLの待遇は良くなり、大手企業に就職すること
が人生の一つの目標にまでなってしまう。大学も
就職先や就職率を大学選択の指標として受験生に
示すようになり、就職部等の就職支援に関わる体
制を整備していく。医師、弁護士、教員等の資格
を伴う職業に関わる学部を除き、大学はほとんど
サラリーマン養成を暗黙の了解として教育を進め
てきたと考えられる。
商人はサラリーマン養成システムでは育たな
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▲写真は輪島朝市。日本三大朝市の一つ。同業店舗が立ち並ぶ
中で商人としての個性を如何にして発揮するかが問われる。
お客様は商人との間の適度の緊張感を味わう。

跡継ぎとせず、早々にサラリーマンを目指す大学
等に進学させてしまっている。高度成長期以前
は、サラリーマンより商店街の商人のほうが一般
に収入が高かった。企業の人材囲い込み活動を通
じてサラリーマンの待遇は良くなっていった。こ
うした時期に、商品に関わる需給関係が、圧倒的
な供給不足から、少しずつ需要に供給が追いつき
始め、商品を確保すれば自ずと売れる時代でなく
なっていった。商店街は工夫して商品を売らなけ
ればならなくなり、収入の伸びも鈍るようになっ
た。商人が少し将来に不安感を感じるようになっ
り合い、子供達を商人として育てることを見切

▲写真は小倉旦過市場商店街。北九州市の中心的台所。細い
通路に店舗がせり出しわずかにクランクすることで、お客
様と商人の気取りのない共通する空間を作る。

り、サラリーマンを目指す大学に進ませるように

りと把握し、コミュニティに如何に入り込むかと

なる。従業員を抱えることが難しく、
「丁稚奉公」

いった戦略を練り、用心深く、そして大胆に自ら

を通じての商人育成も見込めなくなってしまっ

のポジションを構築していくのである。転勤族の

た。

配偶者となると、そうしたことを幾度となく経験

た時期と、サラリーマンの待遇向上の時期が重な

商店街が本来の商業の場となるためには、商人

し、地域社会の中での生き方の修練を重ねていく

の存在が必須条件である。挑む商人を一人でも多

こととなる。定年退職したサラリーマンが地域社

く商店街に迎え入れなければならない。大手流通

会に入り込めず、配偶者にぬれ落ち葉のようにま

企業に勤めた従業員のうち、団塊の世代が定年を

とわりつく話は数多く聞かされるところである。

迎えることから、こうした流通企業OBに期待す

一方配偶者は、幾種類ものコミュニティの中で組

る声も聞く。そのOBが、商業を目指して流通企

織上のポジションでなく

業に就職し仕事を重ねてきたのか、サラリーマン

と活動している。

個人

として活き活き

になるときにたまたま流通企業を選び収入を得る

こうした傾向は、サラリーマンの配偶者に限ら

手立てとして働き続けてきたのかがポイントであ

ない。男性は組織の中のポジションで、ポジショ

る。前者の場合には期待できる。後者であった場

ンに守られて何とか働くことができる人たちが多

合には、残念ながら商人としては期待することは

いといえる。女性は有機的、複層的で柔軟なネッ

できない。

トワークの中で、臨機応変、融通無碍に関係性を

商人にとって、「サラリーマン根性」は必ずマ

構築し、自らの判断で行動することができると考

イナスに働く。サラリーマンの延長に商人はいな

える。そうした資質は商人に求められる最も重要

い。挑む商人を探し、育成する場合、サラリーマ

な資質であると言える。

ンから最も離れた位置にいる人たちの中から見つ
け出すことが得策である。

若者を挑む商人として期待する理由は何か。ま
ず、若さに基づく活力が期待される。商業の基本

挑む商人として期待される人たちは誰か。女

は活気である。売り手と買い手の交流の中で商業

性、若者である。サラリーマンは人事異動して

が成り立つのであれば、売り手も買い手も積極的

も、異動先で○○課長などのポジションがあり、

に動いているほうが、商業が成り立つ可能性が高

課される仕事がある。用意された枠組みにすっぽ

い。商業とは商的流通（商流）を担う職業であ

り入り込めばよいだけである。サラリーマンの配

り、商品そのものと商品の所有権を移動させる役

偶者はそうはいかない。地域社会の状況をしっか

割を果たす。物的流通と異なるのは、売り手側が
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買い手にとって付加価値として感じる情報を商品

仕事のあり方を検討したり、自分たちの仕事を外

と併せて提供できることである。こうした付加価

部の人たちにも理解してもらうように情報を発信

値の提供内容によりお客様が商人を選択すること

したり、産業界における一定のポジションを確保

となる。付加価値には商品特性の説明ばかりでな

するために対外的に活動したりする場合がある。

く、商品イメージをお客様にとって心地いい形で

個別の企業間では同じ業界内に位置してライバル

伝えることも含まれる。例えば、大衆薬品を売る

として競い合っても、業界としての成長・発展を

場合に効能書きだけでなく、なんとも効きそうだ

目指して交流し、協力し合う。仕事自体の特性と

と思わせるパッケージが必要なように、商人によ

も関連して、業界独自の特性を持つ場合が多い。

るプロモーション（販売促進活動）が必要であ

商店街にも業界がある。商店街業界の特徴は何

る。活気ある商人がふさわしいプロモーションを
行う。物怖じせず、積極的で明るい若者の活力
は、商業の活気として十分に期待される。

か。端的にいうと「身内褒め」である。
本論で繰り返し示したとおり、商店街は褒めら
れず、甘やかされた経緯を持つ。人は褒められな

商業には小さな失敗がつき物である。売れる見

いと面白くない。そうすると、勢い自分達同志で

込みを間違えて過剰な商品を仕入れてしまった

褒めあう「身内褒め」に走る。仲間内で、すばら

り、お客様の納得価格を下回る値付けをして利益

しさを指摘し合い、相互に盛り上げる。褒められ

を小さくしてしまったり。こうした小さな失敗を

ると、気分が高揚しモチベーションが上がる。積

糧として、営業戦略の練り直しを幾度となく繰り

極性が増し、具体的な実践に展開する場合もあ

返しながら、商業は発展し、商人は育つ。若者は

る。

大きな勝負ができないので、大きな失敗をこうむ

実践を繰り返すうちに実力が増し、身内だけで

ることが少ない。だから若者は失敗を恐れない。

なく、業界外部からも褒められるようになる。こ

どんな転び方をしても、小さな傷ですみ、服につ

うなると、好ましい。

いた汚れをパタパタと掃いながら元気に立ち上が

商店街業界は残念ながら「身内褒め」の域を脱

ることができる。商業の発展及び商人の成長プロ

していない。商店街内で、反対意見や非協力を克

セスには若者の活力が必要である。

服して、新しい施設や営業形態を作り上げる。イ

挑む商人として、積極的に女性、若者を商店街

ベントを実施して、来街者を増加させる。賞賛に

に取り込みたい。女性、若者であれば、有利な出

値する成果をあげており、褒められて当然であ

店経済条件を用意する。商店街関係者をはじめ、

る。ただし、一つの事例で褒める期間が長すぎ

商業ノウハウ、スキルを持った関係者が一丸とな

る。ショッピングセンターなどでは、一つの事業

って女性、若者の新規出店者を支援する。徹底的

が成功している間に、次なる秘策を練っている。

に支援して、その気にさせる。その気にさせて元

イベントは、年間計画を立てて個別のイベントの

気に商業に邁進させる。パイロット事業として商

成果とは別に、次々新しいイベントを実施してい

店街に誘致し、成功事例として成果を挙げさせ

る。商店街業界では、一つの成功事例を５年以上

る。

使いまわしている場合もある。

挑む商人を成功させて、商店街に新しい流れを

褒められると、気分が高揚しモチベーションが
上がって、積極性が増し具体的な実践に展開する

作ることが大切である。

ケースが期待されるが、商店街業界に関してこう

Key Word ②

したケースはあまり見られない。褒められ役は、
その立場で各地に出向き、褒められた内容を誇ら

様々な仕事において、同様の仕事をする仲間で

しく話す。一般に、成功事例はそれをまねること

まとまりを持って、業界を作る。よりふさわしい

により、問題解決に繋がることがある。ところ
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が、身内褒めの対象となる事例をいくら真似て

る。そしてその発表内容は、必ず数字で示さなけ

も、問題解決しない。あるいは、事例として興味

ればならない。

深く聞くことはできても、どのように真似ればい
いかわからない。原因はどこにあるのか。

中心市街地を活性化することを目的に平成10年
に中心市街地活性化法が制定され、商店街におい

原因は二つ考えられる。一つ目は、身内褒め事

ても同法に基づき支援を受け、多くのハード事

例が成功事例ではない場合である。成功事例では

業、ソフト事業が実施された。先行して成功事例

ないので、真似ることにより問題が解決すること

とされた事例は多くのマスコミ媒体に取り上げら

はない。二つ目は、身内褒め事例は真似ることの

れ、全国から視察者を迎え入れて、羨望に近い注

できるような説明がなされていない場合である。

目を浴びていた。ところが、成功事例として取り

事例説明が聞き手は楽しく聞ける話にとどまって

扱われた事業の中から、事業主体が破綻したり、

しまい、問題解決に関わるノウハウ、スキルの提

多くの損失を抱え込んだりする事例が生じてき

供が十分になされていない。ノウハウ、スキルは

た。こうした状況を勘案して、平成18年に同法が

結果ではなく、経過を通じで語られるものである

改正され、事業性をきちんと問い、バラまき的な

が、話は成果の披露のほうが面白く、話し手、聞

支援ではなく、「選択と集中」という民間企業の

き手ともに負担が係るノウハウ、スキルの話は避

経営概念を、事業性が十分に見込める計画につい

ける傾向がある。

て重点的に支援する方針に改めた。

身内褒め事例が成功事例でない場合は、不幸で

例えば、A市は同法の理念を体現したような先

ある。残念なことに、商店街に関しては成功事例

進性を持つ都市である。A市の事業は成功事例と

でない先進事例は多い。商業施設の開業時、イベ

してとりあげられ、改正前の支援実施時期と同

ント実施時は、人々の注目を集めており、来客数

様、多くの商店街関係者が同市に見学に訪れた

も売上高も相当の好成績を収める。商業施設にか

り、商店街再生のリーダー格がA市事業の成功の

かわる民間事業者では、開業初日の100倍を年間

秘訣について喧伝し注目されてきた。ただし中心

売上として見込む場合がある。この想定では、初

核となる商業施設が経営悪化で市に債務引受を迫

日の売上は通常売上の３倍以上であることを意味

る事態となっている。こうした事態に至って、初

する。商店街の成功事例は、開業時の状況を以っ

めて事業に関わる数字が開示される。開業当初か

て評価する場合が多い。大切なのは開業時ととも

ら厳しい状況にあったとの説明があり、なぜ当初

に、その経過をきちんと集計し発表することであ

から数字を用いて実態を説明しなかったのか悔や
まれる。注目する側も、賑わっているという話ば
かりを鵜呑みにして、より正確な状況を知ろうと
する努力に欠けていた。A市関係者の努力により
失敗事例として取り扱われることとならないよう
に願うところである。
身内褒めの事例は真似をすることが難しい。身
内褒めの事例を紹介するときに、せっかく関係者
がこぞって褒めてくれているのに、わざわざうま
くいっていない内容を話して水をさす必要がない
と考え、情報開示に偏りが生まれるためである。
勉学でもスポーツでも、一つの成果をあげるとき

▲写真はアメヤ横丁商店街。年末大売出しで有名な商店街。商人
が積極的にお客様に声掛けし、お客様の購買意欲を高める。価
格訴求とエスニック商品の豊富な品揃えが特徴。

には、相当の努力を重ねている。成果への道筋も
順風満帆な一本道ではない。いくつかの失敗を繰
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り返し、それを乗り越えて、やっとの思いで成果
にたどり着いたのである。
事業について、複雑で難解な課題が発生し、そ
の課題が事業推進を阻み失敗へと導こうとするの
に対して、如何に取り組み、克服し、事業目標を
達成したか、課題解決内容と解決に至るポイント
について多くの関係者は知りたいと考える。参考
にすべきノウハウや経験が提供されることを大い
に期待する。事例を真似るということは、結果を
真似るのではなく、経過、プロセスを真似るので
ある。身内褒めの事例は結果を話すばかりで、経
いため、聞き手はモチベーションが上がったとし

▲写真は長崎浜んまち商店街。長崎を代表する祭り、おくんち
で賑わう。さくる（長崎弁で歩く）ことが楽しめる商店街と
して多くのお客様を集める。

ても、具体的な計画作り、実践へと移行できない

え方の転換を行っている。フローを通じて利益を

でいる。

あげる商業は、収益性を高める運営をより重視す

過の解説がない。特に数字を伴った内容の話がな

商店街には

数字頭

が必要である。数字頭と

ることが求められる。

は、どんな場合でも数字として情報を集め、数字

商業の価値は、投資としての商品仕入ではな

に基づき検討し、数字で目標を立て、目標となる

く、商品を如何に売りさばいていくかで評価され

数字を達成するために実践し、数字を用いて成果

る。数字頭で事業を考えるということは、商業を

を検証する頭である。身内褒めの事例がたとえ成

どのように運営（マネジメント）し、どのように

功事例でなくても、参考にできる内容は十分に含

売り上げ、利益を得ようとするのかといったビジ

まれている。身内褒めの事例が、商店街関係者に

ネスプランを明らかにすることが求められる。

とってモチベーションを向上させ、事業計画を立

数字頭で商業を考えるということにより、店舗

案し、具体的に実践へと展開させるためには、事

経営をビジネスの視点に立って、客観的に、具体

業内容について数字を使って開示・解説すること

的に、事業計画を立て、実施状況の良否をいち早

が重要である。

く確認することができるようになる。商店街のあ

数字頭で事業を考えるとき、施設開業やイベン

り方を考える上でも、数字頭は欠かせない。例え

ト実施といった開発までの期間を対象とするので

ば、商店街全体を一つのショッピングセンターに

はなく、その後に続く運営についてもしっかり考

見立てて、目標とする売上高を設定してみる。シ

える必要がある。事業にかかわる初期投資の多寡

ョッピングセンターや大型店舗は年間目標売上高

と調達方法だけでなく、運営を通じた投資回収方

を必ず設定する。年間売上高が50億円のショッピ

法や借入金の返済計画などをきちんと整理してお

ングセンターと300億円のそれとでは、施設コン

くことがポイントである。

セプト、対象商圏、店舗構成、販売戦略などが異

不動産の評価方法はこうした考え方に基づき、

なる。ショッピングセンターを事業として考える

原価積み上げによる原価法や事例比較に基づく取

場合、年間売上高の設定が全ての戦略のスタート

引事例比較法ではなく、収益性に基づく評価方法

となると捉えてよい。開発費用も、想定賃料も、

である収益還元法を重視している。所有するスト

想定管理費も、事業収支に関わるものは、年間売

ックとしての価値でなく、使用して如何に価値を

上高が全てを規定する。

高めたかというフローとしての価値を重視してい

商店街を年間売上高から考え始めると、商店街

る。ストック志向の強い不動産ですらこうした考

のあり方の議論が俄然具体性を増すのに驚くはず
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である。
商店街の会合では、数字に基づいた議論をす

実行−評価−改善サイクル）が求められる事業で
あり、商人は自発的に繰り返してきたのである。

る。それだけで、商店街の会合の内容は格段にグ

一場所15番勝負どころか、もっと頻度高く勝負を

レードアップする。試してもらいたい。

することが大切である。小さな勝負は負ければす

Key Word ③

ぐに退却する。店の陳列やPOP（販売時点）広告
などの工夫も全て勝負として考える。熱心な店は
朝夕でメインに陳列する商品を変えて、売上アッ

商業は競争であり、競争に勝つことが求められ
る。IT関連事業において、ある企業が対象市場を

プを図る。朝令暮改は商人の基本的スタンスであ
る。

総取りし、次のステージでは別の企業が対象市場

「８勝７敗志向」は小さく勝ち越すことも意味

の全てを取るといった、ウィナー・テイク・オー

している。小さく勝ち越すためにはどのようにし

ル（一人勝ち）の傾向が続き、競争の厳しさと結

たら良いか。ある期間における事業計画をきちん

果の格差の大きさが注目された。こうした競争環

と立てて、勝負に臨むことが求められる。一場所

境下では、完勝することが常に求められる。

15番勝負を力士が初日前にシミュレーションする

しかし、商業の勝負の付け方は難しい。一人勝

のと同じである。計画立案方法として、ローリン

ちは決して最良の勝ち方ではない。商業はお客様

グプランとコンティンジェンシープランという考

からのファン投票的な意味合いを含んでいる。お

え方がある。ローリングプランとは、計画期間内

客様の店選びの基準は、価格や品揃えだけではな

においても一定時期毎に計画と実績との差異を把

い。店が醸し出す雰囲気や店員の接客態度など、

握し、差異の原因を分析し改善方法を反映して計

商品とは直接に関係ない要素に基づいて、お客様

画内容を細かく調整する方法をいう。コンティン

は店を支持する場合がある。周りの人気がありす

ジェンシープランとは、不測事象に対応すること

ぎて、不支持にまわるケースもある。商業とは人

をあらかじめ想定し、偶発的な不測事態を予測し

気商売であり、お客様のわがままで、移ろいやす

て複数の対応計画を用意して、不測事象発生時に

い気持ちを如何に繋ぎ止めておくか、難しいマネ

おいて迅速かつ的確な対応により損失を最小限と

ジメント力が求められる。商家の家訓として「三

するように検討を加える計画方法をいう。商業に

方よし」のほかにも、「自ら儲く可き金の三分は

関わる計画立案には、必ずローリングプランとコ

人に儲けさせよ」（土倉家家憲）など、一人勝ち

ンティンジェンシープランの考え方を取り込んだ

を戒めるものが多い。

検討を行うことが求められる。商業とは季節の影

商店街の商業は、お客様だけではなく商人仲間

響を受けやすいものである。商店街も、商人も業

の顔も一人ひとり良く知った関係にあり、一層勝

種業態により事業計画期間に多少ばらつきがある

負の付け方が難しい。負けた側の商人が許容でき

ものの、１シーズン３カ月間の計画を立てること

る範囲の勝負をつけることが求められる。大相撲

がふさわしい。ローリングプラン、コンティンジ

に例えれば、一場所15番勝負のうち、８勝７敗を

ェンシープランのいずれについても３カ月間を一

目指す感覚がふさわしい。

つの検討期間としてプランニングすることが望ま

「８勝７敗志向」という考え方の中には、商店

しい。

街における２種類の勝負方法を含んでいる。まず

大阪の商店街では、お客様が望む商品を店が取

は小さく、数多く勝負することである。商業とは

り揃えていない場合、ライバルとなる店舗を紹介

日々の競争である。毎日工夫を加え、実際に試し

することが多い。できれば自店の商品をお客様に

てみて、工夫の成果を確認し、工夫の足りなかっ

買ってもらいたい。でも品揃えしていない商品で

た点を検討する。商業はPDCAサイクル（計画−

あれば、お客様の利便性と商店街の評判を考え
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て、他店を紹介する。商店街全体に一体感がある

地権者が店舗を貸さないので、空き店舗がその

ことをお客様に示すことは、商店街に対して好感

ままになっており、商店街の衰退が進むと嘆く商

を持たせることとなる。

店街組合関係者の中で、直接地権者に打合せに出

こうした関係は、商店街内で一人勝ちする店舗

向いている事例は少ない。ほとんどの場合は地権

があれば、商人間に妬み、嫉みの気持ちを抱かせ

者の意向を確認することもなく、地権者は店舗を

てしまい成立しない。商人は商人間でも人気商売

貸さないようだと判断してしまっている。不動産

であることに変わりない。大阪商人の「ぼちぼち

は賃貸借の有無に関わらず租税や資産管理費等の

精神」は決して怠けたものではなく、商店街にお

維持コストが発生するので、地権者は維持コスト

いて商人間に求められる関係をうまく表現してい

以上の経済条件で賃貸することにより維持コスト

るのである。

は回収し、不動産所有者としての利益を得ること
を目指す。地権者は賃貸に伴う事業性と権利の安

Key Word ④

全性が確保できていれば、不動産を賃貸したいと
考えるものである。
として揶揄

不動産活用に関わる十分な説明を行っていない

することが多い。商店街の空き店舗率が全国平均

のにも関わらず地権者が賃貸する意向を示さない

で１割近い（平成18年度中小企業庁調べ

ため、「地権者問題」であるとするのは、不動産

商店街を

シャッター通り商店街

商店街

実態調査によると空き店舗率全国平均は8.38％）。

賃貸借事業、店舗経営等に関する理解不足を棚に

空き店舗の状況、シャッターを下ろした状況は誰

上げた議論である。

にでも分かる状況であるから、空き店舗の多さが

リーシングツールというものがある。商業施設

商店街の抱える課題として取り上げられやすい。

などを開発したり、運営の途中で空き区画が生じ

空き店舗の状態は、①店舗所有者は賃貸したい

たりした時に、テナント（出店者）を誘致するた

ものの商店街のポテンシャルが低く、借り手が現

めに、商業施設開発者、商業施設運営者がリーシ

われない場合と、②店舗の借り手はいるものの店

ングツールを作成する。リーシングツールには、

舗所有者が条件等の事情により貸さない場合とに

商業施設の概要と施設コンセプト、対象商圏の規

区分される。特に後者の場合には、「地権者問題」

模と特性、施設内の店舗区画と想定または実際の

として取り上げ、所有と使用を分離して不動産の

店舗区画周辺の店舗ブランド構成、出店に関わる

積極活用を促す必要性の検討がされている。

経済条件、運営管理方針と管理体制などを取りま

果たして「地権者問題」という問題はあるのだ

とめて示している。店舗区画と経済条件だけでな

ろうか。店舗所有者が賃貸したがらないことは基

く、施設全体やフロアコンセプトとテナントのシ

本的にはない。二階建て店舗兼用住宅で店舗を賃

ョップコンセプトの整合性、テナントが出店した

貸してしまうと二階の住居への入り口が確保でき

際の想定ターゲットの状況、売上シミュレーショ

ないから貸せないとか、店舗所有者が高齢で住み

ン、施設全体としてのプロモーション計画などを

なれた商店街内を出て行く気苦労を考えたら店舗

詳細に示し、テナント側の積極的な出店への意思

を貸すことなく住み続けたいとか、個別の事情に

決定を誘導する。テナント側は施設実査を行う

基づく「地権者Aさん問題」、「地権者Bさん問題」

が、個別に商圏調査や事業収支計画を検討するこ

はある。しかし、店舗所有者を地権者として一般

となくリーシングツールに示された内容を検証し

化し、一からげにして「地権者問題」として取り

て実施できるかについて検討し、出店の是非を判

上げるのは間違いである。「地権者問題」は商店

断する場合が多い。言い換えれば、信用性の高い

街衰退の模範解答とするのは、商店街関係者の言

リーシングツールであると評価された場合には、

い訳でしかない。

当該商業施設への出店が実現する可能性が高くな
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る。

もしお客様に不満を感じさせている部分があると

商店街関係者が商店街のリーシングツールを作

したらどのような内容か、既存のお客様の要望も

ることは、商店街のあり方を見直す重要なきっか

含めてこれからの商店街はどのようなお客様に対

けとなる。これはショッピングセンターにおいて、

してどのような商品、サービスを提供すればよい

リーシングツールがどのように作られているかを

か、商店街としてどのような業種業態構成、店舗

確認してみるとわかりやすい。

配置が望まれるか、商店街が目指すあり方から考

ショッピングセンターは開発にあたり、想定売

えて不足業種業態は何か、どういった条件を提示

上高及び施設コンセプトを設定する。その上で、

して不足業種店舗を誘致すればよいか、商店街全

施設の規模、施設構成、運営方法などを検討し、

体を運営する上で望まれる組織体制は何か、商店

具体化していく。店舗フロア図面上に店舗区画を

街全体で実施する有効な販売促進活動とはどのよ

想定し、どのような業種業態の店舗に出店しても

うなものか、などなど。

らいたいのか、ショッピングセンター内において

商店街リーシングツール作成を議題として話し

当該業種業態の店舗にどのような役割を果たして

合うことは、商店街を一つの商業施設として再認

もらいたいのか、というショッピングセンターサ

識する重要な機会となるのである。

イドの希望事項を整理する。これとあわせて出店
した場合にはどの程度の営業成績が見込めるの

Key Word ⑤

か、同営業予想成績に基づき、如何なる出店条件
を用意しているのかを明らかにする。つまり、リ

商店街もショッピングセンターもともに、ある

ーシングツールは単に店舗区画と経済条件を説明

一定のエリアに店舗が集積し、集積することによ

するばかりでなく、テナントの出店担当者の代わ

る相乗効果を集客力に活かし、商業ポテンシャル

りにビジネスプランを作成する役割を果たしてい

を高める商業集積である。ただし、商店街は商業

る。

ポテンシャルのあるところに自然発生的に成立し

商店街においてもリーシングツールを作ること

たのに対して、ショッピングセンターは商業ポテ

を通じて、商店街をビジネスの場として見直すこ

ンシャルが発現していないエリアに人工計画的に

とができる。そもそも、我々の商店街は、どのよ

開発して成立させているという違いがある。商店

うなお客様に支持された商店街なのか、お客様の

街は商業ポテンシャルを受動的に捉えており、シ

期待に十分に応えている商店街となっているか、

ョッピングセンターは商業ポテンシャルに対して
戦略的にアプローチしており、商業集積として全
体マネジメントを実施している。
少子高齢化に伴い、人口減少や消費に関わる絶
対額の減少が予想され、一部では商業ポテンシャ
ルの縮小が進んでいる。こうした商業の事業環境
下にあっては、成長拡大を前提とした商店街のや
り方では問題解決は進まない。ショッピングセン
ターで実施しているマネジメント手法、マーケテ
ィング手法を商店街も学び、取り入れ、実施する
ことが望まれる。
商店街は既存の商業集積であるが、ショッピン

▲写真は原宿竹下通り。ハイティーンを中心に賑わう。お客様
の欲求と商人の野心がダイレクトにぶつかり合い、商店街全
体に活気をもたらす。

グセンターの開発プロセスと同様にシミュレーシ
ョンを行い、課題を抽出し、ふさわしい方向性を
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見出して、具体的な解決策を考えることは有効で
ある。
ショッピングセンターの開発は想定売上高とコ
ンセプトの設定から始まる。想定売上高の重要性
及び検討方法については、「Key Word②

数字

頭」の項で説明した。コンセプトについてはどの
ように考えればよいか。
ショッピングセンターは人工計画的に開発し、
出店者は施設管理者（施設賃貸主）との間で出店
契約を締結し、契約内容に基づいて営業を行う。
契約関係を構築する上で、ショッピングセンター
ンセプトがうまく適合することが必要となる。シ

▲写真は広島本通商店街。広島を代表する超広域商店街。集
客力を頼りに地域の情報発信施設が運営される。商店街は交
流の核となって機能することができる。

ョッピングセンターにとっては施設コンセプトの

る。集まった店が商店街の品格を一層推し進め

設定は必須事項である。

る。コンセプトは機能的であり効率的であって、

としての施設コンセプトと、出店者のショップコ

商店街にとっては、コンセプトをどのように考

よく整備されたものではあるが、商店街が持つ情

えればよいか。商業集積におけるコンセプトと

緒的で、肉感的で、健康的な猥雑さも取り入れる

は、どのようなお客様に如何なる商品やサービス

懐の深さを感じさせるものではない。商店街の品

を提供するかを明確に示したものであり、商業集

格は質的高低ではなく、質的濃淡を示していると

積の輪郭をはっきりさせるものである。輪郭とい

考える。つまり、商店街の品格は順位付けられる

う境界線の内と外が区分され、境界線の内側で同

ものではなく、特性により区分されるものと考え

様のお客様に商品やサービスが提供できると考え

る。
元気な商店街には品格がある。商店街は地域の

る店舗が出店営業することとなる。
出店者との間で契約関係にあるショッピングセ

コミュニティの核として、地域の品格をも代表す

ンターであればこうしたコンセプトは必須事項で

ることが期待される。商店街がビジネスの場とし

あり、コンセプトに基づく出店者管理が可能とな

て、女性や若者をはじめとする

る。しかし、商店街では、それぞれが独立して経

極的に招き入れ、調和の取れた日々の競争を繰り

営する個店の集合体であり、契約関係ではなく協

返して、商店街全体のあり方を共通認識として持

同関係に基づいて営業している。商業集積の輪郭

って、数字で実績を示すことを目指す。そうすれ

としてコンセプトを設定すると、輪郭の外に位置

ば、商店街には商人の誇りと自負とを統合した品

する店が出てくる可能性がある。逆に、全ての店

格が現われてくる。

挑む商人

を積

を取り込んでしまうと輪郭が拡大し、総花的でコ

品格のある商店街になるためには、何をすれば

ンセプトとは言えない内容になってしまう場合が

よいか。品格を感じる商店街は特に変わったこ

ある。コンセプトを商店街の必須事項とするのは

と、難しいことをしているのではない。基本的な

難しい。

ことをきちんとこなしているといっていい。

コンセプトに代わり、商店街のあり方を示すも

基本的なことの一つ目は「挨拶と掃除」であ

である。商店街には

る。当たり前のようでいて、きちんと実施できて

が求められる。商業ポテンシャルに基づ

いる商店街は意外と少ない。お客様にいつも楽し

き自然発生的に誕生、成長してきた商店街は、お

く日々の買い物をしていただくためには、挨拶と

客様の特性に合った品格の店が集まってできてい

掃除をきちんとすることである。試しに、今まで

のに何があるか。 品格
品格
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以上にしっかりと挨拶と掃除をしてみていただき

に、プラン立案の専門性を持ったメンバーが加わ

たい。必ずお客様の表情がより楽しげで満足感を

ることが望まれる。一流選手である商人だけの勝

持った表情となるはずである。

負では、剛直なパワーゲームとなり、商業の持つ

二つ目は「お客様目線を重視する」ことであ

エレガントさに欠ける。商業という変化に商機を

る。商人はお客様を迎え入れる側からの目線で店

見出し活動する業界では、一つの成功が成功体験

を見ることが多い。つまり、店の中から外を見る

となって災いし、変化に対応できない危険性が増

ことばかりである。毎日必ずお客様と同様の動線

すことがある。複眼的な視点で情報を収集し、実

で、お客様の気持ちになって店内に入り、入り口

効性のある情報に編集し直して、商店街ビジネス

と店内の様子を確認する。お客様にとってふさわ

プランに反映させることのできるメンバーが必要

しいと思えることは変更していく。瞬く間に、魅

である。

力あふれる店に変身していくだろう。
三つ目は「商人としての自覚」をしっかり持つ

商人の世界には三途の川ならぬ「三ズの川」と
いう教えがある。商人として成功するためには、

ことである。商店街の最重要要素は商人自身であ

「金貸さズ」、「判押さズ」、「役就かズ」の三つの

る。商業に精通し、誇りと自負を持って、ビジネ

「ズ」を守れとしている。役に就くなという教え

スとして自立するプロの商人を目指す。そうした

は、自店の営業に集中しろということである。商

姿勢を持った商人が集う商店街は、品格のある商

店街全体のマネジメントは控えるように戒めてい

店街となる。

るわけである。

品格のある商店街を目指す。そうすれば、褒め

「三ズの川」の教えは、ショッピングセンター

られ、甘えることなく自立した商店街となるので

の中の出店であれば十分に適っている。しかし、

ある。

現代の商店街においては、商店街のマネジメント
にも商人が関わることは重要である。ただし、商

２．商店街ビジネスプラン実践のために

店街マネジメントを自店の営業を蔑ろにしてまで
取り組むことは望ましいこととは言えない。つま

商店街が本来持っている活力を発揮するには、
商人が

プロ

の商人として自覚を持ち、具体的

りマネジメントに関しても、専門性を持ったメン
バーの参加が望まれる。

に実践していくことが大切である。しかし全てを

商店街ビジネスプランは、開発だけで完了する

商人に任せて、商店街が活気づくものではない。

のではなく、運営が中心となるプランである。例

野球やサッカーといったチーム競技を考えれば

えば、商店街でアーケードを設置する計画があっ

よい。一流の選手を集めれば、必ず勝負に勝てる

た場合、アーケードの完成でプランが完了するの

か。自らの戦力と対抗する相手の戦力・戦法をし

ではなく、アーケード設置を機会にお客様により

っかり見極め、試合のシミュレーションをしっか

満足いただく商店街となるよう、如何に運営して

り行って、勝利を確実なものにする戦略、戦術を

いくかが求められる。

立てて、試合に挑まなければならない。リーグ形

本論で解説した解法を活用して、商店街は広く

式でも、トーナメント形式でも、シーズン全体の

専門性を持ったメンバーの参画を求め、商店街ビ

ゲームの戦略、戦術を考えるスタッフ、つまり監

ジネスプランを立案し、実践していただきたいと

督やコーチ、フロントがしっかりしていないと、

考える。

勝ち進んでいくことができない。

商店街の枕詞が、
「楽しく集う」商店街、
「今日

本論で示した解法を実践するためには、商店街

も出かけた」商店街、「商人の意気を感じる」商

ビジネスプランを必ず立てることが大切である。

店街となる日が近いと考える。商店街関係者のが

商店街ビジネスプランの立案検討は、商人ととも

んばりに強く期待して本論の筆を置きたい。
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