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1. はじめに 

1.1. 研究の背景 

近年、都心部では駅直結の商業施設の開発や、駅周辺の

複合施設の開発などが盛んになっている。2006年の都市計

画法改正により、大規模集客施設の郊外立地に規制がかか

ることになり、さらに国土交通省は都市に必要な施設を町

中に誘導する政策を掲げたことで 1）、大型商業施設がター

ミナル駅に出店する傾向が強まっている。このような再開

発によりつくられた大規模商業施設は、利便性が高く、集

客力もあるが、問題点も多い。高度に商業機能を高める商

業施設は、商業環境が均質化すると危ぶまれている。 

大阪を代表するターミナル駅の南海難波駅も、駅直結の

商業施設や大規模商業施設が多く建ち並んでおり、現在も

再開発の計画が進んでいる。その一方で、南海難波駅の東

側には、駅に隣接しながらも大規模開発がされず小規模の

店舗が多く建ち並んでいるエリアがあり、近年、飲食店な

どが急増し多くの人で賑わっている。このような店舗集積

地の強みとしては、地域全体が多様化し、チェーン店など

の量販店に比べ時代や地域の変化に対応する柔軟性がある

などといった点が挙げられる。 

このような現象を捉える際、商業学的なアプローチや、

社会学的なアプローチを取ることが多く、都市計画的なア

プローチで捉えたものは少ない。上記のような開発なしに

自然発生的に生まれる店舗集積地などは、通常の都市計画

的な観点からでは評価し辛く、あまり取り組まれてこなか

ったと考えられる。そこで本研究では、ターミナル駅に隣

接しながらも大規模開発なし店舗集積地を形成した南海難

波駅東側を対象に、都市計画的な観点からエリアの形成過

程を明らかにすることを目的に研究を行った。 

1.2. 既往研究の整理 

 大規模ターミナル駅に隣接しながらも、大規模な開発が

なく店舗集積地を形成した事例は幾つかあり、それらを対

象地として行われた研究はある。 

 例えば、三田(2006)2）の文化的側面から原宿の発展を捉え

た論文では、小規模な店舗で構成される発展パターンを「消

費者下位文化主導型」地域発展とし、行政や大資本の地域

発展計画にスポットが当たらなかった地域があった故に、

スタイル志向の文化生産者や消費者が集まり、裏原宿のよ

うな店舗集積が形成されたことを明らかにしている。 

 また、大阪の中崎町であれば、前田ら(2012)3）が新店舗と

既存コミュニティの関係性を研究した論文がある。中崎町

は店舗集積地が確立したイメージのもとで流動的なまちの

営みが続いており、そこでは従来からの振興町会という枠

組みを利用し、内発的にコミュニティ維持が図られてきた

ことを明らかにした。 

 また、南海難波駅周辺で取り組まれた研究では、山田ら

(2009)4）の大阪日本橋商店街の変容過程について研究した

論文がある。この研究では南海難波駅にほど近い日本橋商

店街の業種構成や店舗の立地特性について分析し、その変

容過程を明らかにしている。 

 ただ、都市計画がどのように作用し店舗集積地を形成し

たかといったような、都市計画的な観点からの研究はあま

り見られない。また、南海難波駅東側のように、ターミナ

ル駅に非常に近い距離に位置しながら、店舗集積地を形成

している事例も少ない。 

 以上のことから、都市計画的な観点で南海難波駅東側の

店舗集積地がどのように形成されたのかを研究することは、

他分野からは見出しにくい要因を明らかにするだけでなく、

この地域の今後の都市計画を考える上でも意義があると考

える。 

1.3. 研究の方法 

小規模店舗が集積する南海難波駅東側の形成過程とその都市計画的要因 
Development Process and Urban Planning Factor of Small Stores Accumulate at the East Side of Nankai Nanba Station 
 

小川宏樹*・藤原功樹** 

Hiroki Ogawa*, Koki Fujiwara** 
 
This study clarified a development process from a city planning-like point of view for the south seas Nanba Station east 
sides that was next to the terminal station and formed the store accumulation ground without large-scale development. In 
this area, flat development was not carried out and land readjustment project and the city planning road were planned, but 
it became non-enforcement and was the place that was formed without city planning-like technique being used. About 
the land prices, ways of the distribution of the street value were different in every town, and influence by the use or 
nonuse of the city planning appeared. Particularly, buildings in Nanbasennichimae crowded, and high street value and 
low street value were neighboring, because there were many an alleys and thin roads. As a result, distribution of 
characteristic land prices based on accessibility was seen and understood that it produced the situation that a store 
increased. 

Keywords: Development of the City Area, Store Accumulation, Nanba, Land Readjustment Project, City Planning 
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最初に、2 章で南海難波駅周辺の現状を整理し、かつて

どのような都市計画が行われたのかをまとめる。その結果

をもとに3章で、実際に都市計画が南海難波駅東側にどの

ような影響を与えたのかを、建築物数、建築構造、建築階

数、建築年数などを用いて分析し、都市計画によって形成

された南海難波駅東側の空間特性を明らかにする。さらに

4 章で、その空間特性によって、どのような出店活動が行

われたのかを、地価、店舗数、出店動向などをもとに分析

を行った。 

本研究の分析範囲は、南海難波駅に隣接する町丁目より、

難波3丁目、難波4丁目、難波千日前、難波中1丁目、難

波中 2 丁目、難波中 3 丁目とした（1）。特に、南海難波駅東

側の店舗集積地に関しては、難波千日前を中心に形成され

ていることから（2）、この地域を対象とした(図‐1)。 

 

2. 南海難波駅周辺の都市計画 

 南海難波駅周辺は、大阪の中心地であり多くの商業施設

や高層ビルが建ち並ぶ地域である。ただ南海難波東側は、

大規模な建物が少なくなく、路地や古い建物が多く、近年

飲食店を中心とした小規模な店舗が集まり、人気のエリア

となっている。経済センサス基礎調査の 2009 年から 2014

年の事業所数 5）の推移を見ても(表‐1)、5年の間に中央区

全体の総事業所数は減少傾向にあるものの、南海難波駅東

側は増加していることがわかる。 

南海難波駅周辺の大規模な都市計画を整理すると、土地

区画整理事業と都市計画道路の 2 つが計画されていた(表

‐2)。土地区画整理事業に関しては、戦災復興の土地区画

整理事業が難波中1丁目、難波中2丁目、難波中3丁目で

行われ、その後、難波土地区画整理事業が難波中2丁目で

行われた。一方で、難波3丁目、難波4丁目、難波千日前

に関しては土地区画整理事業は行われていない。 

都市計画道路に関しては、難波片江線が難波千日前を横

切る形で計画されてはいたが、未着手のまま廃止となった。

ただ、廃止となるまでは計画区域に建築制限がかけられた

状態であり、建築物の更新や開発に影響を与えたことが考

えられる。 

 

3. 南海難波駅東側の空間特性 

3.1. 分析の流れ 

ここからは、2 章で整理した都市計画が各町丁目の空間

特性にどのような影響を与えたのかを分析する。用いたデ

ータは、大阪市から提供いただいた建物現況データ、土地

利用現況データ、建物床面積調査を使用した。また、空間

特性を視覚的に把握するためにGISソフトを用いた分析も

行った。 

3.2. エリアの密集性 

土地区画整理事業は、道路、公園などの公共施設を整備

改善し、土地の区画を整え宅地の利用を促進するものであ

るため、事業実施の有無により、町丁目内の道路や公園な

どの空地の割合や、建物の密度などに差が生じることが考

えられる。まず、南海難波駅周辺の各町丁目の敷地面積、

非建物敷地面積の集計を行い、敷地面積に対する非建物敷

地面積の割合を空地率とし分析を行った(表‐3）。 

集計結果を見ると、土地区画整理事業が実施されたエリ

アは空地率がおよそ40%を超えており他の町丁目より高い

ことがわかる。このことから、土地区画整理事業により区

画が整えられ、道路整備も行われたことが空地率の向上に

繋がっている。 

一方で、未実施のエリアは実施された町丁目より空地率

 

 
図‐1 分析範囲 

 

表‐1 南海難波駅東側の総事業所数の推移 

総事業所数(件) 2009年 2014年 増加数 増加率 

中央区 33,914 32,968 -946 -2.8% 

南海難波駅東側 334 381 47 14.1% 

出典：総務省統計局 2009年,2013年経済センサス-基礎調査結果 

 

表‐2 町丁目ごとの都市計画の整理 

町丁目名 
土地区画整理事業 

都市計画道路 
戦後復興 市街地改良 

難波千日前     
難波片江線 

（未実施） 

難波中１丁目 
戦災復興土地 

区画整理事業(1945~) 
    

難波中２丁目 
戦災復興土地 

区画整理事業(1945~) 

難波土地区画 

整理事業(1995~2012) 
  

難波中３丁目 
戦災復興土地 

区画整理事業(1945~) 
    

 

表‐3 南海難波駅周辺の空地率 

町丁目名 
敷地面積 

(㎡) 

非建物敷地 

面積(㎡) 

空地率 

(%) 

土地区画 

整理事業 

難波千日前 68,690 15,743 22.9 

未実施 難波３丁目 42,652 16,051 37.6 

難波４丁目 24,415 8,577 35.1 

難波中１丁目 79,619 47,643 59.8 

実施 難波中２丁目 147,280 58,892 40.0 

難波中３丁目 96,563 39,086 40.5 
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が低い。土地区画整理事業による、公共用地の整備が進ま

なかったことが空地率の低さに繋がっている。中でも難波

千日前は20%代と非常に低く、未実施のエリア内でも、空

地率に差が出ている。この原因として、難波千日前は、敷

地内に高幅員の道路はなく、幅員の小さな道路や路地のよ

うなものが多いことが考えられる。 

次にGISを用いて、南海難波駅周辺の建物を100mメッ

シュごとに集計し、建物の密度を色分けし表示した(図‐2)。

図を見ると、土地区画整理事業が実施されたエリアは建物

の密集はあまり見られない。2 度の土地区画整理事業が行

われた難波中2丁目は、非常に低密に建物が分布している

ことが読み取れる。 

一方で、未実施のエリアは建物の密集しているメッシュ

があることがわかる。中でも難波千日前は、計画決定され

た都市計画道路が整備されず、長期間建築制限がかかって

いたこともあり、町内全体で建物の密度が高く建物が非常

に密集していることがわかる。 

 以上のことから、土地区画整理事業がエリアの密集性に

与える影響は大きく、行われなかったエリアは空地率が低

く、建物の密集したエリアとなっていた。 

3.3. 建物の構造 

 南海難波駅東側では、都市計画道路が計画されながらも

実施されず、未着手のまま2013年に廃止となった。都市計

画道路が計画された土地は、都市計画法に基づき建築制限

が設けられるため、建物の構造と階数に大きな影響を与え

る。そのため、南海難波駅周辺の建物の構造と階数を調査

することで、都市計画の影響を知ることができる。南海難

波駅周辺の建物の構造を町丁目ごとに鉄筋コンクリート造、

非木造、木造の3種類に分類し集計を行った(表‐4)。集計

結果を見ると、土地区画整理事業が行われたエリアは鉄筋

コンクリート造の割合が非常に高い一方で、土地区画整理

事業が行われていないエリアは40%以下と低い。また、難

波千日前の木造建物の数は他の町丁目に比べ非常に多く、

割合で見ても木造建物の割合は 30%以上と非常に大きい。

木造の割合が大きくなった原因として、難波千日前は都市

計画道路難波片江線が計画されていたエリアであり、建築

制限がかけられていたためと考えられる。 

次に、南海難波駅周辺の建物の構造をそれぞれ色分けし

た図を見ると(図‐3)、難波千日前の都市計画道路予定地だ

った所は、小規模の建物の多くは木造であり建築制限の影

響が窺える。また、難波千日前のその他の場所にも木造建

物が多く分布していることがわかる。難波千日前は他の町

丁目よりも空地が少なく、密集している場所であるため、

鉄筋コンクリート造や鉄骨造が必要となる大規模建物の建

設が難しいことが影響していると考えられる。一方で、土

地区画整理事業が行われたエリアは鉄筋コンクリート造の

建物が多く見られる。土地区画整理事業が行われなかった

町丁目より行われた町丁目の方が、敷地面積の大きい建物

の分布も多く見られることから、区画が整い利用が促進さ

れたことで、大規模な建物などが増え鉄筋コンクリート造

の割合が増えたと考えられる。 

  

 

図‐2 南海難波駅周辺の建築物の密度 

 

表‐4 辺南海難波駅周の建物の構造（集計） 

町丁目名 
鉄筋コンクリート造 非木造 木造 

土地区画整理事業 

上段：棟  下段：％ 

難波千日前 
115 98 103 

未実施 

36.4% 31.0% 32.6% 

難波３丁目 
48 56 17 

39.7% 46.3% 14.1% 

難波４丁目 
28 60 20 

25.9% 55.6% 18.5% 

難波中１丁目 
123 28 14 

実施 

74.6% 17.0% 8.5% 

難波中２丁目 
113 27 40 

62.8% 15.0% 22.2% 

難波中３丁目 
132 26 44 

65.4% 12.9% 21.8% 

 

  

 

図‐3 南海難波駅周辺の建物の構造（分布） 
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3.4. 建物の階数 

難波駅周辺の建物の階数を町丁目ごとに集計した(表‐

5)。土地区画整理事業の有無による建物の階数の違いにつ

いてみると、土地区画整理事業が行われたエリアは５階以

上の建物の割合が非常に高く、土地区画整理事業が行われ

なかったエリアは３階までの建物の割合が半数を占めるな

ど低層建物が多い。土地区画整理事業は土地の合筆が行わ

れ、道路が整備されることにより、土地の高度利用が促進

されるため、土地区画整理事業の有無は、建築物の階数に

大きな影響を与えることが考えられる。 

土地区画整理事業が行われなかったエリアの中で、難波

千日前の都市計画道路予定地を見ると、一部で低層建物の

分布があり建築制限の影響が見られる(図‐4)。ただ、難波

千日前は都市計画道路予定地だけでなく、町内全体に低層

の建物が分布している。その他の区域でも大通りに面して

いない場所での低層建物の分布が見られた。一方で、高層

階の建物の割合が高かった土地区画整理事業が行われたエ

リアを見ると、大通りに面している建物だけでなく、町内

全体に高層の建物が分布していることがわかる。 

 これらのことから、土地区画整理事業により区画が整え

られ、道路が整備された町丁目は、前面道路の影響を受け

ることも少なく、町内全体の土地を高度に利用することが

できる。一方で、土地区画整理事業が行われなかった町丁

目は、区画も整っておらず、町内に狭い道路や路地などが

残り前面道路の影響を大きく受けるため、低層の建物の割

合が高くなる。 

3.5. 建築年数 

 建築年数を調査し、土地区画整理事業や都市計画道路と

いった都市計画が建物の更新に与える影響を明らかにする。 

 南海難波駅周辺の建物の建築年数の集計結果(表‐6)を

見ると、1946年以降に土地区画整理事業が行われたエリア

は、1976年以降に建てられた建物のおよそ半数以上あるこ

とがわかる。一方で土地区画整理事業が行われなかったエ

リアは1975年以前に建てられた建物が多い傾向にある。土

地区画整理事業が行われた町丁目を行われなかった町丁目

と比較すると、建築年数の浅い建物が多い。このことから、

事業が施工されたことで、2 つのエリアの築年数に差が生

まれたことが予測できる。 

また、1946 年から 2013 年まで都市計画道路が計画され

ていた難波千日前は建築規制がかかり、1965年以前の建物

が多く、土地区画整理事業が行われなかった他の町丁目と

比較しても多い。 

 

4. 空間特性と店舗増加の関係性 

4.1. 地価の分析の意義 

飲食店などの店舗が出店する際に考慮する大きな要素と

して、家賃や地代があげられることから、南海難波駅周辺

の土地の価格の現状を把握する。土地の価格は、交通量や

利便性だけでなく、土地の形状や接続する道路などにも影

響するため、空間特性が土地の価格に影響していることが

考えられる。それらを整理した上で、実際に南海難波駅周 辺の飲食店舗がどのように分布し、どこで増減しているの

表‐5 南海難波駅周辺の建築物の階数（集計） 

町丁目名 
１階 ２階 ３階 ４階 ５階以上 土地区画 

整理事業 上段：棟  下段：％ 

難波千日前 
5 108 81 50 72 

未実施 

1.6% 34.2% 25.6% 15.8% 22.8% 

難波３丁目 
4 41 37 17 22 

3.3% 33.9% 30.6% 14.1% 18.2% 

難波４丁目 
2 34 21 19 32 

1.9% 31.5% 19.4% 17.6% 29.6% 

難波中１丁目 
5 20 17 30 93 

実施 

3.0% 12.1% 10.3% 18.2% 56.4% 

難波中２丁目 
12 35 31 33 69 

6.7% 19.4% 17.2% 18.3% 38.3% 

難波中３丁目 
17 51 25 26 83 

8.4% 25.3% 12.4% 12.9% 41.1% 

 

  

 

図‐4 南海難波駅周辺の建物の階数（分布） 

 

表‐6 町丁目ごとの建築年数の集計 

町丁目

名 

1936~ 

1945 

1946~ 

1955 

1956~ 

1965 

1966~ 

1975 

1976~ 

1985 

1986~ 

1995 

1996~ 

2005 

土地区

画整理

事業 上段：棟  下段：％ 

難波千

日前 

0 31 90 49 47 55 17 

未実施 

0.0% 10.7% 31.1% 17.0% 16.3% 19.0% 5.9% 

難波３

丁目 

0 9 30 26 13 19 15 

0.0% 8.0% 26.8% 23.2% 11.6% 17.0% 13.4% 

難波４

丁目 

0 8 16 20 18 19 7 

0.0% 9.1% 18.2% 22.7% 20.5% 21.6% 8.0% 

難波中

１丁目 

1 10 23 30 73 33 10 

実施 

0.6% 5.6% 12.8% 16.7% 40.6% 18.3% 5.6% 

難波中

２丁目 

0 18 29 43 38 34 14 

0.0% 10.2% 16.5% 24.4% 21.6% 19.3% 8.0% 

難波中

３丁目 

0 13 40 36 38 44 22 

0.0% 6.7% 20.7% 18.7% 19.7% 22.8% 11.4% 
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かを明らかにする。 

 

4.2. 地価の差 

店舗出店をする際に考慮する要因として、賃料について

はほとんどの店舗が出店の際考慮する要因だと言われてい

る。社団法人大阪府不動産鑑定士協会が行った「店舗出店

に際し考慮する要因」のアンケートでは、「家賃地代が適正

かどうか」を重視していると答えた事業者は多い。また、

飲食系の店舗は総売上に対する賃料負担率が 10~15%と他

の業種に比べ高いことから、店舗経営を考える上で賃料は

非常に重要な要素であることが考えられる。 

今回、分析を行う際は地価を用いている。その際に注意

しなければならないのが、地価と賃料の関係である。不動

産鑑定士及び不動産鑑定士補が鑑定評価を行う際に統一的

基準とする『不動産鑑定評価基準』では、不動産価格と賃

料に相関関係があることは認められている 6）。ただ、現実

世界においては短期的に見れば価格と賃料の間には先行と

遅行の関係があり、同時に価格と賃料が変動することは少

ない。しかし、長期的に見ると相関関係は密接にあるとさ

れている。本研究では街区単位での考察に求められる程度

の値で十分と考え、価格と賃料には相関関係があるとする

理論に則った上で、地価を用いることとした（3）。 

 算出結果(図‐5)を見ると、土地区画整理事業が行われた

町丁目の方が、行われなかった町丁目よりも平均路線価が

低いことがわかる。南海難波駅東側にあたる難波千日前に

関しては土地区画整理事業が行われなかった残りの町丁目

よりも平均路線価は低い値を示した。 

また、町丁目内にどのような路線価が分布しているかを

把握するため、路線価を価格別に集計した(図‐5)。平均路

線価が低かった町丁目を見ると、多くの路線が平均値に近

い値を示しており、町丁目内に路線価のばらつきがないこ

とがわかる。土地区画整理事業が行われた町丁目であるた

め、区画や街路などが整備されたことで、町内が均一にな

り町内での差があまり出ず、路線価のばらつきも少ないこ

とが考えられる。 

 一方で、土地区画整理事業が行われた町丁目は、町内で

高い路線価と低い路線価が混在している。難波千日前も、

路線価の低い路線が比較的多いが、路線価が1,800千円/㎡

を超える場所もあり、町丁目内での路線価の差は激しい。 

 次に、路線価の分布をGISを用いて路線価ごとで色分け

し表示した(図‐6)。土地区画整理事業が行われた町丁目は、

グラフからも読み取れたように町丁目内の路線価にばらつ

きはなく、同価格帯に路線価が分布していることがわかる。 

 一方で、土地区画整理事業が行われなかった町丁目を見

ると、町丁目内の路線価にばらつきがある。路線価の高い

路線は、主に南海難波駅の駅前と大通り沿いに分布する傾

向にある。南海難波駅北側は、地下鉄や近鉄電車の乗り換

え客や、心斎橋方面からの買い物客など人通りが非常に多

く、また大通りと接続しており交通量も非常に多いことか

ら、路線価の高い路線が分布していると考えられる。反対

に、路線価の低い路線は大通りなどに面していない町丁目

の内部の区画が整っていない場所や、幅員の小さな路線で

見られる。土地区画整理事業が行われなかった町丁目は町

内の区画や路線が整っておらず、均一ではないため、町内

に路線価の低い路線が分布している。特に難波千日前は他

の町丁目に比べ町内に路地や細い道路が非常に多いため、

南海難波駅北側に隣接する路線と道路沿いの路線は路線価

が高い一方で、それに隣接する路地や細い道路の路線価は

 

平均 391.5 

平均 1,739.8 平均 685.8 

 

 

平均 348.2 平均 378.4 

平均 301.3 

 

図‐5 路線価の低下率 

 

 

 

図‐6 路線価の差 
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非常に低くなっており、両者が隣接している。 

 

4.3. 店舗の増減と分布 

次に店舗の増減と分布について調べた。南海難波駅周辺

の店舗がどのように立地し、路線価や空間特性とどのよう

な関係持っているかを明らかにする。まず店舗のデータに

関してタウンページを使用し、飲食店で分類されている南

海難波駅周辺の店舗の抽出を行った（4）。 

タウンページから店舗を抽出する際は、飲食に分類され

ている店舗を対象とし、住所が南海難波駅周辺にあたる、

難波千日前、難波3丁目、難波4丁目、難波中1丁目、難

波中2丁目、難波中3丁目に該当する店舗を抜き出し集計

した。年度に関しては、本研究実施時点で最新の2013年 と

その前回の2007年 に発行されたものを用いて、６年間で

の店舗の増減と立地の変化を調査した。  

 さらに、店舗数増減が無い町丁目であっても、町丁目内

で開廃業が活発に繰りかえされた上で店舗数が変わらなか

った町丁目と、店舗の開廃業が一切されずに店舗数が変わ

らなかった町丁目がある。そこで、店舗の増減だけでなく、

その内訳である開廃業も集計した⁽⁵⁾。 

店舗の集計結果(表‐7)を見ると、６年間で店舗が増えた

町丁目は難波千日前と難波中2丁目のみであり、減少傾向

にある町丁目の方が多い。難波中2丁目に関しては、商業

施設であるなんばパークスの第2期部のオープンがあり、

その影響が非常に大きいと考えられる。ただ、店舗が増加

している難波千日前も廃業店舗数が少ないわけはでなく、

半数に近い店舗が廃業しており、他の町丁目と大きな差は

見られない。 

 これらのことから、南海難波駅周辺は店舗が一定の割合

で廃業する傾向にあるが、難波中2丁目は資本が投入され

たことで店舗が増加し、難波千日前は、空間特性や路線価

が店舗の増加に影響したことが考えられる。 

次に、店舗の増減がどのような場所で行われているのか

を GIS を用いて表示した(図‐7)。表示する際は、街区ご

とで店舗数を集計し路線価の分布図と合わせて表示し、地

価と店舗の増減の関係性について調査を行った。 

 集計結果から全体として、店舗が減少する町丁目が多か

ったため、店舗の減少示す街区が多くある。その中で、店

舗が増加していた、難波中2丁目は、なんばパークスを含

む街区で店舗が増加していることから、商業施設であるな

んばパークスのオープンによる影響が店舗増加に反映して

いることがわかる。次に、難波千日前を見ると、店舗の増

加を示す街区は、南海難波駅に近い街区で見られる。難波

千日前の南海難波駅に近い街区は、土地区画整理事業が行

われなかったことによる影響で、高い路線価と低い路線価

が隣接して立地している場所である。 

 このことから、建物が密集し、路地や細い道路が多い立

地であっても、駅に近く、また価格が周囲に比べて安い場

所に店舗が増加していると考えることができる。 

 なお、店舗の増減に関しては町丁目内の床面積が変動す

ることが影響することも考えられるため、各町丁目の床面

積の推移も確認した。床面積の推移(表‐8)を見ると難波千

日前、難波4丁目、難波中2丁目では大きな変化は見られ

なかった。一方で難波3丁目、難波中1丁目、難波中2丁

表‐7 店舗の増減と開廃業 

町丁目名 ２００７年（件） ２０１３年（件） 増減（件） 

廃業（件） 開業（件） 土地 

区画 

整理 

事業 

廃業率(%) 開業率(%) 

難波千日前 106 110 4 
49 53 

未実施 

46.2% 50.0% 

難波３丁目 90 90 0 
34 34 

37.8% 37.8% 

難波４丁目 138 108 -30 
58 28 

42.0% 20.3% 

難波中１丁目 51 49 -2 
24 22 

実施 

47.1% 43.1% 

難波中２丁目 65 99 34 
27 61 

41.5% 93.8% 

難波中３丁目 38 25 -13 
26 13 

68.4% 34.2% 

 

 

 

図‐7 店舗の増減と路線価の関係 

 

表‐8 各町丁目の床面積の変化 

町丁目名 
床面積(㎡) 

２００７年 

床面積(㎡) 

２０１３年 

変化 

(㎡) 

土地区画 

整理事業 

難波千日前 218,027 218,032 5 

未実施 難波３丁目 105,976 103,558 -2,418 

難波４丁目 93,677 93,677 0 

難波中１丁目 171,990 169,255 -2,735 

実施 難波中２丁目 480,790 480,810 20 

難波中３丁目 237,669 256,175 18,506 
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目では床面積の変化が見られる。床面積が変化した町丁目

を詳細に見ていくと、難波３丁目はパチンコ屋の階数の減

少、難波中1丁目は立体駐車場の階数の減少が床面積の減

少に影響しており、難波中3丁目は高層マンションの建設

による床面積の増加が影響していることがわかった。その

ため、飲食店舗が入る商業施設やテナントの床面積の変化

はなかった。 

 

5. まとめ 

5.1. 都市計画的観点から見た南海難波駅東側 

本研究では、都市計画的な観点から南海難波駅東側の店

舗集積地の分析を行った。それにより、大規模ターミナル

駅の周辺でありながら、一律な開発が行われず、また、そ

の中でも難波千日前は周辺町丁目に比べ、土地区画整理事

業と都市計画道路の2つの都市計画が計画されながらも未

実施となるなど、都市計画的な手法が用いられず形成され

た場所であったため、より特徴的な空間構成となったこと

が考えられた。 

 次に、地価と店舗の増減に関する調査を行い、空間構成

との関連性を明らかにした。地価に関しては町丁目ごとで

路線価の分布の仕方に違いがあることがわかり、立地的な

問題だけでなく、都市計画の実施の有無による影響が地価

に現れていると考えられる。特に、難波千日前は他の町丁

目に比べ、密集しており、路地や細い道路が多いため、高

い路線価と低い路線価が隣接して立地するなど、特徴的な

路線価の分布が見られ、南海難波駅東側の空間特性が影響

していることがわかった。 

それらを踏まえた上で、店舗の増減を確認し、南海難波

駅に近い街区は路線価の高い路線と低い路線が隣接し立地

している街区であり、そのような街区で店舗が増加してい

ることがわかった。 

 以上のことから、小規模店舗が集積する南海難波駅東側

は、土地区画整理事業と都市計画道路整備の2つの都市計

画が行われなかったことで形成された空間特性が、地価に

影響し、その結果店舗が増加する状況を生んでいることが

わかった。 

5.2. 南海難波駅東側の課題 

南海難波駅東側の空間特性を振り返ると、路地などの幅

員の狭い道路が多く、古い木造建物が密集している場所で

あった。そのため、南海難波駅東側は都市計画的な観点で

見ると交通、防災面で問題のある地域ではある。それを改

善する都市計画的手法を取れば、交通、防災上の課題は解

決するかもしれないが、南海難波駅東側の店舗が集積する

要因となっている空間特性は失われる。 

 今までの都計画は画一的で機能的な都市を求め行われて

きた。しかし、現実的にそのような都市計画をすべての都

市に適応させることは難しい。南海難波駅東側のように都

市計画が行われず形成した場所であっても、その空間特性

が店舗を集め、人気のエリアとなるケースもあるため、今

後はそのような地域の評価も行い、柔軟に対応できる都市

計画が必要になると考えられる。 

例えば、防災面の問題を都市計画的手法により解決する

のではなく、地域住民や店舗経営者で災害が発生した時の

対処法をあらかじめ取り決め、避難訓練を定期的に行うな

ど、ソフト的な対応で備える方法もある。さらに、そのよ

うな活動を行政機関が促すなどの対応も必要となる。 
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【補注】 

(1)難波 5 丁目は南海難波駅が立地し、1 街区で構成され、2013 年時点での

建物数が５棟と非常に少ないため、分析範囲から除いている。 

(2)Meets Regional 317号や2014年12月25日の朝日新聞大阪版夕刊など

では、難波千日前一帯を「ウラなんば」として紹介している。 

(3)今回は地価として相続税路線価を採用してる。相続税路線価は路線に面

する標準的な宅地の 1 ㎡当たりの価額のことであり、毎年 7 月に国税庁が

発表する。また、路線ごとの価格が公表されるため、小規模なエリアの地

価の把握や、街区ごとの地価の把握などが可能となる。そこで、今回の研

究では、南海難波駅周辺の地価の現状を確認することが重要となるため、

相続税路線価(以下、路線価とする)を採用し研究を進めている。まず、南海

難波駅周辺の路線価を町丁目ごとで集計し、町丁目ごとの平均路線価を計

算した。平均路線価の計算方法は、 

平均路線価＝（路線価×路線の長さ）の合計／路線の総延長 

とし、平均路線価に路線の長さが反映されるように算出した。 

(4)タウンページはNTT 東日本及びNTT 西日本が発行する、業種別電話帳

のことを指し、毎年発行される。タウンページは電話帳としての側面だけ

でなく、業種別事業所データベースとしての側面も強く、研究や報道機関、

行政機関でも利用がされている。 

2007年に発行された「中小企業白書2007年版」⁷⁾では、事業経営には電話

回線の取得がほぼ必須と考えられることを根拠に、事業者の増減の算定に

タウンページを利用することは、有効であると結論づけられている。しか

し、最近はNTT回線及びその協定通信会社以外の通信会社の利用が増加し

ていることから、タウンページのデータベースとしての価値の低下が指摘

されることもある。そのような意見に対して坂本(2012)⁸⁾が行った電話帳に

掲載されない事業所数に関する考察で、業種によりバラつきはあるものの、

タウンページは業種別事業所のデータベースとして信頼性があり利用価値

が高いと締めくくっている。以上のことから、本研究ではタウンページの

データベースとしての利用には一定の有効性があるとした上で、店舗の抽

出を行った。 

(5)集計方法に関して、開廃業店舗を以下の補注表のように定義する。 

開業店舗：基準時点（2007 年）で存在は確認できないが、比較時点（2013

年）では確認できる店舗 

廃業店舗：基準時点（2007年）で存在は確認できるが、比較時点（2013年）

では確認できない店舗 

補注表 開廃業の確認 

店名 電話番号 開廃業の判断 

一致 一致 存続 

一致 不一致 個別に確認 

不一致 

2013年のみ店名あり 
  開業 

不一致 

2007年のみ店名あり 
  廃業 

不一致 一致 個別に確認 
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 開業率＝開業店舗／基準時点の店舗数(%) 

 廃業率＝廃業店舗／基準時点の店舗数(%) 

タウンページから得られる情報の中の、「店名」「電話番号」の 2 つの項目

を用いて 2007 年と 2013 年のタウンページを比較し開廃業を判断した。開

廃業店舗を集計する際は、補注表の様に判断した。 
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