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１．はじめに　　

1—1．研究の背景と目的

　百貨店は、ほかの商業施設では体験し得ない格式の高さを持っ

ており、消費者にとってハレの場として認識され、街に人を惹き

つける役割を担っていた。しかし近年、郊外に巨大なショッピン

グセンターの登場やインターネットを通じて商品を購買できるよ

うになったこと等によって消費者の行動が変化したことも一因と

なって、売上は減少傾向が続き、全国で撤退が相次いでいる。百

貨店が撤退した街は求心力を失い、買い物の場がますます郊外に

移っていくことで、それまでの中心市街地の衰退に歯止めがかか

らないという悪循環が生まれている。百貨店の進退が街や消費者

に及ぼす影響は大きく、公共交通を利用して買い物に出かけてい

た消費者にとっては不便が生じること、撤退後再活用されない状

態が続くと周辺地域に悪影響を及ぼす 1) こと等が挙げられる。

　この悪循環を断ち切るためには、百貨店撤退後の施設にはどの

ような再活用が効果的であるかについて探求する必要がある。ま

た、前述したように消費者行動の変化とそれをもたらす技術の発

達を考えると、今後も撤退せざるを得ない百貨店は少なくないこ

とが予想される。したがって、百貨店撤退に着目する意義は大き

いといえる。以上の背景を踏まえ、本研究では百貨店撤退後の建物・

跡地の実態を把握し、今後撤退した事例を再活用する場合に有用

な知見を得ることを目的とする。

1−2． 既往研究と本研究の位置づけ

　百貨店を含む大型店撤退問題に関する既往研究は多数ある。大

型店撤退の実態や再活用における問題点について自治体等へアン

ケート調査を行ったのち撤退問題について体系的に示したものが

代表的である 2),3),4)。また、特定の事例に着目したものでは安定し

た再活用に至った事例についての研究が多い。それらの内容は再

活用までの経緯をまとめたもの 5) や、利用者の買い物行動の変化

や再活用後施設における訪問客の行動ついて調査されたもの 6),7)、

究では撤退後の建物・跡地における実態把握を行うと同時に、特

定の事例を成功・非成功に関わらず取り上げ、都市特性から分析

するところに差異がある。

２． 調査対象と近年の傾向の把握

2—1． 調査対象について

　本研究で扱う百貨店は、百貨店調査年鑑 9) における「全国百貨

店名簿」に掲載されている店舗注 1) とした。 具体的に調査対象とし

た事例は、百貨店協会加盟店舗数が最多の年である 1999 年 10) 度

版に掲載されいる 369 店舗である。この 369 店舗について、「全国

百貨店名簿」を 2016 年度版まで調査した。

2-2．分類について

　傾向を簡単に把握するために、事例の【現状】と、事例が立地

する地域の【都市規模】による分類を行った。【現状】による分類

では、2016 年度まで掲載され続けているものは「継続営業」とし、

2016 年度に至るまでのどこかで掲載されなくなった店舗と、店舗

が移転したことによって空いた建物を合わせた 175 事例について

は、「業態変換」「転用」「建替え」「その他」のいずれかとした。

175 事例の現状については住宅地図や事例に関連するニュース記

事等から調査を行い、把握した。また、この４分類を詳述したも

のを表１に示す。【都市規模】による分類は、井上ら 4) を参考にし

て表２のように定めた。

　「転用」「建替え」に分類される事例については、事例の様子を

より詳しく把握できるように【現状詳細】による分類を表３のよ

うに定めた。

2-3．集計結果

　前節で定めた分類に従って事例を集計した結果を示す。図１は

調査対象とした店舗の現状について都市規模別に示したものであ

る。都市規模が小さくなるにつれて「継続営業」の割合が小さく、

撤退事例が占める割合が高くなることが分かる。また、地方中小

都市は他地域に比べて「その他」が占める割合が大きい。このこ

とから、再活用に対して積極的な取り組みがされにくいと考えら

れる。

　図２は、「全国百貨店名簿」に掲載される開店日もしくは創業年

「宿泊」はほとんど含まず、「業務」も少ない。そして、百貨店当

時より商業施設として「ハレの場」の性格が弱い「商業③」「商業④」

を含む事例が複数ある。また、どの事例も「公益①」「公益②」「公

益③」のいずれかを含み、複数含む事例も過半数を超える。この

ことから、都市模が小さい地域に立地する事例の場合は「ハレの場」

としての商業施設として再活用することは難しく、広域からの集

客も見込めないため、行政等の介入が大きくなると考えられる。

　「建替え」について立地する地域で見てみると、比較的都市規模

が大きな地域に事例が多いことが分かる。現状の用途について見

てみると、商業施設としての「ハレの場」の性格を百貨店当時と

同程度に持つと考えられる「商業①」「商業②」を含む事例がほと

んどである。また、「転用」の場合とは異なって「公益」の用途を

まんべんなく含む事例はわずかである。そして、「転用」ではそれ

ほど見られなかった「業務」「住宅」「宿泊」という用途を含む事

例が複数あり、このことから、再開発の側面を持った事例が多い

と考えられる。以上より、再活用によって「複合」になった場合

において、それが「転用」されたか「建替え」られたかという経

緯に着目することによって捉えられる状況は大きく異なることが

分かる。

３． 都市特性に着目した事例分析

3—1． 特定事例について

　前章の図４で最も多くの事例数を含む 10,001〜20,000 ㎡とい

う規模帯に分類された事例のうち、再活用において建築物に関

するコストが抑えられると考えられる「転用」に分類されるも

のを特定事例として分析する。ただし、大都市に立地するもの、

百貨店当時から大型商業施設の一部として入居していたもの、

別の百貨店として転用されたものは除く。事例の再活用状況に

ついて把握するために、再活用が始まった年、その翌年、2013 年、

2016 年、2017 年度の住宅地図の別記欄からテナントを調査した。

その結果から特定事例は特徴で、次のようなグループに分けら

れる。【ⅰ】〜【ⅳ】の順に、商業施設としての活性が高くなると

考えられるグループになる。以下、各グループと、事例の概略

を示す。

【ⅰ】茂原そごう ( 以下、茂原 )、西武百貨店函館店 ( 以下、函

館 )、石巻ビブレ ( 以下、石巻 )：３事例ともテナントは比較的

安定しているが、茂原・函館については、再活用が始まってか

ら５年以上経過していながら、最新のテナント状況において空

きフロアが２フロア以上あり、石巻については市役所が大半を

占める。

【ⅱ】中三盛岡店(以下、盛岡)、おかや東急百貨店(以下、おかや)：

盛岡は 2013 年という最近に再活用が始まった事例であり、テナ

ントは安定しているが空きフロアが２フロアある。おかやは半

分ほどをカルチャーセンター等の公益テナントが占めている。

【ⅲ】近鉄百貨店東京店 ( 以下、武蔵野 )、郡山西武 ( 以下、郡

山 )、山形松坂屋 ( 以下、山形 )、きたみ東急百貨店 ( 以下、き

たみ )、福島ビブレ ( 以下、福島 )、丸正百貨店 ( 以下、和歌山

)、前橋西武 ( 以下、前橋 )：武蔵野・郡山は家電量販店が、山

形はビジネスホテルが、その大部分を占める。収益性は良いテ

ナントであると推測されるが、商業施設としての活性はこれら

の特定のテナントに大きく依存している状態である。きたみは

一部フロアに市庁舎、福島は１フロアに世代間交流施設が入居

している。和歌山は上層階に業務テナントや診療所があること

に加えて、地階に天然温泉の温浴施設がある。前橋は上階に大学、

地階にスーパー、その他の階は交流施設という構成である。こ

れら 4事例は複合施設として安定していると考えられる。

【ⅳ】ビーミー町田大丸(以下、町田)、鹿児島三越(以下、鹿児島)：

町田・鹿児島ともに特定のテナントに大きく依存することもな

く、商業施設として安定している。

3-2. 分析方法

　前節で示した事例を再活用状況に従って分けたグループと、

表８に示す都市特性を表す変数の組み合わせの間の関連を検討

する。具体的には、【1】全ての変数 (X1〜87)、【2】地価に関す

る変数 (X1〜46)、【3】人口に関する変数 (X47〜80)、【4】乗降

客数に関する変数 (X81〜87) という組み合わせで事例にデータ

を与え、クラスター分析を行う。

3-3. 結果　　　　　　　    

　図６、７、８、９に【1】〜【4】の結果を示す。それぞれ３つ

もしくは４つのクラスターに分けられる距離係数で切ってみる

と、相互に似ているが少しずつ異なるクラスターが得られる。

図６では、【ⅲ】のきたみが【ⅰ】が半数以上占めるクラスター

に含まれ、商業施設としての活性が過小評価されている。これ

は図８、９でも同様である。また図９では、【ⅰ】の茂原が【ⅲ】

が半数を占めるクラスターに含まれ、商業施設としての活性が

過大評価されている。これに対してで図７では、グループを２

つ以上飛び越えたクラスターが生じていない。以上より、再活

用状況と最も関連がある変数は【2】地価に関する変数であると

示唆された。

　　

４．総括

4-1. まとめ

　本研究で得られた主な知見を以下に示す。

①地方中小都市では、建物規模が小さい事例であっても撤退後

に再活用がなされない事例の割合が他都市規模に比べて大きい。

地方中小都市では撤退後の対応が特に難しい局面にある。

②建物規模が 20,000 ㎡を超えると、転用が選択されやすい。

③転用の場合、百貨店に似た用途での再活用が選択されやすい。

④建替えの場合、再活用する際に用途を予め想定できるため、

選択される用途は多様である。
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⑤再活用後に複合施設となった場合、その様相は転用か建替え

かで大きく異なる。

⑴転用では、公益テナントを含む場合が多く、それが占める割

合も大きい。また、こうした事例は都市規模が小さい地域に多

いことから、都市規模が小さい地域に立地する場合は「ハレの場」

としての商業施設として再活用することは難しく、広域からの

集客も見込めないため、行政等の介入が大きくなると言える。

⑵建替えでは、「ハレの場」の性格を百貨店当時と同程度持つも

のがほとんどで公益テナントを複数含む場合は少ない。また、

オフィスやホテル、マンションといった用途を含む場合も多く、

再開発の側面を持った事例が多いと言える。

⑥再活用状況との間に関連のある都市特性を表す変数として、

地価に関する変数が有用であることが示唆された。　　　

4-2. 将来の展望

　将来の課題として、事例の再活用状況に一定の影響を与える

可能性がある近隣の競合店舗や、再活用に携わっている関係主

体を考慮した分析が挙げられる。これら地域や事例によって異

なるためより多数のサンプルを扱う必要があろう。また、本研

究の結果から、再活用状況のグループと地価に関する変数の間

に関連があることが示唆されたが、地価の性質上、どちらが原

因でどちらが結果かは不明であるので、事例自体が最近接地点

地価にどの程度の影響力を持つかを把握する必要がある。その

意味でも近隣の競合店舗の考慮は有益であり、また時系列分析

が必要となろう。
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場合は、「複合」「ほか」が多いことが分かる。「複合」については「転

用」と事例数が同程度であることから、比較を行った結果を次項

(2-4-2.) にて詳述する。ここでは、「ほか」に分類された 14 事例

に着目し、立地する地域と現用途を表４に示した。多様な用途で

の再活用がなされていることが分かるが、これは「建替え」は構

造上の制約がなく、再活用する際に用途を予め想定できるためで

あると考えられる。「転用」で「ほか」に分類されるものは表５の

５事例であるが、「建替え」で多く見られた「住宅」「宿泊」はなく、「遊

戯」「公益②」が複数事例存在する。これらは都市規模が小さい地

域に立地していることもあり、広域からの集客は見込めず近隣住

民を対象とした用途が選択されたのではないかと考えられる。

2-4-2．「複合」について

　「転用」「建替え」を経て「複合」となったものは、それぞれ

16、15 事例ある。これらについて表６、表７に示す。

　「転用」について立地する地域を見てみると、比較的都市規模が

小さな地域に事例が多いことが分かる。現状の用途について見て

みると、「ほか」として分類される場合と同じ様相であるが、「住宅」
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補注

注 1) 全国百貨店名簿に掲載される店舗は、当該名簿の独自の定義である。 

注 2)1995 年時点で事例から最も近い地点の地価のことを指す。

注 3) 国土数値情報鉄道データを用いて GIS の最近接ツールで選択された

最寄駅についてデータを与えている。ただし、地方の私鉄によってはデー

タがないため、近隣駅のデータで補完した。

注 4) それぞれ人口総数、乗降客数という実数データから計算して得たデ

ータである。具体的には、比較する年度間において次年度に当たるデータ

を前年度に当たるデータで除したものである。 

注 5) この年度は、国土数値情報駅別乗降客数データから計算した。
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べきことを示したもの 8) が見受けられる。これらに対して、本研
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多く、遅いほど「転用」が多いことから、開店時期は、築年数と

は必ずしも一致しないが、築年数と似た性格の指標であると考え

られる。

　図３は、最寄駅からの距離を３つの距離帯に分けて事例の現状

内訳を示したものである。どの都市規模でも 400m 以下に立地する

事例が最も多い。また、都市規模が小さくなるにつれて駅から離

れたところに立地する事例が増加する傾向が見られる。現状内訳

では、距離帯ごとの特徴は見受けられない。

　図４は、総売場面積を４つの規模帯に分けて事例の現状内訳を

示したものである。都市規模が小さいほど建物規模が小さい事例

が多い。また、地方中小都市では、他都市規模に比べて建物規模

が小さい場合でも「その他」が占める割合が大きい。ここからも

地方中小都市では再活用がされにくい状況があると推測される。

建物規模に着目すると、20,001 ㎡以上の事例は「転用」が多い。

この規模帯となると解体や建替えに莫大な費用を要するため、コ

ストの抑えられる「転用」が選択されているのではないかと考え

られる。また、10,001〜20,000 ㎡という規模帯はどの都市規模で

も事例数は同程度であるが、現状内訳は都市規模によってばらつ

きがある。　　　

2-4．「転用」「建替え」

2-4-1. 現状詳細について

　図５は「転用」「建替え」事例について【現状詳細】の内訳を示

したものである。建物をそのまま用いる「転用」の場合は、構造

上の制約からか「商業①」「商業②」といった百貨店に似た用途で

の再活用が半数以上を占めることが分かる。一方で「建替え」の

表 -1. 分類 _現状

表 -2. 分類 _都市規模

表 -3. 分類 _現状詳細
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１．はじめに　　

1—1．研究の背景と目的

　百貨店は、ほかの商業施設では体験し得ない格式の高さを持っ

ており、消費者にとってハレの場として認識され、街に人を惹き

つける役割を担っていた。しかし近年、郊外に巨大なショッピン

グセンターの登場やインターネットを通じて商品を購買できるよ

うになったこと等によって消費者の行動が変化したことも一因と

なって、売上は減少傾向が続き、全国で撤退が相次いでいる。百

貨店が撤退した街は求心力を失い、買い物の場がますます郊外に

移っていくことで、それまでの中心市街地の衰退に歯止めがかか

らないという悪循環が生まれている。百貨店の進退が街や消費者

に及ぼす影響は大きく、公共交通を利用して買い物に出かけてい

た消費者にとっては不便が生じること、撤退後再活用されない状

態が続くと周辺地域に悪影響を及ぼす 1) こと等が挙げられる。

　この悪循環を断ち切るためには、百貨店撤退後の施設にはどの

ような再活用が効果的であるかについて探求する必要がある。ま

た、前述したように消費者行動の変化とそれをもたらす技術の発

達を考えると、今後も撤退せざるを得ない百貨店は少なくないこ

とが予想される。したがって、百貨店撤退に着目する意義は大き

いといえる。以上の背景を踏まえ、本研究では百貨店撤退後の建物・

跡地の実態を把握し、今後撤退した事例を再活用する場合に有用

な知見を得ることを目的とする。

1−2． 既往研究と本研究の位置づけ

　百貨店を含む大型店撤退問題に関する既往研究は多数ある。大

型店撤退の実態や再活用における問題点について自治体等へアン

ケート調査を行ったのち撤退問題について体系的に示したものが

代表的である 2),3),4)。また、特定の事例に着目したものでは安定し

た再活用に至った事例についての研究が多い。それらの内容は再

活用までの経緯をまとめたもの 5) や、利用者の買い物行動の変化

や再活用後施設における訪問客の行動ついて調査されたもの 6),7)、

究では撤退後の建物・跡地における実態把握を行うと同時に、特

定の事例を成功・非成功に関わらず取り上げ、都市特性から分析

するところに差異がある。

２． 調査対象と近年の傾向の把握

2—1． 調査対象について

　本研究で扱う百貨店は、百貨店調査年鑑 9) における「全国百貨

店名簿」に掲載されている店舗注 1) とした。 具体的に調査対象とし

た事例は、百貨店協会加盟店舗数が最多の年である 1999 年 10) 度

版に掲載されいる 369 店舗である。この 369 店舗について、「全国

百貨店名簿」を 2016 年度版まで調査した。

2-2．分類について

　傾向を簡単に把握するために、事例の【現状】と、事例が立地

する地域の【都市規模】による分類を行った。【現状】による分類

では、2016 年度まで掲載され続けているものは「継続営業」とし、

2016 年度に至るまでのどこかで掲載されなくなった店舗と、店舗

が移転したことによって空いた建物を合わせた 175 事例について

は、「業態変換」「転用」「建替え」「その他」のいずれかとした。

175 事例の現状については住宅地図や事例に関連するニュース記

事等から調査を行い、把握した。また、この４分類を詳述したも

のを表１に示す。【都市規模】による分類は、井上ら 4) を参考にし

て表２のように定めた。

　「転用」「建替え」に分類される事例については、事例の様子を

より詳しく把握できるように【現状詳細】による分類を表３のよ

うに定めた。

2-3．集計結果

　前節で定めた分類に従って事例を集計した結果を示す。図１は

調査対象とした店舗の現状について都市規模別に示したものであ

る。都市規模が小さくなるにつれて「継続営業」の割合が小さく、

撤退事例が占める割合が高くなることが分かる。また、地方中小

都市は他地域に比べて「その他」が占める割合が大きい。このこ

とから、再活用に対して積極的な取り組みがされにくいと考えら

れる。

　図２は、「全国百貨店名簿」に掲載される開店日もしくは創業年

「宿泊」はほとんど含まず、「業務」も少ない。そして、百貨店当

時より商業施設として「ハレの場」の性格が弱い「商業③」「商業④」

を含む事例が複数ある。また、どの事例も「公益①」「公益②」「公

益③」のいずれかを含み、複数含む事例も過半数を超える。この

ことから、都市模が小さい地域に立地する事例の場合は「ハレの場」

としての商業施設として再活用することは難しく、広域からの集

客も見込めないため、行政等の介入が大きくなると考えられる。

　「建替え」について立地する地域で見てみると、比較的都市規模

が大きな地域に事例が多いことが分かる。現状の用途について見

てみると、商業施設としての「ハレの場」の性格を百貨店当時と

同程度に持つと考えられる「商業①」「商業②」を含む事例がほと

んどである。また、「転用」の場合とは異なって「公益」の用途を

まんべんなく含む事例はわずかである。そして、「転用」ではそれ

ほど見られなかった「業務」「住宅」「宿泊」という用途を含む事

例が複数あり、このことから、再開発の側面を持った事例が多い

と考えられる。以上より、再活用によって「複合」になった場合

において、それが「転用」されたか「建替え」られたかという経

緯に着目することによって捉えられる状況は大きく異なることが

分かる。

３． 都市特性に着目した事例分析

3—1． 特定事例について

　前章の図４で最も多くの事例数を含む 10,001〜20,000 ㎡とい

う規模帯に分類された事例のうち、再活用において建築物に関

するコストが抑えられると考えられる「転用」に分類されるも

のを特定事例として分析する。ただし、大都市に立地するもの、

百貨店当時から大型商業施設の一部として入居していたもの、

別の百貨店として転用されたものは除く。事例の再活用状況に

ついて把握するために、再活用が始まった年、その翌年、2013 年、

2016 年、2017 年度の住宅地図の別記欄からテナントを調査した。

その結果から特定事例は特徴で、次のようなグループに分けら

れる。【ⅰ】〜【ⅳ】の順に、商業施設としての活性が高くなると

考えられるグループになる。以下、各グループと、事例の概略

を示す。

【ⅰ】茂原そごう ( 以下、茂原 )、西武百貨店函館店 ( 以下、函

館 )、石巻ビブレ ( 以下、石巻 )：３事例ともテナントは比較的

安定しているが、茂原・函館については、再活用が始まってか

ら５年以上経過していながら、最新のテナント状況において空

きフロアが２フロア以上あり、石巻については市役所が大半を

占める。

【ⅱ】中三盛岡店(以下、盛岡)、おかや東急百貨店(以下、おかや)：

盛岡は 2013 年という最近に再活用が始まった事例であり、テナ

ントは安定しているが空きフロアが２フロアある。おかやは半

分ほどをカルチャーセンター等の公益テナントが占めている。

【ⅲ】近鉄百貨店東京店 ( 以下、武蔵野 )、郡山西武 ( 以下、郡

山 )、山形松坂屋 ( 以下、山形 )、きたみ東急百貨店 ( 以下、き

たみ )、福島ビブレ ( 以下、福島 )、丸正百貨店 ( 以下、和歌山

)、前橋西武 ( 以下、前橋 )：武蔵野・郡山は家電量販店が、山

形はビジネスホテルが、その大部分を占める。収益性は良いテ

ナントであると推測されるが、商業施設としての活性はこれら

の特定のテナントに大きく依存している状態である。きたみは

一部フロアに市庁舎、福島は１フロアに世代間交流施設が入居

している。和歌山は上層階に業務テナントや診療所があること

に加えて、地階に天然温泉の温浴施設がある。前橋は上階に大学、

地階にスーパー、その他の階は交流施設という構成である。こ

れら 4事例は複合施設として安定していると考えられる。

【ⅳ】ビーミー町田大丸(以下、町田)、鹿児島三越(以下、鹿児島)：

町田・鹿児島ともに特定のテナントに大きく依存することもな

く、商業施設として安定している。

3-2. 分析方法

　前節で示した事例を再活用状況に従って分けたグループと、

表８に示す都市特性を表す変数の組み合わせの間の関連を検討

する。具体的には、【1】全ての変数 (X1〜87)、【2】地価に関す

る変数 (X1〜46)、【3】人口に関する変数 (X47〜80)、【4】乗降

客数に関する変数 (X81〜87) という組み合わせで事例にデータ

を与え、クラスター分析を行う。

3-3. 結果　　　　　　　    

　図６、７、８、９に【1】〜【4】の結果を示す。それぞれ３つ

もしくは４つのクラスターに分けられる距離係数で切ってみる

と、相互に似ているが少しずつ異なるクラスターが得られる。

図６では、【ⅲ】のきたみが【ⅰ】が半数以上占めるクラスター

に含まれ、商業施設としての活性が過小評価されている。これ

は図８、９でも同様である。また図９では、【ⅰ】の茂原が【ⅲ】

が半数を占めるクラスターに含まれ、商業施設としての活性が

過大評価されている。これに対してで図７では、グループを２

つ以上飛び越えたクラスターが生じていない。以上より、再活

用状況と最も関連がある変数は【2】地価に関する変数であると

示唆された。

　　

４．総括

4-1. まとめ

　本研究で得られた主な知見を以下に示す。

①地方中小都市では、建物規模が小さい事例であっても撤退後

に再活用がなされない事例の割合が他都市規模に比べて大きい。

地方中小都市では撤退後の対応が特に難しい局面にある。

②建物規模が 20,000 ㎡を超えると、転用が選択されやすい。

③転用の場合、百貨店に似た用途での再活用が選択されやすい。

④建替えの場合、再活用する際に用途を予め想定できるため、

選択される用途は多様である。

⑤再活用後に複合施設となった場合、その様相は転用か建替え

かで大きく異なる。

⑴転用では、公益テナントを含む場合が多く、それが占める割

合も大きい。また、こうした事例は都市規模が小さい地域に多

いことから、都市規模が小さい地域に立地する場合は「ハレの場」

としての商業施設として再活用することは難しく、広域からの

集客も見込めないため、行政等の介入が大きくなると言える。

⑵建替えでは、「ハレの場」の性格を百貨店当時と同程度持つも

のがほとんどで公益テナントを複数含む場合は少ない。また、

オフィスやホテル、マンションといった用途を含む場合も多く、

再開発の側面を持った事例が多いと言える。

⑥再活用状況との間に関連のある都市特性を表す変数として、

地価に関する変数が有用であることが示唆された。　　　

4-2. 将来の展望

　将来の課題として、事例の再活用状況に一定の影響を与える

可能性がある近隣の競合店舗や、再活用に携わっている関係主

体を考慮した分析が挙げられる。これら地域や事例によって異

なるためより多数のサンプルを扱う必要があろう。また、本研

究の結果から、再活用状況のグループと地価に関する変数の間

に関連があることが示唆されたが、地価の性質上、どちらが原

因でどちらが結果かは不明であるので、事例自体が最近接地点

地価にどの程度の影響力を持つかを把握する必要がある。その

意味でも近隣の競合店舗の考慮は有益であり、また時系列分析

が必要となろう。

場合は、「複合」「ほか」が多いことが分かる。「複合」については「転

用」と事例数が同程度であることから、比較を行った結果を次項

(2-4-2.) にて詳述する。ここでは、「ほか」に分類された 14 事例

に着目し、立地する地域と現用途を表４に示した。多様な用途で

の再活用がなされていることが分かるが、これは「建替え」は構

造上の制約がなく、再活用する際に用途を予め想定できるためで

あると考えられる。「転用」で「ほか」に分類されるものは表５の

５事例であるが、「建替え」で多く見られた「住宅」「宿泊」はなく、「遊

戯」「公益②」が複数事例存在する。これらは都市規模が小さい地

域に立地していることもあり、広域からの集客は見込めず近隣住

民を対象とした用途が選択されたのではないかと考えられる。

2-4-2．「複合」について

　「転用」「建替え」を経て「複合」となったものは、それぞれ

16、15 事例ある。これらについて表６、表７に示す。

　「転用」について立地する地域を見てみると、比較的都市規模が

小さな地域に事例が多いことが分かる。現状の用途について見て

みると、「ほか」として分類される場合と同じ様相であるが、「住宅」

補注

注 1) 全国百貨店名簿に掲載される店舗は、当該名簿の独自の定義である。 

注 2)1995 年時点で事例から最も近い地点の地価のことを指す。

注 3) 国土数値情報鉄道データを用いて GIS の最近接ツールで選択された

最寄駅についてデータを与えている。ただし、地方の私鉄によってはデー

タがないため、近隣駅のデータで補完した。

注 4) それぞれ人口総数、乗降客数という実数データから計算して得たデ

ータである。具体的には、比較する年度間において次年度に当たるデータ

を前年度に当たるデータで除したものである。 

注 5) この年度は、国土数値情報駅別乗降客数データから計算した。
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べきことを示したもの 8) が見受けられる。これらに対して、本研

を基に作成したグラフである。開店時期が早いほど「建替え」が

多く、遅いほど「転用」が多いことから、開店時期は、築年数と

は必ずしも一致しないが、築年数と似た性格の指標であると考え

られる。

　図３は、最寄駅からの距離を３つの距離帯に分けて事例の現状

内訳を示したものである。どの都市規模でも 400m 以下に立地する

事例が最も多い。また、都市規模が小さくなるにつれて駅から離

れたところに立地する事例が増加する傾向が見られる。現状内訳

では、距離帯ごとの特徴は見受けられない。

　図４は、総売場面積を４つの規模帯に分けて事例の現状内訳を

示したものである。都市規模が小さいほど建物規模が小さい事例

が多い。また、地方中小都市では、他都市規模に比べて建物規模

が小さい場合でも「その他」が占める割合が大きい。ここからも

地方中小都市では再活用がされにくい状況があると推測される。

建物規模に着目すると、20,001 ㎡以上の事例は「転用」が多い。

この規模帯となると解体や建替えに莫大な費用を要するため、コ

ストの抑えられる「転用」が選択されているのではないかと考え

られる。また、10,001〜20,000 ㎡という規模帯はどの都市規模で

も事例数は同程度であるが、現状内訳は都市規模によってばらつ

きがある。　　　

2-4．「転用」「建替え」

2-4-1. 現状詳細について

　図５は「転用」「建替え」事例について【現状詳細】の内訳を示

したものである。建物をそのまま用いる「転用」の場合は、構造

上の制約からか「商業①」「商業②」といった百貨店に似た用途で

の再活用が半数以上を占めることが分かる。一方で「建替え」の
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図 -2. 開店時期別の現状内訳
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１．はじめに　　

1—1．研究の背景と目的

　百貨店は、ほかの商業施設では体験し得ない格式の高さを持っ

ており、消費者にとってハレの場として認識され、街に人を惹き

つける役割を担っていた。しかし近年、郊外に巨大なショッピン

グセンターの登場やインターネットを通じて商品を購買できるよ

うになったこと等によって消費者の行動が変化したことも一因と

なって、売上は減少傾向が続き、全国で撤退が相次いでいる。百

貨店が撤退した街は求心力を失い、買い物の場がますます郊外に

移っていくことで、それまでの中心市街地の衰退に歯止めがかか

らないという悪循環が生まれている。百貨店の進退が街や消費者

に及ぼす影響は大きく、公共交通を利用して買い物に出かけてい

た消費者にとっては不便が生じること、撤退後再活用されない状

態が続くと周辺地域に悪影響を及ぼす 1) こと等が挙げられる。

　この悪循環を断ち切るためには、百貨店撤退後の施設にはどの

ような再活用が効果的であるかについて探求する必要がある。ま

た、前述したように消費者行動の変化とそれをもたらす技術の発

達を考えると、今後も撤退せざるを得ない百貨店は少なくないこ

とが予想される。したがって、百貨店撤退に着目する意義は大き

いといえる。以上の背景を踏まえ、本研究では百貨店撤退後の建物・

跡地の実態を把握し、今後撤退した事例を再活用する場合に有用

な知見を得ることを目的とする。

1−2． 既往研究と本研究の位置づけ

　百貨店を含む大型店撤退問題に関する既往研究は多数ある。大

型店撤退の実態や再活用における問題点について自治体等へアン

ケート調査を行ったのち撤退問題について体系的に示したものが

代表的である 2),3),4)。また、特定の事例に着目したものでは安定し

た再活用に至った事例についての研究が多い。それらの内容は再

活用までの経緯をまとめたもの 5) や、利用者の買い物行動の変化

や再活用後施設における訪問客の行動ついて調査されたもの 6),7)、

究では撤退後の建物・跡地における実態把握を行うと同時に、特

定の事例を成功・非成功に関わらず取り上げ、都市特性から分析

するところに差異がある。

２． 調査対象と近年の傾向の把握

2—1． 調査対象について

　本研究で扱う百貨店は、百貨店調査年鑑 9) における「全国百貨

店名簿」に掲載されている店舗注 1) とした。 具体的に調査対象とし

た事例は、百貨店協会加盟店舗数が最多の年である 1999 年 10) 度

版に掲載されいる 369 店舗である。この 369 店舗について、「全国

百貨店名簿」を 2016 年度版まで調査した。

2-2．分類について

　傾向を簡単に把握するために、事例の【現状】と、事例が立地

する地域の【都市規模】による分類を行った。【現状】による分類

では、2016 年度まで掲載され続けているものは「継続営業」とし、

2016 年度に至るまでのどこかで掲載されなくなった店舗と、店舗

が移転したことによって空いた建物を合わせた 175 事例について

は、「業態変換」「転用」「建替え」「その他」のいずれかとした。

175 事例の現状については住宅地図や事例に関連するニュース記

事等から調査を行い、把握した。また、この４分類を詳述したも

のを表１に示す。【都市規模】による分類は、井上ら 4) を参考にし

て表２のように定めた。

　「転用」「建替え」に分類される事例については、事例の様子を

より詳しく把握できるように【現状詳細】による分類を表３のよ

うに定めた。

2-3．集計結果

　前節で定めた分類に従って事例を集計した結果を示す。図１は

調査対象とした店舗の現状について都市規模別に示したものであ

る。都市規模が小さくなるにつれて「継続営業」の割合が小さく、

撤退事例が占める割合が高くなることが分かる。また、地方中小

都市は他地域に比べて「その他」が占める割合が大きい。このこ

とから、再活用に対して積極的な取り組みがされにくいと考えら

れる。

　図２は、「全国百貨店名簿」に掲載される開店日もしくは創業年

「宿泊」はほとんど含まず、「業務」も少ない。そして、百貨店当

時より商業施設として「ハレの場」の性格が弱い「商業③」「商業④」

を含む事例が複数ある。また、どの事例も「公益①」「公益②」「公

益③」のいずれかを含み、複数含む事例も過半数を超える。この

ことから、都市模が小さい地域に立地する事例の場合は「ハレの場」

としての商業施設として再活用することは難しく、広域からの集

客も見込めないため、行政等の介入が大きくなると考えられる。

　「建替え」について立地する地域で見てみると、比較的都市規模

が大きな地域に事例が多いことが分かる。現状の用途について見

てみると、商業施設としての「ハレの場」の性格を百貨店当時と

同程度に持つと考えられる「商業①」「商業②」を含む事例がほと

んどである。また、「転用」の場合とは異なって「公益」の用途を

まんべんなく含む事例はわずかである。そして、「転用」ではそれ

ほど見られなかった「業務」「住宅」「宿泊」という用途を含む事

例が複数あり、このことから、再開発の側面を持った事例が多い

と考えられる。以上より、再活用によって「複合」になった場合

において、それが「転用」されたか「建替え」られたかという経

緯に着目することによって捉えられる状況は大きく異なることが

分かる。

３． 都市特性に着目した事例分析

3—1． 特定事例について

　前章の図４で最も多くの事例数を含む 10,001〜20,000 ㎡とい

う規模帯に分類された事例のうち、再活用において建築物に関

するコストが抑えられると考えられる「転用」に分類されるも

のを特定事例として分析する。ただし、大都市に立地するもの、

百貨店当時から大型商業施設の一部として入居していたもの、

別の百貨店として転用されたものは除く。事例の再活用状況に

ついて把握するために、再活用が始まった年、その翌年、2013 年、

2016 年、2017 年度の住宅地図の別記欄からテナントを調査した。

その結果から特定事例は特徴で、次のようなグループに分けら

れる。【ⅰ】〜【ⅳ】の順に、商業施設としての活性が高くなると

考えられるグループになる。以下、各グループと、事例の概略

を示す。

【ⅰ】茂原そごう ( 以下、茂原 )、西武百貨店函館店 ( 以下、函

館 )、石巻ビブレ ( 以下、石巻 )：３事例ともテナントは比較的

安定しているが、茂原・函館については、再活用が始まってか

ら５年以上経過していながら、最新のテナント状況において空

きフロアが２フロア以上あり、石巻については市役所が大半を

占める。

【ⅱ】中三盛岡店(以下、盛岡)、おかや東急百貨店(以下、おかや)：

盛岡は 2013 年という最近に再活用が始まった事例であり、テナ

ントは安定しているが空きフロアが２フロアある。おかやは半

分ほどをカルチャーセンター等の公益テナントが占めている。

【ⅲ】近鉄百貨店東京店 ( 以下、武蔵野 )、郡山西武 ( 以下、郡

山 )、山形松坂屋 ( 以下、山形 )、きたみ東急百貨店 ( 以下、き

たみ )、福島ビブレ ( 以下、福島 )、丸正百貨店 ( 以下、和歌山

)、前橋西武 ( 以下、前橋 )：武蔵野・郡山は家電量販店が、山

形はビジネスホテルが、その大部分を占める。収益性は良いテ

ナントであると推測されるが、商業施設としての活性はこれら

の特定のテナントに大きく依存している状態である。きたみは

一部フロアに市庁舎、福島は１フロアに世代間交流施設が入居

している。和歌山は上層階に業務テナントや診療所があること

に加えて、地階に天然温泉の温浴施設がある。前橋は上階に大学、

地階にスーパー、その他の階は交流施設という構成である。こ

れら 4事例は複合施設として安定していると考えられる。

【ⅳ】ビーミー町田大丸(以下、町田)、鹿児島三越(以下、鹿児島)：

町田・鹿児島ともに特定のテナントに大きく依存することもな

く、商業施設として安定している。

3-2. 分析方法

　前節で示した事例を再活用状況に従って分けたグループと、

表８に示す都市特性を表す変数の組み合わせの間の関連を検討

する。具体的には、【1】全ての変数 (X1〜87)、【2】地価に関す

る変数 (X1〜46)、【3】人口に関する変数 (X47〜80)、【4】乗降

客数に関する変数 (X81〜87) という組み合わせで事例にデータ

を与え、クラスター分析を行う。

3-3. 結果　　　　　　　    

　図６、７、８、９に【1】〜【4】の結果を示す。それぞれ３つ

もしくは４つのクラスターに分けられる距離係数で切ってみる

と、相互に似ているが少しずつ異なるクラスターが得られる。

図６では、【ⅲ】のきたみが【ⅰ】が半数以上占めるクラスター

に含まれ、商業施設としての活性が過小評価されている。これ

は図８、９でも同様である。また図９では、【ⅰ】の茂原が【ⅲ】

が半数を占めるクラスターに含まれ、商業施設としての活性が

過大評価されている。これに対してで図７では、グループを２

つ以上飛び越えたクラスターが生じていない。以上より、再活

用状況と最も関連がある変数は【2】地価に関する変数であると

示唆された。

　　

４．総括

4-1. まとめ

　本研究で得られた主な知見を以下に示す。

①地方中小都市では、建物規模が小さい事例であっても撤退後

に再活用がなされない事例の割合が他都市規模に比べて大きい。

地方中小都市では撤退後の対応が特に難しい局面にある。

②建物規模が 20,000 ㎡を超えると、転用が選択されやすい。

③転用の場合、百貨店に似た用途での再活用が選択されやすい。

④建替えの場合、再活用する際に用途を予め想定できるため、

選択される用途は多様である。

⑤再活用後に複合施設となった場合、その様相は転用か建替え

かで大きく異なる。

⑴転用では、公益テナントを含む場合が多く、それが占める割

合も大きい。また、こうした事例は都市規模が小さい地域に多

いことから、都市規模が小さい地域に立地する場合は「ハレの場」

としての商業施設として再活用することは難しく、広域からの

集客も見込めないため、行政等の介入が大きくなると言える。

⑵建替えでは、「ハレの場」の性格を百貨店当時と同程度持つも

のがほとんどで公益テナントを複数含む場合は少ない。また、

オフィスやホテル、マンションといった用途を含む場合も多く、

再開発の側面を持った事例が多いと言える。

⑥再活用状況との間に関連のある都市特性を表す変数として、

地価に関する変数が有用であることが示唆された。　　　

4-2. 将来の展望

　将来の課題として、事例の再活用状況に一定の影響を与える

可能性がある近隣の競合店舗や、再活用に携わっている関係主

体を考慮した分析が挙げられる。これら地域や事例によって異

なるためより多数のサンプルを扱う必要があろう。また、本研

究の結果から、再活用状況のグループと地価に関する変数の間

に関連があることが示唆されたが、地価の性質上、どちらが原

因でどちらが結果かは不明であるので、事例自体が最近接地点

地価にどの程度の影響力を持つかを把握する必要がある。その

意味でも近隣の競合店舗の考慮は有益であり、また時系列分析

が必要となろう。

場合は、「複合」「ほか」が多いことが分かる。「複合」については「転

用」と事例数が同程度であることから、比較を行った結果を次項

(2-4-2.) にて詳述する。ここでは、「ほか」に分類された 14 事例

に着目し、立地する地域と現用途を表４に示した。多様な用途で

の再活用がなされていることが分かるが、これは「建替え」は構

造上の制約がなく、再活用する際に用途を予め想定できるためで

あると考えられる。「転用」で「ほか」に分類されるものは表５の

５事例であるが、「建替え」で多く見られた「住宅」「宿泊」はなく、「遊

戯」「公益②」が複数事例存在する。これらは都市規模が小さい地

域に立地していることもあり、広域からの集客は見込めず近隣住

民を対象とした用途が選択されたのではないかと考えられる。

2-4-2．「複合」について

　「転用」「建替え」を経て「複合」となったものは、それぞれ

16、15 事例ある。これらについて表６、表７に示す。

　「転用」について立地する地域を見てみると、比較的都市規模が

小さな地域に事例が多いことが分かる。現状の用途について見て

みると、「ほか」として分類される場合と同じ様相であるが、「住宅」

補注

注 1) 全国百貨店名簿に掲載される店舗は、当該名簿の独自の定義である。 

注 2)1995 年時点で事例から最も近い地点の地価のことを指す。

注 3) 国土数値情報鉄道データを用いて GIS の最近接ツールで選択された

最寄駅についてデータを与えている。ただし、地方の私鉄によってはデー

タがないため、近隣駅のデータで補完した。

注 4) それぞれ人口総数、乗降客数という実数データから計算して得たデ

ータである。具体的には、比較する年度間において次年度に当たるデータ

を前年度に当たるデータで除したものである。 

注 5) この年度は、国土数値情報駅別乗降客数データから計算した。
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の詳細 閉鎖 された大規模商業施設の有効利用に関する研究 その 4, 日本

建築学会東海支部研究報告集 ,Vol.45,pp.681-684,2007

8) 佐藤瑛拓 , 須藤光俊 , 初見学 , 松田雄二：地域施設における機能の複

合方法と相乗効果 中心市街地での大型商業施設の地域施設への転用に関

する研究 その２ , 日本建築学会大会学術講演梗概集 ,E-1,pp.589-590, 

2009

9)ストアーズ社「百貨店調査年鑑」1999-2016 年度

10) 日本百貨店協会「会員名簿」

構造やフロア構成、設備配置等の再活用する際に建物面で考慮す

べきことを示したもの 8) が見受けられる。これらに対して、本研

を基に作成したグラフである。開店時期が早いほど「建替え」が

多く、遅いほど「転用」が多いことから、開店時期は、築年数と

は必ずしも一致しないが、築年数と似た性格の指標であると考え

られる。

　図３は、最寄駅からの距離を３つの距離帯に分けて事例の現状

内訳を示したものである。どの都市規模でも 400m 以下に立地する

事例が最も多い。また、都市規模が小さくなるにつれて駅から離

れたところに立地する事例が増加する傾向が見られる。現状内訳

では、距離帯ごとの特徴は見受けられない。

　図４は、総売場面積を４つの規模帯に分けて事例の現状内訳を

示したものである。都市規模が小さいほど建物規模が小さい事例

が多い。また、地方中小都市では、他都市規模に比べて建物規模

が小さい場合でも「その他」が占める割合が大きい。ここからも

地方中小都市では再活用がされにくい状況があると推測される。

建物規模に着目すると、20,001 ㎡以上の事例は「転用」が多い。

この規模帯となると解体や建替えに莫大な費用を要するため、コ

ストの抑えられる「転用」が選択されているのではないかと考え

られる。また、10,001〜20,000 ㎡という規模帯はどの都市規模で

も事例数は同程度であるが、現状内訳は都市規模によってばらつ

きがある。　　　

2-4．「転用」「建替え」

2-4-1. 現状詳細について

　図５は「転用」「建替え」事例について【現状詳細】の内訳を示

したものである。建物をそのまま用いる「転用」の場合は、構造

上の制約からか「商業①」「商業②」といった百貨店に似た用途で

の再活用が半数以上を占めることが分かる。一方で「建替え」の

図 -4. 総売場面積と都市規模別の現状内訳

図 -5. 「転用」「建替え」における現状詳細
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１．はじめに　　

1—1．研究の背景と目的

　百貨店は、ほかの商業施設では体験し得ない格式の高さを持っ

ており、消費者にとってハレの場として認識され、街に人を惹き

つける役割を担っていた。しかし近年、郊外に巨大なショッピン

グセンターの登場やインターネットを通じて商品を購買できるよ

うになったこと等によって消費者の行動が変化したことも一因と

なって、売上は減少傾向が続き、全国で撤退が相次いでいる。百

貨店が撤退した街は求心力を失い、買い物の場がますます郊外に

移っていくことで、それまでの中心市街地の衰退に歯止めがかか

らないという悪循環が生まれている。百貨店の進退が街や消費者

に及ぼす影響は大きく、公共交通を利用して買い物に出かけてい

た消費者にとっては不便が生じること、撤退後再活用されない状

態が続くと周辺地域に悪影響を及ぼす 1) こと等が挙げられる。

　この悪循環を断ち切るためには、百貨店撤退後の施設にはどの

ような再活用が効果的であるかについて探求する必要がある。ま

た、前述したように消費者行動の変化とそれをもたらす技術の発

達を考えると、今後も撤退せざるを得ない百貨店は少なくないこ

とが予想される。したがって、百貨店撤退に着目する意義は大き

いといえる。以上の背景を踏まえ、本研究では百貨店撤退後の建物・

跡地の実態を把握し、今後撤退した事例を再活用する場合に有用

な知見を得ることを目的とする。

1−2． 既往研究と本研究の位置づけ

　百貨店を含む大型店撤退問題に関する既往研究は多数ある。大

型店撤退の実態や再活用における問題点について自治体等へアン

ケート調査を行ったのち撤退問題について体系的に示したものが

代表的である 2),3),4)。また、特定の事例に着目したものでは安定し

た再活用に至った事例についての研究が多い。それらの内容は再

活用までの経緯をまとめたもの 5) や、利用者の買い物行動の変化

や再活用後施設における訪問客の行動ついて調査されたもの 6),7)、

究では撤退後の建物・跡地における実態把握を行うと同時に、特

定の事例を成功・非成功に関わらず取り上げ、都市特性から分析

するところに差異がある。

２． 調査対象と近年の傾向の把握

2—1． 調査対象について

　本研究で扱う百貨店は、百貨店調査年鑑 9) における「全国百貨

店名簿」に掲載されている店舗注 1) とした。 具体的に調査対象とし

た事例は、百貨店協会加盟店舗数が最多の年である 1999 年 10) 度

版に掲載されいる 369 店舗である。この 369 店舗について、「全国

百貨店名簿」を 2016 年度版まで調査した。

2-2．分類について

　傾向を簡単に把握するために、事例の【現状】と、事例が立地

する地域の【都市規模】による分類を行った。【現状】による分類

では、2016 年度まで掲載され続けているものは「継続営業」とし、

2016 年度に至るまでのどこかで掲載されなくなった店舗と、店舗

が移転したことによって空いた建物を合わせた 175 事例について

は、「業態変換」「転用」「建替え」「その他」のいずれかとした。

175 事例の現状については住宅地図や事例に関連するニュース記

事等から調査を行い、把握した。また、この４分類を詳述したも

のを表１に示す。【都市規模】による分類は、井上ら 4) を参考にし

て表２のように定めた。

　「転用」「建替え」に分類される事例については、事例の様子を

より詳しく把握できるように【現状詳細】による分類を表３のよ

うに定めた。

2-3．集計結果

　前節で定めた分類に従って事例を集計した結果を示す。図１は

調査対象とした店舗の現状について都市規模別に示したものであ

る。都市規模が小さくなるにつれて「継続営業」の割合が小さく、

撤退事例が占める割合が高くなることが分かる。また、地方中小

都市は他地域に比べて「その他」が占める割合が大きい。このこ

とから、再活用に対して積極的な取り組みがされにくいと考えら

れる。

　図２は、「全国百貨店名簿」に掲載される開店日もしくは創業年

「宿泊」はほとんど含まず、「業務」も少ない。そして、百貨店当

時より商業施設として「ハレの場」の性格が弱い「商業③」「商業④」

を含む事例が複数ある。また、どの事例も「公益①」「公益②」「公

益③」のいずれかを含み、複数含む事例も過半数を超える。この

ことから、都市模が小さい地域に立地する事例の場合は「ハレの場」

としての商業施設として再活用することは難しく、広域からの集

客も見込めないため、行政等の介入が大きくなると考えられる。

　「建替え」について立地する地域で見てみると、比較的都市規模

が大きな地域に事例が多いことが分かる。現状の用途について見

てみると、商業施設としての「ハレの場」の性格を百貨店当時と

同程度に持つと考えられる「商業①」「商業②」を含む事例がほと

んどである。また、「転用」の場合とは異なって「公益」の用途を

まんべんなく含む事例はわずかである。そして、「転用」ではそれ

ほど見られなかった「業務」「住宅」「宿泊」という用途を含む事

例が複数あり、このことから、再開発の側面を持った事例が多い

と考えられる。以上より、再活用によって「複合」になった場合

において、それが「転用」されたか「建替え」られたかという経

緯に着目することによって捉えられる状況は大きく異なることが

分かる。

３． 都市特性に着目した事例分析

3—1． 特定事例について

　前章の図４で最も多くの事例数を含む 10,001〜20,000 ㎡とい

う規模帯に分類された事例のうち、再活用において建築物に関

するコストが抑えられると考えられる「転用」に分類されるも

のを特定事例として分析する。ただし、大都市に立地するもの、

百貨店当時から大型商業施設の一部として入居していたもの、

別の百貨店として転用されたものは除く。事例の再活用状況に

ついて把握するために、再活用が始まった年、その翌年、2013 年、

2016 年、2017 年度の住宅地図の別記欄からテナントを調査した。

その結果から特定事例は特徴で、次のようなグループに分けら

れる。【ⅰ】〜【ⅳ】の順に、商業施設としての活性が高くなると

考えられるグループになる。以下、各グループと、事例の概略

を示す。

【ⅰ】茂原そごう ( 以下、茂原 )、西武百貨店函館店 ( 以下、函

館 )、石巻ビブレ ( 以下、石巻 )：３事例ともテナントは比較的

安定しているが、茂原・函館については、再活用が始まってか

ら５年以上経過していながら、最新のテナント状況において空

きフロアが２フロア以上あり、石巻については市役所が大半を

占める。

【ⅱ】中三盛岡店(以下、盛岡)、おかや東急百貨店(以下、おかや)：

盛岡は 2013 年という最近に再活用が始まった事例であり、テナ

ントは安定しているが空きフロアが２フロアある。おかやは半

分ほどをカルチャーセンター等の公益テナントが占めている。

【ⅲ】近鉄百貨店東京店 ( 以下、武蔵野 )、郡山西武 ( 以下、郡

山 )、山形松坂屋 ( 以下、山形 )、きたみ東急百貨店 ( 以下、き

たみ )、福島ビブレ ( 以下、福島 )、丸正百貨店 ( 以下、和歌山

)、前橋西武 ( 以下、前橋 )：武蔵野・郡山は家電量販店が、山

形はビジネスホテルが、その大部分を占める。収益性は良いテ

ナントであると推測されるが、商業施設としての活性はこれら

の特定のテナントに大きく依存している状態である。きたみは

一部フロアに市庁舎、福島は１フロアに世代間交流施設が入居

している。和歌山は上層階に業務テナントや診療所があること

に加えて、地階に天然温泉の温浴施設がある。前橋は上階に大学、

地階にスーパー、その他の階は交流施設という構成である。こ

れら 4事例は複合施設として安定していると考えられる。

【ⅳ】ビーミー町田大丸(以下、町田)、鹿児島三越(以下、鹿児島)：

町田・鹿児島ともに特定のテナントに大きく依存することもな

く、商業施設として安定している。

3-2. 分析方法

　前節で示した事例を再活用状況に従って分けたグループと、

表８に示す都市特性を表す変数の組み合わせの間の関連を検討

する。具体的には、【1】全ての変数 (X1〜87)、【2】地価に関す

る変数 (X1〜46)、【3】人口に関する変数 (X47〜80)、【4】乗降

客数に関する変数 (X81〜87) という組み合わせで事例にデータ

を与え、クラスター分析を行う。

3-3. 結果　　　　　　　    

　図６、７、８、９に【1】〜【4】の結果を示す。それぞれ３つ

もしくは４つのクラスターに分けられる距離係数で切ってみる

と、相互に似ているが少しずつ異なるクラスターが得られる。

図６では、【ⅲ】のきたみが【ⅰ】が半数以上占めるクラスター

に含まれ、商業施設としての活性が過小評価されている。これ

は図８、９でも同様である。また図９では、【ⅰ】の茂原が【ⅲ】

が半数を占めるクラスターに含まれ、商業施設としての活性が

過大評価されている。これに対してで図７では、グループを２

つ以上飛び越えたクラスターが生じていない。以上より、再活

用状況と最も関連がある変数は【2】地価に関する変数であると

示唆された。

　　

４．総括

4-1. まとめ

　本研究で得られた主な知見を以下に示す。

①地方中小都市では、建物規模が小さい事例であっても撤退後

に再活用がなされない事例の割合が他都市規模に比べて大きい。

地方中小都市では撤退後の対応が特に難しい局面にある。

②建物規模が 20,000 ㎡を超えると、転用が選択されやすい。

③転用の場合、百貨店に似た用途での再活用が選択されやすい。

④建替えの場合、再活用する際に用途を予め想定できるため、

選択される用途は多様である。

⑤再活用後に複合施設となった場合、その様相は転用か建替え

かで大きく異なる。

⑴転用では、公益テナントを含む場合が多く、それが占める割

合も大きい。また、こうした事例は都市規模が小さい地域に多

いことから、都市規模が小さい地域に立地する場合は「ハレの場」

としての商業施設として再活用することは難しく、広域からの

集客も見込めないため、行政等の介入が大きくなると言える。

⑵建替えでは、「ハレの場」の性格を百貨店当時と同程度持つも

のがほとんどで公益テナントを複数含む場合は少ない。また、

オフィスやホテル、マンションといった用途を含む場合も多く、

再開発の側面を持った事例が多いと言える。

⑥再活用状況との間に関連のある都市特性を表す変数として、

地価に関する変数が有用であることが示唆された。　　　

4-2. 将来の展望

　将来の課題として、事例の再活用状況に一定の影響を与える

可能性がある近隣の競合店舗や、再活用に携わっている関係主

体を考慮した分析が挙げられる。これら地域や事例によって異

なるためより多数のサンプルを扱う必要があろう。また、本研

究の結果から、再活用状況のグループと地価に関する変数の間

に関連があることが示唆されたが、地価の性質上、どちらが原

因でどちらが結果かは不明であるので、事例自体が最近接地点

地価にどの程度の影響力を持つかを把握する必要がある。その

意味でも近隣の競合店舗の考慮は有益であり、また時系列分析

が必要となろう。

場合は、「複合」「ほか」が多いことが分かる。「複合」については「転

用」と事例数が同程度であることから、比較を行った結果を次項

(2-4-2.) にて詳述する。ここでは、「ほか」に分類された 14 事例

に着目し、立地する地域と現用途を表４に示した。多様な用途で

の再活用がなされていることが分かるが、これは「建替え」は構

造上の制約がなく、再活用する際に用途を予め想定できるためで

あると考えられる。「転用」で「ほか」に分類されるものは表５の

５事例であるが、「建替え」で多く見られた「住宅」「宿泊」はなく、「遊

戯」「公益②」が複数事例存在する。これらは都市規模が小さい地

域に立地していることもあり、広域からの集客は見込めず近隣住

民を対象とした用途が選択されたのではないかと考えられる。

2-4-2．「複合」について

　「転用」「建替え」を経て「複合」となったものは、それぞれ

16、15 事例ある。これらについて表６、表７に示す。

　「転用」について立地する地域を見てみると、比較的都市規模が

小さな地域に事例が多いことが分かる。現状の用途について見て

みると、「ほか」として分類される場合と同じ様相であるが、「住宅」

補注

注 1) 全国百貨店名簿に掲載される店舗は、当該名簿の独自の定義である。 

注 2)1995 年時点で事例から最も近い地点の地価のことを指す。

注 3) 国土数値情報鉄道データを用いて GIS の最近接ツールで選択された

最寄駅についてデータを与えている。ただし、地方の私鉄によってはデー

タがないため、近隣駅のデータで補完した。

注 4) それぞれ人口総数、乗降客数という実数データから計算して得たデ

ータである。具体的には、比較する年度間において次年度に当たるデータ

を前年度に当たるデータで除したものである。 

注 5) この年度は、国土数値情報駅別乗降客数データから計算した。
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pp.53-61,200

7) 小松正人 , 高井宏之 , 中村光俊：閉鎖事例の変化の概要と再利用事例

の詳細 閉鎖 された大規模商業施設の有効利用に関する研究 その 4, 日本
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合方法と相乗効果 中心市街地での大型商業施設の地域施設への転用に関

する研究 その２ , 日本建築学会大会学術講演梗概集 ,E-1,pp.589-590, 
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9)ストアーズ社「百貨店調査年鑑」1999-2016 年度

10) 日本百貨店協会「会員名簿」

構造やフロア構成、設備配置等の再活用する際に建物面で考慮す

べきことを示したもの 8) が見受けられる。これらに対して、本研

を基に作成したグラフである。開店時期が早いほど「建替え」が

多く、遅いほど「転用」が多いことから、開店時期は、築年数と

は必ずしも一致しないが、築年数と似た性格の指標であると考え

られる。

　図３は、最寄駅からの距離を３つの距離帯に分けて事例の現状

内訳を示したものである。どの都市規模でも 400m 以下に立地する

事例が最も多い。また、都市規模が小さくなるにつれて駅から離

れたところに立地する事例が増加する傾向が見られる。現状内訳

では、距離帯ごとの特徴は見受けられない。

　図４は、総売場面積を４つの規模帯に分けて事例の現状内訳を

示したものである。都市規模が小さいほど建物規模が小さい事例

が多い。また、地方中小都市では、他都市規模に比べて建物規模

が小さい場合でも「その他」が占める割合が大きい。ここからも

地方中小都市では再活用がされにくい状況があると推測される。

建物規模に着目すると、20,001 ㎡以上の事例は「転用」が多い。

この規模帯となると解体や建替えに莫大な費用を要するため、コ

ストの抑えられる「転用」が選択されているのではないかと考え

られる。また、10,001〜20,000 ㎡という規模帯はどの都市規模で

も事例数は同程度であるが、現状内訳は都市規模によってばらつ

きがある。　　　

2-4．「転用」「建替え」

2-4-1. 現状詳細について

　図５は「転用」「建替え」事例について【現状詳細】の内訳を示

したものである。建物をそのまま用いる「転用」の場合は、構造

上の制約からか「商業①」「商業②」といった百貨店に似た用途で

の再活用が半数以上を占めることが分かる。一方で「建替え」の

表 -4. 「建替え」 → 「ほか」事例

表 -5. 「転用」 → 「ほか」事例

3 7 5 1 13 3 0 1 1

表 -6. 「転用」 → 「複合」事例
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１．はじめに　　

1—1．研究の背景と目的

　百貨店は、ほかの商業施設では体験し得ない格式の高さを持っ

ており、消費者にとってハレの場として認識され、街に人を惹き

つける役割を担っていた。しかし近年、郊外に巨大なショッピン

グセンターの登場やインターネットを通じて商品を購買できるよ

うになったこと等によって消費者の行動が変化したことも一因と

なって、売上は減少傾向が続き、全国で撤退が相次いでいる。百

貨店が撤退した街は求心力を失い、買い物の場がますます郊外に

移っていくことで、それまでの中心市街地の衰退に歯止めがかか

らないという悪循環が生まれている。百貨店の進退が街や消費者

に及ぼす影響は大きく、公共交通を利用して買い物に出かけてい

た消費者にとっては不便が生じること、撤退後再活用されない状

態が続くと周辺地域に悪影響を及ぼす 1) こと等が挙げられる。

　この悪循環を断ち切るためには、百貨店撤退後の施設にはどの

ような再活用が効果的であるかについて探求する必要がある。ま

た、前述したように消費者行動の変化とそれをもたらす技術の発

達を考えると、今後も撤退せざるを得ない百貨店は少なくないこ

とが予想される。したがって、百貨店撤退に着目する意義は大き

いといえる。以上の背景を踏まえ、本研究では百貨店撤退後の建物・

跡地の実態を把握し、今後撤退した事例を再活用する場合に有用

な知見を得ることを目的とする。

1−2． 既往研究と本研究の位置づけ

　百貨店を含む大型店撤退問題に関する既往研究は多数ある。大

型店撤退の実態や再活用における問題点について自治体等へアン

ケート調査を行ったのち撤退問題について体系的に示したものが

代表的である 2),3),4)。また、特定の事例に着目したものでは安定し

た再活用に至った事例についての研究が多い。それらの内容は再

活用までの経緯をまとめたもの 5) や、利用者の買い物行動の変化

や再活用後施設における訪問客の行動ついて調査されたもの 6),7)、

究では撤退後の建物・跡地における実態把握を行うと同時に、特

定の事例を成功・非成功に関わらず取り上げ、都市特性から分析

するところに差異がある。

２． 調査対象と近年の傾向の把握

2—1． 調査対象について

　本研究で扱う百貨店は、百貨店調査年鑑 9) における「全国百貨

店名簿」に掲載されている店舗注 1) とした。 具体的に調査対象とし

た事例は、百貨店協会加盟店舗数が最多の年である 1999 年 10) 度

版に掲載されいる 369 店舗である。この 369 店舗について、「全国

百貨店名簿」を 2016 年度版まで調査した。

2-2．分類について

　傾向を簡単に把握するために、事例の【現状】と、事例が立地

する地域の【都市規模】による分類を行った。【現状】による分類

では、2016 年度まで掲載され続けているものは「継続営業」とし、

2016 年度に至るまでのどこかで掲載されなくなった店舗と、店舗

が移転したことによって空いた建物を合わせた 175 事例について

は、「業態変換」「転用」「建替え」「その他」のいずれかとした。

175 事例の現状については住宅地図や事例に関連するニュース記

事等から調査を行い、把握した。また、この４分類を詳述したも

のを表１に示す。【都市規模】による分類は、井上ら 4) を参考にし

て表２のように定めた。

　「転用」「建替え」に分類される事例については、事例の様子を

より詳しく把握できるように【現状詳細】による分類を表３のよ

うに定めた。

2-3．集計結果

　前節で定めた分類に従って事例を集計した結果を示す。図１は

調査対象とした店舗の現状について都市規模別に示したものであ

る。都市規模が小さくなるにつれて「継続営業」の割合が小さく、

撤退事例が占める割合が高くなることが分かる。また、地方中小

都市は他地域に比べて「その他」が占める割合が大きい。このこ

とから、再活用に対して積極的な取り組みがされにくいと考えら

れる。

　図２は、「全国百貨店名簿」に掲載される開店日もしくは創業年

「宿泊」はほとんど含まず、「業務」も少ない。そして、百貨店当

時より商業施設として「ハレの場」の性格が弱い「商業③」「商業④」

を含む事例が複数ある。また、どの事例も「公益①」「公益②」「公

益③」のいずれかを含み、複数含む事例も過半数を超える。この

ことから、都市模が小さい地域に立地する事例の場合は「ハレの場」

としての商業施設として再活用することは難しく、広域からの集

客も見込めないため、行政等の介入が大きくなると考えられる。

　「建替え」について立地する地域で見てみると、比較的都市規模

が大きな地域に事例が多いことが分かる。現状の用途について見

てみると、商業施設としての「ハレの場」の性格を百貨店当時と

同程度に持つと考えられる「商業①」「商業②」を含む事例がほと

んどである。また、「転用」の場合とは異なって「公益」の用途を

まんべんなく含む事例はわずかである。そして、「転用」ではそれ

ほど見られなかった「業務」「住宅」「宿泊」という用途を含む事

例が複数あり、このことから、再開発の側面を持った事例が多い

と考えられる。以上より、再活用によって「複合」になった場合

において、それが「転用」されたか「建替え」られたかという経

緯に着目することによって捉えられる状況は大きく異なることが

分かる。

３． 都市特性に着目した事例分析

3—1． 特定事例について

　前章の図４で最も多くの事例数を含む 10,001〜20,000 ㎡とい

う規模帯に分類された事例のうち、再活用において建築物に関

するコストが抑えられると考えられる「転用」に分類されるも

のを特定事例として分析する。ただし、大都市に立地するもの、

百貨店当時から大型商業施設の一部として入居していたもの、

別の百貨店として転用されたものは除く。事例の再活用状況に

ついて把握するために、再活用が始まった年、その翌年、2013 年、

2016 年、2017 年度の住宅地図の別記欄からテナントを調査した。

その結果から特定事例は特徴で、次のようなグループに分けら

れる。【ⅰ】〜【ⅳ】の順に、商業施設としての活性が高くなると

考えられるグループになる。以下、各グループと、事例の概略

を示す。

【ⅰ】茂原そごう ( 以下、茂原 )、西武百貨店函館店 ( 以下、函

館 )、石巻ビブレ ( 以下、石巻 )：３事例ともテナントは比較的

安定しているが、茂原・函館については、再活用が始まってか

ら５年以上経過していながら、最新のテナント状況において空

きフロアが２フロア以上あり、石巻については市役所が大半を

占める。

【ⅱ】中三盛岡店(以下、盛岡)、おかや東急百貨店(以下、おかや)：

盛岡は 2013 年という最近に再活用が始まった事例であり、テナ

ントは安定しているが空きフロアが２フロアある。おかやは半

分ほどをカルチャーセンター等の公益テナントが占めている。

【ⅲ】近鉄百貨店東京店 ( 以下、武蔵野 )、郡山西武 ( 以下、郡

山 )、山形松坂屋 ( 以下、山形 )、きたみ東急百貨店 ( 以下、き

たみ )、福島ビブレ ( 以下、福島 )、丸正百貨店 ( 以下、和歌山

)、前橋西武 ( 以下、前橋 )：武蔵野・郡山は家電量販店が、山

形はビジネスホテルが、その大部分を占める。収益性は良いテ

ナントであると推測されるが、商業施設としての活性はこれら

の特定のテナントに大きく依存している状態である。きたみは

一部フロアに市庁舎、福島は１フロアに世代間交流施設が入居

している。和歌山は上層階に業務テナントや診療所があること

に加えて、地階に天然温泉の温浴施設がある。前橋は上階に大学、

地階にスーパー、その他の階は交流施設という構成である。こ

れら 4事例は複合施設として安定していると考えられる。

【ⅳ】ビーミー町田大丸(以下、町田)、鹿児島三越(以下、鹿児島)：

町田・鹿児島ともに特定のテナントに大きく依存することもな

く、商業施設として安定している。

3-2. 分析方法

　前節で示した事例を再活用状況に従って分けたグループと、

表８に示す都市特性を表す変数の組み合わせの間の関連を検討

する。具体的には、【1】全ての変数 (X1〜87)、【2】地価に関す

る変数 (X1〜46)、【3】人口に関する変数 (X47〜80)、【4】乗降

客数に関する変数 (X81〜87) という組み合わせで事例にデータ

を与え、クラスター分析を行う。

3-3. 結果　　　　　　　    

　図６、７、８、９に【1】〜【4】の結果を示す。それぞれ３つ

もしくは４つのクラスターに分けられる距離係数で切ってみる

と、相互に似ているが少しずつ異なるクラスターが得られる。

図６では、【ⅲ】のきたみが【ⅰ】が半数以上占めるクラスター

に含まれ、商業施設としての活性が過小評価されている。これ

は図８、９でも同様である。また図９では、【ⅰ】の茂原が【ⅲ】

が半数を占めるクラスターに含まれ、商業施設としての活性が

過大評価されている。これに対してで図７では、グループを２

つ以上飛び越えたクラスターが生じていない。以上より、再活

用状況と最も関連がある変数は【2】地価に関する変数であると

示唆された。

　　

４．総括

4-1. まとめ

　本研究で得られた主な知見を以下に示す。

①地方中小都市では、建物規模が小さい事例であっても撤退後

に再活用がなされない事例の割合が他都市規模に比べて大きい。

地方中小都市では撤退後の対応が特に難しい局面にある。

②建物規模が 20,000 ㎡を超えると、転用が選択されやすい。

③転用の場合、百貨店に似た用途での再活用が選択されやすい。

④建替えの場合、再活用する際に用途を予め想定できるため、

選択される用途は多様である。

⑤再活用後に複合施設となった場合、その様相は転用か建替え

かで大きく異なる。

⑴転用では、公益テナントを含む場合が多く、それが占める割

合も大きい。また、こうした事例は都市規模が小さい地域に多

いことから、都市規模が小さい地域に立地する場合は「ハレの場」

としての商業施設として再活用することは難しく、広域からの

集客も見込めないため、行政等の介入が大きくなると言える。

⑵建替えでは、「ハレの場」の性格を百貨店当時と同程度持つも

のがほとんどで公益テナントを複数含む場合は少ない。また、

オフィスやホテル、マンションといった用途を含む場合も多く、

再開発の側面を持った事例が多いと言える。

⑥再活用状況との間に関連のある都市特性を表す変数として、

地価に関する変数が有用であることが示唆された。　　　

4-2. 将来の展望

　将来の課題として、事例の再活用状況に一定の影響を与える

可能性がある近隣の競合店舗や、再活用に携わっている関係主

体を考慮した分析が挙げられる。これら地域や事例によって異

なるためより多数のサンプルを扱う必要があろう。また、本研

究の結果から、再活用状況のグループと地価に関する変数の間

に関連があることが示唆されたが、地価の性質上、どちらが原

因でどちらが結果かは不明であるので、事例自体が最近接地点

地価にどの程度の影響力を持つかを把握する必要がある。その

意味でも近隣の競合店舗の考慮は有益であり、また時系列分析

が必要となろう。

場合は、「複合」「ほか」が多いことが分かる。「複合」については「転

用」と事例数が同程度であることから、比較を行った結果を次項

(2-4-2.) にて詳述する。ここでは、「ほか」に分類された 14 事例

に着目し、立地する地域と現用途を表４に示した。多様な用途で

の再活用がなされていることが分かるが、これは「建替え」は構

造上の制約がなく、再活用する際に用途を予め想定できるためで

あると考えられる。「転用」で「ほか」に分類されるものは表５の

５事例であるが、「建替え」で多く見られた「住宅」「宿泊」はなく、「遊

戯」「公益②」が複数事例存在する。これらは都市規模が小さい地

域に立地していることもあり、広域からの集客は見込めず近隣住

民を対象とした用途が選択されたのではないかと考えられる。

2-4-2．「複合」について

　「転用」「建替え」を経て「複合」となったものは、それぞれ

16、15 事例ある。これらについて表６、表７に示す。

　「転用」について立地する地域を見てみると、比較的都市規模が

小さな地域に事例が多いことが分かる。現状の用途について見て

みると、「ほか」として分類される場合と同じ様相であるが、「住宅」

補注

注 1) 全国百貨店名簿に掲載される店舗は、当該名簿の独自の定義である。 

注 2)1995 年時点で事例から最も近い地点の地価のことを指す。

注 3) 国土数値情報鉄道データを用いて GIS の最近接ツールで選択された

最寄駅についてデータを与えている。ただし、地方の私鉄によってはデー

タがないため、近隣駅のデータで補完した。

注 4) それぞれ人口総数、乗降客数という実数データから計算して得たデ

ータである。具体的には、比較する年度間において次年度に当たるデータ

を前年度に当たるデータで除したものである。 

注 5) この年度は、国土数値情報駅別乗降客数データから計算した。
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構造やフロア構成、設備配置等の再活用する際に建物面で考慮す

べきことを示したもの 8) が見受けられる。これらに対して、本研

を基に作成したグラフである。開店時期が早いほど「建替え」が

多く、遅いほど「転用」が多いことから、開店時期は、築年数と

は必ずしも一致しないが、築年数と似た性格の指標であると考え

られる。

　図３は、最寄駅からの距離を３つの距離帯に分けて事例の現状

内訳を示したものである。どの都市規模でも 400m 以下に立地する

事例が最も多い。また、都市規模が小さくなるにつれて駅から離

れたところに立地する事例が増加する傾向が見られる。現状内訳

では、距離帯ごとの特徴は見受けられない。

　図４は、総売場面積を４つの規模帯に分けて事例の現状内訳を

示したものである。都市規模が小さいほど建物規模が小さい事例

が多い。また、地方中小都市では、他都市規模に比べて建物規模

が小さい場合でも「その他」が占める割合が大きい。ここからも

地方中小都市では再活用がされにくい状況があると推測される。

建物規模に着目すると、20,001 ㎡以上の事例は「転用」が多い。

この規模帯となると解体や建替えに莫大な費用を要するため、コ

ストの抑えられる「転用」が選択されているのではないかと考え

られる。また、10,001〜20,000 ㎡という規模帯はどの都市規模で

も事例数は同程度であるが、現状内訳は都市規模によってばらつ

きがある。　　　

2-4．「転用」「建替え」

2-4-1. 現状詳細について

　図５は「転用」「建替え」事例について【現状詳細】の内訳を示

したものである。建物をそのまま用いる「転用」の場合は、構造

上の制約からか「商業①」「商業②」といった百貨店に似た用途で

の再活用が半数以上を占めることが分かる。一方で「建替え」の GINZA SIX

TOiGO

3 8 2 2 7 2

表 -7. 「建替え」 → 「複合」事例

表 -8. 都市特性を示す変数
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１．はじめに　　

1—1．研究の背景と目的

　百貨店は、ほかの商業施設では体験し得ない格式の高さを持っ

ており、消費者にとってハレの場として認識され、街に人を惹き

つける役割を担っていた。しかし近年、郊外に巨大なショッピン

グセンターの登場やインターネットを通じて商品を購買できるよ

うになったこと等によって消費者の行動が変化したことも一因と

なって、売上は減少傾向が続き、全国で撤退が相次いでいる。百

貨店が撤退した街は求心力を失い、買い物の場がますます郊外に

移っていくことで、それまでの中心市街地の衰退に歯止めがかか

らないという悪循環が生まれている。百貨店の進退が街や消費者

に及ぼす影響は大きく、公共交通を利用して買い物に出かけてい

た消費者にとっては不便が生じること、撤退後再活用されない状

態が続くと周辺地域に悪影響を及ぼす 1) こと等が挙げられる。

　この悪循環を断ち切るためには、百貨店撤退後の施設にはどの

ような再活用が効果的であるかについて探求する必要がある。ま

た、前述したように消費者行動の変化とそれをもたらす技術の発

達を考えると、今後も撤退せざるを得ない百貨店は少なくないこ

とが予想される。したがって、百貨店撤退に着目する意義は大き

いといえる。以上の背景を踏まえ、本研究では百貨店撤退後の建物・

跡地の実態を把握し、今後撤退した事例を再活用する場合に有用

な知見を得ることを目的とする。

1−2． 既往研究と本研究の位置づけ

　百貨店を含む大型店撤退問題に関する既往研究は多数ある。大

型店撤退の実態や再活用における問題点について自治体等へアン

ケート調査を行ったのち撤退問題について体系的に示したものが

代表的である 2),3),4)。また、特定の事例に着目したものでは安定し

た再活用に至った事例についての研究が多い。それらの内容は再

活用までの経緯をまとめたもの 5) や、利用者の買い物行動の変化

や再活用後施設における訪問客の行動ついて調査されたもの 6),7)、

究では撤退後の建物・跡地における実態把握を行うと同時に、特

定の事例を成功・非成功に関わらず取り上げ、都市特性から分析

するところに差異がある。

２． 調査対象と近年の傾向の把握

2—1． 調査対象について

　本研究で扱う百貨店は、百貨店調査年鑑 9) における「全国百貨

店名簿」に掲載されている店舗注 1) とした。 具体的に調査対象とし

た事例は、百貨店協会加盟店舗数が最多の年である 1999 年 10) 度

版に掲載されいる 369 店舗である。この 369 店舗について、「全国

百貨店名簿」を 2016 年度版まで調査した。

2-2．分類について

　傾向を簡単に把握するために、事例の【現状】と、事例が立地

する地域の【都市規模】による分類を行った。【現状】による分類

では、2016 年度まで掲載され続けているものは「継続営業」とし、

2016 年度に至るまでのどこかで掲載されなくなった店舗と、店舗

が移転したことによって空いた建物を合わせた 175 事例について

は、「業態変換」「転用」「建替え」「その他」のいずれかとした。

175 事例の現状については住宅地図や事例に関連するニュース記

事等から調査を行い、把握した。また、この４分類を詳述したも

のを表１に示す。【都市規模】による分類は、井上ら 4) を参考にし

て表２のように定めた。

　「転用」「建替え」に分類される事例については、事例の様子を

より詳しく把握できるように【現状詳細】による分類を表３のよ

うに定めた。

2-3．集計結果

　前節で定めた分類に従って事例を集計した結果を示す。図１は

調査対象とした店舗の現状について都市規模別に示したものであ

る。都市規模が小さくなるにつれて「継続営業」の割合が小さく、

撤退事例が占める割合が高くなることが分かる。また、地方中小

都市は他地域に比べて「その他」が占める割合が大きい。このこ

とから、再活用に対して積極的な取り組みがされにくいと考えら

れる。

　図２は、「全国百貨店名簿」に掲載される開店日もしくは創業年

「宿泊」はほとんど含まず、「業務」も少ない。そして、百貨店当

時より商業施設として「ハレの場」の性格が弱い「商業③」「商業④」

を含む事例が複数ある。また、どの事例も「公益①」「公益②」「公

益③」のいずれかを含み、複数含む事例も過半数を超える。この

ことから、都市模が小さい地域に立地する事例の場合は「ハレの場」

としての商業施設として再活用することは難しく、広域からの集

客も見込めないため、行政等の介入が大きくなると考えられる。

　「建替え」について立地する地域で見てみると、比較的都市規模

が大きな地域に事例が多いことが分かる。現状の用途について見

てみると、商業施設としての「ハレの場」の性格を百貨店当時と

同程度に持つと考えられる「商業①」「商業②」を含む事例がほと

んどである。また、「転用」の場合とは異なって「公益」の用途を

まんべんなく含む事例はわずかである。そして、「転用」ではそれ

ほど見られなかった「業務」「住宅」「宿泊」という用途を含む事

例が複数あり、このことから、再開発の側面を持った事例が多い

と考えられる。以上より、再活用によって「複合」になった場合

において、それが「転用」されたか「建替え」られたかという経

緯に着目することによって捉えられる状況は大きく異なることが

分かる。

３． 都市特性に着目した事例分析

3—1． 特定事例について

　前章の図４で最も多くの事例数を含む 10,001〜20,000 ㎡とい

う規模帯に分類された事例のうち、再活用において建築物に関

するコストが抑えられると考えられる「転用」に分類されるも

のを特定事例として分析する。ただし、大都市に立地するもの、

百貨店当時から大型商業施設の一部として入居していたもの、

別の百貨店として転用されたものは除く。事例の再活用状況に

ついて把握するために、再活用が始まった年、その翌年、2013 年、

2016 年、2017 年度の住宅地図の別記欄からテナントを調査した。

その結果から特定事例は特徴で、次のようなグループに分けら

れる。【ⅰ】〜【ⅳ】の順に、商業施設としての活性が高くなると

考えられるグループになる。以下、各グループと、事例の概略

を示す。

【ⅰ】茂原そごう ( 以下、茂原 )、西武百貨店函館店 ( 以下、函

館 )、石巻ビブレ ( 以下、石巻 )：３事例ともテナントは比較的

安定しているが、茂原・函館については、再活用が始まってか

ら５年以上経過していながら、最新のテナント状況において空

きフロアが２フロア以上あり、石巻については市役所が大半を

占める。

【ⅱ】中三盛岡店(以下、盛岡)、おかや東急百貨店(以下、おかや)：

盛岡は 2013 年という最近に再活用が始まった事例であり、テナ

ントは安定しているが空きフロアが２フロアある。おかやは半

分ほどをカルチャーセンター等の公益テナントが占めている。

【ⅲ】近鉄百貨店東京店 ( 以下、武蔵野 )、郡山西武 ( 以下、郡

山 )、山形松坂屋 ( 以下、山形 )、きたみ東急百貨店 ( 以下、き

たみ )、福島ビブレ ( 以下、福島 )、丸正百貨店 ( 以下、和歌山

)、前橋西武 ( 以下、前橋 )：武蔵野・郡山は家電量販店が、山

形はビジネスホテルが、その大部分を占める。収益性は良いテ

ナントであると推測されるが、商業施設としての活性はこれら

の特定のテナントに大きく依存している状態である。きたみは

一部フロアに市庁舎、福島は１フロアに世代間交流施設が入居

している。和歌山は上層階に業務テナントや診療所があること

に加えて、地階に天然温泉の温浴施設がある。前橋は上階に大学、

地階にスーパー、その他の階は交流施設という構成である。こ

れら 4事例は複合施設として安定していると考えられる。

【ⅳ】ビーミー町田大丸(以下、町田)、鹿児島三越(以下、鹿児島)：

町田・鹿児島ともに特定のテナントに大きく依存することもな

く、商業施設として安定している。

3-2. 分析方法

　前節で示した事例を再活用状況に従って分けたグループと、

表８に示す都市特性を表す変数の組み合わせの間の関連を検討

する。具体的には、【1】全ての変数 (X1〜87)、【2】地価に関す

る変数 (X1〜46)、【3】人口に関する変数 (X47〜80)、【4】乗降

客数に関する変数 (X81〜87) という組み合わせで事例にデータ

を与え、クラスター分析を行う。

3-3. 結果　　　　　　　    

　図６、７、８、９に【1】〜【4】の結果を示す。それぞれ３つ

もしくは４つのクラスターに分けられる距離係数で切ってみる

と、相互に似ているが少しずつ異なるクラスターが得られる。

図６では、【ⅲ】のきたみが【ⅰ】が半数以上占めるクラスター

に含まれ、商業施設としての活性が過小評価されている。これ

は図８、９でも同様である。また図９では、【ⅰ】の茂原が【ⅲ】

が半数を占めるクラスターに含まれ、商業施設としての活性が

過大評価されている。これに対してで図７では、グループを２

つ以上飛び越えたクラスターが生じていない。以上より、再活

用状況と最も関連がある変数は【2】地価に関する変数であると

示唆された。

　　

４．総括

4-1. まとめ

　本研究で得られた主な知見を以下に示す。

①地方中小都市では、建物規模が小さい事例であっても撤退後

に再活用がなされない事例の割合が他都市規模に比べて大きい。

地方中小都市では撤退後の対応が特に難しい局面にある。

②建物規模が 20,000 ㎡を超えると、転用が選択されやすい。

③転用の場合、百貨店に似た用途での再活用が選択されやすい。

④建替えの場合、再活用する際に用途を予め想定できるため、

選択される用途は多様である。

⑤再活用後に複合施設となった場合、その様相は転用か建替え

かで大きく異なる。

⑴転用では、公益テナントを含む場合が多く、それが占める割

合も大きい。また、こうした事例は都市規模が小さい地域に多

いことから、都市規模が小さい地域に立地する場合は「ハレの場」

としての商業施設として再活用することは難しく、広域からの

集客も見込めないため、行政等の介入が大きくなると言える。

⑵建替えでは、「ハレの場」の性格を百貨店当時と同程度持つも

のがほとんどで公益テナントを複数含む場合は少ない。また、

オフィスやホテル、マンションといった用途を含む場合も多く、

再開発の側面を持った事例が多いと言える。

⑥再活用状況との間に関連のある都市特性を表す変数として、

地価に関する変数が有用であることが示唆された。　　　

4-2. 将来の展望

　将来の課題として、事例の再活用状況に一定の影響を与える

可能性がある近隣の競合店舗や、再活用に携わっている関係主

体を考慮した分析が挙げられる。これら地域や事例によって異

なるためより多数のサンプルを扱う必要があろう。また、本研

究の結果から、再活用状況のグループと地価に関する変数の間

に関連があることが示唆されたが、地価の性質上、どちらが原

因でどちらが結果かは不明であるので、事例自体が最近接地点

地価にどの程度の影響力を持つかを把握する必要がある。その

意味でも近隣の競合店舗の考慮は有益であり、また時系列分析

が必要となろう。

場合は、「複合」「ほか」が多いことが分かる。「複合」については「転

用」と事例数が同程度であることから、比較を行った結果を次項

(2-4-2.) にて詳述する。ここでは、「ほか」に分類された 14 事例

に着目し、立地する地域と現用途を表４に示した。多様な用途で

の再活用がなされていることが分かるが、これは「建替え」は構

造上の制約がなく、再活用する際に用途を予め想定できるためで

あると考えられる。「転用」で「ほか」に分類されるものは表５の

５事例であるが、「建替え」で多く見られた「住宅」「宿泊」はなく、「遊

戯」「公益②」が複数事例存在する。これらは都市規模が小さい地

域に立地していることもあり、広域からの集客は見込めず近隣住

民を対象とした用途が選択されたのではないかと考えられる。

2-4-2．「複合」について

　「転用」「建替え」を経て「複合」となったものは、それぞれ

16、15 事例ある。これらについて表６、表７に示す。

　「転用」について立地する地域を見てみると、比較的都市規模が

小さな地域に事例が多いことが分かる。現状の用途について見て

みると、「ほか」として分類される場合と同じ様相であるが、「住宅」

補注

注 1) 全国百貨店名簿に掲載される店舗は、当該名簿の独自の定義である。 

注 2)1995 年時点で事例から最も近い地点の地価のことを指す。

注 3) 国土数値情報鉄道データを用いて GIS の最近接ツールで選択された

最寄駅についてデータを与えている。ただし、地方の私鉄によってはデー

タがないため、近隣駅のデータで補完した。

注 4) それぞれ人口総数、乗降客数という実数データから計算して得たデ

ータである。具体的には、比較する年度間において次年度に当たるデータ

を前年度に当たるデータで除したものである。 

注 5) この年度は、国土数値情報駅別乗降客数データから計算した。
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構造やフロア構成、設備配置等の再活用する際に建物面で考慮す

べきことを示したもの 8) が見受けられる。これらに対して、本研

を基に作成したグラフである。開店時期が早いほど「建替え」が

多く、遅いほど「転用」が多いことから、開店時期は、築年数と

は必ずしも一致しないが、築年数と似た性格の指標であると考え

られる。

　図３は、最寄駅からの距離を３つの距離帯に分けて事例の現状

内訳を示したものである。どの都市規模でも 400m 以下に立地する

事例が最も多い。また、都市規模が小さくなるにつれて駅から離

れたところに立地する事例が増加する傾向が見られる。現状内訳

では、距離帯ごとの特徴は見受けられない。

　図４は、総売場面積を４つの規模帯に分けて事例の現状内訳を

示したものである。都市規模が小さいほど建物規模が小さい事例

が多い。また、地方中小都市では、他都市規模に比べて建物規模

が小さい場合でも「その他」が占める割合が大きい。ここからも

地方中小都市では再活用がされにくい状況があると推測される。

建物規模に着目すると、20,001 ㎡以上の事例は「転用」が多い。

この規模帯となると解体や建替えに莫大な費用を要するため、コ

ストの抑えられる「転用」が選択されているのではないかと考え

られる。また、10,001〜20,000 ㎡という規模帯はどの都市規模で

も事例数は同程度であるが、現状内訳は都市規模によってばらつ

きがある。　　　

2-4．「転用」「建替え」

2-4-1. 現状詳細について

　図５は「転用」「建替え」事例について【現状詳細】の内訳を示

したものである。建物をそのまま用いる「転用」の場合は、構造

上の制約からか「商業①」「商業②」といった百貨店に似た用途で

の再活用が半数以上を占めることが分かる。一方で「建替え」の 0 5 10 15 20 25 30

図 -6. 全ての変数のクラスター分析 図 -7. 地価に関する変数のクラスター分析

図 -8 人口に関する変数のクラスター分析 図 -9. 乗降客数に関するクラスター分析
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