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はじめに

鉄道と商業(特に小売業) の関係は大都市においては密接である1．現在の｢駅ナカ｣小売事業

はもとより、戦前･戦後のターミナルデパートや 戦後の地下街､ ショッピングセンターなどが都市の

主要な小売事業となっている。それらは鉄道企業(特に私鉄)の沿線開発のための事業多角化の

1つとして行われてきた2．その意味において､ 鉄道事業から商業を考察する意義かおるといえる。

小稿では､ 鉄道と万博の関係を取り上げたい。万博は､ 万国博覧会の略で､ 国際博覧会とも呼

ばれる。複数の国が参加して､様々な物品を集めて展示するイベントである。その目的は国威発揚

と人類の発展である。古くは1851 年のイギリスに始まり、日本では明治期の勧業博覧会にまでさか

のぼる。

特に､ 戦後1970 年３月14 日から９月13 日まで約半年間開催された大阪万博は1964 年の東

京オリンピックに次ぐ､ピックイベントであった。当初の予定入場者は約4,000 万人であったが､ 実

際は6,421 万8,770 人(うち外国人170 万3,000 人) にのぼった。後に続く万博は2,000 万人台3

で､ 大阪万博の記録が最大である。

万博は､ 国をあげて新商品が展示される場であり､流行発信の場でもある。商業にも大きな影響

を与える。そこで､ まずは万博の歴史を一瞥し､70 年大阪万博を中心として､ 万博以前の開催地

(ﾆﾆF里ニュータウン)の動向と交通インフラの整備について検討していきたい。 70 年大阪万博はそ

の周りに新興住宅地である千里ニュータウンが建設されており、ニュータウンの商業についても触

れておきたい。

これは､ 大阪の都市小売事業のおり方を検討するためには必要不可欠な基礎的作業であると考

える。

1｡70 年大阪万博4の鉄道整備

1-1.  2025 年大阪万博の可能性

2025 年大阪万博が大阪府によって計画されてい

る。新聞報道によると､テーマは｢人類の健康･長寿へ

の挑戦｣ 、場 所は大阪南港の舞洲で会場面積が約

100ha( 図1 参照)、入場者数は3,000 万人を想定し、

建設費は1,200 億円～1,300 億円、関連事業費が

700 億円超である5。 70 年大阪万博の高度経済成長

期のテーマ｢人類の進歩と調和｣とは異なり、成熟時

代にふさわしいテーマになっている。将来の大阪万博

を考察するためにも､70 年大阪万博を改めて振り返

る意義があると考える。

図1  . 2025 年大阪万博予定地( 夢洲)

出所:『朝日新聞』2017 年２月８日付、

第31 面。

1-2.  70年大阪万博に向けた鉄道網6と商業施設

万博開催にあたって、交通手段の中心に｢鉄道｣が置かれ､ 新線の敷設(後述する北

大阪急行)が決定された。そこで､鉄道路線(新線)の動向を確認しておきたい。
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第凵こ阪急電車の千里山一北千里間の千里線(1967 年３月開通)である(図２参照)。

当初､大阪府案では千里山線の路線を予定より東に写し､千里万博会場に近くなる点を

重視していた。一方､ 阪急案ではそれより西側を通り抜け､既設の阪急箕面線の桜井駅

に接続し､宝塚線の支線へのアクセスを

考えていた(図2 の点線部分､ 阪急既免

許線)。結局､ 大阪府案が優先すること

になった。

さらに、万博 期間 中の臨時駅として

(千里山線と中央環状線が交差する辺り

に卜 万博 西 口駅( 現 、山田駅より少し

北)｣が建設された。同駅には万国博西 ぐ

ゲ ートとをむすぶ連絡歩道 橋(110 メー

トルの長さ)が設置された。

第 ２ に､ 江坂から千里ニュータウンに

向かう北大阪急行電鉄が建設された。こ

の線は､ 万博会場への観客輸送の中心

と位置づけられた。同社は､1967 年12

月設立､1970 年２月開業した。当初は、

大阪府が阪急に新線開業を要請したの

だ が、万博半年のイベントでは採 算が

合わないため、阪急は難色を示した。

結局、第3 セクター的な手法で､ 会社

の出資比率、阪急が50 ％、大 阪府2

5 ％、関西電力5 ％､ 大阪ガス･三和銀

図２．万博会場と交通アクセス図

出所：佐野尚「北大阪急行電鉄（万博急行）建

設計画について」『鉄道ピクトリアル』第204 号、

1967 年12 月、p 62。

行･住友銀行･大和銀行･さくら銀行がそれぞれ４％で会社設立･開業となった。

万博開催中、車両は「万国博急行」とアナウンスし「エキスポ・エクスプレス」と呼ばれ

た。新大阪駅一万国博覧会中央駅は17 分、梅田一中央駅間は24 分と便利たった。８両編成

で､２分30 秒間隔の高密度輸送であったが、それでも大量の乗客を乗せたので「すし詰め」

状態であった。 1970年６月にはのべ３千万人、８月には５千万人を突破。最終月の９月５日

は入場者数が80 万人（最高記録）となった7。万博開催中、北大阪急行の輸送分担率は約４

割であった8。

商業的な成果を確認しておくと、約半年間で博覧会会場の食堂･ 売店の売上高が約525 億

円で、うち食堂が約236 億円、売店が約219 億円であった9．当時大阪梅田でカレーライス

が120 円のところ、万博会場では500 円で高額だと批判もあった。一方で、ＵＣＣの缶コー

ヒー、ケンタッキー、ミスタードーナツが登場するなど新商品、ファーストフード店のPR

の場となった。10

３．北大阪急行電鉄の経営

鉄道事業は7 設備投責_ づ大きく、専門技術者も抱えるため「労働集約的」な事業でもあ

る。そこで事業つ咬否よ、六量こ翰送需要を確保できるかどうかにかかっている。また、鉄
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道敷設によって沿線の地価が上昇したり、新たな産業や消費が喚起されることによる利益

（「外部効果」）の有無も関係してくる。

前節で見た通り、北大阪急行電鉄は70 年大阪万博開催期間（半年間）の大量需要をまか

なうために建設されたのだが、その後の採算については未知数だった。そのため阪急電鉄は

別会社方式（第３セクター方式）で建設することにした。

表1. 北大阪急行電鉄の乗降客と旅客収入

乗降客数（千人） 旅客収入（千円）

年度 定期 定期外 計 定期 定期外 計 雑収入 合計

1970 10, 638 44, 763 55, 401 337, 032 2, 829, 071 3, 166, 103 110, 235 3, 276, 338

1975 19, 242 12, 389 31, 631 1, 080, 063 1, 198,401 2, 278, 464 136, 253 2,414,717

1980 26, 485 19, 195 45, 680 949, 306 1, 197, 713 2, 147, 019 150, 409 2, 297, 428

1985 34, 094 23, 058 57, 152 1, 184, 873 1, 421, 690 2, 606, 563 215,838 2, 822, 401

1990 38, 423 25, 907 64, 330 1,931,623 2, 347, 303 4, 278, 926 301, 701 4, 580, 627

1995 38, 560 29, 038 67, 598 2, 236, 193 3, 086, 796 5, 322, 989 346, 179 5, 669, 168

2000 33, 820 26, 717 60, 537 1,975, 823 2, 793, 861 4, 769, 684 338, 259 5, 107, 943

2005 31, 667 24, 611 56, 278 1,848, 772 2, 589, 784 4, 438, 556 380, 232 4, 818, 788

2010 28, 622 26, 132 54, 754 1,657,818 2, 664, 546 4, 322, 364 321, 070 4, 643, 434

備考:1970 年は万博の年、運賃1［X 1970年30 円、1974年5  J] 40円、1986年50 円、1988年60 円に

値上げ。2017年現在100 円。

出所：『鉄道統計年報』各年度版より作成。

表 川ま、同社の乗降客数と旅客収入の経緯である。乗降客数を見ると、1970年は約5, 540

万人と多かったものの、75年は約3, 163万人と減少している。 85年から増加に転じて、95

年がピークで約6, 759万人となっている。以後漸減を続け、2010 年には約5, 475万人とな

っている。定期、定期外の区分で見ると、1970 年以外は定期客が多いことがわかる。

旅客収入を見ると、80 年代 ２回の値上げにより、90 年以降は合計額が約45 ～56 億円と

増加傾向にある。また、定期、定期外の区分で見ると、定期外の収入が定期に比べて90 年

約４億円、95年約８億円多く、2010年に至っては約10 億円多くなっている。雑収入では、

85 年以降沿線の緑地公胆駅の宅地分譲を始めた影響もあり、約２～３億円となっている。

ここから、万博以降一時的に乗降客数は落ち込んだが、85 年以降盛り返し、電車賃値上

げもあり旅客収入も増加した。本業を中心に業績は伸びているが、85 年以降の沿線宅地開

発も本業に寄与していると思われる（定期客が80 年から90 年までに約1, 200万人増加）。

次に、図３から収支を見ておくと、1970 年は黒字で法人税等を約２億円支払っているが、

その後は74 年まで赤字で、78年から法人税等（２～３億円）の支払いが始まっている。た

だし 借入金の返済は1980 年以降も続いていたという11．結局、この時期の新線開発は「ウ

マ味はないがある程度有利な事業」であった已
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図３．北大阪急行の収支（単位：円）

備考:1970 年は万博開催年、1991年は特別利益（土地売却益）を含む

出所：『北大阪急行25 年史』同社、1994年、pl87より作成。

これを街づくりの観点から見ると「鉄道や駅ができることによって、駅周辺の地域が変化

した」というよりは、「地域開発計画の中に鉄道や駅の建設計画を組み込む」方式で新線は

建設されるのが一般的である。つまり最初に鉄道ありきではない、むしろ地域開発が前提に

あってそこに鉄道新線が建設されるという構図になる。鉄道はあくまで「従」の役割だが、

新線を引＜場合には（戦前の田園都市線などに見られる通り）私鉄デベロッパーの宅地開発

利益が前提になければならない13。

北大阪急行電鉄の場合、大阪万博の旅客輸送の約４割を担う中心交通手段であった14が、

それ以外に次節で考察する千里ニュータウンの輸送にも貢献すべく建設されていた。

４。千里ニュータウンと商業

4 -  1 . 千里ニュータウンの建設経緯15

戦後10 年経過した1955 年の大阪府住宅調査によると、府下の住宅戸数は約91 万戸で

176, 748戸が不足していた。そのうち、高家賃、遠距離通勤、結婚願望、親族との同居など

の二次的理由による住戸不足者の数は、府下世帯の約20 ％で約20 万世帯に上っていた。

そこで、大阪府は大阪市内の中心地から約15 キロ、国鉄・阪急沿線に近く、将来的には

名神高速、中央環状線、さらには地下鉄御堂筋線の延伸計画等により立地条件良の良い、千

里地区にニュータウンの建設を決定した（図４の上新田を除く各地区参照）。 1962年９月初

めて佐竹台の府営住宅1, 010戸（ニュータウン全体の30 分の１）を募集したところ、申し

込みは予想以上に低率で､ やむを得ず補欠当選者の全員を入居させることにした。当初は付

近に何もない「千里砂漠」と呼ばれ入居者は思うように集まらなかった。　しかし、1969 年

の完成時には、37, 330戸（公営住宅、公社住宅、公団住宅、給与住宅の集合住宅は31, 312

戸、分譲住宅が6, 018戸）が建ち、ピーク時は約13 万人が居住した（想定は約15 万人）。
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4-2. ニュータウンの小売商業16

図４は千里ニュータウンの商業施設配置図である。上新田（旧市街）を除く地域で構成､さ

れている。図の「～台」「～町」という近隣センターが３～５つ集まって、北・中央・南地

区センターが構成されている。地区センターには鉄道駅が配置されており、例えば北地区セ

ンターは阪急千里駅が、中央地区センターは北大阪急行千里中央駅が、さらに南地区センタ

ーは阪急南千里駅がある。地区センターでは近隣センターでは買えない専門商品等が品揃

えされている。またレジャー関連施設もあった。非常に計画的な商業施設の配置なのだが、

問題もあった。 1973年石油ショックを背景にした物価問題への対応を見ておきたい。ニュ

ータウンの小売商業問題を端的に示していると思うからである。

地区センター｢TI 近鷽 センター○

図４．千里ニュータウン商業施設配置図

出所：豊中市史編さん委員会編『新修豊中市史』第８巻（社会経済）、豊中市、2005 年を元に

作成。★印は万博跡地

第 凵こ、千里ニュータウンの物価が高いという問題である。 1974年（ニュータウンが市

内に含まれる）豊中市では神戸大学田村正紀氏の指導の下に、物価調査・公表を行った。千

里地区10 施設（豊中市全体で62 施設）で、月２回、30 品目の食料品価格を調査して市内

平均を100 として公表した。当初は千里地区が最高値だったが1977 年ダイエー進出により、

市内平均よりニュータウンの物価が安くなった。

第２に、露店問題である。 1970年10 月、魚屋や豆腐などﾉ」ヽ型トラックでニュータウンに

売りにくる業者が約30 店あった。
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地区業者は「露店は家賃も税金もタダだから安いはず。こっちは鉄筋の店だから償却も大

変」と不平を述べた。これに対して、大阪府企業局幹部は「露店が安いというのなら近隣セ

ンターがもっと値段とサービス精神を勉強すべき」と述べ、主婦は「安いし、産地直送が多

いから新鮮。スーパーみたいにビニール包みでないところがいい。それに露店だとおっちゃ

んとお客との間に会話かおる。これは大切なこと」と露店を支持したのである。

ある主婦の家計簿における１か月の食料品の購入割合を見ると、近隣センター45％、露店

30％、地区センター20％、吹田旧市内５％とあり、露店が少なからずニュータウンで支持さ

れていることがわかる。

その他、曽楓駅ダイエーの無料買物バス問題(1972 年、曽根駅一千里ニュータウン間に

運行）が起こったり、空き店舗問題(1974 年桃山台と高野台）が起こったりした。空き店舗

については、ニュータウンの商業施設は行政の「一業種一店舗方式」が壁となって、同業の

小売店を複数誘致できず、一方で空き店舗のままでは商業集積の魅力に欠けてしまい、ます

ます衰退していくこととなった17．

むすびにかえて

70 年大阪万博は、大阪の国際的地位向上、産業振興、インフラ整備（道路・鉄道など）に

貢献した18．特にインフラ整備は、道路だけでなく大阪市内の地下鉄や私鉄で進み、結果と

して都心の百貨店大型化・地下街の開発（例えば､ 梅田地下街の拡張､阪急三番街､ ナンバ虹

のまち）に加えて、郊外への大型スーパー出店に貢献した19。

万博および千里ニュータウンのために敷設された新線（御堂筋線の延長である北大阪急

行）は、戦前と比較して開発者利益の獲得が難しくなった事例であった。また、万博の商業

施設は期間あたりの収入は大きなものだが、一過I生のものであった。さらに千里ニュータウ

ンの駅前中心の商業施設は計画的配置の側面が強すぎで、商業のダイナミズム（競争）が生

かされていなかった。

その後の経過を簡単に見ておくと、70 年代以降、千里ニュータウン内の（土地利用）規

制を避けて、いわゆるロードサイド店が周辺の幹線道路沿いや土地区画整理地区に急速に

増加した。ファミリーレストラン、紳士服、カー用品、家電、スポーツ用品、釣具、靴、書

籍等の物販や、ビデオ・ＣＤの練モ、カラオケ等のサービス業など多岐にわたる店舗であっ

た。その多くが大量仕入れ･ 大量販売によるローコストを武器にしたチェーン店であった20。

（付記）

2015年11 月万博跡地には三井不動産系列の大型商業施設「エキスポシティ」が開業して

いる。「ショッピングとエンターテイメントの融合」をテーマに、店舗面積は約88,  000 ㎡

（約310 店舗）、他に動物園、海族館、美術館等を併設し（延面積約22 万㎡）、約５割が非

物販であるという（非物販の売上高は全体の約２割）。初年度の来場者が2400 万人で、2016

年度売上高は537 億円であった（同社HPhtt :/ ｗｗｗ．ｅｘ C-l  t .ｃｏｍ/、お よび三 井不 動

産ＨＰ、ニュースリリースほか）。がっての万博の来場者（約6, 400万人）、食堂・売店の売

上高（半年で約525 億円）には及ばないものの健闘している。
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(脚注)

１『商業統計表（立地環境別特性統計・概況）』（経済産業省、2007 年）によると、東京都の事

業所数の割合は商業集積地区で55.5%  ( うち、駅周辺型33. 4%) 、神奈川県は49.  1%

(31. 8%) 、大阪府は41.  1%  (23. 1%) である。これを販売額で見ると、東京都は58.  9%

(39. 3%) 、神奈川県は50.9%  (36.4%) 、大阪府は41.2%  (26.2%) となる。

２谷内正往『戦前大阪の鉄道とデパート一都市交通による沿線培養』東方出版、2014 年、同『戦、

前大阪の鉄道駅小売事業』五絃舎、2017 年。

3沖縄海洋博(1975 年、沖縄）が349 万人、国際科学 技術博(1985 年、筑波）が2, 033 万人、国

際花と緑博(1990 年、大阪）が2, 312 万人、愛知万博（2005 年、愛知）が2, 205万人（福間良

明・難波功士・谷本奈穂編著『博覧会の世紀』梓出版社、2009 年）。

４万博の研究には３つの方向がある。第 凵こ「国家間の技術競争」、第２に（消費と娯楽バ 勧業、

観覧車、動く歩道）、第３に「帝国の支配を正当化する文化装置、ディスプレイ」である。万博

には、歴史学のみならず、社会学、美術、建築、文学、思想など様々な研究分野、開催国参加国

問わず、様々な国で研究蓄積かおるという（伊藤真実子『明治日本と万国博覧会』吉川弘文館、

2008 年）。最近の研究で山路勝彦『大阪、賑わいの日々一二つの万国博覧会の解剖学』（関西学

院大学出版会、2014年）は、「高度成長と万博」という観点から、万博の携帯電話展示の先見性、

伝説昔話の光と音による現代化、万博を舞台にした小説の出版に関心を寄せている。

５『朝日新聞』2017 年２月８日付、第31 面。

６この節特にことわらない限り、作道洋太郎「千里ニュータウンの建設と鉄道企業バ『大阪春秋』

第96 号、大阪春秋社、1999 年９月）による。

7その他の新線として、1980 代以降、中央環状線道路沿いに「横の新線」が敷設される。大阪空

港一千里中央一万博公園一門真市を結石大阪高速鉄道（大阪モノレール）である。同社は1980

年12 月設立（大阪府の出資比率5  2 %) され､1982 年３月大阪国際空港一南茨木間の特許取得、

同年工事着手、1990 年６月千里中央一南茨木間、1994 年９月柴原一千里中央間、1997 年４月に

大阪空港一柴原間、同年８月南茨木一門真間が順次開業した（山田駅、蛍池駅、南茨木駅で阪急

線と連絡、千里中央駅で北大阪急行と連絡、京阪門真駅で地下鉄谷町線大日駅と連絡、大阪国際

空港とも連絡）。

8赤坂義浩「ニュータウンアクセス交通の整備過程とリスク負担一大阪府千里ニュータウンを事

例に一」『同志社商学』第56 巻第５・６号、2005 年６月、p 113。

9『日本万国博覧会公式記録』第２巻、日本万国博覧会記念協会、1972 年、p 339。 この時期の

大阪の商業施設については「大阪の商業施設見学コースー万国博にわく商都大阪－」『商店界』

1970 年５月号を参照。

10 大阪大学21 世紀懐徳堂編『なつかしき未来「大阪万博」』創元社、2012 年。

11前掲、赤坂論文。

12同前。

13青木栄一 「街づくりと鉄道」『鉄道ピクトリアル』第625 号、鉄道図書刊行会、1996 年８月。

他に土地整理組合による開発や大規模な住宅地（20～30 万人）になってくると日本住宅公団々

地方自治体がイニシアチブをとることが多い（同前）。

14 前掲、赤坂論文、pll30

15中牧弘允「中空構造で解く千里ニュータウンと大阪万博」（ｲ左野真由子編著『万国博覧会と人

間の歴史』思文閣出版、2015 年）。千里ニュータウンについては『千里ニュータウンの建設』

（大阪府、1970 年）が詳しい。

16この節、豊中市史編さん委員会編『新修豊中市史』第８巻（社会経済）、豊中市、2005 年に

よる0
17 千里ニュータウンについての一次資料として『ニュータウン』25 ～324 号（昭和41 ～54

年）ニュータウン新聞社、『千里タイムズ』1 ～237 号（自昭和37 年６月至昭和44 年12

月）、『千里』1～84 号（自昭和39 年12 月至昭和46 年ｎ 月）等かおる（吹田市立図書館所
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蔵）。一部は吹田市立博物館でも閲覧できる。

18　『大阪商工会議所百年史（本編）』同所、1979 年、pp847-8480 反対に、物価上昇、消費の落

ち込み、不況などかおり、必ずしも良い面だけではなかったと評価されている（同前）。

19前掲『戦前大阪の鉄道駅ﾉ』ヽ売事業』第６章。

20　狭間惠美子「千里・箕面一地元志向とともに広がる郊外型盛り場」サントリー不易流行研

究所編『変わる盛り場－「私」つくり遊ぶ街』学芸出版社、1999 年、p 128-1290

（主要参考文献）

・宮本又次「万国博覧会の歴史一内国勧業博覧会の歴史－」『都市問題研究』第179 号、196o 年

11 月。

・中牧弘允「中空構造で解く千里ニュータウンと大阪万博」佐野真由子編著『万国博覧会と人間

の歴史』思文閣出版、2015 年。

・作道洋太郎「千里ニュータウンの建設と鉄道企業」『大阪春秋』第96 号（ニュータウン特集）、

大阪春秋社、1999 年９月。

･赤坂義浩「ニュータウンアクセス交通の整備過程とリスク負担一大阪府千里ニュータウンを事

例にー」『同志社商学』第56 巻第５・６号、2005 年６月。

・青木栄一「街づくりと鉄道」『鉄道ピクトリアル』第625 号、鉄道図書刊行会、1996 年 ８月。

・豊中市史編さん委員会編『新修豊中市史』第８巻（社会経済）、豊中市、2005 年。

・『千里ニュータウンの建設』大阪府、1970 年。

・『大阪モノレー･ぺ 会社パンフレット。

・『北大阪急行25 三史丿 同社、1994 年。

・『鉄道ビクlヽ リアルj 第762 号（特集：鉄道と博覧会輸送）、鉄道図書刊行会、2005 年６月。

・『日本万Ξ博覧会公式£録』第２巻、日本万国博覧会記念協会、1972 年。

・『社史20 年こ歩みj 株式会社エキスポランド、1992 年。

・（75 年のだ;う二ヽ、 三ﾖﾆ箴）ｊ 阪急電鉄株式会社、1982 年。

・「ニュータウンこ 廴 二友急（社内誌）』第89 号、京阪神急行電鉄株式会社、1962 年８月。

・『万国博三七　ﾐ三无東洋髪済臨時増刊‘70 年版』』第3517 号、東洋経済新報社、1970 年 ２月。

。「大阪の含突施設見学＝一スー万国博にわく商都大阪－」『商店界』1970 年５月号

・福間良明・こと三三二・谷本奈穂編著『博覧会の世紀』梓出版社、2009 年。

・伊藤真実子 二ぎ三三∇こ=ｊ万国博覧会』吉川弘文館、2008 年。

・山路号彦 二こ友八三比卜 こ 三々一二つの万国博覧会の解剖学』関西学院大学出版会、2014年。

・大阪大学ご こと甼三言47 なつかしき未来「大阪万博」』創元社、2012 年。

・（大裏亶二会議ヨニニ三″三支　本擺）』同所、1979 年。

・谷内三倥 二威ヤ匸こそニタデ苴ｊデパート一都市交通による沿線培養』東方出版、2014 年。

・　圜　　: 気丈匸こ廴T芙ﾃ三゙駅う売事業』五絃舎、2017 年。
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