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 道路がわれわれの故郷を改造した力は，十分すぎるほど大きかった……街道はまず地方

民の仕事場と化したのである……いかに広々とした耕地でも原野でも，それを突っ切って

新路線を開いておけば，それへはいつとはかなくどこからともなく人が寄ってくる……交

通業が自由職業になるとともに，新旧街道の両側はあらゆる生計方法の共進会ともなった． 

 

柳田 國男，［1931］1993，『明治大正史世相編新装版』: 179-180. 

 

 

社会の基本構造は，弁証法的相互作用――それは社会的諸矛盾と紛争を，互いに闘争し

永遠に交替していく諸潮流として対立させる――をつうじて，空間パターンに表現される．

その結果は，圧倒的な社会論理をもつ一貫した空間形態ではなく……むしろ，ねじ曲げら

れ乱雑ではあるが，それでも美しい，人間的創造と人間的苦悩のパッチワークなのである． 

 

マニュエル・カステル，1993=2012，「ヨーロッパ都市，情報社会，グローバル経済」: 103．  
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0. 序論 

0.1 研究の背景と目的 

 本論文の目的は，「ロードサイド」と呼ばれるような郊外型の商業集積が，独特のリアリ

ティを有する空間として人々に捉えられるようになる理由を考察することである．この目

的を達成するため，以下では「『ロードサイド』の生起はどのようなアクターの歴史的実践

によって可能となったのか」，そして「『ロードサイド』は，『都市』と『消費』の関係をい

かに変化させたのか」という，二つの問いに答えることを目指す． 

 「ロードサイド」の拡大が叫ばれて久しい．1970 年代から 1980 年代にかけて生起した

この消費空間は，いまや日本全国に広く見られるものとなった．郊外の幹線道路沿いに車

を走らせれば，広大な駐車場を有する，大きな看板を掲げた店舗を，私たちは容易に見つ

けることが出来る．そして多くの場合，こうした商業集積は中心市街地におけるそれと，

全く異なっているように見えるだろう（図 0-1）．私たちは目の前に広がる光景を，中心市

街地と同様のものとして扱うことに明らかな困難を覚えるはずだ．だからこそ私たちは，

そこに「ロードサイド」という，分かったようで分からない曖昧なカテゴリーを当てはめ

るのである． 

 この「ロードサイド1)」と呼ばれる空間が持つ独特のリアリティを，私たちはどのような

                                                 
1) 本論文における「ロードサイド」の概念定義は，既往研究に見られる枠組みを超えるも

のではないということは，前もって述べておきたい．すなわちそれは，ただ単に「1970 年

代以降幹線道路沿いなどに見られるようになった，郊外型の商業集積」を指し示す概念に

すぎない．その立場にとどまるのは，本論文の目的が「ロードサイド」を詳細に定義する

ことではなく，「ロードサイド」という概念でもって名指される商業集積がいかにして生起

可能となったのかを人々の実践から分析し，そしてこの「ロードサイド」という概念が一

図 0-1 典型的な「ロードサイド」の風景（群馬県高崎市にて筆者撮影） 
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形で記述することができるだろうか．社会学の対象として「ロードサイド」を検討するな

らば，このことが当然疑問として出て来る．そして「ロードサイド」を学術的に分析する

こと自体は独自の作業でない以上，「ロードサイド」をいかなるパースペクティブより取り

扱うのかを述べることは，本論文の目的と問いがなぜ重要なのかを説明するためにも，必

須の作業と言える． 

本節では，「ロードサイド」を学術的記述対象として扱おうとしてきた一連の系譜を概観

し，そこにおいて見られる共通の図式を示すとともに，この図式に回収されない本論文の

立ち位置と，その利得を述べたい．先取りして言うのならば，それは「ロードサイド」を

分析概念とすることで，なんらかの社会の変化を説明するのではなく，「ロードサイド」と

いう曖昧な概念が分析概念として運用可能となる状況が，そもそもいかにして形成されて

きたのかを問うことが，社会学的に重要であることを主張するものである． 

 

0.1.1 社会変容の反映体としての「ロードサイド」――郊外論の系譜 

「ロードサイド」はいかにして学術的対象として記述されてきたのか．そのことを理解

するために，まず日本における「ロードサイド」の形態を初めて総合的に分析した，『ロー

ドサイドショップ――その実態と商店街への影響』（中小企業事業団 1993: 34）という商学

の書籍を検討することから始めよう．彼らによれば，ロードサイドショップの増加因は郊

外人口の増加，モータリーゼーションとカーショッピングの普及，道路の整備の進捗，市

街地の中心部などの過密化と魅力低下など，4 つの要因に求められるという．こうした外的

要因の作用によって，1970 年代以降の「カーショッピング時代とともに進展してきたロー

ドサイドショップは，全国各地の幹線道路沿いに……ごく自然にひとつの商業集積を作り

上げ」たのである（高山 1993: 33）．この記述からも分かるように，本書籍において「ロー

ドサイド」の生起は，ある種必然的なものであるとみなされており，その主要な関心はこ

の空間がどのような影響を地域商業に与えているのか，あるいはどのようなニーズによっ

て成立しているのかを分析することにある．ゆえにそこでは，「ロードサイド」は地域社会

や消費者意識の変化が強く反映された空間として対象化されている． 

 そしてこうしたパースペクティブは，郊外を何らかの社会的問題が表象される空間とし

て捉えるような言説においても，広く見られるものである．1990 年代後半以降，この 4 つ

の要因が相互作用的に地域社会を覆い尽くしていった帰結として「ロードサイド」が現れ，

中心市街地が衰退していったのだとする語りが，頻繁に現れるようになるのである．たと

えば評論家である三浦展は，以下のような記述でもって「ロードサイド」を批判している． 

                                                                                                                                               

定の社会的批評の文脈で用いられるほど重要なものとしてみなされる理由を考察すること

だからである．つまりいうなれば本論文は，「ロードサイド」そのものについての論文とい

うよりも，「ロードサイド」というカテゴリーが，人々の実践の中で独特のリアリティを有

するようになる歴史的過程についての論文なのである． 
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 過去 20年間に起きた交通網の整備と総郊外化の波は……地域固有の歴史的風土を徹

底的に崩壊させた．歴史的な街並みを持つ地方の都市中心部はモータリーゼーション

に対応できず衰退し……日本中の地方が二重の意味で衰退し，画一化し，均質化し，「マ

クドナルド化」し，固有の地域性とは無縁の，全国一律の「ファスト風土」が生まれ

たのだ！（三浦 2004: 27-28） 

 

「画一化」し「均質化」した「固有の地域性とは無縁」の空間として「ロードサイド」

を捉え，批判の対象とするこの図式は，特異なものではない．現代社会批評のレパートリ

ーの一つである郊外論や，それと呼応したまちづくり論において，多くの場合「ロードサ

イド」は社会の矛盾が先鋭化した空間として取り扱われてきた2)．たとえば私たちは，以下

の小田光雄（1997）と貞包英之（2015）の文章を見比べる際，そこで扱われている議題が

ほとんど何も変わっていないことに気づくだろう．「ロードサイド」は 1990 年代後半以降，

地域社会の変化を反映する空間として継続的に対象化されてきている． 

  

郊外に移動していったのは人口ばかりではない．郊外に誕生した消費者を対象とし

た新しいビジネスが郊外にやってきた……ロードサイドビジネスは商店街ではなく，

郊外の主要幹線道路沿いの田や畑の中に突然やってきた．そして 1980 年代に入って，

日本の道路沿い
ロ ー ド サ イ ド

の風景は，ロードサイドビジネスの店舗によって占領され，現在では

北海道から沖縄にいたるまで，全国どこでも同じ風景に覆われてしまい．日本のはる

か昔から存在していたかのような錯覚を与える．（小田 1997: 62-63） 

 

「消費社会」の浸透は，地方都市にこうして私的な生活の厚みを増しているが，そ

の状況を具体的によく示しているのが，ロードサイドビジネスの活発化である．先に

みたように 1970 年代以降，自動車の普及が郊外化を加速していくが，それと並行して

郊外を貫通する幹線的道路の脇に中規模の店が目立ち始める．都市生活を支えるため

に必要なありとあらゆる店がロードサイドに集まっている……多くの農地が迅速に商

                                                 
2) ここでは上げていないが，たとえば服部（2006）の「ファスト風土」批判論などは，ま

ちづくり論と郊外論が呼応した一つの典型例としてみなせるであろう．また，こうした批

判的論考に対して疑問を付し，対抗的な議論を行おうとする動きも出つつあることは付し

ておきたい（近森 2013）．それは消費社会の変化をただ嘆くのではなく，こうした空間に

も特有の豊かさがあることを示そうとする動きだといえる．ただし本論文の目的は，「ロー

ドサイド」を批判する郊外論に対しカウンターを張るというよりも，むしろそうした語り

が（肯定的にせよ否定的にせよ）可能となってしまうような社会状況が，いかなる人々の

実践によって構築されたのかを分析することにある．よってこうした「ロードサイド」の

是非に関する議論からは距離を取ることで，今後の論考を進めたい． 



4 

 

業地へと変えられていったのであり，その結果，日本各地の幹線道路を，画一的な景

色が覆い尽くす．（貞包 2015: 155-156） 

 

 なぜこのような議論が時代を超えて可能となるのだろうか．それは彼らが「ロードサイ

ド」を，地域社会や消費者意識の変化が反映された空間として説明しているからに他なら

ない．彼らの議論は，「ロードサイド」を「新しい風俗とか新しい社会，そういうものが顕

在的に見いだされる場所として」みなし，「ひじょうに現代的な問題が現れてくる場所とし

て郊外を考え」ることによって成り立っている（若林 2000: 15）．そしてこの視角より「ロ

ードサイド」は特徴的な空間形態によってカテゴリー化され，以下の様な説明図式のもと，

地域社会の変化を表す空間として繰り返し指し示されてきたのである（図 0-2）．ゆえにこ

こでの「ロードサイド」とは，目の前に存在する消費空間を適切な形で指し示すための分

析概念なのであり，この概念が中心市街地と対置されること，あるいは「均質性」や「画

一性」という性質が付随した空間であることは，彼らにとって自明のことなのだ． 

そしてこの手の議論の批評性が，その理解可能性によって担保されていることを鑑みれ

ば，こうした説明図式が一定の説得力を持ち，その後の郊外や「ロードサイド」を語る様々

な議論においても参照されてきたということは重要である（田中 2014）．というのも，そ

れはこの説明図式が様々な問題点（若林 2007, 2014 の論考を参照）を抱えつつも，社会を

語るためのフレームワークとして一定の魅力を有してきたということを意味するからだ．

つまり私たちの社会の中で「ロードサイド」が，それまでとは異なる様式を持った，重要

な消費空間として存在しており，独特のリアリティを孕んでいることを前提とすることに

よって，彼らは「ロードサイド」を継続的に社会批評の対象たらしめているのである． 

 

0.1.2 郊外論の説明図式はいかにして可能となるのか――人々の実践への着目 

 だが，ここで私たちは以下の様な疑問を持つことができるはずだ．なるほど，巷にある

社会に対する語りの中に，「ロードサイド」という概念は様々な形で染み込んでおり，それ

を理解すること自体は私たちにとって難しいものではない．しかし，そもそもなぜ彼らは

図 0-2 郊外論の説明図式 
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「ロードサイド」という概念を通じて，社会を特定のパースペクティブから語ることがで

きているのだろうか．そしてなぜ私たちは，「ロードサイド」が現代社会の変化を表象して

いるという言説に対し，一定の説得力を感じざるをえないのだろうか．つまり「画一化」

し「均質化」した，「固有の地域性とは無縁」の空間として「ロードサイド」を捉え，そこ

に独特のリアリティを見てとることは，いかにして私たちにとって了解可能な枠組みとな

ったのか，その事自体がそもそも社会学的に問われてしかるべきではないのか． 

もちろんこの枠組が，人々の生活における実感によって担保されていることは間違いな

い．私たちは今，「ロードサイド」という概念を運用することにより，郊外の商業集積を独

特のリアリティとともに想起することができる．「ロードサイド」は，中心市街地などとは

明確に異なるカテゴリーとして社会一般の言説において措定されているのであり，だから

こそ「ロードサイド」に独特の意味を引き受けさせ，社会構造の変化を語るための分析概

念とするような批評が，時代を超えて再生産され続けることが可能となっている．しかし，

そもそもこうした議論が前提として置く，「ロードサイド」の特殊性，カテゴリーとしての

独特のリアリティは，いかにして歴史的に構築されてきたのか．「ロードサイド」が特殊な

消費空間だという前提を，私たちはいかにして共有することとなったのか．その事自体が

問われなければ，「ロードサイド」のリアリティそのものは，決して明らかとならない． 

つまりこういうことである．本論文の目的が，「ロードサイド」という概念が独特のリア

リティを持つようになる理由を考察するものである以上，重要なのは「ロードサイド」と

名指される空間がいかなる社会変容を表象しているのかを論じることではない．むしろ今

までの既往研究では前提視されてきた，「ロードサイド」という概念でもって郊外の商業集

積が想起されるようなセッティングが，そもそもいかなる人々の実践によって歴史的に構

築されたものなのかを分析することが，重要なのである．ゆえに私たちは，「ロードサイド」

を所与の空間として捉えることはできない．そうではなく，「ロードサイド」というカテゴ

リーそのものが，様々な社会構造の変化を受け止めた人々の実践――「ロードサイド」に

対する抵抗的な実践も含めて――によって，はじめて姿を見せるようになったものなのだ

と考えなければならないのである（図 0-3）．  

図 0-3 本論文の説明図式 
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 こうした説明図式を取ることの利得とは何か．それは「ロードサイド」の生成過程にお

ける人々の空間に対する意味付けから，この空間の機能を明らかにすることが出来るとこ

ろにある．今までの「ロードサイド」に関する議論の多くは，中心市街地の衰退を招く要

因として「ロードサイド」を捉えており，ゆえにその機能については消費者意識や交通状

況の変化が反映された空間として説明されるにとどまってきた．しかし，「ロードサイド」

と呼ばれるような消費空間が，まちづくり論などにおいて批判的に語られ，それが一定の

説得力を持つほどリアリティがあるものとして捉えられてきているのであるならば，その

リアリティを作り出している構成要素――すなわち，「ロードサイド」という概念で括られ

る消費空間に人々が集うようになるさまざまな要因――はどのようにして，いかなる形で

作り上げられたものなのかが，「ロードサイド」を取り巻く人々の実践から把握される必要

性がある． 

 つまり，「ロードサイド」と呼ばれるような消費空間を既往研究と異なる形で分析するた

めには，それがいかなる眼差しや活動のもと構築されていったのかを，歴史的な状況性に

拘束された諸アクターの実践から考えていかなければならない．私たちはこのような説明

図式を取ることによって初めて，「ロードサイド」という概念がいかにして現在のような意

味を有するようになったのか，そして「ロードサイド」とはどのような社会的機能を有す

る空間なのかということを，歴史的な人々の実践に寄り添った形で考察することができる

ようになるのである．そしてそれは，郊外論で繰り返し述べられてきた「消費社会」の表

象としての「ロードサイド」が，いかなる存立条件のもと生起し，日本中に敷衍していっ

たのかを，社会学的なかたちで明らかにすることにほかならない． 

 この目的を達成するためにまず必要となる作業は，「ロードサイド」の創造者，すなわち

小売企業の実践を分析することである．自動車交通が増大したからといって自動的に「ロ

ードサイド」が出来るわけではない以上，小売企業を運営する経営者の動機とその背景が，

そこでは議論の俎上に載せられなければならない．なぜ，1970 年代後半，同時代的に多く

の小売企業が，ほとんど人も住んでいないような，田畑が広がる道路沿いに店舗を構える

ことを選んだのだろうか．そして，それはなぜ多くの場合成功し，全国一般に広く見られ

るような商業形態となったのであろうか．いかにして彼らは郊外論で指摘されてきた外部

要因を援用することによって，自らのビジネスモデルを立ち上げることが出来たのだろう

か．そのことが問われる必要性がある． 

 詳しくは 3 章で述べるが，こうした実践を先んじて行った彼らの動機とその背景にある

メカニズムを歴史的文脈に配慮しながら同定していくことは，企業による資本循環の指向

性という内的要因より，「ロードサイド」が実体として立ち上がってくる過程を描くことに

繋がる．またそのことは，同時に「ロードサイド」という概念が郊外型商業集積を表すも

のとして生起し，あやふやながらも定着していくプロセスをも記述することとなるだろう． 

 またこうした分析をより説得力あるものとするために，小売企業の活動と対比させる形
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で，中心市街地の機能と位置を死守しようとした地域の統治連合（Stone 1990）――行政

と都市部商工層によるアソシエーション――の実践を取り上げる必要もある．なぜ彼らは

「ロードサイド」に対して有意な対策を打つことが出来なかったのだろうか．また，そも

そもなぜ彼らは「ロードサイド」に比して劣位なサービス供給体制を強いられることとな

ったのだろうか．これらの疑問に応えるため，4 章ではその時代ごとにおける統治連合の実

践を分析し，その苦悩と行き詰まりを分析する．こうした分析によって私たちは，約 20 年

で「ロードサイド」が一般的な商業集積として眼差されるようになり，鋭い批判を浴びる

ようになったにもかかわらず，むしろその吸引力を増していき，中心市街地をさらなる衰

退に追いやったプロセスを説明することができるようになる． 

 そして最終的に「ロードサイド」で消費するということが当たり前となった 1990 年代以

降，「消費」というものの性質がどう変容していったのかを，最終的には問いたい．すなわ

ちそれは，「都市」と「消費」の関係性変化である．そのために 5 章では「北関東 YKK」

という，1990 年代に急激にその規模を拡大させた郊外型家電量販企業の実践を取り上げる

ことで，「ロードサイド」で生起した消費様式の存在と，その意味を考察する．こうした小

売企業の実践から消費の変化を論じることによって，私たちは消費者という概念にすべて

回収されない形で消費様式の変遷を把握するとともに，日本の消費社会論が有していたパ

ースペクティブの構造的限界性と，その拡張可能性を示すことができる．そしてそれは，

郊外を社会批評的な文脈でもって語ることが，なぜ 1990 年代から 2000 年代にかけて一定

の説得力を有していたのかを理解することの一助にもなるだろう． 

 以上述べたように，本論文は日本の都市において「ロードサイド」とその後呼ばれるよ

うな郊外型の商業集積が同時代的に生起し，消費様式を変えていくに至るメカニズムを，

歴史的な人々の実践の分析を通じて解き明かす．またこの分析を通じて，日本における「都

市」と「消費」の関係性の変化を考察することも目指す．そしてそれは，若林幹夫（2003: 

144）の，「郊外という場所を社会学的に理解するとは，近・現代の社会の地形のなかに郊

外という場を生み出し，その存立を支えてきたメカニズムを分析し，そのような場を人々

が生きることの形と意味を考えることである」という宣言を，彼とは別の文脈にそって受

け止めることでもあるのである． 

 

0.2 本論文の予想される意義 

 本論文の背景と目的について述べた．本節では，本論文の予想される意義について述べ

ておきたい． 

 第一に，本論文には日本において「ロードサイド」と呼ばれるような商業集積がいかに

して生起したのかを，様々な歴史資料の分析から同定するという，社会学的な意義がある．

先述したように「ロードサイド」が認識されるようになった 1990 年代以降，批判的論調で

あれ，あるいはそういうトーンを帯びないものであれ，多くの研究が「ロードサイド」の
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存在とその機能を指摘してきた．しかしながらこうした研究の多くは，「ロードサイド」を

いま現実に存在している社会的な問題を表象した空間であると捉えていたため，「ロードサ

イド」そのものがどのようにして生起してきたのかについてはあまり注意を置いてこなか

った．「ロードサイド」は多くの場合中心市街地の衰退や，都市計画をめぐる問題，あるい

はライフスタイルの変化を指し示すための参照先としてしか価値が置かれてこなかったの

であり，その生成過程はおおよそ資本の作用や法改正，もしくは消費者の意識変化から説

明されるにすぎないものであったのである． 

 しかし，もし「ロードサイド」という言葉に代表されるような形態を有する小売店舗が

都市中心部にも流入し，侵食していくような自体が生じているのだとするならば，当然そ

れほどまでの強さを持つ「ロードサイド的」とでも呼べるような消費様式が，いかにして

社会の中で構築されていったのかは，社会学的に探求されてしかるべきものである．つま

り，今や日本の多くの人々が当たり前に行っている，「自家用車を走らせ，幹線道路沿いの

大型店舗に商品を購入する」という消費様式は，いかなる人々の実践によって可能となっ

たのか，そしてそれはなぜ急激に拡大していくこととなったのかが，それを産みだした小

売企業と，それに対抗する統治連合の営為を中心に分析されなければならない．そしてそ

れは，歴史的な人々の実践から都市空間の形成過程とそのメカニズムを描き出すという点

において，まちづくり論・都市工学に対する，理論的バックボーンを用意することにもな

るのである． 

 第二に，日本における都市構造の歴史的な変化を「消費」という観点から読み解くこと

により，新都市社会学の有する理論的意義を再度捉え返すとともに，それを地域構造研究

に代表される日本のマルクス主義的な都市研究の系譜に接続させる事ができる．日本にお

ける新都市社会学の理解は，吉原直樹や山田操などによる精力的な紹介（Pickvance 1977

＝1982; Castells 1983=1997 など）にもかかわらず，進んでいるとは言いがたく，また福

武直（1954）の農村研究に端を発する地域構造研究の系譜との接合も未だ曖昧なままであ

る．その理由としては様々なものが指摘できうるだろうが，おそらくはその一つとして，

新都市社会学の意義がおおむねシカゴ学派的な理論的系譜へのカウンターとしてのみ取り

扱われ，難渋な議論に終始してしまい，その経験的プログラムの可能性がほぼ閉ざされて

いることに問題があるのではないだろうか． 

 本論文が目指すものは，この問題の解決にある．ゆえに以下の章では，新都市社会学が

有していた実証的研究のパースペクティブ――すなわち資本の循環に伴う都市空間上にお

けるコンフリクトの発生と収束――を，日本における「ロードサイド」の創造とそれへの

抵抗という事象に当てはめ，なおかつその問題を地域構造研究が有してきた様々な知見―

―具体的には都市政治における地域権力者層のネゴシエーションとその諸帰結――の延長

線上に布置することが目標とされる． 

 第三に，1990 年代のバブル崩壊以降急激にその説得力を失ったとされる，消費社会論的
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論考の持つ現代的意義を，「ロードサイド」が産みだした消費様式の分析を通じて再度提起

したい．消費社会論の理論的根幹は，物的欲求の充足により人々の消費が記号的な欲求に

司られるようになったというものであり，ゆえにそれを意識したマーケティングを行った

企業や消費財が研究対象として注目された．だがこうした議論が花開くとともに興隆した

1980-90 年代において，その後実質的に人々の消費を駆動していくようになるのは，郊外に

立地するそうしたマーケティングとは無縁の――だが極めて精緻なロジスティクスを組み

上げた――「ロードサイド」に依拠する形でビジネスモデルを組み上げた小売企業であっ

た．本研究ではこの観点から消費社会論の現在的な意味を考察することによって，現代の

都市と消費をめぐる関係性を問いなおしてみたい．このことにより，本研究は消費をめぐ

る日本社会学の知見を，再度現代の都市空間の中に敷衍することに貢献するのである． 

 

0.3 本論文の構成 

以下では，本論文の構成について説明する．本論は 5 章からなっており，1 章で都市社会

学を中心に先行研究を検討することで，本論文のパースペクティブを提示する．都市社会

学を主な先行研究とするのは，斯学における「都市」概念をめぐる理論的論争が，本論文

の枠組みを決定する上で，重要な知見を提供しているからである．2 章では，3 章以降の前

提となる日本における商業構造と法制度の変化を論述し，商業の郊外化がいつ頃より始ま

ったものなのか，そしてその要因として何が措定可能かを論じる．3・4・5 章においては，

以上の議論を前提として，特定の時代状況下における人々の実践を利害関係の異なるアク

ターごとに描き出す．こうした分析を通じて，本論文では「ロードサイド」がいかにして

生起し，そして「都市」と「消費」の関係性を変化させていったのかを考察したい． 

この各章で扱う具体的事例に関して，分析の対象，その対象への主な参与者，対象年代，

キーワード，そして用いる主な資料についてまとめたものが，表 0-1 となる．以下ではこの

表を参照しながら，各章で行う議論について簡略に述べる． 

表 0-1 各章で扱う事例 

  2章 3章 4章 5章 

分析対象 
商業構造と法制度

の歴史的変化 

「ロードサイド」の生

起を支えた実践 

「ロードサイド」への

対抗実践 

「ロードサイド」が産

み出す消費様式 

主な参与者 国家・地方行政 
小売企業・商業コ

ンサルタント 

商工会議所・商工

業者（≒統治連合） 
家電量販企業 

対象年代 1970-90年代 1970-80年代 1970-90年代 1980-90年代 

キーワード 商業の郊外化 チェーンストア理論 地域開発レジーム 安売り 

主な資料 
行政文書・ 

統計データ 

業界誌・ 

ビジネス本 
商工会誌 

業界誌・ 

ビジネス本 
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 1 章「先行研究の検討と本論文の方針」では，先行研究として都市を概念的に規定するこ

とで，都市を特殊な社会集団を生み出す空間として捉えようとした人間生態学的アプロー

チと，都市をそれとは別の形で取り扱おうとした，マニュエル・カステルの議論を検討す

る．その上で，本研究の問いに答えるための方法論の整備を，1980 年代におけるネオ・ヴ

ェーバリアンの議論を参考とすることで行い，本論文の方針を述べる． 

 1.1 では，都市を概念的に規定することによって，都市的生活様式という言葉でくくられ

るような，都市的心性が存在することを証明しようとした，先人の議論を取り上げるとと

もに，その限界を指摘する．都市を外在的な要件でもって定義することの構造的限定性は，

それが当事者概念として様々な運用をされている以上，その要件定義の正当性が確保され

ず，なおかつそこからこぼれ落ちる事象をすくい取ることができないということにある．

曖昧な「ロードサイド」のリアリティという対象を考えるとき，私たちは「ロードサイド」

を厳密に定義した上で，議論をすすめることは困難である． 

 1.2 では，カステルが 1.1 にて指摘したような問題を抱えていたことを示した上で，彼が

それに対して行った解決策を参照する．マルクス主義理論を範として議論を行ってきたカ

ステルが，都市社会運動という階級闘争では捉えがたい対象を扱おうとした際，取った手

段はこの概念規定の逆用であった．都市概念がどうしても捉えようがないほど曖昧で，歴

史的に可変的なものであるとするならば，まさにそうした都市概念にたいする意味付けを

主体的に変えていく人々の実践を分析すればよい，というアプローチを取ったのである．

こうしたアプローチから「ロードサイド」を分析するのならば，それは「ロードサイド」

が人々の実践によって，空間上においても，概念上においても構築されていくプロセスを

分析することとなる． 

 1.3 では，このカステルの議論を下敷きとして，ネオ・ヴェーバリアンによる消費様式の

変化についての議論を参照することで，本論文の方針を定める．具体的には，カステルの

図式が，階級闘争概念の残余と「都市的なるもの」の規範的な運用によってその可能性が

狭められていることを指摘する．そしてその解決可能性を，「消費の社会学」と呼ばれる一

連の研究領野が示していることを論じ，その結果としてサービス供給者――小売企業や地

域の統治連合――の実践に着目することで，「ロードサイド」の生起プロセスを論じること

ができることを示す． 

1.4 では，以上の議論を下敷きとして，2 章から 5 章の各章における分析事例が，どの部

分において理論的枠組みと本論文の問いに対応しているのかについて述べる． 

 2 章「戦後日本の地方都市における商業集積の変化とその制度的要因――群馬県高崎市を

事例に」では，群馬県中央部をケーススタディとして，日本の地方都市において統計的指

標や商業集積の形状がどのように変化してきたのかを分析するとともに，「ロードサイド」

が出てくるに至る制度的要因を，その後の議論のために検討する．分析の焦点となるのは，

少なくとも 1970 年代以降の群馬県中央部において，商業郊外化は一貫とした傾向であった
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こと，そしてその背景には，郊外人口の増加などの既往研究で指摘されてきた外的要因と，

制度的要因の複雑な関係性が存在したことである 

3 章「『ロードサイド』の生起――小売企業と商業コンサルタントによる循環的知の伝達」

では，1970 年代から 80 年代にかけ今私たちが「ロードサイド」と呼ぶような消費空間が，

日本において生起したことを論じる．ここで分析の焦点となるのは，当時まるで商業施設

が存在せず，そこに出店することが一般的ではなかった郊外の幹線道路沿いに専門店が出

店を行うに至る背景には，GMS（General Merchandize Store）による SC（Shopping Center）

出店の停滞と小売企業における組織構造の発達があったこと，さらにそれを後押ししたの

は，戦後より現れた商業コンサルタントによる「チェーンストア理論」という知識体系の

伝達と，それが受け入れられるに足るような，都市をめぐる環境的土壌があったというこ

とである．つまりそれは，小売業のロジックが都市についてのそれを上回る形で履行され

る背景には，人口集中などの都市的な要因が作用していたということを意味しているとと

もに，「ロードサイド」という概念の構築と，そう呼称されるような空間の生成が，相互作

用的であったことを意味している． 

4 章「『ロードサイド』への自壊的対抗――高崎商工会議所による「地域開発レジーム3)」

への参与メカニズム」では，前章で扱った「ロードサイド」の生起に対抗しようとしたも

のの，結果的には不首尾に終わった統治連合の実践を，高崎商工会議所とそれと緊密な関

係にあった中心市街地の商工業者を中心とすることで取り上げる．ここで分析の焦点とな

るのは，彼らが決して機能不全になっていたわけでも，あるいは同時代的に見て問題のあ

る活動を行っていたわけでもなく，むしろ極めて良好な形で様々な活動を行っていたにも

かかわらず，「ロードサイド」の生起を止めるような諸施策を打つことが出来なかったとい

うことである．そしてその原因は，彼らのアソシエーションの原動力たる「地域社会の発

展」というアジェンダ――地域の規範――が，「ロードサイド」の防止に関しては逆機能的

要件として働いたことと，その逆機能性を地域社会の均衡的な政治力学が後押ししたこと

に求められる． 

5 章「『ロードサイド』の跳躍――郊外型家電量販企業の爆発的拡大と消費様式の変化」

では，こうした「ロードサイド」の生起と発達にともなって，どのような消費様式が支配

的となっていったのかを，1990 年代の北関東における家電量販店の競争と成長の過程と，

それに付随して生じた「安さ」イメージの記号化から分析する．ここで分析の焦点となる

のは，資本・人材に乏しい新興小売企業が 1990 年代に爆発的成長に達し得たバックグラウ

ンドには，3 章で指摘したような知識の伝達体制と，それを効率的に機能させる物流システ

                                                 
3) ここでの「地域開発レジーム」の定義は，中澤（2005: 34-39）のものに従う．すなわち

それは，「成長主義と地域開発」（中澤 2005: 36）を規範とし，「中央省庁からの補助金や誘

致した企業からの収入に代表される外部資源」（中澤 2005: 36）の獲得を目指していく統治

連合のことを指す分析概念である． 
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ムの浸透が存在したこと，そしてそれを背景とした企業活動の拡大の果てに激しい「安売

り」が「ロードサイド」で生じたこと，さらにこの競争が，今までの消費社会論では議論

されてこなかったような安さのイメージをめぐる争いを産みだし，結果的にその後ロード

サイドに行くことが当たり前となるような消費様式を創りだしたことである．つまりそこ

では，「安売り」と「ロードサイド」を結びつけるような小売企業の実践が，「ロードサイ

ド」のリアリティを形作るとともに，その実践もまた「ロードサイド」の特徴によって成

立していたという，循環的な消費様式の生成構造が分析される． 

 6 章「結論」では，1 章から 5 章の論考で得られた知見を総合的に捉え直した上で，本論

文の意義と今後の課題を述べる．  
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1. 先行研究の検討と本論文の方針 

本章では，先行研究の検討を通じて本論文の方針を示すことを目的とする．そのために，

まず従来の都市社会学における「都市」概念をめぐる議論を参照し，本論文の問題関心が，

彼らの方法論において解決され得ないものであることを示す．続いて，カステルによる伝

統的都市社会学への批判と彼の理論枠組みを参照し，その中に存在する「都市」概念の取

り扱い方のラディカルな変化と，その可能性を指摘する．本論文はこの点において新都市

社会学の理論的枠組を，彼らのマルクス主義的な規範性を注意深く取り除いた上で用いる．

そしてその後，ネオ・ヴェーバリアンが 1970 年代後半以降議論してきた「消費の社会学」

の動向を理解した上で，カステルのパースペクティブを本論文に合わせた形で拡張するこ

とができることを示した後，「ロードサイド」を分析する際，「消費者」ではなく消費サー

ビスの「供給者」の実践に着目する意義を提示する．最後に，こうした一連の議論をふま

え，2 章以降で扱う事例の概要を述べながら，それぞれの事例がなぜこうしたアプローチで

取り組まれなければならないのかを示す． 

つまり，本章では以下の要件の達成を目的とする．①一般的に都市社会学で取られてい

る，都市を操作的に定義するアプローチでは，本論文の目的が達成できないこと．②その

打開策は，カステルの『都市とグラスルーツ』における，都市を人々の実践による歴史的

な構築物としてみなすパースペクティブに求められること．③このカステルの議論を本論

文の対象である「ロードサイド」に適用するためには，消費を産業論的枠組みから説明し

ようとした，ネオ・ヴェーバリアンの議論を参照する必要があること．以上 3 つを，各節

において説明したい． 

本章の構成は以下のようになっている．  

1.1 では，都市社会学における都市化（Urbanization）と，「都市」概念をめぐる一連の

議論を参照することで，都市社会学において都市がいかに定義されてきたのかを示し，そ

の限界性を指摘する．先行研究においては，都市という概念を何らかの形でカテゴリー化

し，その変化を統計やフィールドワークによって明らかにするという手法で研究が進めら

れてきた．だがこうした手法は都市，あるいは都市化を外在的な要件で定義せざるを得な

いため，その定義をめぐって多くの論争を生んだ． 

都市を分析概念とするアプローチの限界は，そもそもこうした都市の定義が，私たちの

理解可能性に依拠せざるをえないという点にある．つまり，その規定の正当性は，必然的

に私たちがその概念規定を受け入れ可能であることに担保されているのである．そしてこ

うした定義の理解可能性が歴史的・空間的に揺れ動くものである以上，その定義は確定し

得ないし，また私たちの理解を超えるような都市空間のダイナミズムを理解することは不

可能となる．よって，「ロードサイド」が概念としても，その概念を指し示す商業集積とし

ても生起する過程を理解するためには，「都市」や「ロードサイド」を分析概念とすること

はできない． 
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1.2 では，こうした問題点を受け止めた上で，カステルの「都市社会変動」に関する議論

を参照点とし，本論文の方向性を策定する．『都市とグラスルーツ』（Castells 1983）にお

いて彼が分析対象を構造から主体へと転換したことは，この問題の解決を企図したものと

しても理解可能である．つまり都市空間の変動要因を，何らかの外的要因からのみ説明す

ることが原理的に不可能である以上，分析対象としては人々の都市に対する主観的な意味

付けのみ――研究者による「都市」概念の規定もそこに含まれる――がそこでは価値を帯

びる．都市はそこにあるのではなく，人々によって運用される概念なのであって，それが

人々の衝突的かつ対抗的な実践の応酬によって変化していく過程を描くことが，都市社会

学の重要なテーマとして遡上してくる．それは分析概念として都市という概念を運用する

のではなく，人々の実践による主観的な意味体系付与の歴史的構築物として，都市をみな

すアプローチである． 

もちろんカステルの議論に問題点がないわけではない．彼の議論はなおも強いマルクス

主義的な枠組みの影響下にあり，特に「都市的なるもの」という概念の規範的な運用と，

都市社会運動の説明図式としてしかこの議論が用いられていないことが，このパースペク

ティブの適用可能性を過度に狭いものとしている．私たちが「ロードサイド」をこのパー

スペクティブにそって対象化するためには，この問題性を解決しなければならない． 

1.3 では，そのためのより糸をネオ・ヴェーバリアンの消費に関する議論に求める．1980

年代のイギリスにおいて生じた，サッチャリズムの席巻と社会構造の激変に対し，イギリ

スの社会学者は何らかの説明を行う必要性を迫られた．そこで出てきたのが，社会階級で

はなく消費セクターという概念を用いることによって社会を説明するというアプローチで

ある．そこでは，消費手段の有無やその市場化という産業論的要因が，「非階級的な物的利

益」（Saunders 1984: 206）に基づく人々の消費様式の変化を生み出し，社会変動を促すと

主張されたのであった． 

こうした議論を参照するとき，私たちは「ロードサイド」の生起を，都市社会変動をも

たらす消費セクターの構造変化であるとみなすことができる．しかもそれはアラン・ウォ

ード（Warde 1990）が指摘したように，消費者ではなく消費サービスの供給側の実践によ

って形作られたものである以上，必然的に都市をめぐる人々の歴史的な実践が，「ロードサ

イド」を創りだし，それが独特のリアリティを帯びるメカニズムを説明する図式となって

いるのである． 

1.4 では，以上の議論をまとめ，本論文の方針と次章以降の展開を示す． 

 

1.1 分析概念としての都市――都市を操作的に定義することの限界性 

本節の目的は，都市社会学における「都市」概念の定義に関する議論を検討することで，

本論文が先行研究の問題点をいかにして乗りこえるのかという方針を示すことにある．つ

まり，本論文の目的を達成するためには，既往研究に見られるような，都市に関する概念
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を何らかの要件で定義し分析概念として用いるのではなく，まさにそうした都市概念の定

義が可能となるような条件を，人々の実践から検討する必要性があるということを，以下

では論じる． 

伝統的な都市社会学における議論の多くは，一貫して都市化の理論をどう定式化するの

か，そして都市という概念をどう規定するのかをめぐって争われたものであった．都市と

いう概念は分析概念として用いられてきたのである．ゆえに都市が都市社会学において問

われる場合，それは何らかの要件定義によって都市を定式化し，そこから都市ならではの

社会集団の存在とその機能を記述することで，その連関性を考察するということが行われ

てきた．本節ではその流れを極めて簡略にではあるものの示すことによって，こうしたフ

レームワークの持つ効用とその限界を示したい． 

 

1.1.1 都市社会学者は都市をいかにして定義してきたのか 

ますロバート・パークによる，以下の有名な論考から始めたい．彼は「都市――都市環

境における人間行動研究のための提案」において，都市をこう定義する． 

 

 都市は，一種の心の状態，すなわち慣習や伝統の集合体であり，もともとこれらの

慣習のなかに息づいており，その伝統とともに受け継がれている組織された態度や感

情の集合体である．換言すれば，都市とは，たんなる物的装置や人工的構造物ではな

い．都市とは，それを構成している人びとの生活過程に関与している．つまり，それ

は自然の産物であり，とくに人間という自然の産物である……これらの諸力が協働し

て生み出す人々と諸制度の典型的な配置を記述しようとする科学は，われわれが植物

生態学や動物生態学と区別して，人間生態学と呼ぶものである．交通と通信，路面軌

道と電話，新聞と広告，鉄骨構造とエレベータ――じっさい，都市人口の流動性と集

中を同時に増大させる傾向にあるものすべて――は，都市の生態学的組織の基本的要

因である．（Park 1925=2011: 41） 

 

ここで述べられているのは，都市を社会学的対象として扱うための方法論であるとみな

すことができる．都市を地理学的4)，あるいは都市工学的なアプローチでなく社会学的に扱

                                                 
4) 本論文における主眼ではないが，都市を地理学的に取り扱うということについての歴史

的系譜をここに付しておきたい．古典的地理学において，都市はそのまま，地誌的記述の

対象であるとともに，所与の存在であった．ゆえにそこに都市を定義するという問題は無

かったと言って良い．これが問題化され，都市が独自の形で定義されるようになるのは，

1930 年代のドイツにて，科学的手法を用いた経済地理学が発達してからである．ゆえに，

そこでは都市は何らかの心性を生み出すような装置としてよりも，単純な経済機能の結節

機関として捉えるようなアプローチが主流となった． 

たとえば，中心地理論を提唱した，近代地理学の立役者の 1 人であるヴァルター・クリ



16 

 

わねばならないのは，それが「たんなる物的装置や人工構造物」ではなく，「慣習や伝統の

集合体」であるからに他ならない．都市が「文明人の自然な生息地」であり，「独特の文化

タイプによって特徴づけられる文化地域」（Park 1925=2011: 42）であると捉えられるから

こそ，都市という概念を運用することによって，ある特定の空間や社会集団を分析するこ

とが許容される．つまり彼は，特定の心性・社会集団を生み出す空間形態として都市を規

定することによって，自らの研究領野を確立しようとしているのである． 

そしてこうした都市的心性を作り出すものとして指摘されているのが，「都市人口の流動

性と集中を同時に増大させる傾向にあるものすべて」であり，具体的には種々の交通・通

信手段である．パークは言う． 

 

都市における交通・通信の近代的方法――電車，自動車，電話，そしてラジオ――

は，近年，近代都市における社会組織と産業組織を，知らず知らずのうちに急速に変

化させた．それらは，業務地区に交通を集中させる手段であり，小売業の性格全体を

変化させ，住宅地を郊外に増殖させ，百貨店を可能にした．（Park 1925=2011: 63） 

 

 彼によれば都市に人々が流入し，その規模をますます拡大させていくのは，テクノロジ

ーの貫入がそれを可能としているからに他ならない．そしてそれが人々によって利用され，

「コミュニティにおける個人の結合が，直接的，体面的，『第一次的』関係から，間接的な

『第二次的』関係に置き換えられたという事実」（Park 1925=2011: 63）が，人々の都市的

                                                                                                                                               

スタラーは，主著「都市の立地と発展」にて，以下のように主張している．「われわれが本

書で考察するのは，『都市』という全体的な現象ではなく，都市の特定の徴表に限られるが，

もちろんその徴表は都市の概念にとっても聚落地理にとっても決定的に重要なものである．

それは……『それを囲む地方的な環境の中心点となり，外界との地方的交通の媒介者とな

る』ことである……聚落という言葉は，実際において，きわめて多義的であり，特にそれ

はわれわれの心裡に直ちに街路・家屋・塔のような具体的な現象態を思い起こさせるが，

このような現象態はわれわれにとって重要な事実の一義性を蔽いかくす恐れがある．けだ

し，この場合には，このような複雑な現象としての『聚落』が考えられてはならないので，

むしろ中心点となるという機能の立地，いわば聚落の幾何学的な位置だけが考えられなけ

ればならないからである．それゆえに，われわれは，以下においては，中心地点という言

葉だけを用いることにする．」（Christaller 1933=1969: 19-22） 

このように地理学における分析が都市の幾何学的分布という側面に強く傾いたことは，

クリスタラーの議論を遥かに超える形で，その後の地理学の方向性を決定した．こうした

経済地理学においても，社会学のそれと類似の都市概念が提起されていたにもかかわらず，

計量的手法が頒布する中で都市をどのように規定するのかという原論は忘れ去られ，計測

の手法やその適用可能性のみが広く議論されるようになったのである．それは 1970 年代以

降，新都市社会学と同時的に勃興したマルクス主義地理学によって，このイデオロギーが

強く批判されるまで継続した傾向であった．ゆえにそれ以前，地理学では社会学のような，

都市概念をめぐる論争は生じえず，その後においても計量的なアプローチと都市概念の等

閑視は根強く残る傾向にあった（Johnston 1979=1997）．このことは，本論文が地理学に

おける「都市」概念の系譜について，詳しく説明しないことの理由の一つである． 
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心性を形作る根拠とされている．その意味において，彼の議論は「交通・通信技術の発達

による都市空間拡大・人口集中」→「人々のコミュニケーション様式変化」→「都市的心

性の形成」という段階を踏んでおり，そしてそのことによって都市に関する具体的な記述

と，社会学的記述の双方の両立を可能としている． 

 ここで考えねばならないのは，この論法における「人々のコミュニケーション様式変化」

という命題の重要性である．こうしたパースペクティブから社会学的に都市を研究するこ

とが可能となるのは，都市化が都市的心性を生み出すという仮説があるからに他ならない．

そしてこの仮説を担保するのは，都市空間の拡大や人口集中に伴って人々のコミュニケー

ション様式が変化するという命題である．ゆえにこのパースペクティブから都市社会学的

に研究を行うためには，この仮説における第一命題から第二命題，そして第二命題から第

三命題を接続する因果関係を実証することが求められる．つまりここでの主要な問題は，

都市空間の拡大・人口集中が何らかの社会集団のコミュニケーション様式を変化させてい

るのかどうか，そしてそのことが都市的心性とでも呼べるような，独特の心理状態を形作

るのか，なのである． 

 そしてこの問題は，その後の都市社会学においても基本的に受け継がれてきたロジック

である．ルイス・ワースは以下の様な議論をしている． 

 

 社会学的に有意義な都市の定義は，人間の集団生活の独特の様式として特徴づけら

れるアーバニズムの諸要素を選び出そうとするものである……アーバニズム，つまり

都市において特徴的な生活様式を構成する諸特性の複合体と，都市化，すなわちこれ

らの要因の発展と拡大は……とくに大都市にもっとも顕著に現れる……都市は相対的

に大きく，密度が高く，社会的に異質な諸個人からなる，永続的な居住地である……

都市について研究する社会学者にとって中心的な問題は，大量の異質的な諸個人から

なる，相対的に永続的で密度の高い居住地に典型的に現れる社会的行為と社会組織の

諸形態を発見することである．（Wirth 1938=2011: 93-99） 

 

ワースによれば，社会学的に都市を研究することの重要性は，それが「人間の集団生活

の独特の様式」を生み出すとともに，その傾向が人口密度と都市規模の増大によってより

顕著となるからである5)．そしてこうした都市化の増大によって都市的生活様式とでも呼べ

るような「社会的行為と社会組織の諸形態を発見すること」が，都市社会学のミッション

                                                 
5) ところでこの図式が，ボードリヤールの消費社会論においても一部共有されていたもの

であるということは，認識されておいて良いであろう．「人口密度の高さはそれ自体として

は魅力的だが，都市の言説とはまさしく競争そのものである……産業の集中が常に材の生

産の増大をもたらすのと同様，都市への人口集中もまた欲求の限りない発生をもたらす…

…都市への人口集中（つまり差異化）は生産力の発達より急速になされるが，この事実こ

そは都市における疎外現象の基礎である．」（Boudrillard 1970=[1979]1995: 74-75） 
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とされる．よって私たちはここでも，上記の「交通・通信技術の発達による都市空間拡大・

人口集中」→「人々のコミュニケーション様式変化」→「都市的心性の形成」というロジ

ックを見て取ることができるのである． 

そしてこうしたロジックが，都市社会学一般に広く共有されていたものであるとみなす

ことは可能だろう．というのもこのパークの議論を色濃く受け継いだワースのアーバニズ

ム論は，批判的見地にせよ肯定的見地にせよ，その後の都市社会学における議論に強い影

響力を与えたからである．松本康（2011）によれば，それはワースの定式化が明確である

一方で，従属変数と独立変数の取り扱いが問題とされたからであるという．つまり，現実

の都市において，第一次的接触が随意的に減少するのか，また二次的接触の増大は果たし

て都市化によるものだけか，という詳細な構成要件がもっぱら問題化された一方，そのロ

ジックは受け止められ，広く膾炙されたのである． 

しかし本論文において問われるのは構成要件の精緻化――都市化をいかに指数化するの

か，あるいは都市の構成要件を無限に指摘するなど――ではなく，このロジックの構造的

限界性である．このロジックを共有した理論群は，様々な要件によって規定された都市と

社会集団の心性が相互作用的に規定されているということを示そうとするという点におい

て，共通項が見いだされる．それは「集合的水準と心理的水準を往復する『風が吹けば桶

屋が儲かる』式の理論」（松本 2011: 222）であり，その構造自体は，著者それぞれにおい

て変数がたとえ異なる要件を持つのだとしても，同様のものである．つまりそこでは，あ

る要件に基づいた都市の条件が都市に居住する社会集団の心性を形作り，またそうした心

性によって，都市の条件も強化されるのだというロジックの構造をみることができる． 

だが，そうした要件の定義とロジックの接続性はいかにして私たちにとって理解可能か．

おそらくその理解可能性が，私たちがそうした都市の定義を受け入れ可能であるという次

元にしか求められないという点に，本論文は着目したい．都市に居住している人々が，事

実そうした都市的心性を有しているという予断以外に，この定式を正当化する論拠が存在

しえないという点が，このロジックが広く受け入れられた一方で，その要件定義が全く定

まらなかった理由を説明しているのである． 

どういうことか．それは都市を何らかの定義に帰属させるさい，その正当性が私たち，

あるいはその研究者の都市の捉え方に依拠しているということに，本質的な困難性が存在

するということである．都市を独立変数とみなすことで，都市社会学者は都市に生きる人々

に対し，独特の意味付けを行い，それによって自らの立ち位置を確保しようとしてきた．

しかしその仮説をたてる際，そのロジックの構造上都市に対して操作的な定義を与えざる

を得ないために，その定義が果たして都市を適切に表象しているのかについて疑義を孕ま

ざるをえないという点に，このロジックの限界性が現れている． 

それは具体的な事例を見てみれば明らかである．倉沢進の議論を見てみよう． 
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このような〔ワースによる〕アーバニズム図式の説く都市的生活様式を構成する個々

の命題については，そのすべてが，多くの人々の日常生活の経験とも合致し，異論の

余地は少ないであろう……しかし……アーバニズム図式のあげる生活様式上の特徴が，

都市的生活様式の主要な要素を適切に取り上げたものか，都市要因との関連付け方が

適切か……都市的生活様式の定式化の仕方にはアーバニズム図式と異なる仕方があり

うるのではないか．アーバニズム論の弱点は，都市の定義の基礎である，集落ないし

集落社会と十分に関連付けられていない点にある……集落社会とは……他者と協働し

て社会的共同生活を営む単位である．そしてその共同生活の様式に，基本的に都市的

なそれと，村落的なそれが区別される．とすれば都市的生活様式は，共同生活の様式

の一つの典型として設定される必要があろう……このような視点から見ると，都市の

機能的定義，たとえば鈴木栄太郎の結節機関説は新たな意味を持ってくる．（倉沢 

1984: 51-54） 

 

ここで倉沢は，ワースのアーバニズム図式のロジックについては反駁していない．つま

り，何らかの都市的要素の増大が，人々の都市的心性の増大を招くというロジックそのも

のについては認めている．彼が問題視しているのは，ワースの都市的生活様式の要件定義

である．つまり「アーバニズム図式のあげる生活様式上の特徴」が，「都市要因との関連付

け方が適切か」どうかが怪しいため，「異なる仕方」が必要であると，ここでは主張されて

いる．そしてその解決策は，倉沢にとって「集落ないし集落社会」との関連付けにある．

どのような社会集団であれ，何らかの形で「共同生活」を営まざるをえない以上，人々の

生活様式形態の共通形態としてそれが認知される．だがその範囲の大小において，「都市的

のそれ」と「村落のそれ」が大きく異なることから，そこで峻別が可能であると議論され

る．そしてこの倉沢によって定義された都市的生活様式が，鈴木の言う「結節機関」の存

在なくしてあり得ないことから，ワースの議論に対置される形で置かれた鈴木の議論が有

効性を持つと提起されるのである． 

だが，こうした倉沢の議論においても，「都市」概念を操作的に定義しているという点は

変わらない．ゆえに彼の都市的生活様式の命題は，「日常的な経験」との合致でしか正当化

されえず，そこで都市という概念が「集落ないし集落社会」と特別に関連付けられなけれ

ばならない論拠は今ひとつはっきりしない．その理論枠組みの正当性を示す適切さが，私

たちの理解可能性に委ねられている以上，その論理展開はどうしても不明瞭なものとなる． 

もちろん，集落社会の構造的差異が「都市」と「村落」を隔てているという主張は，私

たちにとって理解可能ではある．しかし，理解可能であるからといって，それが都市とい

う概念を適切に表象しているかどうかは別問題である．なぜそれがワースの都市的生活様

式の定義よりも優越なものなのか．そのオルタナティビティにはどのような意味があるの

か．倉沢の記述は事例と自らの概念の適合性のみに終止しており，ワースの図式との関係
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性を明確に示す論拠は出てこない．しかしそれは，都市にまつわる概念が人々の中で絶え

ず作り変えられ，あらゆる形態を取りうることを考慮すれば，当然の帰結といえる．操作

的な定義でもって「都市」概念を規定することで，なんらかの都市的生活様式・あるいは

都市的心性を説明しようとする都市社会学の理論的試みは，普遍的な回答を提示すること

が出来ない．ゆえにその要件定義はパラレルにいくつもの近似的パターンをもたざるを得

ず，なおかつその間の連関性ははっきりとしないのである6)． 

 

1.1.2 「ロードサイド」の定義不能性 

こうした問題はなぜ生じるのか．それは「都市」概念が基本的に分析概念ではなく，当

事者概念だという点に起因する．都市の定義が論者において様々な形をとってきたのは，

都市が事実として歴史的・空間的に様々な形でカテゴリー化・概念化されてきたからなの

である．もちろんそのカテゴリー化のパターンは，ある一定の方向性に規定されはしてい

るものの（近代以降の「都市」概念が産業化と切り離せないように），そのバリエーション

は多様であり，様々な意味を内部に有している．そしてそれは都市にまつわる概念が，歴

史的に人々の様々な実践において可変的に形成されてきたからにほかならない．ゆえに，

都市，あるいはそれに類する概念を用いて，何らかの社会の変化を説明しようとするモデ

ルは，常にその説明妥当性を――より正確に言うのならば「都市」概念の多様性を縮減す

ることの意義を――問われることとなる． 

こうした問題性は，本論文の目的を達成する上で致命的なものである．確かに，郊外論

がしばしば行ってきたように，都市を交通手段の増大とその集中によって定義し，「ロード

サイド」をその重心移動の現れとして説明すること，あるいはそこから郊外に居住する人々

特有の心性を示すことは，「可能」ではあるかもしれない．だがこうしたアプローチは，な

ぜそのパースペクティブから説明せねばならないのかという問いに対して，決定的な返答

を行うことが出来ない．なぜならば，「ロードサイド」という概念によって指し示される事

                                                 
6) さて，私たちはこの問題系に多種多様な研究者の図式を投入可能であることに気づくだ

ろう．奥井復太郎（1940）の「都市結節機能」論，鈴木栄太郎（1957）の「結節機関」説，

矢崎武夫（1960）の「統合機関」説，本文で取り扱った倉沢（1984）の「専門処理機関」

説，あるいは若林（1999）の「二次的定住」，「共異体＝共移体」論，吉見俊哉（［1987］

2008: 22）による「まなざしの同時的・循環的なダイナミズム」に着目した「上演論的アプ

ローチ」など，日本の著名な社会学者に限ってみても，多くの人々が「都市」という概念

に対して独自の意味付けを与えている．そしてこのいずれもが，相応の説得力を持ち，相

応に対象を記述できており，相応に正しいのである．私たちは，こうした枠組みが間違っ

ているというつもりはない．そうではなく，こうした都市を要件から定義する手法には，

それ自体に固有の構造的な盲点が存在しており，決して記述し得ない対象が存在すること，

そしてその対象を記述することもまた，都市社会学的に見て非常に重要な課題であるとい

うことを主張したいのである．そしてそれは，特定の空間を名指すカテゴリー化，すなわ

ちこうした要件定義そのものがいかにして可能となるのかを，歴史的な人々の実践を通じ

て理解することにほかならない． 
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象が多岐にわたる以上，その縮減の正当性は消極的な形でしか示し得ないからである．そ

れは，「ロードサイド」のある特徴を示すことになったとしても，「ロードサイド」の意味

を，そのリアリティを描くことにはならない． 

さらにこうした都市の操作的な定義とカテゴリー化が，私たちの理解可能性によってい

るという事実は，このアプローチによっては都市空間の構造変化を人々の実践に即した形

で説明することが困難であるということも指し示している．つまり私たちが前提視してい

るような都市の状況について，それがどのようにして形成されたのかということについて，

こうしたアプローチからは答えることが出来ないという点に，この方法論の本質的な限界

が存在する． 

つまりこういうことである．「ロードサイド」という都市空間の一部を指し示す概念は，

当然のことながらそうした概念によって指し示される消費空間に先んじて構築されたもの

ではない．「ロードサイド」という概念は，この消費空間を何らかの形で区分する必要に迫

られ，カテゴリー化した人々の実践によって生まれたのである．よって，「ロードサイド」

という対象を分析の俎上に載せるためには，そうしたカテゴリー化の実践が，どのような

空間の改変にともなって生起したのか，そしてそれにはどのような背景が存在したのかを，

当事者レベルで把握しなければならなくなる．だから私たちが今現在の理解でもって，過

去の都市空間構造に対して「ロードサイド」という概念を遡及的に当てはめることは，そ

うした空間がなぜ「ロードサイド」という概念で名指され，独特の意味を有するようにな

ったのかという本論文の問いに答えることにはならない7)．「ロードサイド」のリアリティ

を理解する上で，何らかの操作的な定義をそこに与え，説明することは不可能である． 

つまり，都市を何らかの形で操作的に定義し，それを独立変数とすることで都市に住む

人々の変化や傾向を導くのではなく，人々の歴史的な実践が，都市にまつわるカテゴリー

を組み替え，創り出していくプロセスとその要因を分析することが，本論文の問いに答え

る上では必要とされる．それは，都市をとりまく概念を何らかの要件によって過度に縮減

するのではなく，そうした縮減では括りきれない多様な要件が，複数存在しうるようにな

るその過程を問うということを意味するだろう．「ロードサイド」は，いかなる人々の実践

によって生起し，カテゴリー化されたのか．そしてそれはなぜ，今日独特のリアリティを

                                                 
7) 結局のところ，この構図は社会構築主義の意義を検討する際に浮上してくる，悪く言え

ばありきたりの議論である．つまりそれは何らかの社会的事実を措定することによって私

たちがラベリングするのか，もしくは何らかの人々の実践を通じてそれをラベリングする

のかという違いでしかない（赤川 2012: 20-22）．にもかかわらず，もし本論文のパースペ

クティブが何らかの意味で批判的効力を持ちうるのだとすれば，それは後者のアプローチ

が都市社会学において等閑視されてきている――さらに言えばフィールドワークと計量的

手法の重視という都市社会学の伝統が，前者の手法を前提視するという傾向にある――が

ゆえに，都市をめぐる社会学的分析の手法にはまだ一定の理論的検討の余地が残されてい

る，というところに求められるであろう． 
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有するような消費空間として名指されることとなったのか．そのことが，歴史的な文脈を

把握することによって分析されねばならない． 

しかしそれはいかなる方法論により可能となるのか．また，それは都市社会学のどのよ

うな系譜に位置づけられるものなのだろうか．この点を提示すべく，次節では，カステル

の「都市社会変動」をめぐる理論的考察を参照しながら，本論文の研究枠組みを整備した

い． 

 

1.2 歴史的所産としての都市――新都市社会学における構造から主体への転換 

 前節では，都市社会学における基本的な方法論として存在する，都市を分析概念として

みなすようなアプローチによっては，本論文の問題関心を解決することにはならないこと

を述べた．都市にせよ，ロードサイドにせよ，私たちが特定の空間に対してカテゴリー化

することによって生み出された概念は，どうしてもその性質上，完全な分析概念として定

式化されたものでないかぎり，多様な意味を持つ．ゆえに私たちはそうした概念の意味を

縮減し，分析概念として用いようとするのだが，その試みは概念の意味を縮減することの

正当性を本質的に欠いているがために，百家争鳴的な概念規定の迷路に紛れ込んでしまう．

分析概念として都市に関する概念を用い，普遍的な性向を取り出そうとする試みは困難な

ものとならざるを得ず，またそもそもそうした概念を用いることによっては，当然の事な

がらそうした概念そのものが出て来る過程を見ることは出来ない．ゆえに「ロードサイド」

のリアリティを検討するためには，この方法論を大胆に転換する必要がある． 

 

1.2.1 マニュエル・カステルの『都市とグラスルーツ』における理論的転回 

 本論文において，そのための参照軸としたいのは，カステルの『都市とグラスルーツ8)』

である．特に，彼が本著の第六部において提示した，「都市社会変動」概念をめぐる一連の

理論が，ここでは主な議論の対象となる． 

 なぜ，カステルなのか．そしてなぜ，『都市とグラスルーツ』なのか．ここで提示してお

こう．まずカステルが取り扱おうとした対象が，本論文のそれとは明確に異なるゆえに，

その方法論をそのまま受け取るわけではないということは最初に述べておかねばならない．

彼は「都市社会運動」，すなわち「ある種の空間形態を拒否したり，公共サービスを求めた

り，都市に関する新しい社会的意味を探究したりすることによって，優勢的な文化的価値

や政治的制度に挑戦」（Castells 1983: xv）する人々の実践を取り上げようとし，そのため

                                                 
8) 本論文において，日本語訳がある外国語文献に関しては原則として日本語訳を参照して

いるが，カステル（Castells 1983）の『都市とグラスルーツ』と，ピーター・ソーンダー

ス（Saunders 1984）の「住宅階級をこえて――消費手段における私有財産権の社会学的重

要性――」に関しては，原則として独自に訳出を行っている（日本語訳も適宜参照）．よっ

て，ページ数はそれぞれ原本のものである． 
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の理論を本著で組み上げてきた．「ロードサイド」という消費空間が，こうした異議申し立

ての対象となってきたとみなすことが困難であることを鑑みれば，本論文の対象をカステ

ルのそれと同一視し，カステルの理論をそのまま受け入れることが出来ないことは明らか

である． 

 では，私たちはカステルの理論の何に着目するのか．それは彼が本著において，それま

でと同一の対象――集合的消費の麻痺に対する社会集団の異議申し立て――を扱ってきた

にもかかわらず，その説明因を構造ではなく主体に移したという点である．つまり，彼が

なぜマルクス主義的構造主義によって都市社会運動を説明することに困難を覚え，人々の

実践，それも歴史的な人々の実践の系譜に着目したのか．そのパースペクティブの転換を

支えたロジックとその意味を，ここでは議論の対象としたい．つまり本論文はカステルの

理論の具体的水準に着目するのではなく，カステルの理論の構造的移行とその効用に着目

する．それは，議論を先取りして言うのならば，都市を何らかの要件でもって定義するア

プローチから離れ，人々の実践の中で動態的に創りだされるものとして都市を捉えようと

するアプローチの可能性を示すために行うものである． 

 まず，彼が『都市とグラスルーツ』において，都市をどのような対象として扱ったのか

を見てみよう．彼は自らの仮説において，都市を「社会的利益と関心のせめぎあいの帰結

として生じる社会的産物」（Castells 1983: 292）とし，しかも「テクノロジーや経済構造そ

れ自体は，都市化の過程の背後にある原動力ではない
．．

」（Castells 1983: 292）と，自らの事

例研究から結論づけている． 

この捉え方は，資本主義システムの力それ自体を強調するそれまでの彼の分析視角とは

大きく異なっているものであり，注目に値する．過去の彼の文章を見てみよう． 

 

 アーバニズムが単に自由主義段階の資本主義社会の文化というよりはむしろ都市社

会学の特定の認識対象となるには，アーバニズムを現在でも通用するものとみなし，

さらにあらゆる社会は副次的相違たとえば経済システムに関する相違にもかかわらず

発展するにつれアーバニズムに向かっていくと仮定することが必要であろう……一定

の特徴的な行動の型と産業社会における大凝集体の構造との一致はしばしば誤解を招

く．実際これは見せかけの相関関係の典型的な事例である．社会の技術社会的基礎の

変化は新しい型の社会関係と新しい形態の空間組織の両者
．．

へ導く．この過程の理論的

一貫性は，現実の表層面で共存する諸要素を相互に関連付けることによって発見され

るのではなく，この表層それ自体を構成している構造的諸要素間の関係を確立するこ

とによってのみ発見されうるのである．（Castells 1977a=1982: 107-109 下線引用者） 

 

 このように，『都市とグラスルーツ』以前，彼は明確にテクノロジーや経済構造を，都市

の変容を司る要素として位置づけていた．もちろんそれは，彼の言うところの「都市イデ
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オロギー」――都市文化という形でその空間的形態の特殊性を特権化し，都市的生活様式

を説明することによって，その背後にある技術社会的複合性を等閑視するような態度

（Castells 1977b=1984: 72-73）――を批判するために行われたものである．だが，こうし

た批判が一定の有効性を持っていたことを鑑みれば，彼がこの図式をゆるめ，そこに「社

会的利害と関心」という，より人々の実践に沿った含意でもって，都市を定式化しなくて

はならなかった理由は十分に検討されねばならない．なぜ，都市を資本主義的システムの

構造的要因からのみ説明することは，棄却されたのだろうか． 

 彼は，こうしたマルクス主義的構造主義の見取り図に，集合的消費をめぐる都市社会運

動の経験的観察を事後的に投入することの困難とその問題性を，以下のように述べている． 

 

 マルクス主義的伝統という私たちの知的基盤は，都市社会運動という不確かな領野

に踏み入れた途端，殆ど役に立たないものとなった……〔アンリ・〕ルフェーブルが

言っているように，〔マルクス・エンゲルスの初期の著作と比較し，〕後になるにつれ

て，マルクス主義の思想にはある種の縮減があるようである……労働運動と民衆反乱

のための理論的ツールを提供するという差し迫った課題の圧力から，彼らは資本蓄積

と国家による支配を，革命的知識人としての自らの仕事の前面に押し出さざるを得な

かったのである……全体的にマルクス主義は，この〔先進的資本主義社会における都

市矛盾とコンフリクトの発生という〕問題に対して，十分に説明することが出来なか

った……人間生態学者の自然科学的決定論やワース学派の伝統である文化観念論に対

しても，マルクス主義者は，資本の論理に都市や空間を縮減することによって応答す

る傾向にあった……よって，社会的転換の主体としての社会運動という概念は，定義

上マルクス主義理論の中では厳密には考えることが出来ない……〔都市社会運動の中

で〕人々は様々な歴史的文脈と社会構造の中で，政党抜きに，政党を超え，政党とと

もに，政党に反して，政党のために結集した．政党の役割は〔事態を〕識別する変数

ではなくなっていたのである．ここでの重要な現象は，社会運動が自己的に意識され，

自己的に組織立てられたということである．だからマルクス主義理論が歴史的に予言

された階級闘争ではない社会運動を取り扱うことができなくとも，社会運動は成し遂

げられるのである．よってこの点において〔社会運動に関する〕経験は正しく，マル

クス主義理論は間違っており，社会変動に関する研究の知的伝統は再構成されなけれ

ばならない．（Castells 1983: 296-300） 

 

 ここで私たちが見るべきは，彼がその立ち位置を変化させるに至ったそのロジックであ

る．まず，マルクス主義理論が，ルフェーブルを嚆矢とする批判的都市理論を形成してい

たにもかかわらず，彼がそれに飽きたらなかった理由は何か．それはマルクス主義の理論

が「資本蓄積と国家による支配」を主軸としている以上，都市や空間に関する説明を「資
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本の論理」へ縮減することによって行わざるをえないところにあったといえるだろう．マ

ルクス主義的なパースペクティブから「社会運動」というものを定義するとき，それは当

然の事ながら「階級闘争」という概念に回収されざるをえない．事実，彼は『都市とグラ

スルーツ』以前，そうしたパースペクティブで研究を行ってきたのであった． 

しかしその認識は様々な事例研究――決定的だったのは 1978 年の『住宅危機と都市社会

運動――パリ首都圏地域における調査報告』であったようである（Castells 1983: 298）―

―を通じて，彼の中で困難なものとなっていった．というのも，実際のところ，そうした

階級概念では回収することができないような社会運動が生じており，しかもそれは「政党」

に代表されるようなイデオロギー装置を経由せずとも，「自己的に組織立てられた」ことが，

明確だったからである．社会運動が階級概念に括りきれないものであること，そしてそう

した社会運動が都市空間にたいする人々の意味付けを変えていったことは，特定のラベリ

ングをもって都市を理解することの不可能性と，オルタナティブな方法論の必要性を彼に

認識させたのである．よって，こうした社会運動を把握し，それが社会に対して一定の意

味を持つようになるプロセスを記述することは，「都市的矛盾の発達と新しい社会的アクタ

ーの出現」（Castells 1983: 300）を結びつけることで，マルクス主義理論の包摂なしに「社

会的過程としての都市を理解する」（Castells 1983: 300）ために必須だったのだ． 

 ここで起きている彼の方法論の変化は都市を眼差すパースペクティブの変化である．そ

れまで，彼の都市概念は，「集合的消費過程のための舞台9)として」（吉原 1994: 114）扱わ

                                                 
9) この都市を指すメタファーである「舞台」という概念の多義性について，私たちは以下

の同時代的なアンソニー・ギデンズと吉見の議論を対照することができる．ギデンズは言

う．「社会理論を考える上では，空間とは，相互作用の舞台=状況（settings）を指している

と考えるのがよいだろう．舞台＝状況というのは，ただたんに，諸活動の『配置＝分布』

というだけではなく，このような諸活動が，それらがとり行われるさまざまな『場（locale）』

の特徴と，いかに調整をはかるかということにもかかわっている．このような調整は，空

間とともに，つねに時間とかかわっており，それらがどのように結合するかということが，

社会的な活動に明確な「形式」を与えるような，反復をもたらす手段となるのである．」

（Giddens 1987＝1998: 198-199）ここでのギデンズの「舞台」とは，ある活動を規定する

フレームワークであり，また時空間（＝場）の変動に伴って，動態的に形作られるもので

もある．つまり，この場合「舞台」という概念は，行為主体とそれを取り巻く環境間の絶

え間ない相互作用と，動態的構築過程を強調することによって，「状況」という概念を増補

するために用いられているといえる． 

一方吉見はこのような主張をしている．「都市とそこに生きる人びととの関係を……〈上

演 Performance〉と〈観客／演者＝役〉の関係として把握する……上演といっても，舞台

と客席の境界が曖昧で，観客はすでに多少なりとも演者であり，演者もまた観客であるよ

うな，たとえばかつて市街劇や実験演劇で試みられたような上演を思い浮かべてみよう．

この都市＝上演にあっては，マス・メディアから建築物，机や椅子の配置に至るまで，諸々

の装置は都市を舞台／客席として重層的に構成しており，その幾重にも折り重なった上演

の場，〈劇場〉の重なりあう編成の中で，ひとびとは，時には〈観客 audience〉として，

時には〈演者 performer〉として，自らを演じているのである……まなざすものであるこ

ととまなざされる者であることは，同時的・循環的である．」（吉見 ［1987］2008: 22-23）
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れるに過ぎなかった．もちろんそのパースペクティブを支えていたのは，マルクス主義理

論による階級概念である．つまり彼は都市とそれを構成する様々なアクターを，集合的消

費過程における階級闘争的なコンフリクトを扱うことによって描写しており，それはマル

クス主義的なフレームワークをこうした現象に適用することによって可能となっていた．

パークの人間生態学的，あるいはワースの文化観念論的枠組みに対置する形で，彼はマル

クス主義を置いたのだ．だがそれは前節で説明したような，都市を外在的に規定すること

の曖昧さによって，困難な状況に追い込まれたのである10)． 

 ではどうすれば良いのか．都市を概念的に規定することが不可能である，あるいは説得

的でないとするならば，それは人々の実践という「経験」の記述とその帰結からしか理解

されえない，というのがカステルの出した回答であった．都市というものがたとえまとま

りようもない概念なのだったとしても，それは事実私たちによって多様な形で運用されて

いる．であるならば，都市社会学者が取りうる手法は，その運用の有り様を歴史的文脈に

そった人々の実践を通じて理解することにしか求められえない．ゆえにその「理論的パー

スペクティブは，歴史変動という視点から都市を研究すること」（Castells 1983: 302）へと

移行する．このパースペクティブの元，都市と社会変動の間をめぐる問題は，都市をめぐ

る構造ではなく，都市をめぐる主体，すなわち人々による実践が社会に与える意味を理解

することによって，はじめて把握されるものと定式化されたのである． 

こうした方法論プログラムの転換によって，彼の理論において一貫して重要な意味を持

ちながら，「都市」概念との分別性が不明瞭な形で運用されてきた，「都市的なるもの」と

いう概念は明瞭な意味を帯びるようになった．つまりここでの「都市的なるもの」とは，

人々の実践によって規定される集合的な空間に対する意味付け（≒規範）であり，なおか

                                                                                                                                               

この記述において，明確に意識されているのは，他者とのコミュニケーションにおける循

環的同時性である．よって，そこではギデンズが示していたような，「舞台」そのもの動態

性は比較的弱く，所与の構築物としての傾向が強いのに対し，そうした「舞台」における

眼差しの相互作用性と，それによる人々の活動の上演性が強調される．この二人がゴフマ

ンという同一人物の理論的延長線上に「舞台」概念を置いているにもかかわらず，このよ

うな力点の置き方の違いが見いだされるのは興味深いが，その理由の一つとして，ギデン

ズのこの議論の背景に，スウェーデンの地理学者であるトルステン・ヘーゲルストランド

が提唱した時間地理学の影響があることを指摘することはできるかもしれない（Giddens 

1987=1998: 201）．すなわち，そこでは時空間の制限に伴う「能力の制約」と，その経路が

着目されたのであり，ゆえに問題は行為主体と環境間に置かれたのである．そしてもし「行

為主体たちは，舞台＝状況を自らの振る舞いの場として組織化する」（Giddens 1987=1998: 

201）ならば，私たちはその舞台の組織化を，人々の実践から追うことができるだろう． 
10) カステルは以下のようにこの問題について述べている．「もちろん都市社会学者は〔都市

をどう定義すべきかという〕同様の問いを繰り返し行ってきたが，十分に満足行く回答が

与えられることはなかった．だが結局のところ，これは少々観念的な論争に思える．とい

うのも都市危機という全世界的な現実より生じる，近年の劇的な問題系からこの議論があ

まりにも遠くはなれているからであろう．」（Castells 1983: 302） 
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つ歴史的なコンフリクトによって変動するものとされるようになったのである11)．都市とい

う空間にたいする概念的な規定を支える規範が，「都市的なるもの」という概念で言い表さ

れるようになったのだ．それは単に空間と都市を同一視しないという意味において用いら

れてきた「都市的なるもの」という言葉の用語法を，より積極的な形で活かしたものとな

っている． 

よって彼のここでの議論において，都市を理解する，あるいは都市の変化を社会と関連

付けて理解するということは，人々の実践による空間への意味付け，もしくはその変化を，

歴史的な文脈に合わせて理解するということを意味する．彼の都市に関する公式化をここ

で引用してみよう． 

 

教条的に過ぎるという課題を孕んではいるが，最も明快な言明から初めよう．あら

ゆる社会的事実と同じように，都市は歴史的な産出物である．身体的物質性のみでは

なく，その文化的意味においても，社会組織の組成における役割においても，あるい

は人々の生活においても，都市は歴史的な産出物なのだ．都市変動の基礎的な特質は，

社会諸階級間や歴史的アクター間における衝突的な論争にある．それは，都市的なる

ものの意味，社会構造における空間形態の意義，そして社会構造全般と関連した，都

市の内実・階級・行先をめぐり争われるものである．どのような都市（あるいは都市

各々の典型）であれ，都市とは，社会が歴史的にその都市（あるいは都市それぞれ）

をどうすべきかについて決定してきた所産である……社会は，各々の社会的利益に沿

った社会的組織の基本的ルールについて対立する社会階級間において構造化された衝

突的実体である．ゆえに都市的なるものの意味の定義は，支配に対する衝突，支配，

および支配への抵抗のプロセスとなるであろう．（Castells 1983: 302 下線引用者） 

 

 こうした定式化によって，都市は社会的事実と同様の「歴史的な産出物」となる．なぜ

ならば，人々の空間にたいする意味付けの体系である「都市的なるもの」は，「社会諸階級

間や歴史的アクター間における衝突的な論争」によって決定されてきたものであり，その

「歴史的にその都市をどうすべきかについて決定してきた所産」の積み重なった姿が，都

市であると理解されるからである12)．よってここでの都市は静態的な，ある特定の空間様式

                                                 
11) ただ本論文ではこの「都市的なるもの」という概念を，カステルの議論を直接的に紹介

する場合を除けば，その規範性と曖昧さゆえに用いない．ここでのカステルの用法に則れ

ば，それは「都市に対する（規範的な）意味付け」である．だが，この概念が歴史的に様々

な意味を内包しており，それによって何を指し示しているのかを理解することがしばしば

困難となることは否めない．よって本論文においては，これと類似の概念を指し示したい

場合は，「都市と商業の規範的な関係性」などといった，より抽象度を落とした用語を用い

る． 
12) このような議論がなされるとき，私たちはエドワード・レルフ（Relph 1976）やイーフ
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を指し示すものではない．それは人々の実践によるコンフリクトを伴った，「都市的なるも

の」をめぐる意味付けの歴史的所産であり，必然的に動態的なものなのである．こうする

ことによって，彼はあらゆるカテゴリー化を逃れて存在する「都市社会運動」を，人々の

実践を見ることによって記述するとともに，それが結果として社会変動と都市に関する意

味付けを変えていくプロセスを分析することができるようになった．しかもそれは，「都市

的なるもの」の意味の再定義によって生じる「都市社会変動は都市的実践のあらゆる局面

を規定する」（Castells 1983: 304）とされていることからも分かるように，人々の実践が「都

市的なるもの」の有り様に拘束されながらも，その「都市的なるもの」を変えていくとい

う，循環的な都市の構築過程を，描き出すことに成功しているのである． 

 

1.2.2 都市の歴史的錯綜性と複線性――近年の空間論との対比から 

さて，こうしたカステルの方法論的転回を詳細に議論することによって，私たちはどの

ような知見を得ることができたのだろうか．それは都市を社会学的に研究するオルタナテ

ィブな手法を獲得したことにあると言えるだろう．前節で見たように，都市社会学におけ

る一般的な説明図式は，都市に何らかの特徴的性質を見出し，その抽出された性質によっ

て何らかの形で都市化という現象を定義することによって，都市ならではの心性や生活様

式を描き出そうとするものであった．それは都市というものに特別な価値付けを行うこと

によって，そこに見られる特殊な社会性を捉えようとする試みであり，ある意味そのレパ

ートリーの一つとして，「郊外」や「ロードサイド」という概念も序章で見られるような形

で運用されてきたわけである． 

しかし，その都市をめぐる概念が研究者による外在的な規定によって示される以上，そ

の当てはめはどうしても静態的かつ規範的なものにならざるをえない．こうした規定が歴

史的・空間的に様々な形を取りうることによって，その有効性が確定されえないという問

題は，解決されるものではないのである．そしてさらにいうのならば，特定の概念によっ

て空間をカテゴリー化し名指すことはいかにして可能となったのか，そしてそれはどのよ

うに歴史的に変動してきたのかを問うことも，このアプローチからは望む事ができない．

                                                                                                                                               

ー・トゥアン（Tuan 1977）によって展開されてきた，人々の主観的な空間への意味付けを

重視した「人文主義地理学」と，マルクス主義的な社会理論との間の交錯点を見出すこと

ができるだろう．すなわちここに存在するのは，人々による空間への意味付けの重要性を

認める一方で，それが社会制度や経済的文脈によって規定されたものでもあることを指摘

し，その絶え間ない循環的な規定のプロセスを重視するアプローチである．問題は主観的

に把握される場所の構造でも，客観的に理解される空間の組成でもなく，その交錯と相互

作用的な構造化（Giddens 1987=1998: 89）の過程なのである．そしてそれはソジャが 1980

年代のポスト構造主義的な地理学の知見を評して述べた，「資本主義の運動法則がもつガチ

ガチの決定論からも，地理学の経験主義がもつ虚ろな不確定性からも解放された，地域の

政治経済学という中道の地平」（Soja 1989=2003: 88）を切り開くための，オルタナティブ

な方法論を示すものであるだろう． 
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特定の定式化に依拠せざるを得ない都市概念を遡及的に当てはめていくことは，そうした

概念の規定がいつ頃より可能なものとなったのかを理解することにはつながらないという

問題が，そこには存在する．その意味において，問うべき対象の姿を措定することができ

ないという「都市社会学の危機」は，カステルの「都市イデオロギー」批判後もこうした

形で姿を残していたと見ることができる13)． 

ゆえにカステルのこの転回は，こうした既往研究の構造的限定性を逆用し，むしろ援用

することによって，新たな方法論の可能性を提示するものであった．都市に関する規定的

な概念から何かを説明するのではなく，都市をめぐる規範そのものが，歴史的な文脈に依

存した人々の実践によって創りあげられたものであるということを示すことが，重要な社

会学的な意義として浮上してきたのである14)．それは，都市空間は人々が作り出してきたも

のであるということを，ただ単に記述することを意味するものではない．というのも，何

らかの空間を特定の含意でもってカテゴリー化することが，今から見れば必然的と思える

ような体系に至るまでには，それを築き上げた人びとの歴史的なコンフリクトと矛盾に満

ちた様々な実践があるからである．それは都市を規定的に捉える説明図式の根本的弱点で

あった都市概念のとらえどころの無さ，あるいはその複数性こそが，人々の実践の所産で

あることを表しており，その衝突的な形成過程を追うことが，都市というもの歴史的系譜

とその意味を社会学的に理解するために欠かせないということを示唆している． 

つまり彼の議論は，都市が私たちの社会的・歴史的実践によってその意味から形作られ

ているということを，社会学的に分析するための方法論を示しているということができる．

それは都市社会学の――あるいは新都市社会学のと言っても良い――新たな経験的な研究

                                                 
13) ゆえに私たちは都市社会学を以下の様な形で定義することができる．すなわちここでの

都市社会学とは，人々が都市という概念を用いてなにをやってきたのか，そしてその概念

をどのような形で歴史的に変化させてきたのかを，人々の実践を通じて把握し，その軌跡

とメカニズムを分析する学問なのである．こうすることによって，私たちはすぐれて社会

学的な形で，「都市」という対象を取り扱うことができるようになる． 
14) 現在から過去へと歴史をたどり直すことで，その歴史的系譜を必然的なものだとみなす

のではなく，様々な可能性があり得たということを検討すべきだという主張については，

人文地理学者であるナイジェル・スリフト（Thrift 1999: 58）の以下の議論を参照．「ある

種の開放性の検討は，時間の閉鎖的語りモデルの力についての，〔ゲイリー・〕モーソン

（Morson 1994）と〔マイケル・〕バーンスタイン（Bernstein 1994）による研究がおそ

らく最も進んでいる．そのモデルとは，『何らかの形で未来はすでにそこにあるのであって，

背後より十分に兆候が示されていることからもはっきりと存在しているのである』とする

信念の効力によって，出来事の終了後に『歴史』となることでそれは『予告（Foreshadowed）』

されているとするものである（Morson 1994: 7）．対照的な方法でモーソンとバーンスタイ

ンは，『たとえ可能性がないにせよ，起き得たかもしれない可能性の中心的領域を記録する』，

時間の開放的語りモデルを主張する（Morson 1994: 6）．それは過去の現存性を修復し，今

を一斉に開きうる，顕在化しない可能性の『並告（Sideshadowed）』領域であ……る．

（Bernstein 1994: 7）」こうした議論は，時間と空間の複雑で錯綜的な関係性を検討すると

き，考慮に入れておくべきものであるといえるだろう． 
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プログラムの可能性を意味しているのだ．単線的かつ明瞭な歴史的系譜を，今現在のカテ

ゴリーを用いることで遡及的に当てはめていくのではなく，複線的で錯綜的な人々の実践

から，都市をめぐる概念が歴史的に揺れ動き，そして今の形態に結果として落ち着いてし

まうプロセスを記述することの必要性が，そこでは見出される15)．ある意味，それは以下の

様な空間論的転回以後の，空間と時間の複数性をめぐる議論とも呼応したプログラムでも

あるといえるだろう． 

 

空間を時間の静的な一断面，表象，閉じられたシステム等々として考えることは，

どれも空間を飼い慣らすための仕方である．それによってわれわれは，本当に重要な

ことを見落としてしまう．それは，別のさまざまな軌跡の共時代的な多様性や，空間

化された主体性が持つ必然的な外向性である……開かれ，多様かつ関係的で，終わる

ことがなくつねに生成変化しているものとして空間を概念化することは，歴史が開か

れるための必須条件で……ある．（Massey 2005=2014: 117-118） 

  

 私たちが今観察可能な都市は，必然的な帰結として目の前にある物理的な空間ではない．

そうした空間を何らかの形で認識可能となる背景には，複数の可能性に支えられた錯綜的

で衝突的な実践，すなわち「諸実践と諸プロセスの異種混淆性16)」（Massey 2005=2014: 207）

が存在する．カテゴリー化の認識レベルにおいても，あるいはそのカテゴリー化にさらさ

れる空間の組成レベルにおいても，それは人々の実践なくして私たちの前に立ち現れるも

                                                 
15) これに関連して，以下のギデンズの議論も見てみたい．「社会分析との関連で時間と空間

という概念を再考すると……これは，本質的に〔マルティン・〕ハイデッガーの議論にか

かわって来る．時間とは，自然の事物のように，単に社会事象の『経過』が起こる環境で

はなく，社会的な諸活動の形態を構成するものなのである．マルクス主義的な一般原則で

は，人間存在は，必ず『歴史的』であると，通常解釈されている．だが，社会的な事柄や

社会制度の持つ時間性は，そんな解釈の言うような，なにかしら内在的な変化をもたらす

傾向によって与えられるものではない．」（Giddens 1987=1998: 197-198）この視点に立つ

のならば，私たちは必然的な時間の経過によって構成されているのではなく，錯綜的な諸

実践の系譜によって構成されているのであり，またカステルの議論がこれと類似のパース

ペクティブを有しているとみなすことは可能であるといえる．つまり，カステルのこの構

造から主体への転換は，マルクス主義的史観からの潜在的離脱であり，現代的な空間論の

端緒とみなすこともできるだろう． 
16) 彼女の理論的背景は，おおむね ANT（Actor-Network-Theory）を中心とした科学社会

学の知見（Latour 1991 など）とフランス現代思想，そしてイギリスのネオ・ヴェーバリア

ン的な新都市社会学・マルクス主義地理学の議論をごたまぜにしたものであり，それ自体

が異種混淆的ですらある．ただいずれにせよ，こうした知的軌跡の中である種の社会構築

主義的なアプローチが，社会学における社会構築主義の系譜から全く離れた形で，都市や

時空間を考えるさいに顕在化しつつあることは指摘されてよい．その意味において，今後

議論されてしかるべきは，この二者間の理論的接合点がどの点において見出されうるのか，

そしてそれによって，見通しが不透明なこの種の議論を，どのような経験的プログラムに

位置づけるのか，となるだろう． 
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のではなかった．そしてこの歴史的偶然性の軌跡こそが，都市のリアリティを規定するの

である．ゆえに私たちが取りうる方針は，そうしたリアリティの現出が，いかなる人々の

実践による空間への意味付けの系譜によって可能となったのかを，その複雑性と文脈性を

受け止めた上で理解することにほかならない．そしてそれは本論文の目的である，「ロード

サイド」のリアリティがいかにして構築されてきたのかを把握する上でも，踏襲されるべ

きものなのであるといえる． 

 以上見てきたように，『都市とグラスルーツ』におけるカステルの方法論の転換は，都市

社会運動を理論化するという彼の枠組みを超えて，より一般的な都市社会学の方法論の可

能性を提示するものであった．そこでは，なんらかの要件規定によって都市を定式化し，

そこから都市特有の生活様式・心性を導くのではなく，人々の衝突的な実践が都市に対す

る意味付けを変化させていく，歴史的過程が問われたのである．それは都市を社会学的に

分析するパースペクティブの反転であるとみなすことができる．つまり，都市が社会学的

に重要なのは，都市において特定の心性・生活様式が生起するからなのではなく，人々が

生活をおくる中で空間に対して意味付けを行う必要性がある以上，そこで都市というカテ

ゴリーが常に――特に近現代社会では――特定の磁場を有するようになるからなのだ，と

いうことを，カステルの議論は示しているのである17)． 

 このことから，本論文の目的を達成するためには，「ロードサイド」という概念に私たち

が特定の意味をもたせるのではなく，そうした特定の意味を「ロードサイド」に込めるこ

とができるような状況が，いかなる人々の実践によって可能となったのかが問われなけれ

ばならないということが分かる．しかし，社会を成り立たせている成員が無数に存在し，

そして彼らが様々な実践を取りうる以上，カステルの議論のみでは，その大枠は示せたと

しても，具体的な研究プログラムを策定することはできない．私たちはこうした人々の実

践に着目するという方法論をえた後，では誰の実践にどのような形で着目するのか，とい

う問題に直面する． 

この問題を踏まえ次節では，1970 年代後半以降のネオ・ヴェーバリアンによる，「消費の

社会学」をめぐる議論にそのヒントを得ることで，その具体的方向性を定めることとした

い． 

 

1.3 都市と消費の動態的関係性――消費の社会学の応用可能性 

前節では，カステルの都市に関する議論を手がかりとすることで，本論文の方向性の大

枠を規定した．私たちは生活する中で，空間にたいする意味付けを日常的に行っている．

都市という概念もまたその一つであり，ゆえに都市を何らかの分析概念として用い，何ら

かの理論でもってラベリングしていくことは，本質的な困難性を有している．カステルも

                                                 
17) そもそも都市社会学がわずか数十年で寒村から大都市へと急激な発達を遂げたシカゴ

という都市を記述するために発達してきたことを考えれば，この帰結は必然的ともいえる． 
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また，その困難性に直面した 1 人であった．彼はマルクス主義理論に基づき，集合的消費

の舞台として都市を規定し，そこで生じるコンフリクトを階級闘争に結びつけた．しかし

それは，「都市社会運動」という階級闘争概念を当てはめることが困難な現象が，事実都市

の意味付けを変えていったとき，無力なものとなった． 

ゆえに，彼は都市を捉えるパースペクティブを 180 度転換せざるをえなかった．研究者

が都市を何らかの要件によって定義づけることは，その要件の縮減性ゆえに，常に事態説

明に対する合理性確保の懸念がつきまとう．であるならば，研究者が行うべきことは，む

しろそうした錯綜的で複線的な都市をめぐる意味付けの変化を，歴史的な人々の実践を追

うことで把握していくこととなる．ゆえに彼はそれまでの方法論を大幅に転回し，歴史的

な都市をめぐる人々の実践を通じて，「都市社会運動」という現象を社会学的な形で記述し

たのである． 

こうした知見を鑑みるとき，私たちは本論文においてもこの方法論が大枠においては適

用可能であることが分かる．「ロードサイド」という概念がどことなくとらえどころがない

まま世間一般に広く膾炙し独特の含意を持つようになったのは，「ロードサイド」が分析概

念ではなく，当事者概念として私たちによって運用され構築されてきたからに他ならない．

よって，私たちがこの「ロードサイド」のリアリティという対象を，社会学的に記述する

ために行わねばならないのは，「ロードサイド」を何らかの要件によって定義することでは

ない．必要なのは，「ロードサイド」が曖昧な姿のまま社会の中に生起し影響力を持つよう

になっていった歴史的過程を，人々の実践に即して記述することである．「ロードサイド」

という概念でもって独特の商業集積が想起されてしまうようなセッティングはいかなる

人々の実践によって可能となったのか，そのことが問われなければならず，それは歴史的

記述抜きにはありえない． 

しかしながら，こうした研究プログラムを定めたのちも，私たちの目の前にはいくつか

の問題がある．それは，人々の歴史的実践に着目するのだとしても，誰の実践に着目する

のか，という問題である．私たちの空間への意味付けに作用した実践は，当然ながら歴史

的にも空間的にも極めて多岐にわたる．そのすべてを取り上げることができない以上，私

たちは何らかの指標にもとづいて，人々の実践を取り出さないといけない．カステルの場

合，それは「都市社会運動」であった．都市にたいする意味付けを変えようとする，階級

に必ずしもよらない人々の「集合的かつ意識的」（Castells 1983: 305）な実践こそが，そこ

では記述の対象となったのである．よって彼は，「都市社会運動」が「都市社会変動」を生

み出すという全体的図式を提示している． 

だがこの図式を，私たちはそのまま受け取ることはできない．なぜならば，「ロードサイ

ド」が創りだされていくプロセスを，人々の「集合的かつ意識的」な実践によるものとみ

なすことは困難だからである．「ロードサイド」はその消費様式が中心市街地のそれと異な

るとみなされていたからこそカテゴリー化され，議論の対象となってきたが，その生成過
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程における行為主体性は，多くの場合等閑視されてきたのは序章でみたとおりである．よ

って私たちが分析せねばならないのは，この消費空間としてのロードサイドが，結果とし

てどのように創りあげられてきたのか，となる．しかし，ではそれに対置される実践とは

何か．「ロードサイド」は何によって生み出されたと措定すべきなのだろうか．このことが

本節において解き明かされなければならない． 

 

1.3.1 消費セクターと社会的亀裂――非階級的な物的利益に伴う社会変動 

ここでそのための参照軸として挟みたいのは，1970 年代後半から 80 年代にかけて，新

都市社会学のもう一つの理論的潮流であるネオ・ヴェーバリアン18)が行った，社会亀裂要因

としての消費に関する議論である．1970 年代後半のイギリスでは，労働党政権の疲弊が顕

在化した．選挙学者はその原因解明に追われることとなったが，その結果明らかになった

のは，従来明確であった階級間の投票対立が次第に曖昧になっていることであった

（Franklin and Mughan 1978）．では，何が投票の亀裂を生じさせているのかということ

が当然問題となるが，その際議論の俎上に登ってきたのが，「消費セクター（Consumption 

Sector）」という概念である．社会階級概念で投票行動を説明できなくなった原因は，「消費

過程が個人的形態と集合的形態間で分断された」（Dunleavy 1979: 418）という点に求めら

れたのだ． 

 

発展した資本主義社会における集合的消費は，典型的には国家組織によって供給さ

れるサービスと関わっている．それは商業的に組織化された消費の商品形態〔≒私的

消費〕と対照的なものであり，時折それと競合もする……〔消費の差異はおおむね収

入格差に起因するのだから〕個人的消費をめぐるコンフリクトは，生産関係における

規律的な政治的意見に行き着く．しかしながら，集合的消費過程における立ち位置で

すら，部分的には所得もしくは職業によって，直接的あるいは線形的に決定されるわ

けではない．ゆえにそれは生産関係に起因するものとは区分される，社会的亀裂の発

                                                 
18) ここでのネオ・ヴェーバリアンの議論が，カステルが『都市問題』にて行った「集合的

消費」に関する議論と何が違うのかについて述べておこう．吉原（1994：109）が述べてい

るように，カステルの議論の主眼は，1970 年代における官僚制の肥大と財政危機に伴う集

合的消費体制の縮減や悪化によって階級闘争的な「都市社会運動」が引き起こされ，それ

が都市構造を変えていく力を持つということを説明することであった．一方ネオ・ヴェー

バリアンの議論は，これと極めて近しい領域であるとはいえ，それを「都市社会運動」と

いうカテゴリーに落としこむのではなく，むしろその悪化する集合的消費体制から，人々

が市場を介した私的消費体制へと逃避していくメカニズムを描こうとするものであった．

ゆえに，そこでは類似の状況が新都市社会学的なフレームワークのもとで提起されながら，

説明因としてかたや階級，かたや消費セクターという異なる分析概念が用いられている．

これは，カステルが主に旧大陸を研究対象地とした一方で，ネオ・ヴェーバリアンがイギ

リスを研究対象地としたことにも起因しているといえるだろう（ヨーロッパ内における地

域ごと・国家ごとの都市環境の違いについては，Salvati and Morrelli 2014 を参照）． 
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達に関する独立した根拠を構成する．（Dunleavy 1979: 418-419） 

 

集合的消費様式は，戦後のイギリス社会において主要な消費様式であった．住宅や医療・

保険サービスなど数多くの消費財が，国家を通じて社会的に供給されたのである．ただこ

うしたサービス供給の受給範囲が，当初はほぼそのまま階級の境界と一致していたことか

ら，消費様式の差異は，社会階級概念と機能的に等価であるとみなされていた．労働者階

級は，等しく社会的供給の恩恵に預かっており，ゆえに社会学的に消費を扱う必要性は，

階級概念で代用可能であるために，それほど無いと考えられていたのである． 

しかし，戦後一貫して続いたインフレーションと住宅補助金政策の開始により，この対

応性は崩れ始める．労働者階級においても住宅の私的所有が増加し，階級概念ではくくる

ことができないような政治的投票行動や消費パターンが見られるようになった．こうした

時，社会学的にこの現象を説明するために，上記のような国家や産業構造と消費手段の関

係性に着目する研究アプローチが生まれたのである．それはウォード（Warde 1990: 

228-230）の区分によれば，消費社会論とは明確に異なる，「消費の社会学」という研究領

野を作りあげた．この学問的潮流は，社会変動の要因を階級ではなく，国家・資本の制度

変化や空間的不平等に伴う，サービス供給体制と消費様式の変化に求めたのである19)． 

もちろん，こうした当時のネオ・ヴェーバリアンにおける議論を，そのまま日本におけ

る「ロードサイド」の生起過程に直接当てはめることはできない20)．この理論体系は，端的

に言ってサッチャリズムを生み出した社会的原動力を説明するために作られた，どちらか

と言えばアドホックな理論体系だからである．しかし，こうした状況下において，わざわ

ざこうした分析概念が用いられた必要性を鑑みるとき，私たちは以下の様な点より，彼ら

の知見を活かすことができる． 

第一に，「消費セクター」という概念は，階級概念では説明できない社会の変動を説明す

るために作られた分析概念であったという点に着目したい．そこでは「消費過程はそれ自

                                                 
19) この点に関しては，同時代的なレイ・パール（Pahl 1978）の議論と呼応するところが

ある．吉原（1994: 110-111）の見解をここで抜き出しておこう．「パールによれば，カステ

ルの説明では，消費の社会化のプライオリティがさだかでない，という……カステルは集

合的消費の国家供給のネガティブな結果にしか眼をむけておらず，また集合的消費手段の

配分結果に局地的な差異が生じること，つまり地域的差異が見られることを許容しない．

これにたいして，パールは，公共サービスの集合的な供給は資本蓄積の論理にのみ従属し

ているのではなく，また供給じたい多次元的である，と主張する．」こうした供給側の論理

とその形成過程に着目するパールの議論は，それが住宅供給とそのガバナンスにおける専

門家の重要を指摘するものであったとはいえ，本論文の主張と理論的には相同であるとい

える． 
20) つまり私たちは，サッチャリズムに伴う集合的消費体制の崩壊と，私的消費体制の興隆

というフレームワークを，「ロードサイド」の生起過程にそのまま当てはめはしない．ここ

で見たいのは，彼らが急激な社会変動を「消費様式」という観点から説明しようとした際

のロジックと，そのパースペクティブが持つ理論的効用である． 
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体〔生産過程に依存しないという〕特異性を有している……消費手段の私的所有は，生産

手段の財産所有権に基づいた社会的・経済的権力とは一般的に関係をもたない」（Saunders 

1984: 207-208）ということが，重大な意味を帯びる．なぜかというと，消費手段として何

を用いるかは，もちろん多くの場合階級と関係を持ってはいるものの，それよりはむしろ

地域的差異や個々人の気質に強く依存したものだからである．ゆえに，「重要な消費手段の

所有と非所有の区分からなる消費セクターは，階級の境界を横断するものであって，非階

級的な物的利益に基づく」（Saunders 1984: 206）ものとなる．しかもそれは「一定の状況

下では，経済的・政治的効果による階級成員よりも重大な，社会的亀裂の著しい形態とし

て立ち現れる21)」（Saunders 1984: 206）とみなされたのである． 

こうした説明図式は，「都市社会運動」のような実践を想定せずとも，都市に対する意味

付けを変化させるような社会変動が，消費様式の変化を通じて起きうるということを示唆

している．私たちはこの知見を通じて，カステルの議論において消極的ながらもやはり色

濃くその影を落としている「階級22)」概念を，「ロードサイド」を対象とした議論の中に落

としこむ必要性がなくなるのである．よって本論文の分析において重要となるのは，「ロー

ドサイド」とその後呼ばれるような商業集積が，どのような社会成員の「非階級的な物的

利益」に叶った消費様式を作り出すものであったのかを，当時の人々の実践から理解する

とともに，それが可能となる社会的文脈を検討することとなるだろう． 

第二に，この概念が，「〔集合的消費を提供する〕これらサービスの巨視的な組織とマネ

ジメント……それ自身が何らかの意識性や行動を生み出すわけではないにもかかわらず，

集合的な意識や行動が現れるに好ましい条件を作り出す」（Dunleavy 1979: 418）という，

                                                 
21) こういう状況を考えて見ればよい．現代日本において自動車所有率は，もちろん所得階

級にも大きく影響を受けているものの，その居住地において大きな差異が認められる．こ

うした場合，社会階級が同一の人々であったとしても，自動車を所有しているかどうかに

よって大きなニーズの変化が想定されうる．さらにいえば，同一居住地・同一所得階級で

あったとしても，その消費手段の有無は，当然ながら大きな消費パターンの差異を生み出

す原動力となるだろう． 
22) 以下のエドワード・ソジャ（Soja 1989=2003: 109）による，カステルらマルクス主義

者への批判も参照のこと．「〔中庸的な立場を取る彼らは〕少なくとも暗黙裡に，〔社会－空

間弁証法を強調し，階級闘争を相対化しようとした〕ルフェーブルと〔エルネスト・〕マ

ンデルによる記述とよく似た定式化を取り入れているように思われる．しかし，明確な立

場に押し出されたとき，その論者たちは非空間的な社会階級の定義が卓越するという考え

を保持しており，時には彼ら自身の分析のもつ含意にまでわざわざ対抗するという立場を

取る……彼らは皆……社会－空間弁証法について洞察に満ちた描写をおこない貢献してき

た．だがいずれも，資本主義の発展や延命における空間構造が果たす役割については，形

成力のある空間性の意義を率直に認識する立場から，分析的に欠点のある脆弱な立場に後

ずさりしてしまった．」ルフェーブルのラディカルな主張と，伝統的マルクス主義者の中庸

を取ろうとした彼らの議論は，階級概念をどう取り扱うのかという点において弱みを抱え

ているのである（ただし，この批判において対象となっているのは，『都市とグラスルーツ』

以前のカステルであることには注意する必要がある）． 
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消費様式の変遷による社会の明示的ではない変化を描き出そうとしていたことに注目した

い．つまりそれは，都市に対して「集合的かつ意識的」ではない人々の実践もまた，社会

変動を生み出す要因として十分に機能しうるということを意味している． 

どういうことか．以下のソーンダースの記述を手がかりに考えてみよう．彼によれば，

当時イギリスにおける消費様式は「多くの人々は市場での購買を通じて欲求を満たせる一

方で，国家給付に依存せざるをえない少数の人々が存在するという消費の一支配的様式に

移行して」（Saunders 1984: 211）おり，「消費過程における搾取は，大資本と人々との間

ではなく，重要な消費資源にたいする独占的な接近が可能な人々と，そうした資源から排

除された人々との間にて起きる」（Saunders 1984: 215）ようになった．サッチャリズムに

よる急激な消費様式の変化過程において，集合的消費は急激にその力を失い，私的消費が

当たり前のものとなった． 

しかし彼らのこの消費様式の変化は，当然のことながら何らかの社会変化，すなわち「消

費過程における搾取」を生み出すために行われたものではない．集合的消費と私的消費を

比較した際，私的消費のほうにより良い効用を認識した人々が，雪崩を打つような形で増

加していったからこそ，「消費の一支配的様式」が生じたのである．それは個々人の何らか

の実践の所産である一方で，「集合的かつ意識的」なものではない，「離散的かつ非意識的」

な人々の実践の所産であると捉えることができる．つまり，彼らの図式を参照するのなら

ば，消費様式の変化は明示的に行われるものではない一方で，明確に社会に対する影響を

与える因子として措定可能なのである． 

よって私たちは，こうした「消費の社会学」の知見を受け入れることにより，「ロードサ

イド」という消費空間を考える際，カステルの要件定義を以下のような形で相対化するこ

とができるだろう．第一に，カステルの説明図式に残る，「階級」概念の排除である．私た

ちは，消費空間としての「ロードサイド」の生起過程を取り扱う．しかしそこにおいて生

じていたのは，当然の事ながら階級闘争ではない．そこにあったのは新しい消費様式を作

り出していった人々の実践であり，それが事実多くの人々によって支持されることによっ

て，「消費の一支配的様式」が生み出されていくプロセスであった．このことを踏まえると，

私たちは階級概念を離れ，「非階級的な物的利益」に基づく消費様式の変化と，それを支え

た実践を検討する必要性がある．そしてそれに伴って，「ロードサイド」はいかなる消費様

式を生み出したのかという問いについても，私たちは答えなくてはならないだろう． 

 そして第二に，私たちはこうした実践を分析する際，そこに「都市的なるもの」が意識

的かつ集合的に運用されていたのか，ということを考えなくともよくなった．なぜならば，

消費をめぐる実践そのものには，「都市社会運動」とは異なり，明確な都市に対する規範の

運用が行われるとみなすことは難しいからである．よってカステルがいう「都市的なるも

の」は，私たちの議論においては，彼らの実践の直接的要因というよりも，そうした実践

のメタ的なフレームとして考慮されるものとなる．人々の実践がそれを意識しようがしま
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いが，何らかの社会的制約を帯びながら遂行されるものである以上，私たちが行うべくは，

都市に関する規範が人々の実践を外在的に規定しながらも，その実践の力によって歴史的

に変化していくといったような，相互規定的な構築過程を分析することであると言えるだ

ろう．そしてそれは「ロードサイド」が生起したことによって，都市をめぐる規範がどの

ように変化したのかを理解することにほかならない． 

 

1.3.2 「ロードサイド」をサービス供給者の実践から分析する 

 このようにして，私たちは「ロードサイド」が生起する過程における人々の実践を，消

費様式の変化という観点から分析するとともに，その背景にどのような都市に関する規範

の運用があったのかを考察するというアプローチを立てた．しかしながら，まだ一つの課

題が残されている．それは，では具体的にどのような社会集団の実践に着目するのか，と

いう課題である．消費は誰しもが行う行為である以上，「消費者」という対象選択は，事実

上何の選択も行っていないのと同義である．よって，私たちはこの点についてより検討を

加える必要性がある． 

ここでは，ソーンダースの「消費の社会学」に対する，ウォードの批判的論考をその手

がかりとしてみたい．ウォードは以下のように，ソーンダースの議論を問題視する． 

  

消費の本性に関する彼の議論においても，あるいは消費の亀裂に関する彼の分析におい

ても，ソーンダースは消費と生産の関係性に関する問題を解決できていない23)．ソーンダー

スはこの内的に連関している両者間の区分を主張しはするが，この両者がどのように内的

に連関しているかは明快ではない……こうした問題の帰結より，筆者が提案するのはサー

ビス供給24)の説明に帰るべきだということである．カステルによる集合的消費という独自の

構想は，労働力の再生産におけるなんらかのサービスの国家供給に対する関心を表すこと

にあった……実際の所彼の構想の本質は，サービスの供給
．．．．．．．

である．消費は曖昧な概念であ

                                                 
23) しかし私たちは同時にこうも提起できるだろう．それはソーンダースのみならず，社会

学一般に共有された問題では無いのかと．消費と生産間における内的連関性の不足は，そ

もそもこの二者の分離を前提としていたマルクス主義理論の伝統であるとともに，それと

少なからず関係している，消費社会論においても共通のものである．ということは，ウォ

ードが提唱するようなサービス供給者の実践を分析することは，アドホックではない社会

学の重要な課題として，未だ残り続けているということができるのではないだろうか． 
24) ここでの「サービス供給」とは，消費を支える諸実践のことを包括する概念だと思えば

よい．そこには物流システムや，労働力，資本など様々な力が介在している．こうした諸

力の運用，すなわち「『消費機能』を分配するという仕事の遂行」（Warde 1990: 243）によ

ってはじめて，消費という行為は私たちにとって可能なものとなる．ゆえにこうしたサー

ビス供給の体制に変化が起きれば，当然の事ながらそれは消費様式を変化させる一大要因

となる．しかもそのサービス供給体制の変化は，内在的な供給者による「消費者」の観察

によって，生じることが多いのである（自動車交通の増加によるニーズの変化を読み取っ

た供給者による「ロードサイド」への店舗立地など）． 



38 

 

る．というのもそれは，「消費機能」を分配するという仕事の遂行を人工的に断ち切……る

からだ．（Warde 1990: 243） 

 

彼は何を問題視しているのか．それはソーンダースの議論が，「消費者」という概念を用

いることによって，消費様式の変化を個人の欲求という観測不可能な要因に帰属させてい

ることにあった．たとえばソーンダースは私的消費様式の生起を，「個人的管理と自律性と

いう私的領域化への欲求」（Saunders 1984: 222）と，「資本主義の発展がもたらす近代世

界での『存在論的安心（Ontological Sercurity）25)の侵害』」（Saunders 1984: 222）という，

極めて属人的なものに求めている．しかしこの原因帰属は，観察が不可能であると同時に，

そもそもそうした要因によっては直接的に消費の供給様式は変化しないという，解決不可

能な問題を有している．たとえば「ロードサイド」が自動車交通の増大や消費者意識が変

化したからといって自動的に生起するものではない，という当たり前の命題をここで提示

するだけで，その問題性は十分伝わるだろう．そしてもしこうした要因が実際にあったの

だとしても，私たちが確認可能なのはこのフェーズではなく，サービスの供給がいかにし

て行われているのかという，次のフェーズでしかない． 

つまり，「消費者」というカテゴリーを私たちが究極的に確定不可能である以上，消費の

変化にまつわる言説や実践は，実のところそれを不確実な形で措定する供給の変化なので

ある26)．私たちが分析することが出来るのは，この供給側による消費の変化――消費者意識

の変化――の不十分な分析と，それに基づいた実践による資本の試行錯誤的な循環であり，

その帰結だけなのだ．この点をより理解するため，ウォードの議論をもう少し引用してみ

よう．彼によればサービス供給は単に国家や資本の力学のみに司られているものではなく，

社会学的対象として取り扱うに足る複合的事象なのである． 

 

欲求や欲望をサービス手段によって満たすサービス機能
．．．．．．

（Service Functions）という考

えから始めたい……重要なのは，サービス機能を含んだこれら〔サービス供給〕の様々な

手法が様々な社会関係を必要とし，様々な社会的統合の帰結であることを観察することで

ある……批判的な社会学的問いとしてあるのは，何が〔サービス〕供給のパターンを決定

                                                 
25) もともとはエリク・エリクソンが用いた心理学用語．ギデンズがアイディンティティ論

を論じる上で社会学の文脈に転用した（萩原 2008）．ここでのソーンダースの主張は，住

宅の私的所有の増加は，「存在論的安心」の侵害に対抗しようとする人々の防御的姿勢を示

しているというものである． 
26) それは「都市」というカテゴリーを圏域として策定することが不可能な以上，私たちが

「都市」を分析する際には，その「都市」をめぐる言説や実践に着目せざるを得ないこと

と似ている．つまり，ここでの狙いは専門家の目線でもって「ロードサイド」の現れを因

果論的に措定することではなく，むしろそうした専門家の因果論的な措定が可能となるよ

うな状況がいかにして生起したのかを，歴史記述の中から同定していくことにある． 
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しているのか，ということである．なぜあるサービスは社会的発展段階の相違や社会集団

の差異によって，異なる供給形態を取るのだろうか．それはおおむね苦闘と闘争の所産で

あると主張したい．（Warde 1990: 244） 

 

人々の欲求を満たすサービス機能は，当然のことながらそのサービス供給側――具体的

には小売企業や統治連合など――の実践によって提供されるものである．しかしそのサー

ビス供給の実践は，「様々な社会関係を必要と」する以上，「様々な社会的統合の帰結」で

あり，そこには様々な文脈が交錯している．あるサービス供給の様式が成り立つ背景には，

資本の論理といった形で縮減されて良いものではない，複雑な歴史的系譜が存在する．そ

してその供給の手法を決定づけているのは，「社会的発展段階の相違や社会集団の差異」で

あり，それは人々の歴史的実践にともなう「苦闘と闘争の所産」なのである． 

こうした視点に立つとき，私たちはサービス供給者の実践を，これまでとは違った形で

社会学の対象にすることができる．もし何らかの形で，都市におけるサービス供給体制が

大きく変化した――中心市街地の衰退と「ロードサイド」の興隆などの形で――とするな

らば，その要因は消費者という個々人の欲求が変化したことに求められるべきではない．

把握されるべきは，それまで姿を表わすことがなかった供給体制が構築されていき，自ら

の立場を確固たるものとしていく一方で，旧来の供給体制がその姿を維持できなくなって

いくその歴史的過程なのである．そしてそれは，サービス供給に関わる人々の実践をつぶ

さに追いかけていき，そこに働いている様々な規範や問題系を分析することによってしか，

成し得られないものであると言えるだろう． 

以上のように，本節では「消費の社会学」における議論を参照することで，本論文の研

究の方向性を精緻化した．カステルの議論は，「都市社会運動」を対象化しようとしたその

フレームワークゆえに，階級概念の残余と「意識的かつ集合的」な実践しか扱えないとい

う問題が存在した．「ロードサイド」を作り出す原動力として，人々の実践を描き出すため

には，もう一つの参照軸が必要となる． 

本論文におけるその方策は，ネオ・ヴェーバリアンが行った「消費」から社会変動を分

析しようという，一連の研究の知見を取り入れることであった．階級に起因しない社会変

動が起きるとき，そこに存在するのは新たな非階級的な物的利益の生起であり，それに呼

応する人々の実践である．しかもそれは，「都市的なるもの」への「集合的かつ意識的」な

関与であるとみなすことが難しい以上，そこではむしろ都市に対する意識的な意味付けを

伴わない実践が重要となる．このことを踏まえると，本論文が取るべき研究プログラムは，

いかなる都市に関する規範によって人々の消費－供給をめぐる実践が潜在的に規定されて

いたのか，そしてそうした実践が意図していないにもかかわらず，都市に関する規範をど

のように変化させていったのかを，史資料より分析することとなるだろう． 

では，どのような人々の実践を分析するのか．ウォード（Warde 1990）が指摘するよう
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に消費が極めて曖昧な概念である以上，消費者という概念を用いて実際に購買を行う人び

とを対象化することは困難である．よって注目すべきは，こうした消費者という対象を具

現化しようとつとめ，様々な策を講じるサービス供給者の実践となる27)．「ロードサイド」

という本論文の対象に即して言うのならば，それは「ロードサイド」が生起するに至る小

売企業の実践と，それに対置する形で置かれる統治連合の実践に着目することによって，

消費様式の変化とその背後にある都市の規範を分析するということを意味する． 

このように，本章ではカステルの『都市とグラスルーツ』における都市に関する議論と，

「消費の社会学」の知見を接合することによって，本論文の方法論的枠組みを示した．そ

れは，サービス供給者の実践に着目することによって，「ロードサイド」が生起するに至る

プロセスとその背景にある都市をめぐる規範を分析し，消費様式が日本においてどのよう

な変化を示したのかを考察するものである．この観点より，本論文において「ロードサイ

ド」とは，研究者によって定義されるものではなく，人々によって形作られ，概念化され

た特定の空間にたいする意味付与の体系であるとともに，消費様式の変化を象徴する概念

として捉えられるだろう． 

 

1.4 本章のまとめと本論文の方針 

 さて本章の目的は，先行研究の検討により具体的な研究プログラムを策定することであ

った． 以下では本章の議論を今一度捉え直すことで，その内容をまとめてみたい． 

 1.1 ではまず，パークやワースなど，著名な都市社会学者が行った都市の定義を詳細に分

析することで，そのロジックの構造とその限界を示した．彼らは，基本的に都市という概

念を何らかの形で理念化し，分析概念とすることで研究を行ってきた．そこでは，研究者

それぞれによって都市の最も顕著な特質，あるいは論じるにあたって重要だと思われる性

質が取り出され，そこから，都市的な心性や都市的生活様式が生起するのだというロジッ

クが用いられてきた．「都市社会学」という学問分野は，このように都市というものを特殊

な空間形態であるとみなし，その特殊性が，特別な社会や社会集団を作り出すと仮定して

きたのである． 

 しかし，こうしたロジックの立て方は，都市やそれに関連する概念が，そもそも分析概

                                                 
27) この対象は実のところシカゴ学派がその当初より観察の対象としていたものであること

を付記しておきたい．「近年のチェーンストアの発達は，立地の問題を，別のチェーンスト

ア会社の関心事にした．その結果，新しい専門職が生じた．いまやある種の専門家がいる．

その仕事は，まさに，なにか科学的な正確さのようなものをもって，現在の傾向がもたら

す変化を考慮に入れ，レストラン，タバコ屋，薬屋，その他の小規模な小売業など，その

成功が立地場所にかかっているような店を発見し，立地させるというものである．不動産

業者は，利潤が上がると自分たちが信じる場所に立地するこの種の地域ビジネスにしばし

ば融資して，利潤の一部を地代として受け取っている．」（Park 1925=2011: 45）そのパー

スペクティブこそ違えども，こうした人々の実践が都市社会学を検討する上で非常に重要

な課題であることは，この記述より見て取ることができるだろう． 
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念ではなく，当事者概念として様々な使われ方をしてきたという点において，構造的な限

界性を抱えている．これは二通りの意味合いがある．第一に，研究者それぞれにおいて，

都市のうちどの性質が重要なのかについての認識で相違が生じるとともに，根本的な解決

が決して行われることがないという点である．都市という概念が様々な使われ方をされて

きたということは，その用語法において定式が存在しないということを意味する．ゆえに，

抽象化された都市概念は，相互に錯綜的な用法をされながら，その連関について多くを示

されず，その抽象化の理解可能性を担保する，事例記述のみがされるという傾向にあった．

そこには統一された水準が存在しないし，そもそも存在し得ないのである． 

 第二に，こうした外在的な規定によって都市概念を運用することによって，そこからこ

ぼれ落ちる人々の実践がどうしても出てしまうということがあげられる．それはカステル

が自らの都市概念の運用を 180 度転換する，主要な要因でもあった．彼はマルクス主義理

論に基づいて都市を規定するとともに，そこで生じる社会運動を階級闘争として捉えた．

しかし，こうした運動の多くが，こうした規定に必ずしも当てはまらないものであると同

時に，それが事実都市を大きく変えていくのを目の当たりにした際，彼はその説明図式の

適用困難性を覚えざるを得なかった．そしてこれはマルクス主義理論特有の問題なのでは

なく，人間生態学にせよ，文化観念論にせよ，都市を何らかの要件によって外在的に規定

しようとする理論的試みが，全て抱えざるをえないものなのである． 

 こうした問題性より，1.2 ではカステルの『都市とグラスルーツ』において見られた，都

市概念の運用法の大胆な転回を分析した．彼が上記の困難に直面した際，取った手段はそ

の逆用であった．つまり，都市概念がどうしても捉えようがないほど曖昧で，歴史的に可

変的なものであるとするならば，まさにそうした都市概念にたいする意味付けを主体的に

変えていく人々の実践を分析すればよい，というアプローチを取ったのである28)．こうした

                                                 
28) この問題に対するもう一つの回答として，ソジャによる以下のロサンゼルスをめぐる思

わせぶりな記述も参照のこと．「ロサンゼルスはきわめて捉えがたく，ありきたりの記述を

全く寄せつけない．それは，あまりに多くの相反するイメージをかき立て，歴史化に混乱

をもたらし，つねに連続して展開する代わりに側方に広がるように思えるので，時間的な

語りにおいて説得的に捉えることが難しいのである．というのも，それは際限なく常に変

動するようにも見えるので，決して十分に包摂できず，またあまりに『他なる諸空間』で

満たされているために，うまく描写できないからである……わたしの観察は必然かつ偶然

に不完全であいまいであるが，目標は明確にしておきたい．すなわち，その目標とは，著

しく落ち着きのない地理的景観の種別性と独自性を識別しつつ，同時に抽象度の高いレベ

ルで洞察を引き出すこと，ロサンゼルスを通じて社会生活の根本にある空間性，つまり社

会と空間，歴史と地理の間にある分かちがたい関係のおぼろげな理解，ポストモダンの都

市地理（学）のすばらしく個性記述的であり，かつ魅力的に一般化できる特徴を探究する

ことである．」（Soja 1989=2003: 286-289） 

ここで彼が示した手法は，都市を外在的に定義することなしに，説明を行うもう一つの

方法であると見ることができる．つまりそれは，都市の曖昧さを，研究者が縮減すること

なしに記述することを通じて，単線的な説明図式を回避し，その多様性をありのまま表す

ことを意図したものである．だがこのような書き口は，やはりその多様性が，研究者が内
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アプローチをとることによって，都市は物理的容器としての性質だけでなく，人々の主観

的な意味付けの相互作用による「歴史的所産」として説明されることとなった．都市から

何かを説明するのではなく，都市がどのように――空間形成の面においても，概念生成の

面においても――作られてきたのかを，歴史的な人々の実践から分析することの重要性を，

カステルのこの議論は提示しているのである．そしてそれは，近年の空間論において重要

な課題となっている空間の複数性と錯綜性を，真正面から受け止めるという点においても，

難解な時間－空間にまつわる議論を経験的プログラムに落としこむ一つの方向性を示して

いるといえるだろう29)． 

 1.3 では，こうしたカステルの理論的転回を大枠として受け止めた上で，それを本論文の

対象である「ロードサイド」に適用させるための参照軸を，ネオ・ヴェーバリアンの「消

費の社会学」に関する議論に求めた．彼らの議論そのものは，サッチャリズムに伴う消費

様式の急激な変化を，社会構造や国家・市場のサービス供給体制から説明することを試み

たものであった．しかしながら，そこで展開された知見は，本論文のそれにも適用可能な

ものである． 

第一に，それは階級概念に依拠せずとも，社会変動となるような消費様式の転換が起き

うるということを示している．1970 年代のイギリスにおいて起きた構造転換は，社会階級

と消費様式の一致が崩れたことによって起きたものであった．そこで生じていたのは，生

産手段の有無に伴う階級ではなく，消費手段の有無に伴う消費セクターが，社会的亀裂と

してより姿を大きくしていき，なおかつ国家による集合的消費様式を麻痺させていくプロ

セスだったのである．こうした議論から私たちは，「ロードサイド」もまた，その力学は異

なるとはいえ，階級概念によらない「非階級的な物的利益」を共有する人々の実践によっ

て，消費様式が姿を変えていく中で生起したものだと捉えることができる． 

第二に，カステルが都市社会運動から都市をめぐる規範の変化を捉えようとした際導入

した「集合的かつ意識的」という枠組みを介さずとも，都市をめぐる規範が変化するプロ

セスを説明する手立てを，この議論は示唆している．イギリスにおける消費様式の転換は，

                                                                                                                                               

在的に抱え持つカテゴリーによって制限されているというところに限界がある．この点を

鑑みるに，私たちは「ロードサイド」を記述する際，こうした手法もあることを理解した

上で，本文で示した手法をとることにしたい． 
29) 少々勇み足ながら述べるとするならば，この意味において本論文の理論的枠組は，1970

年代以降マルクス主義の系譜より議論されてきた，社会と空間の相互依存的な関係性――

すなわち社会－空間弁証法（Soja 1989=2003: 107）――を論じるためのパースペクティブ

を，社会構築主義的な視点からカステルを読み直すことによって再検討したものであると

いえる．すなわち，空間と社会が相互規定的に構築されていくという立場を共有しつつも，

社会だけでなく空間もまた，人々によるカテゴリー化の実践によってはじめて私たちの目

の前に現れるのだという立場を取ることによって，本論文は「ロードサイド」という，人々

の意味付けによってはじめて生起することができる概念と，その概念によって指し示され

る消費空間の双方を，その視角の中に収めることができるようになったのである． 
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人々の消費様式の移行――集合的消費から私的消費――に伴い生じたものである．しかし

それは当然の事ながら，その移行を望んだ人々によって実行されたものではない．消費様

式は，都市にまつわる規範を変えることを念頭に入れたものではない，様々な利害が絡ん

だ人々の実践によって「自然に」転換したのである．私たちの実践は，たとえそれを意識

せずとも何らかの社会変動に強く関わることがあり，そこには遡及的なカテゴリーの当て

はめによっては分析することのできない，都市をめぐる規範の変化が存在する．そしてそ

の変化は，歴史的資料を通じた人々の実践の軌跡を通じてのみ理解可能なものである． 

よって，「ロードサイド」という概念が独特のリアリティを帯びるようになる過程を考察

するためには，「都市社会運動」のような特定の現象に還元されない人々の実践を通じて，

歴史的な消費様式の転換を分析することが必要となる．カテゴリーとしての「ロードサイ

ド」は，いかにして社会の中に生起し，独特の磁場を持って語られるようになったのか．

このことを理解するため，本論文では消費者ではなく，小売企業や統治連合などのサービ

ス供給者の実践に注目する．「消費の社会学」でもその問題が提起されていたように，消費

者という概念を対象化することは困難である．私たちは消費者の意識の変化，あるいは性

向の変化を，歴史的な形で論じることはできない．しかし私たちはそうした「消費者」を

眼差し，自らの利益の中に取り込んでいこうとしたサービス供給者の実践は，対象化する

ことができる．彼らはいかにして「ロードサイド」を見出したのか，そして彼らはどのよ

うなロジックでもって「ロードサイド」を受容したり，拒否したりしたのだろうか． 

本論文は，こうしたサービス供給者の錯綜的で複線的な実践を通じて，「『ロードサイド』

の生起はどのようなアクターの歴史的実践によって可能となったのか」，そして「『ロード

サイド』は，『都市』と『消費』の関係をいかに変化させたのか」という，二つの問いに答

えることを目指す．そしてそれは，日本における都市をめぐる規範と消費様式が相関的に

変化していき，「ロードサイド」という概念が独特のリアリティを有するようになる過程を

記述することでもあるのである． 

＊ 

以上の先行研究の検討によって，私たちは本論文の方針をおおむね固めることができた．

以下では，次章以降に行う議論と，その対象選択理由を，簡略にではあるが示したい． 

2 章では，群馬県高崎市を対象として，1970 年代から 90 年代にかけて，この地域におい

て「商業の郊外化」という商業構造の急激な変化が生じたことを示す．私たちは「ロード

サイド」という概念を用いることによって，郊外の幹線道路沿いの商業施設を容易に想起

することができる．しかし，そうした想起によって指し示される消費空間はいつごろから

生起したものなのだろうか．私たちが「ロードサイド」を単なる空間として扱わないとは

いえ，そうしたカテゴリーで名指し可能な空間がいつ頃生じたのかを理解することは，3 章

以降の対象を具体的に特定するための前提条件として必要である． 

また，当然ながらこうした空間構造の変化は，資本という単独の力学によって遂行され
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たものではない．そこには都市人口の郊外化，自動車交通の増大などの環境要因の変化と，

それを外在的に規定する法制度・行政指導の系譜が存在する．こうした系譜を把握するこ

とで，私たちは 3 章以降の人々の実践が，どのような文脈に制約されていたのかを，理解

することができるだろう． 

 3 章では，「ロードサイド」の生起過程を把握するため，1970 年代から 80 年代にかけて

の小売企業と商業コンサルタントの実践を取り上げる．彼らのこの時期における実践を取

り上げる理由は以下の二つである． 

第一に，郊外に店舗を立地するという業態が同時代的に生起した背景には，小売企業と

商業コンサルタントの知識ネットワークが存在したからである．彼らに共有されていたの

は，「チェーンストア理論」という，都市の規範に内包された小売業を，独自のロジックを

持つ産業として定式化しようとするイデオロギーであった．こうしたイデオロギーの介在

によって，「ロードサイド」は商業適地として見出され，拡大の欲望に燃える小売企業が多

数立地する空間となっていった．よって，私たちは「ロードサイド」がいかにして眼差さ

れるようになったのかを，彼らの実践を分析することによって理解しなければならない． 

 第二に，こうした彼らの実践を通じて，「ロードサイド」という概念も私たちが運用する

ような形で定着していったからである．1970 年代以前，こうした郊外部の幹線道路沿いに

店を構える業態は，「郊外店」という形でカテゴリー化されており，住宅街への立地などと

区別されていなかった．それほど，郊外でチェーンストアを展開するという手法は特異な

ものであったのである．しかし「ロードサイド」と名指されるような業態がその影響を大

きくするにつれ，「郊外」というカテゴリーではその業態すべてを括りきれないと判断した

小売企業・商業コンサルタントによって，「ロードサイド」というカテゴリーが積極的に運

用され，定着するようになる．私たちが今用いる「ロードサイド」という概念は，当事者

－専門家によるカテゴリー化実践によって生を吹きこまれたのである．こうした事実を鑑

みるに，「ロードサイド」のリアリティを考える上で，彼らの実践は外すことのできない対

象であると言えるだろう． 

 4 章では，こうした「ロードサイド」の生起の対極に置かれる，中心市街地を司る商工業

者の実践を，1970-90 年代にかけて取り上げる．彼らのこの時期の実践を取り上げる理由は

主に二つである． 

第一に，「ロードサイド」のリアリティを考える上では，その対置される形で描かれる中

心市街地の衰退が，どのように進んだのかを理解しなければならないからである．戦後日

本において，地方都市であったとしても，商業集積地としての中心市街地の立ち位置は絶

対的なものであった．商品を購入するという行為は多くの場合中心市街地でなされるもの

であり，そこを牙城とした商工業者のアソシエーションたる商工会議所は，地域の統治連

合の一員として強い力を有していたのである．だが彼らは「ロードサイド」を排除するこ

とができず，中心市街地は 1970 年代以降衰退の一助を辿った．こうした過程を彼らの実践
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から把握することは，「ロードサイド」の対照項としての中心市街地が有していた特権性が，

消費様式の転換とともに失われていくメカニズムを描くために必要なものである． 

 第二に，こうした統治連合の実践が，中心市街地のプライオリティを保とうとするもの

であったにもかかわらず，「ロードサイド」の拡大を支える方向性に働いていたからである．

1980 年代，統治連合による中心市街地の店舗立地は，戦後最も厳しいレベルに統制された．

それは中心市街地における過剰競争を排除することによって，商工業者の命脈を保とうと

する試みであった．しかしその一方で，道路整備に伴う郊外開発は，今私たちの目線から

見れば「ロードサイド」を助長するような形で推進されていた．そこには明らかにパラド

キシカルな人々の実践と，その帰結としての「ロードサイド」繁栄のメカニズムが見いだ

せる．そしてそれは「地域開発レジーム」に取り込まれた統治連合の諸実践が，次第に目

的と効果を見失っていきながらも，強い規範として運用され続けるメカニズムも示してい

るのである．こうした事実は，「ロードサイド」のリアリティを考える上で，彼らの実践も

また，議論すべき対象であることを指し示しているといえるだろう． 

 5 章では，「ロードサイド」が広く地域社会に貫入するようになった 1980 年代後半以降，

どのような消費様式が敷衍するようになったのかを，家電量販企業の実践を通じて理解す

る．彼らのこの時期の実践を取り上げる理由は主に二つである． 

 第一に，家電量販業界はこの時期に最も大きくその構造を変えた小売業の一つだからで

ある．1980 年代前半まで，家電量販業界は，メーカーとの良好な関係の元，企業それぞれ

が地域別に住み分けることによって，お互いの利益を確保するという，カルテル的な体制

が敷かれていた．しかし家電量販業界にとって無風地帯であった北関東において，1980 年

代後半より「ロードサイド」への店舗立地が盛んに行われ，激烈な競争が起きるやいない

や，わずか 10 数年の間に業界地図は完全に塗り替わり，北関東をルーツとする家電量販企

業群――「北関東 YKK」とマスメディアに呼称されたヤマダ電機・コジマ・ケーズデンキ

――が全国各所に店舗を立地するようになった．家電は近所のメーカー系列店から買うも

のではなく，郊外に立地する全国展開企業の大型店舗から買うものになった．この激烈な

消費様式の変化を支えていたロジックを，「ロードサイド」というパースペクティブから考

えることは，この消費空間が独特のリアリティを持つようになる背景を考える上で，非常

に重要である． 

 第二に，郊外型家電量販企業が取った「安売り」という戦略を分析することで，「ロード

サイド」と深く結びついた消費様式の転換がどのように敷衍していったかを，示すことが

できるからである．郊外型の家電量販店において，「安売り」はこの時期積極的に用いられ

る販促手段であったが，それは，安さを実現するための販売管理費の飽くなき削減と，そ

れを背景とした「安さのイメージ」の創造という，彼らの実践によって成し遂げられたも

のであった．このフレキシブルな値付け体制と，それを意味あるものとする近隣店舗との

価格競争は，マスメディアに広く取り上げられ，「ロードサイド」＝「安売り」というイメ
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ージを，広く一般に敷衍した．そしてその帰結として「ロードサイド」と強く関連した消

費様式が日本社会の中に広まっていったのである．こうした家電量販企業を含めた郊外型

小売企業の実践によって，安さと「ロードサイド」は極めて強い関係性を有するようにな

り，「ロードサイド」は多くの人々を集める消費空間として，その立場を確固たるものにし

ていった．この点において，私たちは「ロードサイド」が独特のリアリティを有するよう

になる背景には，小売企業の絶え間ない実践と，それによる消費様式の変化が存在したこ

とを，理解することができるだろう． 

 以上より，各章の概要と，扱う事例が本論文の問いに対して適切なものであることを述

べた．以下では，この枠組みに沿いながら，具体的な議論を行っていきたい． 
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2. 戦後日本の地方都市における商業集積の変化とその制度的要因――群馬県

高崎市を事例に 

 本章の目的は，本論文における主要な関心である「ロードサイド」の生起，すなわち商

業集積の郊外化が，どの時点で生じたのかを統計資料の分析30)によって同定するとともに，

それを支えた外的要因の文脈を理解することである．そのために，本章では群馬県中央部，

特にそのなかでも高崎市における産業構造や人口動態の時系列分析を行い，その過程で生

じた様々な制度的・社会的変化に着目する．そしてその知見を元に，次章以降で「ロード

サイド」をめぐる人々の実践を分析する際の方向性を策定する． 

 まず，なぜ高崎市なのか手短に述べておきたい．序論や1章で述べたように，本論文の

主要な目的は，「ロードサイド」が生じる背景にどのような人々の実践があったのかを，

小売企業とそれに対する統治連合の営みから分析することにある．このような手法を取る

以上，日本全国津々浦々をカバーすることが困難であることを考慮すると，少なくとも統

治連合の実践を分析する際には特定の圏域に対象を絞る必要性がある．そしてこの対象地

域の選定において重要な条件は，小売企業と統治連合双方の実践が顕著に見られ，なおか

つその過程の中で「ロードサイド」が顕在化していった地域であるということである． 

 こうした観点から見ると，高崎市および群馬県は対象地域として非常に適している．と

いうのも高崎市周辺においては郊外型小売企業が数多く創業するとともに，1980年代にか

けて，日本でもいち早く郊外型商業集積の形成と急激な中心市街地の衰退が生じたからで

ある（毒島 1993; 土屋 2004）．すなわち本地域は，日本における「ロードサイド」のロ

ールモデルとなった地域としてみなすことができる． 

 もちろん「ロードサイド」を構成する郊外型小売企業が，本地域のみで企業活動を行っ

ていたわけではない以上，小売企業の活動を分析する際，群馬県中央部における活動のみ

を取り上げる訳にはいかない．だが苛烈な郊外店の立地が見られた地域を詳細に分析する

ことは，商業の郊外化という社会的現象が生じる文脈を解釈する上で，重要な知見を提供

                                                 
30) こうした商業統計を用いた空間分析においては，商業地理学を中心として多くの蓄積が

成されてきており，本章でとった分析の多くも，これらの知見によっている．本文中でそ

の影響を逐次取り上げることは出来ないので，ここで参照した文献についてまとめて記し

ておきたい．藤井（1983）は京阪神地域を対象として，1960 年代以降小売業の郊外化が進

み，大都市の商業地区のみが優位的な状況にあることを示した．香川（1984）は，日本に

おける各年のスーパーマーケットの店舗分布と資本の差異に着目し，各都市における商業

構造の類型化を行った．根田（1989）は，釧路市を事例として，中心市街地における大規

模店舗の立地が，商業施設の開廃業や買物吸引力に与える影響を考察した．安倉（1999）

は，中京圏を事例として，大店法の運用緩和に伴う，ショッピングセンターの立地活動の

変化について分析した．根田（2001）は日本の商業に関する地理学的研究を総合的に精査

し，都市内小売業の空間構造を分析した研究が少なく，また都市システムに対する配慮が

弱いことを指摘した．山下（2006）は，佐賀市を事例として，いわゆるまちづくり 3 法の

持つ問題点を指摘し，中心市街地の重要性を主張した．駒木（2010）は，徳島都市圏を事

例として，大型店の立地展開の変化とその影響について，時系列別に分析を行っている． 
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すると考えられる． 

 そして，この急激な郊外化に対する統治連合の対抗実践を分析する上でも，高崎市は優

れた対象である．高崎市では1980年代以降，行政組織と商工会議所の緊密な関係性の元，

中心市街地の積極的な再開発や商店街への支援が行われた．これは現在に至るまで続いて

おり，当地域は日本全国レベルで見ても統治連合による協働的ガバナンスが強く働いた地

域であると見ることが出来る．そこにおいては「ロードサイド」の生起に対抗する形で，

統治連合による様々な対抗実践が繰り広げられたのであった．よって，高崎市における統

治連合の実践を分析することは，そのまま「ロードサイド」が生起した際における，中心

市街地を織りなすアソシエーションの反応を記述することになるとともに，それが多くの

場合有意義な対抗実践とならないメカニズムを理解する一助となるのである． 

 以上の背景より，本論文では特定の地域への着目が必要となる際，おもに群馬県高崎市

を対象として議論を行う．そしてこうした特定地域における人々の実践に着目する以上，

この実践を外的に規定するさまざまな文脈――法制度の変化，郊外化と都市人口の増大，

自動車所有数の増加などなど――を前もって理解しておかなければならない．本章の記述

はおおむねそのために行われるものである． 

 本章の構成は以下である．まず2.1にて，統計資料を用いることで，本地域の商業構造

変化を可視化し，その外的要因を同定する．具体的には中心市街地から郊外へという，商

業構造の変遷がいつごろ生じたものなのかを，商業統計を中心に読み解くとともに，その

時代における社会構造の変化を論じる．その後2.2にて，こうした社会構造の変化に対応

する法制度や地域開発の文脈を記述し，錯綜的な制度的要因の変遷が，「ロードサイド」

の生成にどのような影響を与えたのかを分析する．特にそこでは1970年代から90年代に

おける商業立地規制と，郊外開発のプロセスが有するパラドックスが問題となる．そして

最後に2.3にて，こうした「ロードサイド」の生起とそれを作り出す外的要因の関係性を

整理し，次章以降の研究プログラムを示す． 

 

2.1 統計資料から見る対象地域の変化 

 本節では主に群馬県および高崎市の統計資料を用いることで，この地域の時系列分析を

行う．具体的な分析はおおむね以下の二つにわけられる．第一に，商業統計や地域メッシ

ュ統計を用いることで，この地域における商業の郊外化がいつ頃生じたといえるのかを分

析する．第二に，こうした商業の郊外化における外的要因を精査すべく，人口動態や交通

状況の変化などを分析する． 

 ただその前に高崎市という自治体が，どのような歴史的背景の元成立してきたのかを簡

単ではあるが記述しておきたい．高崎市は東京23区から北西部に約100キロ，関東平野の

北縁部に位置し人口約37万人（2015年現在）を有する群馬県下の自治体である．伝統的

市街地が東をJR高崎線，西を烏川に囲まれた場所に形成されており，この縦3キロ横2キ
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ロ弱の地域が高崎市の旧旧市部（1900年に高崎町が市制を施行した段階における市域）と

ほぼ対応する（図2-1）．この地域は旧来からの商業集積地域であり，大型店なども多く

がこの地域に立地してきた．一方，1927年の塚沢村，片岡村の合併に続き，その後佐野村

（1937年），六郷村（1951年），新高尾・中川・八幡・豊岡村・長野村（1955年），大

類村・八幡村（1956年），岩鼻村（1957年），倉賀野町（1963年），群南村（1965年）

など周辺の町村を複数合併した結果，市域は膨れあがり，戦後こうした旧村部においても

住宅開発や商業集積が見られるようになった結果，現在の市街地構造から旧市域を把握す

ることは非常に難しくなっている31)．

 

図 2-1 本論文の主要対象地域 

 高崎における市街地の形成は，1598年の井伊直政による高崎城の築城によると言われる．

この築城は三国街道と中山道の分岐地点であったことから，交通の要衝としての重要性が

重視されていたために行われた．こうした背景より，江戸時代にかけて高崎は宿場町であ

ると同時に城下町としての機能を有するようになり，交通機能の結節点かつ本地域有数の

商業都市として発達した． 

 こうした状況は，明治維新後も変わることはなかった．複雑な廃藩置県のプロセスの中

で県庁こそ前橋市に譲ったものの，城址跡に軍の駐屯地が置かれ，群馬県の特産品である

                                                 
31) 高崎市は 2006 年および 2009 年に倉渕村，箕郷町，群馬町，新町，榛名町，吉井町と合

併しているが，本論文では原則として 1970 年代から 1990 年代における高崎市の動向を取

り扱うため，原則としてこの平成の合併後の高崎市における変化を対象としない． 
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絹糸の集約拠点として問屋街が形成されるなど，高崎市は群馬県における経済的な中心地

としての立場を保ち続けた．それは1884年の高崎線の開通や，その後の一連の鉄道網の形

成において，高崎駅が群馬県内におけるハブとして位置づけられたことにも表れているだ

ろう．1900年に前橋市に次いで市制を施行した後，高崎市は群馬第二の人口を誇る商業都

市として，北は群馬県北部，南は埼玉県北部に至る広大な商圏を有するようになった． 

そしてこの商業都市としての立ち位置は，第二次世界大戦下における空襲被害が軽微で

あったことから，戦後になっても変化しなかった．高崎市は絹産業と周辺部からの購買客

に支えられた，地方中核都市としての性格を歴史的に色濃く有していたのであり，ゆえに

その商業集積地としての役割は，非常に大きなものだったのである（高崎市市史編さん委

員会 2004: 503-720）． 

 

2.1.1 高崎市における商業の郊外化 

 では，このように強い歴史的持続力を有していた高崎市の商業構造は，いかにして変化

したのであろうか．以下では群馬県ならびに高崎市の商業統計データを最高で1960年から

2004年まで参照することにより，その時期を特定したい． 

 まず群馬県全体の商業が，日本全体におけるそれと比してどのような特徴を有している

のかを明らかにする．図2-1は，1972年の日本全体と群馬県の事業所数・従業者数・年間

商品販売額・売り場面積・販売効率の比率を100%とし，その後のシェア変化を時系列別

に並べたものである．すなわち本図においてある指標が上向いているのならば，それはそ

の指標が群馬県において，日本全国の傾向よりも顕著な増大を示していることを意味し，

逆に指標が下向いているのならば，その指標は群馬県において日本全国のそれよりも顕著

な減少を呈しているということである．つまり，本図は1970年代以降，群馬県の商業に明

示的な特徴が現れたかどうかを分析することに役立つ． 

 図の解説に戻ると，1990年代後半以降の売り場面積を除けば，すべての指標が全年度を

通じて90%から110%の間に属していることが分かる．つまり，すくなくともこれら5つの

指標において，日本全国における商業構造の変化とかけ離れた差異を見出すことはできな

い．群馬県における商業構造は，日本において特殊な状況を呈しているというよりも，日

本全国と類似の傾向を示しているのである．特に本研究が主に取り扱う1970年代から

1990年代初頭にかけては，従業者数を除けば95%から105%のレンジに入っているため，

今後説明する群馬県内の商業指標の変化は，ある程度の一般性を有しているといえる32)． 

                                                 
32) とはいえ，1980 年代の従業者数の相対的落ち込みと，1990 年代後半以降の相対的売り

場面積の増加に関しては，一定の説明があっても良いだろう．仮説にすぎないが，本論文

ではこの点について以下の様な解釈を取る．第一に，従業者数の相対的な落ち込みは，こ

の時期郊外部においてきわめて高い売上効率を，中心市街地に比して有していたことから

説明可能だろう．つまり，この時期の群馬県においては，他県と比して少ない従業者数で

も，全国と同水準の売上高を確保することが出来たのである．第二に，売り場面積の相対
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図 2-2 群馬県における商業指標の対全国比変化（各年度の事業所企業統計調査を参照） 

 次にこうした平均的な状況を呈している群馬県の商業構造において，高崎市の位置づけ

が，歴史的に変化してきたのかどうか検討する．商業統計を時系列に並べてみると分かる

ように，少なくとも自治体ベースで見れば，高崎市の商業のポジションは大きく変化して

いない（図2-3）．すなわち，群馬県全体での商品・小売販売額の伸長に，高崎の商品・

小売販売額もおおむね追随しており，そこに明確な凋落や興隆を見出すことは出来ないの

である．その推移は，1960年から1974年までの高度経済成長期における爆発的な伸びと，

1974年から1991年までの安定成長，それ以降の経済的失速に分けることができ，そして

このプロセスはおおむね一般に語られる日本の経済局面と照応している．事実，高崎市の

商品販売額と小売販売額は戦後一貫して，群馬県全体の約25%および約18%のシェアで推

移している． 

                                                                                                                                               

的な上昇は，この時期より大店法が緩和され，大型ショッピングセンターが郊外部に多く

建設されるようになったにもかかわらず，長期不況の影響もあり，売上高がそれほど伸び

なかったことに起因すると考えられる．つまり，放埒な店舗立地が可能となったことで，

売り場面積が急増した一方で，それに対応するほどの需要が無かったのではないか． 
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図 2-3 群馬県及び高崎市の商業指標の変化率〔各年度の『群馬県統計年鑑』を参照〕 

 だが，一方でこうした図式は高崎市内の地域別商品販売額の増減を考えれば，一面的に

過ぎることが分かる．図2-4，2-5を見てみると，1966年当初は80%近いシェアを誇ってい

た中心市街地（旧市部）の小売販売額は，その後一貫して低下し続け，1979年に郊外（旧

市部以外）に販売額で抜かれる33)．その後急激に伸長する郊外部の小売販売額に対し，中

心市街地の小売販売額はほとんど伸びていかなかったのである．1979年以降の高崎市にお

ける小売販売額の伸長はほぼ郊外におけるそれによって担われるようになり，1994年以降

中心市街地のシェアは20%台にまで落ち込んだ．高度経済成長期の終焉とともに旧市部の

販売額の伸びが完全に停滞するのとは対照的に，郊外では70年代後半から80年代にかけて

急激に販売額を伸ばしていった．長期不況下にあった1997年を境として，郊外の販売額の

伸びは反転するのであるが，その時すでに中心市街地の凋落は決定的なものとなっていた

のである．

                                                 
33) この地域区分は，田村（2010）のものに従った． 
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図 2-4 高崎市内における小売販売額の地域別推移（各年度の『高崎市の統計』を参照） 

 

図 2-5 高崎市における中心市街地の小売販売額シェアの推移（各年度の『高崎市の統計』

を参照） 

 この郊外化のプロセスにおいて，具体的な店舗立地はどこで行われたのだろうか．1986

年における500㎡地域メッシュごとの店舗・飲食店従業員数をプロット（色が濃いほど従

業者数が多いことを示す）した図2-634)を見てみると，従来の都心部だけでなく，郊外部

においても従業者が集中している箇所が存在していることが分かる．後に詳しく説明する

が，当時郊外における大型ショッピングセンターの立地が困難であったことを鑑みると，

こうした郊外部における従業者数の集中は，そのまま小中規模な郊外型店舗の集積を表し

                                                 
34) 地域メッシュ分析の手法については後藤（1997）および菊池（2008）のモデルを，500

メートルメッシュに最適化した形で用いた．詳しい手法については，筆者の WEB サイト

（https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx6aG

l4aWFuZ2tvbmdqaWFufGd4OjJmNGUxNWEwYzMzNmQ4MGY）を参照のこと． 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

小
売
販
売
額
（
百
万
円
）

 

中心市街地 

郊外 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1966 1970 1974 1979 1986 1991 1994 1997 2004

中
心
市
街
地
の
市
内
小
売
販
売
額

シ
ェ
ア

 



54 

 

ているといえる．そしてこうした郊外部の商業集積がおおむね幹線道路沿いに存在し，ま

た集中的な出店が見られるところは幹線道路が交錯している箇所であることから，1970

年代以降の商業の郊外化は，そのまま「ロードサイド」の生起を表していると見ることが

出来るだろう． 

 

図 2-6 1986 年の群馬県中央部における店舗・飲食店従業員数（1986 年度の『事業所・

企業統計調査』を参照） 

 そしてこの郊外における商業販売額の急伸は，過度な店舗面積の拡張のみに求められる

ものでもない．確かに郊外部における売り場面積は，1974年に71692㎡だったものが，1991

年には171234㎡と，約2.5倍に増加しており，この伸びは同時期の中心部が105067㎡から

126185㎡（各年度の『高崎市の統計』を参照）であったことを思えば著しいものである．

だが，図2-7で明らかなように，1974年にはほぼ対等であった販売効率（売り場面積あた

りの小売販売額）が，1991年には中心市街地と郊外で1.5倍の差がついたことを考慮する

に．郊外における乱開発がこの落差をもたらしたと結論付けるよりも，郊外部における商

業施設に，当時何らかの形で人びとを強く惹きつけるような要素が存在しており，ゆえに

乱開発が起きたのだと考えるほうが，おそらく妥当である． 
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図 2-7 高崎市内における販売効率の地域別推移（各年度の『高崎市の統計』を参照） 

 事実，そのことは図2-8における一店舗あたりの小売販売額の推移を見ても明らかであ

る．1974年当初，中心市街地と郊外間の一店舗あたり小売販売額の差は，中心市街地の方

が二倍ほど高い位置にあった．郊外の販売額も増えていたとはいえ，売上高は中心市街地

のほうが相応に高く，ゆえにその集積には一定の価値が存在したのである．しかしその後，

中心市街地の売上高の上昇率を遥かに超える形で郊外店舗の小売販売額が増大し，1988

年には中心市街地店舗の小売販売額を超えるようになる．1991年までは中心市街地におい

ても一店舗あたり小売販売額は上昇していたのだが，それを上回るペースで郊外部の小売

店舗の販売額は伸びていったのだ．このことより，郊外の伸長が量というよりも質，すな

わち店舗一つ一つの販売額上昇に起因するものであったと見ることは十分に可能だろう． 

 

図 2-8 高崎市内における一店舗あたり小売販売額の地域別推移（各年度の『高崎市の統

計』を参照） 
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図 2-9 高崎市内における一店舗あたり売り場面積の地域別推移（各年度の『高崎市の統

計』を参照） 

 最後に，中心市街地と郊外間の一店舗あたり売り場面積を比較することによって，これ

までの考察に対する疑義に対する反証を提示しておきたい．すなわち，郊外の中心市街地

に対する優位性は，郊外に立地しやすい巨大店舗の集客性にあるのであり，ゆえに販売効

率や小売販売額が高いのは当然ではないかという疑義である．図2-9を見ると，その疑義

には，少なくとも郊外への商業重心の移動が顕在化した1980年代から90年代にかけては，

正当性がないことが分かる． 

 後述することにもなるが商業に対する法規制が極めて厳しく運用された1980年代，百貨

店などの大型店舗を備える中心市街地に対して，郊外にはそうした大型店舗が存在するこ

とができず，一店舗あたりの売り場面積は劣位な状況にあった．もちろん，法規制ギリギ

リの店舗が乱立していったことにより，一店舗あたりの面積数は80年代急激に増加してい

くのであるが，それでもなお中心市街地のそれを超えるようになるのは，大店法の運用が

有名無実化した後の1997年のことである．よって，こうした疑義は，「ロードサイド」が

問題化し，郊外論によって批判されるようになった2000年代以降においては正しいといえ

るかもしれないが，それ以前に関しては正当性を持たないのだ．郊外の巨大店舗は，確か

に中心市街地を衰退においやる決定因ではあったものの，その過程全体に作用していたも

のではなく，むしろ全体を通してみればその影響は小さい．ゆえに私たちが見るべきは，

そうした巨大店舗が出てくるに至る歴史的背景としての，劣位な店舗面積でありながらも

優位性を獲得した郊外の小売店舗の実践を分析することなのである． 

 まとめると，1970年代から1990年代における群馬県及び高崎市の商業構造は，少なく

とものその対象範囲を自治体という枠に留める限り，特殊な傾向を示しているわけではな

い．それは日本全国の動向ならびに群馬県の動向におおむね即したものであり，日本にお
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ける経済情勢の変化と呼応している．つまり，高崎市という自治体は，群馬県内における

主要な商業地という立場を保持し続けたのである． 

 ただし，自治体内部に視点を移すと，商業構造がこの時期大きく変化していることが分

かる．高崎市内における小売販売額の変遷は，中心市街地が絶対的な優位性を有していた

のは1960年代までであり，それ以降は中心市街地と郊外の闘いが前景化し，郊外に商業集

積がシフトしていったことを表している．1970年代から90年代初頭にかけて，郊外部の

店舗は中心市街地のそれに比して狭い売り場面積であったにもかかわらず，極めて高い販

売効率を誇り，爆発的に売上高を伸ばしていった．既往研究が示しているように，「ロー

ドサイド」とその後呼ばれるような商業集積は1970年代に生起し，急激に地域社会の中に

浸透していったのである． 

  

2.1.2 戦後群馬における産業構造・人口動態・交通状況の変化 

 では，こうした「ロードサイド」の生起は，どのような外的要因に支えられたものであ

ったのだろうか．本節では，群馬県及び高崎市における産業構造・人口動態・交通状況の

変化を分析することで，外的要因の影響を精査したい． 

 まず，群馬県における産業構造の変化を見てみよう．図2-10を見ると，群馬県において

も日本全国におけるそれとおおむね同じ傾向を見ることが出来る．すなわち，それは第一

次産業就労者数の継続的な低下と，第二次産業と第三次産業の増加を示しており，なおか

つ1990年代以降第二次産業の就労者数も減少する中で，雇用吸収の役割を第三次産業が一

貫して担い続けたことを示している． 

 

 

図 2-10 群馬県における産業構造の変化（各年度の『群馬県統計年鑑』を参照） 

 こうした就労者数の増加を支えたのは，当然ながら群馬県における人口の増加である．

図2-11は群馬県及び高崎市における時系列別人口の伸び率を表しているが，1960年代まで
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は停滞傾向にあった人口が，1970年代以降顕著に増大したことがよく分かる．1960年代

までの停滞は群馬県における人口の自然増を上回る形で，首都圏中心部への流出による社

会減が進行していたためであるが，この傾向は1970年代以降ゆるやかとなり，顕著な人口

増加が見られるようになった．1970年には165万人だった人口は，約25年後の1974年に

200万を突破した．こうした人口の増加分が，そのまま就労者の増加とリンクしたのであ

る． 

 雇用の創出が先か人口の増加が先かについては，本稿の議論の範囲を超えるので触れな

いが，いずれにせよ重要なのは，この時期群馬県においては，供給－需要双方の増強を喚

起する人口増加局面にあり，なおかつそれは高崎市や前橋市といった地方中核都市への人

口流入を強くするものではなかった――高崎市の人口伸び率は群馬県の人口伸び率上昇と

相反する形で低下していった――ということである．つまり，こうした人口の増加は地方

中核都市の市街地密度を上昇させる方向に働くのではなく，郊外部の散漫な，公民双方の

開発を生じさせたのであった．そのことは図2-12を見ても明らかである．群馬における

DID（人口集中地区）人口密度は，1960年代から70年代にかけて全国平均のそれを遥かに

上回るレベルで低下した．これはそのまま，DID地区に指定されていなかったような農村

部における住宅開発が人口増加に伴う住宅需要を下支えし，人びとの生活基盤がこの時期

から急激に都心ではなく郊外に立脚したものとなっていったことを示している．

 

図 2-11 群馬県及び高崎市における人口の推移（各年度の『群馬県統計年鑑』を参照） 
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図 2-12 群馬県及び全国における，DID 人口密度の推移（『日本の長期統計系列』を参照） 

 次にこの就労者の増加を支えた産業は何だったのか，内実をより細かく精査してみよう．

図2-13と図2-14はそれぞれ第二次産業，第三次産業内の就業者数の増減を表したものであ

る．第二次産業内の雇用セクターは，おおむね製造業と建設業に大別されるが，その増減

はおおむね経済情勢の変化と呼応している．すなわち，製造業においてはオイルショック

が生じた1970年代中盤と，バブル崩壊後の1990年代以降において，就労者数の減少が認

められる．一方建設業は，こうした情勢下においても安定した就労者数を確保していてい

るものの，その伸び率は緩やかであり，製造業の浮沈をサポートするほどのものではない． 

 

図 2-13 群馬県における第二次産業の就労者数変化（各年度の『群馬県統計年鑑』を参照） 

 こうした第二次産業の浮き沈みをカバーし，就労者数の増加に貢献したのは第三次産業，

特に卸売小売業・飲食店とサービス業の伸びである．特に1990年代以降の就労者数の伸び

はおおむねこの両セクターの雇用増大に起因しており，サービス業の増大に伴う第三次産

業セクターの卓越化は，群馬県においても見いだすことができる． 
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図 2-14 群馬県における第三次産業の就労者数変化（各年度の『群馬県統計年鑑』を参照） 

 重要なのは，こうした卸売小売業・飲食店と，サービス業の就労者数増加が，どこで生

じたのかである．というのも，1970年代以降の就労者増加の大部分が，この両セクターへ

の就労で占められていたとするならば，こうしたセクターの立地先がどこに集中していた

のかは，都市空間構造や商業構造に大きな影響を与えると推察できるからである．オート

メーションやラインの変化によって，同一立地であっても従業員雇用数を大きく変動させ

ることが出来る製造業と異なり，この両セクターは比較的定常的な雇用維持の必要性があ

る業種である．ゆえに，こうした就労数の変動は，そのまま店舗立地や売上高の増減と直

結するものなのだ． 

 前項で得られた知見に照らし合わせるのならば，それは郊外で生じた，と判断すべきで

あろう．なぜならば，1970年代から90年代にかけて，郊外部における店舗立地が一般化

し，その売上高を急激に伸ばしていったことを鑑みれば，そうした地域において雇用の増

大が見られないほうが不自然だからである． 

 このことは，地域メッシュ統計の分析からも理解することができる．図2-15は，群馬県

中央部の自治体内の商業中心（1975年時点にて当該自治体内でもっとも店舗/飲食店従事

者数が多い500㎡メッシュ）の従業者数を示したものである．前橋，高崎，伊勢崎いずれ

の自治体においても，この時期卸売小売業・飲食店，サービス業においては就労者数の増

大が見られたにもかかわらず，1978年以降，中心市街地の従業者数は一貫して低下し続け

る．すなわち，こうした第三次産業の雇用数増大を受け止める機能を中心市街地は有して

いなかったことから，逆説的にこの時期の雇用を吸引していたのは，郊外の店舗群であっ

たとみなすことができる． 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

就
労
者
数
（
人
）

 

電気・ガス・熱供給・

水道業 

運輸・通信業 

卸売・小売業，飲食店 

金融・保険業 

不動産業 

サービス業 



61 

 

 

図 2-15 各自治体における中心メッシュ部の就労者数変化（各年度の『事業所・企業統計

調査』を参照） 

つまり，この時期の群馬県における第三次産業就労者数の増加は，中心市街地ではなく

郊外で生じたものであり，具体的には「ロードサイド」と呼ばれるような郊外型商業集積

の発生に依拠している．そしてそれは，上記したような 1960 年代から 70 年代にかけての

郊外人口の増加と，群馬県それ自体の人口増加によって担保されていた．その意味におい

て，1970 年代以降の郊外における小売販売額の急増は，戦後の一貫とした郊外化，より正

確に言えば都市化地域の拡散的増大という流れの中に位置づけられる．1950 年に高崎市人

口の約半数を占めていた中心市街地の人口は，その後の高崎市人口の堅実な伸びにもかか

わらず伸び悩み，1960 年代後半以降下落の一途をたどった（図 2-16）ことからも分かるよ

うに，1970 年代以降群馬県，および高崎市の人口密度は減少し，極めて拡散的な傾向を有

するようになるのである． 
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図 2-16 高崎市における市全体と中心市街地の人口推移（各年度の『高崎市の統計』を参

照） 

 この傾向を決定づける最後の外的要因は，自動車交通の急増（図2-17）である．激甚的

な郊外化と対応するように，群馬においてはモータリーゼーションが全国に比しても強く

進んだ．1966年には県人口の2.4%しか所有していなかった乗用自動車は，わずか10年後

には20%を超える普及率を見せ，1980年には一世帯あたり保有台数は1.3台と，自動車交

通の利用が急激に普及した．1970年代までの急激な郊外化に伴って，自動車が都市交通の

主要な手段として躍り出てくるのである． 

 

図 2-17 群馬県における自動車所持率の推移（各年度の『群馬県統計年鑑』を使用） 

 この転換の影響を露骨に被ったのは，それまで都市交通の主役であった乗合自動車，す

なわちバスである．もともと新潟や長野方面への連絡路として設計されていた群馬の鉄道

網は，地域輸送を密に行うという性格を有しておらず，公共交通の大半は，東武鉄道が優
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越な東毛地区を除けばバスによって担われていた．こうしたバス交通網は戦中に壊滅的な

被害を受けたが，1960年代の高度経済成長期において輸送人員を戦前期の水準にまで回復

する（大島 2002）．モータリーゼーション以前，群馬県の交通網は名実ともにバス輸送

によって担われていた． 

 しかし，図2-18において明らかなように，こうした乗合自動車の繁栄は長く続かなかっ

た．鉄道網と異なり，道路という同一インフラを自動車と共有するバスは，モータリーゼ

ーションの影響をいち早く受ける形でそのシェアを急減させていったのである．大島

（2002: 4）が指摘するように，自動車の増加と対応した道路網の整備は，初期段階にお

いてはバス路線の拡大に資したものの，結果的に自動車交通の優越性を示すこととなった．

自動車交通の増大に伴う渋滞と道路網整備がイタチごっこ的に繰り返されていく中で，バ

ス路線は定時運転が困難となり，その有用性を大幅に減少させていく． 

 

図 2-18 群馬県における乗合自動車及び私有鉄道の輸送人員数推移（各年度の『群馬県統

計年鑑』を使用） 

 こうした公共交通をめぐる環境変化のメカニズムに本論文は深入りしないが，いずれに

せよ1970年代の群馬県においてモータリーゼーションが急激に進み，もともとその弱かっ

た公共交通の立場が極めて脆弱なものとなっていたということは間違いない．またそれに

伴い，バスターミナルが存在する中心市街地の商業集積地としての価値が減衰していたこ

とも，指摘しておく必要性があるだろう．都市空間の形成過程において交通手段の変化は，

それ自身が都市構造を変えるのではないにせよ，都市空間の改変者に対して実質的な影響

を与える．よって，多くの既往文献で指摘されてきているような，モータリーゼーション

に伴う「ロードサイド」の生起という筋書きは，本研究においても否定されるものではな

い．  

 本項の議論をまとめると，群馬県における産業構造は，1970年代以降急激に伸長する第

三次産業，その中でも小売卸売業・飲食店とサービス業の拡大によって変化した．それと

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

140000000

160000000

年
間
輸
送
人
員
（
人
）

 

乗合自動車 

私有鉄道 



64 

 

同時代的な環境変化は，人口流出の緩和に伴う県内人口の増加であり，郊外部における無

秩序な住宅開発であった．この二者の要因が，消費セクターの郊外部における需要増大を

導くとともに，同時代的に生起したモータリーゼーションと共振しながら，郊外部におけ

る商業開発を循環的に促進していったと考えることはおそらく可能だろう．「ロードサイ

ド」における外的要因の影響は，本論文の主要な対象地である群馬においてもやはり強く

認められる．その点において既往研究が示している図式は，本論文がこうした状況におけ

る人々の実践に着目するのだとしても，大枠としては重要な知見を提供しているのである． 

  

2.2 「ロードサイド」の制度的要因 

 前節では統計資料を用いることにより，群馬県ならびに高崎市の商業構造の変化を可視

化するとともに，その背景にある様々な要因を指摘した．既往研究が示した通り，1970

年代に郊外型の商業形態は顕在化し，その後10年も経たずに中心市街地を追いやるほどの

成長を見せた．「ロードサイド」と呼ばれるような空間は，こうした急激な商業構造の変

化のまっただ中で生じたものであり，ゆえにこの時期の「ロードサイド」をめぐる人々の

実践に着目することは，日本の都市構造・商業構造の変化を論じる上で，非常に重要であ

ると言える． 

 ところで，こうした人々の実践を規定する外的要因は，今まで述べてきた産業的・人口

的・交通的要因のみではない．こうした要因をさらに外在的な形で規定する，制度的要因

が存在するのである．本節では，小売業や都市計画における法制度やその運用の変遷を記

述することで，「ロードサイド」という空間の生成過程において，制度的要因がどの程度

働いていたのかを分析したい． 

 

2.2.1 小売業における法制度の運用局面 

 日本の小売業における法制度の規制は，おおむね大規模店舗の規制による中小小売商の

保護にその焦点が置かれてきた．すなわち，百貨店に代表される大型店と，中小小売商に

よって運営される小型店の調整が目指されていたのである．こうした保護規制が可能とな

っていたのは，中小小売商によって構成された業種組合や商店街が，地方における統治連

合の運営に強く影響していたためであるが，この区分に基づいた規制が「ロードサイド」

に与えた影響を検討することは重要である．というのも，「ロードサイド」を構成する店

舗一つ一つが，必ずしも大資本による大規模店舗では無かったことからも，「ロードサイ

ド」の生成に対する逆機能としてこうした法制度が機能していたかについては，疑問符が

つくからである．以下では，戦後日本における小売業をめぐる法規制の系譜をたどること

で，「ロードサイド」が生じるに至る法的制度の運用過程を検討する（表2-1）． 
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表 2-1 日本における商業立地規制の系譜（関根 2004; 林 2010 を参照） 

法律名 年 規制内容   

新「百貨店法」 1956 
1500㎡以上の面積を有する店舗を持つ企業の活動

制限．営業・出店は許可制． 

規
制
発
現
期 

「大規模小売店舗法」 

1973 

1500㎡以上の店舗立地・営業の規制．許可制から届

出制．通産省傘下の大規模小売店舗審議会での審

査で立地が決定するが，明文化されていないものの

商調協が事前審査を行う． 

規
制
強
化
期 

1978 

500㎡への店舗面積引き下げと商調協の明文化．小

売業者の届出後の勧告が 3 ヶ月以内から最長 8 ヶ月

以内へと延長． 

1981 
大規模店舗の出店自粛を求める通達．事実上の出店

凍結措置． 

1982 
出店にあたって地元市町村に対する事前説明の義務

付け．行政指導による企業統制の強化． 

1990 
日米構造協議に伴う規制緩和．出店調整期間の短縮

と商調協の透明化 

規
制
緩
和
期 

1991 

大店法改正．店舗立地規制を 1000㎡以上の事例の

みに緩和．商調協の廃止と調整期間の短縮．地方自

治体による横出し規制の緩和．施行は 1992年． 

1994 
1000㎡の店舗立地の原則自由化．閉店時間・休業日

数の規制緩和の通達． 

「大規模小売店舗立地法」 1998 

大店法の廃止とともに成立．中小小売業保護から適

正な環境配慮へと店舗規制の理由変化．事実上の大

規模店舗に関する規制の撤廃．施行は 2001年． 

規
制
撤
廃
期 

 

 戦後小売業における法制度の運用の端緒は，1956年に制定された新「百貨店法」に遡る

ことが出来る．これは1937年に制定され，1947年に廃止された旧「百貨店法」をほぼ引

き継いだものであり，一店舗あたり1500㎡以上の床面積を有する百貨店の立地を許可制に

し，地元の商工会議所に設置される商業活動調整協議会（商調協）の意見を聴取するもの

であった．特に商調協の設立はその後の「商業の地方自治」とでも呼べるような，小売店
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舗立地における統治連合の介入に道筋をつけたという点で重要なターニングポイントと

なった．営業出店許可が旧百貨店法と同じく通産省直下に置かれた諮問機関である百貨店

審議会によって行われたとはいえ，それまでの中央集権的で一括的な零細企業保護の方策

にとどまらない，地域の成長マシンとしての商業施策という側面が出てくるのである． 

 ただし，この時期の百貨店法の制定において，国家による潜在的失業者層たる中小小売

商の保護という側面が色濃かったということは，押さえておかねばならない．そもそも

1947年に廃案となった百貨店法が10年後新しく制定されるにあたっては，急激な経済復

興に伴う百貨店の売上高回復と店舗の増大に対する，中小小売商の反発があった．つまり

零細資本であるがゆえに非効率的な経営を行わざるをえない中小小売商を法制度からサ

ポートすることによって，その活動機会を担保することが目的とされていたのである．ゆ

えにそこで主眼とされていたのは，大企業と中小小売商による活動の調整であり，すみ分

けであった（関根 2004: 312）． 

 だが一方で，高度経済成長に伴う小売販売額の爆発的な伸長は，その後の百貨店の急激

な店舗数増大と，床面積の拡大を押しとどめなかった（林 2010: 78）．人口の増加と中

心市街地の成長は百貨店・中小小売商双方において享受されたのであり，その意味におい

てこの二者のすみ分けの必要性が顕在化していたとは言いがたい．この経済拡張期におい

ては，高度経済成長期，百貨店と中小小売商は互いに反目し合い，インフレーションに苦

しみながらも，売上高を一貫して伸ばし続けていったのである． 

 この二極的かつ予定調和的な構図が崩れるのは，総合スーパーマーケット（GMS）業

態が1960年代，急激にその力をつけ始めてからである．百貨店法の規制にかからないため，

放埒な店舗立地が可能であったGMS業態は，1960年代以降チェーンストア理論を錦の御

旗として，急激にその店舗数を拡大した．特にその中でも著しかったのはダイエーであり，

1957年の創業後わずか15年で小売業売上高日本一となっている（関根 2004: 312）．卸売

業の介在に伴う流通コストの増大を抑えようとしたいわゆる「流通革命」の時流に乗って

いたことと，高度経済成長に伴うパイの拡大もあり，こうしたGMSによる急激な規模拡

大は，1960年代においては特段の規制が講じられることはなかった．ゆえにこの10年間

において，GMSという第三極が生じるとともに，その後ロードサイドを生み出すような

専門店が，その後の急激な店舗展開に耐えうるような財務基盤と社内組織を作り上げてい

くようになる． 

 とはいえ，こうしたGMSによる急成長は，百貨店業態においても，あるいは中小小売

商にとっても閑却できるものではなかった．1970年代に入るとGMSの拡大と擬似百貨店

の問題が認識されるようになるとともに，流通政策はおおきな転換点を迎える． 

 1973年に制定されたいわゆる大規模店舗法（以下大店法）は，その意味で極めて重要で

ある．というのもこの法律は，それまでの中小小売商の保護政策としての規制法案から，

「商業の地方自治」を推し進め，地域の統治連合に流通政策の多くを加担させるように働



67 

 

いたからである．まず本法律は，規制対象を企業ごとにするのではなく，1500㎡以上の店

舗面積を持つ店舗全てとしたことで，各フロアを別々の企業運営とすることで百貨店法を

回避していたGMSや専門店をも規制対象とするようになった．またそれまで許可制だっ

た出店調整が，事前審査による届出制となったことによって，出店の是非は商調協による

統治連合との折衝がさらに重要となった．出店規制にあたっては，おおむね通産省傘下の

諮問機関ではなく，地方自治体及び商工会議所がその役割を担うこととなり，その過程に

おいて，地域小売企業の意思が重要なものとなったのである．1973年に同時に制定された

中小小売商業振興法（中振法）が，中小小売商にたいする支援を拡大するとともに，その

支援体制において行政と商工会議所を用いたこともあわさり，商業に関する保護規制の権

限は，統治連合に大きく依拠するようになった． 

 こうした統治連合の商規制への介入は，当然地元の中小小売商の保護を強化する方向性

に働いた．当初の大店法は商調協を明文化していないなど，いくつかの問題を孕んでいた

が，そういた問題は1978年における大店法規制強化（商調協の明文化と規制対象の1500

㎡から500㎡への引き下げ）によって解決され，中心市街地への大規模店舗の立地は更に

困難となった．折しもオイルショックによる構造的不況のさなか，それまで上り調子であ

った商品販売額の伸びが鈍化し，中小小売商の活動機会確保が困難となっていたことは，

商業立地の規制を厳格化する要因として働いたのである． 

 その後もこの傾向はとどまること無く，1982年には通産省の通達を通じて，出店者の地

元市町村への事前説明や大規模店舗の出店の自粛が要請され，商業立地をめぐる状況は戦

後最も厳しい状態に置かれた．1980年代，日本における商規制は極めて厳格に――場合に

よっては法律の根拠をも超過する形で――運用されたのである．そしてそれは，商業活動

の統制が強く統治連合の論理に依存するとともに，既存店を有する大型店運営企業のカル

テル化を促進するものであった． 

 この傾向は群馬県，および高崎市においても当てはまる．たとえば高崎市における商業

近代化地域計画の実施計画は1976年に策定され，その後の高崎市中心部の再開発に対し，

10数年間強い影響を与えた．また，大規模小売店舗法の改正に先んじること2年，県によ

る横だし条例によって，500㎡以上1500㎡以下の店舗立地に関しても規制が行われた．地

域の統治連合が強く商規制に介入するとともに，それは多くの場合地域の小売商の権益保

護を目的としたものとなったのである35)． 

 こうした情勢において，高崎市においても1986年，300㎡以上の店舗に関しても届け出

が必要とする高崎市中規模小売店舗指導要綱が制定される．1985年9月19日の市議会の議

                                                 
35) ただ，群馬県のそれにせよ高崎市のそれにせよ，自治体による横だし条例はそれほど厳

しいものではなかった．運用面において，事前協議が任意化されたことや，広域調整の枠

組みがそれほど有意義に働かないこともあって，多くの場合運用は国家によるそれと代わ

ることがなかったのである． 
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事録は，その制定の背景をはっきりと伝えている． 

 

 〔市議会議員による発言〕中型店の出店指導要綱制定について……しばらく県の指導要

綱を待っていたのでございますけれども，なかなかこれがらちがあかないわけでございま

す……そういう間に続々中型店がこの高崎に出店をしているわけでございます．すべて地

元資本の高崎市の地場の小売の方の出店であれば大変うれしゅうございますけれども，そ

ういう意味におきましては自由経済の中で県外の有力な，非常に強い県外資本の中型店が

進出を続々としているわけでございます……実に8つの組合が新たにこの請願をしてまい

ったわけでございます……旧市街地の商人の方々の味方を，議会の友人，同僚の方々がご

理解をいただきまして，実に超党派でみなさんの紹介議員をいただいたわけでございます．

ですから，そういう意味におきましては，これから産経常任委員会の中で付託をされたこ

の〔中型店出店指導要綱の〕審査については，大いに期待をしているところでございます．

（『昭和60年第3回高崎市議会定例会会議録』1985.9.19: 133 下線引用者） 

 

 このことからも分かる通り，1980年代における高崎市の商業立地は，統治連合の介入に

よる比較的強い統制下にあった．それは地元小売商のアソシエーションによる強い圧力を

意味するものであり，爆発的に拡大しようとする「ロードサイド」の勢いを食い止めよう

とするものだった．だがその努力もむなしく「ロードサイド」が拡大していったことは，

前節の資料が物語っているとおりである． 

 いずれにせよ，この厳しい状況下においても堅実に成長していった郊外型小売店舗の勢

いは，1990年代以降の商業をめぐる規制緩和によって更に弾みをつけていくこととなる．

ただその引き金を引いたのは小売企業によるロビー活動などではなく，1989年から1990

年にかけて開催された日米構造協議であった．日本の対米貿易黒字を背景としたアメリカ

による政策制度改善の要求において，閉鎖的な日本の商慣習が問題の対象に浮上し，特に

商調協を主体とした不透明な店舗立地プロセスが糾弾されたのである． 

 こうした外圧と，商規制における消費者利益の疎外が問題化されつつあったことによっ

て，大規模小売店舗法は1990年に規制緩和の通達がなされるとともに，1992年に改正大

店法が施行された．この改正によって，店舗面積の規制対象が500㎡以上から1000㎡以上

へと緩和されるとともに，商調協の廃止と調整期間の短縮化が図られた．その後1994年に

1000㎡以下の店舗が原則自由化され，店舗の休業日数なども大幅に緩和されるなど．この

時期の法改正と通達は急速に小売企業の活動を束縛しないものとなっていった．統治連合

による商規制への介入は，大幅な後退を余儀なくされたのである．この流れはその後もと

どまること無く，2000年に大店法が廃止されるとともに大規模小売店舗法（大店立地法）

が施行されたことによって，事実上小売業に対する規制は撤廃された．「ロードサイド」

は1990年代後半以降その地位を確実なものとし，その後10000㎡を超えるような大規模商
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業施設が多数建設されるようになる．そしてこの延長線上に，序論で取り上げたような，

「ロードサイド」を問題の象徴としてみなすような郊外論が姿をあらわすようになるので

ある． 

 こうした歴史的流れを整理すると，以下のようになる．まず，戦後経済が復興しつつあ

った1956年に新百貨店法が施行され，小売業に対する法規制が開始される．それは中小小

売商の活動機会を担保するためにとられた，保護主義の強いものであった．こうした傾向

はその後も継続し，百貨店法が大店法に変わり，国家から地方の統治連合に商業政策の方

向性が委譲された後も，その統治連合が中小小売商の意見を強く汲みとったことにより，

店舗立地規制は厳格に運用された．法改正ではなく，通達を通じた行政指導という形をと

ることによって1980年代，小売業の活動は厳しく制限されたのである．しかしこの体制は

内外からの批判を呼び込んだことにより，1990年代以降加速度的に瓦解していった．大店

法改正によって統治連合はほとんど商規制に関わることができなくなり，「ロードサイド」

の拡大に歯止めをかけることは困難となっていった．  

 ところで，こうした法規制の運用過程の変遷は，一つ非常に興味深いパラドックスを提

示している．すなわち，商業の郊外化が顕在化した80年代は，法制度的に見るとむしろ極

めて厳しい法規制が敷かれており，店舗立地が極めて困難な情勢だったということである．

つまり，「ロードサイド」は商規制緩和の産物ではなく，商規制の厳格な運用下において

誕生したのであった．その意味において，1980年代における「ロードサイド」をめぐる活

動と，1900年代以降のそれは，少なくとも法制度の側面から見れば全く異なる背景のもと

成立しているのである36)． 

 もちろん法規制が一般に現状の後追いに基づくものであり，郊外型店舗の出店圧力が強

いからこそ法整備が行われた以上，この逆接は必然と言えるかもしれない．だがこうした

法規制の存在があっても，「ロードサイド」の勢いは留まるところを知らなかったメカニ

ズムについては当然説明が加えられるべきであろうし，1990年代以降の小売業の放埒な活

動が，1970年代以降の非常に厳しい商規制化における郊外型小売企業の資本蓄積と，ノウ

ハウ形成に依拠したものであったということは指摘されても良いだろう．1992年以降の法

規制をめぐる動向は「ロードサイド」の繁栄を決定的なものにこそすれ，「ロードサイド」

を作り出す要因では無かった．ゆえに本論文における非常に重要なトピックとして，「ロ

ードサイド」の形成過程において，小売企業はこうした法規制をどのようにしてくぐり抜

けたのかということが，彼らの実践を支えた外的要因との連関を通じて，議論の対象とし

                                                 
36) このことは，本研究が 1970 年代から 1990 年代における「ロードサイド」を主に取り扱

うことの必要性を意味している．つまり 1990 年代後半以降における小売規制撤廃後の「ロ

ードサイド」の有り様と，それ以前の有り様はまた違ったものなのだ．そのことは，1990

年代後半以降，各種統計がそれまでとは異なる振る舞いを見せ始める――売り場面積数の

上昇に販売高がついていかなくなり，販売効率が中心市街地と大差がなくなる――ことか

らも，間接的に説明できると考えられるだろう． 
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て浮上してくる．このことについては3章で詳しく論じたい． 

 

2.2.2 地方自治体はいかに郊外を産み出すのか――区画整理と都市計画の策定史 

 前項で議論したように1973年から1992年においては，日本の商業史上もっとも規制が

厳しい時期であった．だが「ロードサイド」を統御する制度的要因はそれだけではない．

小売企業が立地する郊外における行政の都市開発もまた，「ロードサイド」の生成過程に

大きな影響を与えたのである．以下では，群馬県及び高崎市を事例として，戦後郊外部に

おける開発と道路整備がどのように行われたのかを検討したい． 

 群馬県における郊外開発の嚆矢は，1950年代後半以降積極的に行われた企業誘致である．

絹織物産業と農業を主な主産業としていた群馬県の産業構造は，日本における高度経済成

長期の機械・電機産業の急成長に伴い，企業が相次いで北関東地域に工場を立地したこと

によって大きく変貌した．戦前からの企業城下町である太田のみならず，沖電気工業（高

崎市: 1958年），三洋電機（大泉町: 1959年），ダイハツ（前橋市: 1960年），東芝（前

橋市: 1960年），日新電機（前橋市: 1962年），日本精工（吉井町: 1962年），キリン（高

崎市: 1965年）など，多くの大企業がこの時期相次いで群馬県の工業団地に立地し，地元

下請け企業なども含め，雇用の受け皿となったのである（山崎 1987: 51）．繊維産業に

傾斜していた群馬県の工業構造は，工場立地に伴う電気機器や輸送機器の顕著な出荷額増

加によって塗り替えられ，第二次産業の就労者数は高度経済成長期に大幅に増加した（北

条 1987: 119）．こうした企業立地は結果として，1950年代の人口社会減のペースを低減

させるとともに，県民所得の増大をうみだすこととなり，統治連合の「地域開発レジーム」

（中澤 2005: 34-39）が，1960年代以降群馬県においても顕著に姿を表すようになる． 

 こうした急激な企業立地が可能であったのは，旧都市計画法が現行都市計画法のように

都市のゾーニングに重きを置くというよりも，区画整理に伴う行政の都市開発をサポート

する性質を有していたこと，1970年代以前はアーバンスプロールが顕在化しておらず，郊

外部の土地の買い上げが比較的容易に進んだためであると考えることが出来る．たとえば

1967年に完成した日本最初の卸売団地である高崎問屋街を見てみると，1963年1月20日付

けで国の指定を受けた後，6月に旧塚沢村（現高崎市北部）の浜尻地区を中心とした旧土

地買収方針が決定し，7月に約八割の地主から売り渡し承諾の契約締結を行っている．翌

年2月に買収土地の増加が決定し遅延したとはいえ，1964年12月に土地の買収を終了する

など，極めてスムーズに約30万㎡にわたる土地を確保した（高崎卸商社街協同組合 1967）．

これと類似のプロセスによって，1960年代には郊外部に多くの産業団地が形成された． 

 一面田畑が広がるこの地域にバイパスが1966年に開通し，その後問屋街が立地したこと

は，その後典型的「ロードサイド」がこの地域に集積し，アーバンスプロールが顕著に進

む要因となっていくのであるが，いずれにせよ1968年の新都市計画法以前，モータリーゼ

ーションがそれほど進行していない中で，郊外の開発は行政の主導によって進行していっ
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たのであった．沿岸部における団地造成と異なり，内陸部における団地開発と道路整備は，

ある特定の箇所に集積するというよりも，その時の情勢によって開発される土地が異なる

場所で行われるという性質を有している．ゆえにこうした開発体制は，拡散的な都市空間

構造を形成する呼び水となり，その後の「ロードサイド」の礎となっていった．産業の郊

外化は住宅地の郊外化を呼び起こし，中心市街地の人口減を加速させる大きな要因だった

のである． 

 さらに，新都市計画法が施行され都市のゾーニングが規定された後も，こうした郊外部

におけるアーバンスプロールはとどまる気配を見せなかった(群馬県 2012: 12)．というの

も，原則都市計画のゾーニングが，施行段階における都市空間構造の後追い的是認として

しか機能しなかったため，団地周辺部はおおむね市街地区域として認可されるとともに，

準工業地域や商業地域としてゾーニングされる傾向にあったからである．たとえば高崎市

における都市計画区域の制定は，1968年の新都市計画法制定から遅れること3年，1971年

に高崎市全域である11,048haを対象として成されたが，高崎問屋街周辺は「商業地区の伸

長に対処するため，国道17号線沿いの問屋町周辺の問屋町地区に立地している流通業務団

地の拡大をはかり，その整備育成に務める」（群馬県 1971: 4）ことを目的として商業地

域に指定され，その周辺部の国道17号線沿いは，「自動車サービス関係工場の立地が著し

い地区に，公害のない軽工業地を配置する」（群馬県 1971: 4）というロジックにより準

工業地域として区域分けされた．特に準工業地域は，それ以外の地域においても工業団地

周辺や幹線道路沿いなどで指定が行われたが，この地域は準工業という名に反し，「危険

性が大きいか又は著しく環境を悪化させる工場」，「火薬，石油類，ガスなどの危険物の貯

蔵・処理の量が多い施設」，「個室付浴場」以外は，原則どのような施設であっても立地す

ることが可能であった．ゆえに，大店法が1973年に施工されたのちも，商調協を通じない

と進出が不可能である500㎡をギリギリで下回る，郊外型の店舗立地に関しては事実上野

放しであったのである． 

 こうした準工業地域への付け替えは，その後の道路開発――特に1980年代におけるバイ

パス開発――とそれに伴う区画整理において，よく行われた手法であった．旺盛な人口成

長を見せたこの時期，商業規制に反する形で，都市計画は郊外の開発を推進する立場を取

るのである． 

  

 〔群馬県都市計画課矢嶋参事による高崎都市計画用途地域の変更についての説明〕10

番〔用途地域変更の箇所を示す便宜的番号．以下同様．〕でございますが，国道17号のバ

イパスの開通に伴いまして，ガソリンスタンド等の立地が見込まれるということで，住居

から準工業に変更するものでございます．また11番でございますが，この国道18号沿線で

ございますが，やはり豊岡バイパスの完成によりまして沿道のサービス施設がでるという

ことで住居から準工に変えるものでございます．それから12番でございますが……〔国道〕
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17号の拡幅に伴いまして沿道施設の立地が困難な状況になっているという中でやはり路

線的に準工を定めるのが適当ということで，住居から準工にするということでございます．

（『第56回群馬県都市計画地方審議会議事録』1985.1.29: 49） 

 

 ここでの準工業地域への付け替えが，1971年当初の純粋な準工業施設――ガソリンスタ

ンドや自動車整備工場――の誘致のみならず，より広範なサービス施設の誘致を目指した

ものに変質していることは指摘してもよいであろう．つまり，この時行政は明確に「ロー

ドサイド」の生起を予想可能な環境にあったのである．そのことは，以下の都市計画審議

会における委員と事務局のやり取りにも表れている． 

 

〔群馬県都市計画課外山課長補佐による高崎都市計画用途地域の変更についての説明〕倉

賀野地区でございますが……昭和60年10月に国道17号の倉賀野バイパスが開通をし，あ

るいは通行車両に対する各種沿道サービスへのニーズが高まって……幹線道路沿いの自

動車サービス施設の誘導立地や土地利用の活性化，といった方針が打ちだれましたことか

ら，今回この方針に基づきまして工業専用地域のうち3.2ヘクタール及び住居地域内にあ

りますこの0.7ヘクタールを準工業地域へ変更するものでございます……〔真下委員によ

る質問に移る〕先程ありました用途地域の変更の808件の意見書が出ておりましたところ

の意見書の要旨の中に「倉賀野地区の用途地域の変更は，一部特定者の利益をはかる事が

目的であって」というふうにうたってありますが……その辺のところはどうなんでしょう

か……〔群馬県都市計画課山田課長の返答に移る〕現在，当地区は工業専用地域でござい

ますが，これを準工業地域に用途変えいたしますと，建築制限が少し緩むわけでございま

す．たとえば，具体的に申し上げますと，沿道サービス施設，たとえばレストランとかあ

るいは郊外型店舗とか，そういったものが可能になるものですから，土地の利用上少し幅

が広がると，こういったところで土地の持主の方にメリットが出ると，こんなことで書か

れたんだろうと，利益を被るという意見ではなかろかと思います．（『第66回群馬県都市計

画地方審議会議事録』1987.7.10: 7-10 下線引用者） 

 

 このように，郊外型サービス施設の立地を都市計画課は明確に予想していたのであり，

彼らにとって「ロードサイド」の生起は織り込み済みの事態であった．厳しい商業立地規

制とは対照的に，郊外型店舗の出店に適した空間もまた，行政によって創造されていたの

であり，そしてそれは多くの場合問題とはならなかったのである．1980年代，自動車交通

の増大と循環的な形で行われた道路整備――高崎市の事例で言えば環状線の全線開通

（1963-1995），国道17号線高崎道路バイパス開通（1982），国道17号線倉賀野バイパス4

車線化（1985），国道18号線開通（1988）など様々なバイパス整備――は「ロードサイド」

の成立に必要不可欠な，農村部を突っ切る高規格道路を地域社会の中に埋め込んでいった
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（群馬県 1997）．そして，都市計画法に基づく特別用途地区指定や，準工業地域への付け

替えによって，こうした田畑が広がる地域の開発が促進されたのである．その意味におい

て，群馬県高崎市における行政の都市開発は，少なくとも1990年代まで常に「ロードサイ

ド」を助長するものだったのだ． 

 このような行政による都市開発の系譜は，一貫した「地域開発レジーム」の系譜である

とみなすことができる．1950年代，人口の社会減に直面した群馬県の各自治体は，1960

年代の高度経済成長期において工場誘致と団地整備を積極的に行った．その結果，群馬県

中央部においてはそれまでの繊維産業から機械・電機産業への産業構造のシフトが生じた

ことにより，県民所得が増加し，人口社会減に歯止めがかかった．だがそれは同時に郊外

部における全方位的な都市開発を意味したことから，その後の人口拡散を生み出すととも

に，モータリーゼーション進行の一助を成すことにもなった． 

 そしてこうした自治体による郊外の開発は，1968年の新都市計画法の施行後もとどまる

ことがなかった．というのも都市計画法によるゾーニングは，郊外のバイパス沿いが準工

業地域に指定されたことによって，少なくとも「ロードサイド」の生成プロセスにおいて

はほぼ意味をなさなかったからである．農村部のバイパス沿いは，もともと自動車関連サ

ービス施設やガソリンスタンドの立地があったことから，都市計画によるゾーンニング当

初より後追い的に準工業地域に指定されていた．そしてこの手法がその後も踏襲されたこ

とにより，自動車交通増大に伴うバイパス整備が進んだ1980年代，「ロードサイド」に適

した空間が行政によって，実体としても概念的規定としても，創りだされていくこととな

ったのだ．商業立地の規制が統治連合の手によって厳格に運用された1980年代，「ロード

サイド」を創りだすような様々な都市開発もまた，統治連合によって推進されていたとい

うパラドックスを，私たちはそこに見ることが出来るのである． 

  

2.3 「ロードサイド」の生起過程分析のために 

 本章では，群馬県及び高崎市を対象として，「ロードサイド」の生起した時期とその背景

を分析した．1960 年代後半まで，高崎市における中心市街地は，市内における小売販売額

の大半を担っていた．しかし 1970 年代以降，中心市街地販売額の伸びを遥かに上回る形で

郊外部における販売額は増大していき，1979 年には中心市街地の販売額を抜くに至った．

2002 年に至るまで郊外は売上高を伸ばし続け，市内売上高に占める割合は 70％を超えたの

である．このことは 1970 年代から 90 年代にかけて，一貫して高崎市内においては，中心

市街地から郊外への商業重心の移動が生じたことを意味している．そしてそれは「ロード

サイド」という言葉でくくられるような，幹線道路沿いに発生した郊外型商業集積の増加

に起因するものである． 

  この郊外の繁栄は，郊外型店舗の単純な増加もさることながら，郊外型店舗一つ一つの

売上高の急上昇にも依拠している．1974 年当時，中心市街地とほとんど同じだった郊外の
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販売効率は，1980 年代以降おおむね中心市街地の 1.5 倍の値を示し，一店舗あたりの小売

販売額も 88 年以降中心市街地のそれを上回った．「ロードサイド」は 1980 年代にかけて，

急激にその存在感を増していき，その中で明らかに中心市街地とは異なるビジネスモデル

を作り上げていった． 

 この変遷を支えた要因として，モータリーゼーションと郊外人口の増加を捉えることは

可能である．1960 年代後半以降，人口自体は増加していたにもかかわらず，群馬県及び高

崎市において DID 人口密度と中心市街地の人口数は急降下した．すなわち郊外人口が割合

としても実数としても急激に増加したのである．こうした状況に対応する形で，バスが主

流であった群馬県の交通網は，自家用車の台頭によって急激に塗り替えられていった．私

たちが「ロードサイド」生起の外的要因として容易に措定可能なこの二つの因子は，事実

「ロードサイド」が統計的に生起した時期と，同時代的な現象である． 

 さらに，1970 年代から 90 年代にかけての商業立地をめぐる制度的要因も，この顛末に

影響を与えた要因として指摘できるだろう．まず言えるのは，この時期商業立地をめぐる

規制は極めて厳格に運用されていたということである．500 ㎡，もしくは 300 ㎡以上の敷

地面積を有する店舗の立地は極めて難しく，特に県外資本の場合それは絶望的な状況にあ

った．現代においてよく見られるような巨大商業施設が郊外に立地することは殆ど無く，

多くの小売企業は今見れば小さい店舗での営業を余儀なくされていた． 

 しかしその一方で「ロードサイド」の基礎となるような郊外部における都市開発は，行

政によって強力に推進されていた．1980 年代高崎市周辺においては高規格なバイパス道路

が相次いで敷設されたが，それに伴ってバイパス周辺の都市計画用途地域は準工業地域と

いう，放埒な店舗立地が可能な用途指定を相次いで受けた．自動車関連サービス施設の誘

導という方針が継続されたことによって，都市計画行政において郊外型商業施設の立地は

認知されていながらも，野放しにされていたのである．つまり，この時期明らかに商業立

地規制と都市開発はお互いに矛盾した機能を有していながら，統治連合によって両者とも

推進されていったのだ． 

 以上の分析の結果として，本論文が今後取り組む具体的な問いとして，4 つのトピックが

出てくる．以下では，図 2-19 の見取り図を参照しながら，その概要について述べたい． 
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 第一にこの同時代的な社会の急激な変化が，「ロードサイド」を取り巻く人々にとってど

のように受け止められていたのかを，論じる必要がある．「ロードサイド」の生起と郊外人

口の増加・モータリーゼーションが，統計データからも分かるように同時代的な事象であ

る以上，「ロードサイド」をめぐる人々の実践において，何らかの形でこの環境変化が人々

によって観察され，実践の動機として示されたであろうことは容易に想像がつく．よって

本論文の 3・4・5 章において，「ロードサイド」を作り出した小売企業の実践と，それに対

する統治連合の対抗実践を分析する際に，こうした外的要因が人々によってどのように眼

差されていたのかを，それぞれの立場に即した形で議論の俎上に乗せなければならない．

つまりそれは，こうした外的要因がいかにして「ロードサイド」の原動力として変換され

たのかを，考える必要性があるということである． 

 第二に，小売企業はいかにして法的な商業規制をくぐり抜け，「ロードサイド」を創りだ

したのかについて，分析を行わなくてはならない．今まで記述してきたように，1980 年代

の小売企業をめぐる状況は，決して良好なものではなかった．規制緩和が断続的に行われ， 

大型ショッピングセンターが相次いで建設されるようになる 1990 年代以降とは異なり，店

舗面積や立地スピードにおいて，彼らが満足できるような状況はついぞ作られることはな

図 2-19 高崎市における商業構造変化の概念図と各章の対象範囲 
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かったのである．だがそれにもかかわらず，1980 年代郊外部の商業集積は一貫してその存

在感を増していった．事業所数・面積数・販売高など，あらゆる指標において郊外部の商

業は飛躍的な成長を遂げたのである．このパラドキシカルな歴史的事実を説明するために

は，3 章において，小売企業の実践における法制度の荷重がどの程度のものであったのかを，

「ロードサイド」を作り出す小売企業の業態と関連する形で論じる必要性がある． 

 第三に，統治連合は不整合的な商業立地規制と都市開発の推進を，いかなるロジックを

もって正当化したのかが，問われなくてはならない．今私たちの目線から見れば，この 80

年代の都市政治は明らかに不可解なものである．なぜならばそれは商業立地を厳正に統制

することによって中心市街地の地位を守ろうとする一方で，「ロードサイド」を生み出すよ

うな放埒な郊外の空間開発を推進するものであったからだ．この矛盾に満ちた政治過程を

理解し，それが独特の説得力をもって統治連合の中で共有されていた理由を把握するため

には，統治連合の様々な対抗実践とその動機を，史資料を通じて分析をしていく必要があ

る．そしてそれは 4 章における主要な問いである，統治連合はなぜ「ロードサイド」に対

抗できなかったのかということに答えることでもあるのである． 

 そして第四に，この歴史的な人々の実践の絡まりの末に，郊外に立地する小売店舗が独

自の消費様式を供給するようになるプロセスを記述し，「ロードサイド」という概念が独特

の磁場を有するようになる条件を同定する必要性がある．なぜ 1990 年代から 2000 年代に

かけて，「ロードサイド」は問題の対象として認知されたのであろうか．それは，「ロード

サイド」という概念で括られる郊外型の商業集積が，何らかの形で中心市街地の商業集積

とは異なるものとして受け止められたからに他ならない．であるならば私たちが行わなけ

ればならないのは，「ロードサイド」の異質性として指摘されてきた諸要素を，単なる消費

者の意識変化の帰結としてみなすのではなく，それが歴史的な人々の諸実践の中で構築さ

れていった過程を分析することである．そのために本論文では，5 章にて家電量販企業の活

動を取り上げることで，安さのイメージをめぐる彼らの実践とその背景にある小売業の組

織的変化を指摘したい．こうすることによって，1990 年代以降の消費社会変化を，これま

でとは異なるパースペクティブから取り上げるとともに，「ロードサイド」という概念が特

殊なリアリティを持つようになる時代的背景を理解することができるようになる． 

 本論文では各章にてこうした問いに一つ一つ答えていくことで，単なる外的要因の反映

された空間として「ロードサイド」を捉えるのではなく，錯綜的な人々の諸実践が創りだ

した空間として「ロードサイド」をみなす．つまりそれは，「ロードサイド」が概念として

も，あるいはそうした概念によって名指しされる商業集積としても，外的要因を受け止め

た人々の実践によって生起したのだという立場を取るということである．以下ではこの枠

組みを土台として，具体的な議論を行っていきたい． 

 

  



77 

 

3. 「ロードサイド」の生起――小売企業と商業コンサルタントによる循環的知

の伝達 

 本章の目的は，1970 年代以降急速に郊外型商業集積が発達し，それが「ロードサイド」

という形でカテゴリー化されるプロセスを，1960-80 年代における，小売企業と商業コンサ

ルタントの実践から考察することである．そのために以下では，①なぜ小売企業は 1970 年

代から 80 年代前半にかけて，郊外の幹線道路沿いに店舗を立地するようになったのか②こ

のような小売業態の生起に対して，商業コンサルタントと小売企業間の循環的な知識体系

は，いかに作用していたのかという二つの問いに対し，返答することを試みる． 

 2 章において確認したように，1970 年代以降，少なくとも日本の少なからぬ地方都市に

おいて，商業の郊外化が急激に進んだ．経営学者である矢作敏行はこう指摘する． 

 

 1970 年代前半になると，専門店業界では駅前ショッピング・センター立地から郊外単独

立地という大きな立地転換が起きた……家電，スポーツ，靴，玩具等の分野でも続々，郊

外型専門店チェーンが登場した．いずれもモータリーゼーションに対応した出店戦略の転

換であり，割安な用地に大型店舗を建設し，競争的価格と同時に豊富な品ぞろえを売り物

にする郊外型専門店の時代が到来した．（矢作 2004: 241） 

 

 事実，郊外型の店舗立地を得意とする企業の多くは 1970 年代から 80 年代にかけてその

企業経営の土台を築いている．家電量販企業であるコジマ，あるいは靴・アパレル・玩具

などで専門小売業の立ち位置を確立したチヨダ，スーツ販売でいち早く全国規模のチェー

ンを作り出した青山商事やアオキインターナショナル，日本におけるファストファッショ

ンの創始者であるユニクロやしまむら，イオン・ベイシア・ユニー・ミスターマックスと

いった後発 GMS・DS(Discount Store)などなど，私たちがよく知るチェーンストアの多く

は，この時期郊外で企業規模を拡大させたのであった．よって，私たちが「ロードサイド」

という概念を用いる時想起するような風景の原型は，こうした企業群によって「同時代」

的に形作られていったと言ってよい．日本の商業をめぐる環境は，この時期急変したので

ある． 

 本章で分析されるのは，この「ロードサイド」の「同時代」性である．なぜ，1970 年代

から 80 年代にかけて，「続々，郊外型専門店チェーンが登場した」のだろうか．そしてそ

れはなぜ今でも私たちの多くが認知しているような，小売企業へと発達を遂げたのだろう

か．つまり，どのような人々の実践によって，この時期より「ロードサイド」という概念

を用いてこうした店舗群を想起することが可能となったのか．「ロードサイド」が特殊なリ

アリティを帯びていく過程を分析するためには，そのことが問われなければならない． 

もちろん，そこにおいて外在的な要因として働いているのは，自動車交通の増大や郊外

人口の増加という社会的現象である．だがこうした社会的現象が直接的に「ロードサイド」



78 

 

を生み出すわけではない以上，私たちが分析対象としなければならないのは，この社会的

現象を受け止め，解釈する人々の実践である．つまり，当時小売企業の経営者が，なぜ中

心市街地ではなく，「ロードサイド」への立地を決断するに至ったのか，そしてそれが多く

の場合成功に至る背景には，どのような社会的力学が存在していたのかが，ここでの議論

の対象となる． 

そしてさらに言うならば，このことは実体としての「ロードサイド」，すなわち郊外部に

おける商業集積の生起過程を問うことだけにとどまらない．それは「ロードサイド」やそ

れと類似の概念が，いかにしてそれまでと異なる商業形態を表すものとして，当事者レベ

ルでカテゴリー化されていったのかを分析することでもある．今私たちが「ロードサイド」

という概念を用いるとき，おおむねそれは「中心市街地の外側を通っていた幹線（多くは

国道）沿い」などに「郊外型専門店，サービス業，飲食業等が集中的に出店」（平井 1994: 

21）した空間のことを指し示している．だが，こうした「ロードサイド」を中心市街地の

商業集積と別のものとしてカテゴリー化することは，いかにして当然のこととなったのか．

そのことが「ロードサイド」生起の過程を遡ることで，明らかにされねばならない． 

というのも，序章で見てきたような，「ロードサイド」を社会批評の対象としてみなすよ

うな態度は，「ロードサイド」を中心市街地とは異なるカテゴリーとして概念化しようとす

る小売企業や商業コンサルタントの実践によって，初めて可能となったものだからである．

郊外に店舗を立地するという，それまでに見られなかった業態が成功したことにより，小

売企業や商業コンサルタントは何らかの形でこの業態について，それまでとは異なる性質

のものであると記述することを余儀なくされた．このプロセスの中で，「ロードサイド」と

いう概念は命を吹き込まれたのである．「ロードサイド」が特殊なリアリティを帯びるよう

になる背景には，こうした商業に関する知をめぐる，小売企業と商業コンサルタント間の

絶え間ない循環的な伝達構造が存在する．この循環から「ロードサイド」は，概念レベル

でも，あるいは実際の空間の組成レベルでも浮上してきたのであって，その形成過程の分

析抜きにして，私たちは「ロードサイド」のリアリティを理解することは出来ないのであ

る． 

 以上の視座より，本章の構成を述べる．まず 3.1 においては，1970 年代前半から 80 年代

前半にかけて，小売企業が郊外に着目し始める過程と，郊外型ビジネスモデルの構築過程

を述べる．この時期，資本蓄積にある程度成功しているにせよ，もしくは全く成功してい

ないにせよ，中心市街地内において企業規模を拡大していくことに困難を覚えた小売企業

から，郊外のバイパス沿いに着目することで「ロードサイド」を作り出そうとする動きが

発生する．すなわちそれまで全くと言っていいほど小売店舗が存在せず，飲食店と自動車

関連施設が点在するにとどまっていた郊外のバイパス沿いに，店舗を出店していこうとす

る流れが出始めるのである．当然こうした動きは既存の商業立地にまつわるセオリーから

大きく外れたものであるがゆえに，少なくない障害と認識の齟齬を産み出したが，この業
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態は多くの場合成功を収め，その後急激に日本において広く見られる商業形態となってい

った．「ロードサイド」は，チェーンストア企業による規格化された店舗が集積する空間と

して，1980 年代以降あらゆる場所で見られるものとなるのである． 

 3.2 においては，こうした流れを観測し，記述しようとする商業コンサルタントの役割を，

分析する．全国各地において見られた，郊外のバイパス沿いを商業適地としてみなす動向

は，けっして個々の企業において独立的に行われたものではなかった．「ロードサイド」に

出店するという企業施策は同時代的なものであり，その知的源泉は，ペガサスクラブ－渥

美俊一－商業界という，商業コンサルタントを主体とした一連の知識ネットワークに求め

ることができるのである．戦後現れた商業コンサルタントは，その規範をアメリカの「近

代的」なチェーンストアに求め，日本における「前近代的」な商業体制を変革しようと数々

の活動を行った．そしてそれが当時の都市と小売業を取り巻く環境変化に不安を覚えた小

売企業経営者に支持されたことによって，小売業にも独自の論理があることを示そうとす

る，新たな規範が生成されたのである．この「商業近代化」は徹底的な計数管理と商圏調

査によって遂行されるとともに，それまでの統治連合の強い介入下にあった小売業を，独

立したロジックを有する産業として再定義した．こうした新たな知識体系が，企業拡大の

圧力に悩む専門店運営企業に浸透した時，「ロードサイド」はその姿を表したのである． 

3.3 では，そもそも「ロードサイド」という概念が，この知識体系の構築過程においてど

のように生成されカテゴリーとして定着したのかについて検討する．小売企業の実践によ

って形成された郊外型店舗は，それが徐々に一般化するにつれて体系だった形で記述され，

商業コンサルタントによって「ロードサイド」という概念によって定式化されていった．

それは，こうした郊外型の商業集積を中心市街地とは異なるものとして区分し，そこに独

自の意味を与えようとするカテゴリー化の実践である．こうした「ロードサイド」概念の

商業コンサルタントによる運用によって，「ロードサイド」は特徴的な商業集積地として認

知されるようになったのである． 

そして最後に 3.4 にて，以上の議論を元に「ロードサイド」がどのように生起したのかを

簡潔にまとめ，次章との接続点を論じる．小売企業と商業コンサルタントによる「ロード

サイド」をめぐる実践は，それ自体が持つイデオロギーによって，中心市街地と商業にま

つわるそれまでの因習を引き剥がす機能を有していた．この時期小売業は，「チェーンスト

ア理論」に則った，独自のロジックを運用し始めるようになっており，ゆえにこうした小

売企業の実践は次章で扱うような，都市の下位機能としての小売業を求める地域の統治連

合の対抗実践を引き出すものとなっていったのである．そしてそれは，私たちが「ロード

サイド」の生起過程を検討する上で，こうした小売企業－商業コンサルタントだけでなく，

統治連合の実践も検討しなければならないことを意味するのである． 
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3.1 「ロードサイド」を発見する――小売企業の新しい経営資源 

 本節では，郊外のバイパス沿いを商業適地としてみなし，実際に店舗立地を先駆的に行

った小売企業の実践を取り上げる．しかしその前に，1970 年代後半から 1980 年代前半に

かけての小売業を取り巻く状況がどういうものであったかを今一度捉え返してみよう．当

時の時代情勢抜きに，「ロードサイド」が出てくる過程を語ることはできないからである． 

 前章で見たように，当時日本における郊外人口は急増していた．人口増加・経済成長局

面において東京・地方問わず地価は一貫とした急騰を続け，中心部に家を持つことは困難

であったことが，郊外の開発を促進したのである．必然的に，郊外には公民問わず住居建

設が行われ，その過程の中で郊外的生活様式が定着することとなる． 

 そしてこの過程の中で当然出て来るのが，購買需要――特に最寄り品の――をどこで満

たすべきかと言う問題である．特にこの問題は東京など大都市圏よりも地方都市において

深刻であった．というのも，原則として鉄道の沿線に住宅地が形成され，不十分とはいえ

公共交通の利便性が確保されていた大都市圏とは異なり，地方都市の郊外において，そう

した交通網の形成は未発達であったからだ．そしてこの未発達な交通網と地域商業の不接

合の合間を縫う形で，ローカル・ナショナルチェーン問わず，SC やスーパーマーケットが

相次いで立地する． 

 

〔宮城県，仙台近郊のニュータウンが林立する〕泉市は元来は陸羽街道の宿場町と

して発達した……この七北田の商店街は道幅も狭く，商店街と呼べる代物ではない．

業種の店揃えを見ても不満足で，多くは周辺住民を相手にした最寄り品の商業を営ん

でいる．それでは，泉市の人口増加を支えた団地住民の買物先はどこか．それは団地

に出店したスーパーなどの商業店舗である．和泉市にはジャスコ，エンドーチェーン，

ヤマザワなどが団地の入口などに出店し，最寄り需要を満たしている．（『商業界』

1986.8: 50-51） 

 

 詳しくは後ほど叙述するが，日本における小売業のチェーンストア化は，1960 年代後半

から 70 年代前半にかけて同時代的に立ち上がった．前章で見たように，法制度的に見るの

ならば，この時期百貨店法によってデパートなど都市中心部の大型商業施設を運営する企

業の立地は大きく制限されていた一方で，GMS の立地に関しては無規制であり，問題は地

元商工会議所や商店街組合による反対のみであった．ゆえに，そうした軋轢が少なく，な

おかつ用地確保な住宅地や駅前に，近代的な商業施設が次々と出来ていくことになる． 

 しかしこのチェーンストアにおける好機はそれほど長くは続かなかった．1973 年に制定

された大規模店舗法が，前章で確認したように段階的にその規制の手を強め，統治連合に

よる大幅な立地規制が行われたからである．1970 年代後半から 1980 年代前半にかけて，

商業をめぐる環境はどちらかといえば地域小売商に寄り添ったものであり，大規模店舗を
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運営するチェーンストア企業にとっては厳しいものであった．しかしながら一方でチェー

ンストア企業の業績は，オイルショックの影響はあれども比較的好調に推移しており，一

定の資本蓄積をもたらしていた．これは大手 GMS だけでなく専門店においても同様であり，

彼らはこの問題の対処に迫られていた．この資本の自己増殖欲求の行き場の無さは，小売

企業に対し，新たなビジネスモデルを創出させることを要求するものであった．そしてこ

うした流れの中で，「ロードサイド」は特異な消費空間として生起するのである． 

 

3.1.1  人なき場所に人を見出す――ロードサイドビジネスの発生 

 ショッピングセンターの急激な立地と郊外人口の着実な上昇は，それまでの中心市街地

一辺倒であった商業立地を切り崩す第一手であり，この流れの中で多くの専門店が，店舗

数と売上高の増加を享受した．しかしながら，この時期専門店を運営する企業がただ SC へ

の出店を享受していたわけではない．資本蓄積に伴い，増加する SC への出店コストに見切

りをつける形で独自の店舗展開を望む企業が出始めるようになる． 

 

〔もはや独自店舗の出店をすべきと〕思ったのは……73 年に，オイルショックと大

規模小売店舗（大店法）が成立して，チヨダの生命線である多店舗化の主な舞台だっ

た SC への出店が困難になったからだ．オイルショックでは……SC の出店条件も一挙

に高騰した……大店法の制定で，SC そのものが出店難となり，このためそこに出店す

るテナントの出店資金も高騰した．（船橋 2012: 50-51） 

 

創成期の「ロードサイド」を支えた企業の一つである，「靴流通センター」，「マックハウ

ス」，「ハローマック」などで知られる専門店小売チェーンのチヨダは，ダイエーやイトー

ヨーカドー，忠実屋が出店する SC のテナントとして出店を重ねることで，急成長を遂げた

専門店の一つであった．「テナントとして出店した SC 店舗の売り上げは，たいしたことは

なかった」が，多く出店したいずれもの「その〔売上の〕伸び方（船橋 2012: 33）」の高さ

によって，高成長を遂げたのである． 

もともと小売業のチェーン店は，売掛金と売上金の差異を元手に次々と店舗を立地させ

ることによって企業規模を拡大させるものであるから，高い売上の伸び率こそが，その成

長を支える．「チェーンストアは，出店を重ねないと経営が維持できなくなる．」（船橋 

2012:53）が，その絶え間ないマラソンを支えたのは，総合 GMS による SC の急激な出店

攻勢であった．しかしこのプログラムは，他企業の動向に左右されるという点において，

本質的に極めて不安定な経営施策である． 

ゆえに，その出店状況が悪化するに至れば，これ以外の方策を考えるのは必然といえる．

「もう一回 SC の外に出ること」（船橋 2012: 53）が求められ，しかもそれは中心市街地の

商店街ではない場所で無くてはならない．こうした状況において，「ロードサイド」を求め
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る動きが出てくるのである． 

  

「ディスカウント大型店」という発想は，本社移転で生まれた……本社の実験的店

舗は……商店街でも SC（ショッピングセンター）でもない場所である……お客さんは

繁華街での買い物のついでに立ち寄るのではなく，はじめから靴を買うことを目的に

来ていた．商店街やターミナルなどの盛り場でなくとも，やり方さえ良ければ，靴だ

けで人を呼べることに気づいた．〈靴が欲しい人の求めている店の条件とは，必ずしも

立地ではない．ディスカウント大型店こそが，次の展開へのキーワードなのではない

か〉……次なる出店方式を模索していた私にとって，これまでの出店立地である商店

街や SC でない立地．つまり〈他力に頼らずに自力で勝負できる可能性が見えてきた〉

と思った．（船橋 2012: 48-50） 

 

 それまでの小売店舗と都市をめぐる状況は，都市に小売店舗が従属するという形態であ

る．すなわち，人が多く集う盛り場である都市に出店し，その盛り場を求め訪れる人々に

向けて商品を売るというのが，当時においては商業立地においては大前提であった．しか

しこの商業にまつわるセオリーは崩れ始める． 

 この理由としてはおもに 2 つある．一つはまさに彼らが見捨て始めた SC こそが，こうし

た都市と小売店舗をめぐる関係性を突き崩していたという事実である．ダイエーやイトー

ヨーカドーなど大手 GMS は，1960 年代の初期こそ都市部の駅前を狙って立地しており，

自動車交通を重要視していなかった．しかし 1968 年にダイエーが当時郊外住宅地の造成も

半ばであった大阪寝屋川市の香里園駅前に，駐車場を 200 台設けた日本初の自動車利用客

を見据えた大型店舗を建設しこれを成功させるや，既存の都市中心部だけでなく，「ロード

サイド」ほど町外れでないとはいえ，当時盛んに造成が進んでいた郊外にも多く SC が立地

した37)．こうした SC の立地は，「都市にある商店に商品を買いにいく」ではなく，「○○に

商品を買いに行く」という消費様式の可能性を十分に伝えるものであった．「大型店は，か

つて“人の集まるところ”へ店を出していた．しかし，けっきょく，店を出してみると“人

を集める”ことをしているのに気がついた．」（『商業界』1980.6 臨時増刊: 179）のがこの

時期なのである． 

 第二に，この時期相次ぐ出店により，零細資本よりスタートした専門店においても資本・

人材・ノウハウともに十全たる蓄積がなされつつあったということが指摘できる．SC への

多店舗出店は，当然ながら家族経営の枠を大きく越え，社員採用と企業の組織的運用を行

                                                 
37)上記の記述とは矛盾するが，「日本発の郊外型 SC」と呼ばれる玉川高島屋ショッピング

センターも，1969 年に開業している．どの SC が日本で最初に駐車場を備えるようになっ

たのかは本研究の関心外なので触れないが，いずれにしろ重要なのはこの時期から日本の

SC は駐車場を備えるものが一般的となったということである． 
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わないかぎり成し得ないものであった．「1 年に 20 店，30 店もチェーン店をふやすのは，

完全にマニュアルによる管理運営が基本」（『商業界』1979.4: 139）であり，「マネジメント

をコンクリートにしなくては経営そのものが破綻する」（『商業界 1979.4: 139）という認識

が，小売企業においても共有されるようになる． 1970 年代は，専門店運営企業がその資本

蓄積を土台に，新卒定期採用を行い始めるとともに，社内組織の整備に着手し始めた時期

でもあるのである（『商業界』1979.4: 139; 1986.2: 162）． 

 このように，中心市街地以外の出店でも顧客を捕まえることが必ずしも不可能ではない

ことが認知されていたこと，さらに独自店舗の積極展開が可能なほどの資本・人員の蓄積

が進みつつあったのが，当時の専門店をめぐる状況であった．この状況を生み出したのは，

急激な SC の出店に伴い，専門店のテナント出店を欲していた大手 GMS であったが，その

放埒な立地展開が不可能となるやいなや，専門店は店舗の独自展開の可能性を探るように

なるのである．そしてこの一つのレパートリーとして，チヨダによる「ロードサイド」店

舗の開拓は位置づけられる． 

 

それはまったくの偶然だった……新大宮バイパスを車で走っていたら，200 メートル

くらい先に『貸し倉庫』の看板……『あの倉庫で靴のスーパーをやったらどうだろう．

倉庫なら広くてなんでも扱える．家賃もバカ安だ』当時，店前の通行量は，一流の商

店街でも 1 日でせいぜい 3 万人．しかし，幹線道路なら 1 日 10 万台の車が走っている

として，1 台あたり 1.5 人が乗車していると見れば，通行人の数は 15 万人にもなる計

算だ……場所は埼玉の戸田市で，ここにとりあえず最低限度のコストで改装した『デ

ィスカウント＆フルライン，セルフサービス』を売り物にした店をオープンすること

にした．77 年（昭和 52 年）のことである．（船橋 2012: 54-55） 

 

 この船橋のステートメントは，あくまでもこの時期におけるロードサイド店舗の一類型

にすぎないことは留意する必要がある．というのも商業コンサルタントによる「ロードサ

イドの初期には，今日〔1986 年〕のような紳士服，シューズ，あるいは書店までもがロー

ドサイドに出店することはまれであった……初期のロードサイドは，ホームセンターを中

心に，カー，つり，スポーツといった……ものがメインであった．」（『商業界』1986.9: 58）

といった記述が事後的にしばしば見られることは，「ロードサイド」の気づきが同時発生的

であったとともに，様々な業種によって開拓されたことを意味するからだ．しかしながら，

「ロードサイド」の生起プロセスが有する特徴を以下のような点から指し示していること

より，このステートメントは注目に値する． 

 一つ目は，この創成期におけるロードサイド立地の多くは，確信的に行われたというよ

りは，様々な行き詰まりの中から場当たり的に出された回答であったということである．

このステートメントで言えば，チヨダによる「ロードサイド」の気付きは，SC への出店が
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困難になったという外部要因によって産み出されたものであり，その基底にはチェーンス

トア理論があるとはいえ，確固たるセオリーに基づいたものとは言い難いものであった．

そのことは，たとえば「駐車場の理論も何も持ち合わせていない．駐車スペースが足りな

いことに気づいたのは，なんとオープンの前日である」（船橋 2012: 57）といった，今や当

然となっている駐車場確保に対する問題認識の欠如や，「最低限度のコストで改装した」（船

橋 2012: 57）という消極的な居抜き物件の活用といった部分に現れている．もちろん，そ

の背後には自動車交通の増大や，郊外人口の増加という外的要因の認識があるのだが，そ

れ以上に既存の商業立地をめぐる呪縛は，なおも彼らの積極的な攻勢を思いとどまらせる

ものであった．「ロードサイド」への出店は，たとえそれが成功したとはいえ「実験的な意

味合いが強い」（『日経流通新聞』1978.1.19 5 面 チヨダ幹部へのインタビュー）傾向にあ

ったのだ． 

事実，この時期「ロードサイド」を作り出した企業の多くは，ブームが終了したボーリ

ング場跡に進出したケースが多かったが（『商業界』1980.3 臨時増刊: 189; 1985.4: 108），

その立地にあたっては多くの疑問視する周辺商工業者の声があった（『商業界』 1980.3 臨

時増刊: 189）．「ロードサイド」を産み出す商業施設の立地は，テスト店舗という形で許容

されたものであり，またそれを企業に選択させた動因は上記のようなケースのみならず，

日本初の郊外型ホームセンターであるドイトや，それに追随したセキチューのように，売

上げの伸び悩みに悩む他業種からの新規参入という側面も抱えるものであった（高井 

1993: 51）．この点において，「ロードサイド」の構築は予期されたものというよりも，人々

の試行錯誤的な諸実践の末に産み出されたものであったといえる． 

 二つ目は，「ロードサイド」への立地が，ただ単にそれまで SC で培われてきたノウハウ

を引き継ぐのではなく，新たな「業態38)」を産み出すものとして捉えられていたことである．

数千㎡の店舗面積を有する家電量販店やホームセンターが当たり前のものとなった今とな

っては想像しがたいが，当時専門店の多くは大きくとも 200 ㎡程度の店舗形態であり，圧

倒的に多かったのは二桁㎡台の小規模店舗における，接客販売であった．限られた品を扱

うことによって求められる接客における「専門性」と，限定された資本による小規模店舗

の組み合わせは，当時の専門店におけるスタンダードであり，またそれが SC へのテナント

出店という事業形態を可能にした． 

しかしアメリカでのセルフストアチェーンの存在は，商業コンサルタントによる紹介や，

「流通革命」を訴える林（1962）の著作によって，こうした企業経営者にとっても強く認

識されていたのであり，ゆえにこの業態の限界性は明らかであった．もともと彼らの成長

                                                 
38) 「業態」とは，店舗の営業における売り方の差異によってもたらされる分類概念であり，

何を売っているかで分ける「業種」とは区別される概念である．たとえば「ロードサイド」

の家電量販店と地域の家電屋は，同じ「業種」であっても，「業態」は異なる．同じ業態と

して指し示されるのは，たとえば上記したようなシューズショップである． 
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の土台であった SC においても，主力テナントたる GMS はセルフサービス式を採用してい

たのだからなおさらである．こうした流れの中で，比較的多くの店舗面積を取得可能な「ロ

ードサイド」店舗は，それまでとは異なる業態を取るものとして位置づけられていく．上

記の船橋が，この「ロードサイド」店舗を「米国の流通業の本を見ていて」（船橋 2012: 55）

知った「ウエアハウスショップ〔極限まで内装コストを切り詰め，ディスカウント販売を

行う店舗のこと〕」の実験店舗としたことはその一端を表している．彼らは胎動しつつあっ

た商業にまつわる新しい知識を試す場所として，「ロードサイド」を捉えていたのであり，

激変する都市・交通環境はそれに応えた39)．「ロードサイド」は，さらなる店舗立地を可能

とするとともに，「幹線道路沿いへの独立店舗」（『日経流通新聞』1978.1.19 5 面）という

新たな業態開発を可能にする場所として位置づけられていくのである． 

かくして，「ロードサイド」は 1970 年代後半から 80 年代前半にかけ，全国で同時発生的

に小売企業によって発見される．それは「郊外の立地創造」だったのだ（『商業界』1986.2: 

162）．もちろんこれはそれまでの商業にまつわるセオリーから明らかに外れたものであり，

「同業者からかなり冷たい目でみられていた」り（平井 1994: 20），「〔店舗のコンセプトに

ついて〕いくら時間をかけて説明しても，件の業者〔商業専門の不動産業者〕には何のこ

とやらチンプンカンプンで，分かってもらえなかった．」（船橋 2012: 61）．といったコンフ

リクトを産み出すものであったが，結果的にいえばこの業態は多くの場合成功を収め，そ

の後の「ロードサイド」の礎となっていったのである． 

 

3.1.2  ポスト SC時代の胎動――「ロードサイド」の急拡大 

 専門店であったとしても独自の業態をとることが可能であることが証明されたことによ

って，「ロードサイド」は一躍専門店業界において重要な商業適地であるとみなされるよう

になった．郊外のバイパス沿いに店舗を立地することは，もはや白い目で見られるような

行為ではなくなり，むしろこぞって郊外の道路沿いに出店する行為が相次ぐことによって，

80 年代中盤には，商業集積としての「ロードサイド」が立ち現れる． 

 

いまこの地域に，専門店が続々と進出，これまでとはまったく違う新しい形の“エ

リア・ショッピング・タウン”を形成しつつあるのだ……この〔愛知県刈谷市郊外の〕

新富町と中手町の 1 キロの間が，いわゆる郊外型ショップが林立している地帯なので

ある．とくに 600 メートルぐらいまでの間が賑やかで，まさに“エリア・ショッピン

グ・タウン”と呼ぶにふさわしい景観を見せているのだ……これまでは，ナショナル

                                                 
39) 創成期に「ロードサイド」の店舗立地を行った企業の多くは，アメリカへの視察やチェ

ーンストア理論の学習から郊外型店舗の可能性を理解し，様々な問題を抱えながらも事業

を推し進めた傾向にある．この背後に商業コンサルタントの活動を嗅ぎ取ることは容易い

が，それについては次節にて述べる 
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チェーンとか，大型ショッピングセンターの力に頼って，一種の小判鮫商法的なやり

方で，自らの存在を保とうとする専門店が多かったが，いまではむしろ大型店以上に

集客力を持つ専門店が多くなってきている．（『商業界』1986.2: 106-111） 

 

 こうした専門店の集積体としての「ロードサイド」は，先駆的な場所では 1980 年代前半

より主要幹線沿いに現れるようになる．たとえば，群馬県高崎市における郊外店の立地は

高崎市北部の問屋町周辺において集積したが，この地域におけるロードサイドショップの

立地は「昭和 50 年（1975 年）以前 16 店，昭和 51 年~55 年（1976 年~80 年）19 店，昭

和 56~60 年（1981~85 年）31 店そして昭和 61 年（1986 年）以降今日〔平成 3 年・1991

年〕まで 30 店となって」（毒島 1993: 147）おり，その発達は 1980 年代以降認められるも

のであった．この意味において，私たちが操る「ロードサイド」という概念と対になる郊

外部の消費空間は，1980 年代前半－中盤にかけて本格的に形成されたものであると言って

良い． 

もちろんこの時期には，数千㎡を超す大型専門店や，数万㎡を有するショッピングモー

ルの形成はほとんど見られず，その多くは大店法の規制をかいくぐる 500 ㎡，もしくは 300

㎡以下の店舗であった．当時の店舗の多くは，今私たちの視点から見れば取るに足らない

よくある店舗のように思える．しかし中心市街地の二桁㎡の店舗が当たり前であった時代

においては，これでも「既存の業種店ベースよりほぼ三倍くらいの大きさを持ち，ビッグ

ストアや SCのその部門スペースと見比べても見劣りしないスペース」（『商業界』1986.9: 59）

であったのであり，その店舗の広さが持つ威力は絶大であった．「ロードサイド」は一躍，

新規立地が鈍化した SC に変わり，新しい店舗が次々と立ち並び，自動車の横付けが可能な

消費空間として成立するようになる． 

こうした急激な消費空間の成立が，地域差はあるとはいえ可能となった要因を考えてみ

よう．この同時発生的な「ロードサイド」の現われは，単に小売企業の経営者による経営

施策の同時代的変化と考えるには明らかに困難が伴うものであり，制度的条件性を考慮す

る必要性があるからである． 

第一に，大店法の効力が，結果として専門店集積地としての「ロードサイド」を作り出

したということが指摘できる．今まで述べてきたように，大店法は百貨店法では規制でき

ない GMS による放埒な SC の立地を抑制するために作られたものであり，法律施行後もこ

うした GMS の活動が抑制されないことから，段階的にその運用は厳格化された．特に 1982

年になると通産省がその運用において地域商店主の同意を必要としたことから，大型 SC の

立地は，都市間競争に伴う大型店舗誘致を除けば厳しいものとなった．もちろん実際には

地元商調協に対する様々な働きかけや粘り強い交渉によって，大手 GMS は店舗立地を推し

進めていくのであるが，当然そのスピードは遅くならざるを得ない．こうした状況性にお

いて，専門店がその拠り所としてきた SC へのテナント出店による売上増加が見込めなくな
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ったことは前述したとおりである． 

こうした状況においては 1000 ㎡以上の複合業種型店舗の立地は難しい．特にこの問題が

地域商業の均衡発展を目指す官僚的施策というよりは，草の根的な，中小小売商による自

らの権益と存在意義を維持しようとする実践によって支えられていた以上，そこに絡みつ

くのは大手 GMS の放埒な活動が自らの息の根を止めるのではないかという感情的拒絶で

ある（詳しくは 4 章にて論述）．しかしこれは逆説的にいえば，こうした GMS 以外の商業

活動に関しては，多くの小売商が等閑視していたということを意味する．「地元商業者が関

心を持つのはダイエーとかイトーヨーカ堂という名前であって，ロードサイドに出てくる

○○紳士服とか☓☓電器は関心外であった．従って，そうした店が郊外にできるのは，い

つも商調協をパスしてしまった．」（『商業界』1985.11: 177）という記述は，何もおおげさ

なものではない．たとえば高崎市の事例で言えば，1975 年にダイエーやニチイがこぞって

1 万㎡級の店舗を駅前に出店希望したケースにおいては，商調協でこれら企業の店舗面積は

大幅に削減された一方，1980 年代におけるロードサイド型ホームセンターや，家電量販店・

紳士服店の申し出は，おおむねそのまま受理されている（高崎商工会議所 1995）． 

さらにいえば，たとえ商調協が厳密に運営されていた場合でも，専門店の活動にそれほ

ど支障が出ることはなかった． 先述したように 500 ㎡以下でも中心市街地の同種店に対す

るアドバンテージが確保できる「ロードサイド」型の専門店にとって，大店法はむしろ自

らのアドバンテージを大型 GMS に対して確保する機能すら有していたからである．また地

方行政によって独自に制定された中型店規制に関しても，もともと集票マシーンたる商工

業者による政治家への圧力がこうした規制の背景にあった以上，地方行政としても過度な

規制は商業の発達を削ぎ，ひいては税収の逓減を招く恐れがあったことから，厳しい施策

はあまり取られなかった．ゆえに「ロードサイド」の生成過程において，大店法はそれを

阻害するどころか，むしろ促進するという側面を有していたのだ．「こういう状況は，駅前

とか繁華街の既存の商業地に大型店が出てくる恐怖感と，それに対する戦いが行われてい

る間に，郊外がするっとエアポケットとして抜け出ており，しかも何らの抵抗もなくでき

あがっていたことを表している．」（『商業界』1985.11: 177）．「ロードサイド」は，流通革

命に代表される小売業の経営革新の波と，それに対抗しようとする法規制の波双方を味方

につけており，二重の意味で時代の申し子たる性格を有していた． 

第二の要因は，1980 年代という安定成長期における「ロードサイド」の相対的低廉さに

求められる．それは端的に言えば，私たちが「ロードサイド」と言って想起しうる概念の

一つである，「安売り」を産み出す資源として機能するとともに，「ロードサイド」が急速

に生起した要因としても理解しうるものである． 

 

 〔ロードサイドに立地する上で〕第一に必要な条件は，店舗投資が軽いことである

……今日，地価の高騰や建築費の上昇が激しいが，ロードサイドストアはまだきわめ
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て低投資で開発できる……店舗費が，ビッグストアの SC やその他の SC のテナント料

より，いかに低いかが重要な成立要件となるのだ．（『商業界』1986.9: 60） 

 

 なぜ，「ロードサイド」に立地すると，店舗投資費を安くできるのだろうか．まず指摘で

きるのは，その土地価格の安さと，そこから計算される賃料の低廉さである．「道路は発達

しているが，その周辺は田んぼであり，田舎風の工場があって，安手の住宅が建って」（『商

業界』1985.11: 175）いるだけであった「ロードサイド」は，前項で見たように商業適地と

してみなされておらず，その価値は毀損されていた．「オイルショックで高騰した SC の賃

料に比べたら……〔ロードサイドの〕賃料は格段に安かった．」（船橋 2012: 55）のだ． 

もちろん，「ロードサイド」が急速に広がるにつれ，その賃料の低廉さは徐々に薄れてい

った．競合他社が登場したことによって，保証金・賃料が値上がりしたからである．しか

しながら「ロードサイド」沿いに店舗を立地するさい，その賃料の評価額が基本的に米価

に依存していたこと（『商業界』1985.11: 178）や，基本的に店舗立地時にとられたシステ

ムが，土地・建物の一括借り上げ方式であったこと（船橋 2012: 64）などは，ローコスト

オペレーションを推進する専門店にとって非常に都合のいいものであり，「ロードサイド」

の中心市街地に対する賃料の優位性は続いたのであった． 

 そしてこの「ロードサイド」の環境は，チェーンストア化を目指す小売企業にとって，

貴重なものであった．先述したように，小売業の拡大において重要なのは売上と支払期日

の差異による運転資金の捻出であり，それを原資とした店舗の増加によるさらなる売上資

金の獲得である．ゆえに，その過程において求められるのは，低廉な資金で迅速に店舗を

構築することによって，キャッシュフローの減損を防ぎながら売上を増大させていくこと

であった．こうした企業活動のなかで，賃料が安く，なおかつ土地の権利関係が把握しや

すい「ロードサイド」は，規格化した店舗を大量出店するにあたって適合的なものだった

のである．  

 

 ハローマックにも“標準店”のスタイルがある．標準店の作り方は，敷地面積，建

物面積など，靴流通センターと同じである……出店方法は，保証金と敷金を積んで，

地主オーナーに建物をつくってもらい，その店舗を賃借する“リース出店”だ……こ

の標準店づくりは計算しつくされている．建物レイアウトは A 型（横型），B 型（縦型），

C 型（スミ切り型）の三タイプがあり，出店場所は生活幹線道路に面した角地に出る．

（『商業界』1986.11: 211） 

 

規格化のメリットは，店舗コストを逓減させられることと，出店のプロセスを迅速にす

ることができることである．小売企業によって発見されたがゆえに，その論理がむき出し

となった「ロードサイド」は，こうした標準化された店舗の立地において恰好の対象とな
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るとともに，専門店を運営する企業の迅速な拡大を可能にする要因として働いた．特に，

こうした小売企業が借地・借店舗型のローコスト運営を基軸としていたことによって，そ

の店舗立地の速度とビルドアンドスクラップはますます加速する傾向にあった． 

 そしてこのことは，チェーンストアに関する理論的展望は，専門店においては「ロード

サイド」において初めて実現されたことを意味する．中心部における地価高騰や利権関係

の複雑さや，資本蓄積の貧弱さによってその拡大を妨げられていた専門店企業は，「ロード

サイド」を舞台に 500 ㎡の店舗をつくり上げることで，その理念を達成した．店舗の規格

化≒ロードサイド化は，同一商品をあらゆる店舗で売る専門店企業を作り上げ，さらにそ

の集客資源たる商品の「安売り」を導くものだったのである． 

 

ロードサイド専門店の展開で，まず問題になるのは目的来店性の確立にある……ま

ず第一は，売り場スペースである……目的来店性をつくりだす第二の条件は，ディス

カウントである．ディスカウントのパワーは，ある場合には，スペースを超える力を

もつこともありうるほど重要である．ディスカウント性を作り出す要因は，何と言っ

ても，ローコスト経営であることが必要になってくる．（『商業界』1986.9: 59） 

 

 「ロードサイド」を訪れるという購買様式は，いかに自動車移動に適合的であったとし

ても，それまでの商業にまつわるセオリーから大きく外れるものであり，目的来店性が強

い業態であると捉えられた．ゆえにそこで重要視されたのは，「ロードサイド」における店

舗の規格化と低廉さ，広さを活かすことが出来る，「ディスカウント＆フルライン，セルフ

サービス」（船橋 2012: 57）という業態を取ることであった．現在まで連綿と続く「ロード

サイド」における店舗形態は，その性質上すでに決定されていたのである． 

 そしてこのことは，「ロードサイド」が当初の孤立的形態から離れ，主要幹線道路沿いに

多様な業種店が集積していったプロセスを表すものでもある．「専門店のロードサイド出店

は小型店舗で出るから，なかなか集客力を強めることができない．しかし，小型店舗であ

っても，たくさんの店が集まると，そこは強力な商業集積地域になる」（『商業界』1986.8: 52）

という店舗集積の傾向が，まさに「ロードサイド」への来店目的性を高める方向性に働い

たのである．つまり，中規模の専門店が多数集積することによって，来店目的性が高い店

舗を次々と自動車で買い回るという消費様式がそこでは可能となり，結果としてそれが消

費者に支持されたことで，各店舗とも高い収益を得ることが出来たのだ．そしてこの傾向

を支えたのは，中心部への立地を困難にし，専門店の単独出店を促す一連の法規制であり，

規格化した店舗を迅速に立地可能な「ロードサイド」の環境なのである． 

 以上，本項においては，「ロードサイド」が発見された後の急拡大における，制度的要因

を分析した．全般を通じて言えるのは，「ロードサイド」が現況のような形態を形成するに

至る過程は，極めて複線的な歴史的文脈と空間的特質が絡みあったものであるということ
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である．つまり，2 章において指摘されたような法制度の厳格化をくぐり抜け，むしろ自ら

の利に引きずり込む，「ロードサイド」をめぐる実践がそこには存在したのだ．そしてこの

過程において一貫して働いていたのは，企業活動を拡大し，チェーンストア化を目指す小

売企業の欲望であった．それは，先進的なビジネスモデルを構築し，自らの利益を極大化

しようとする取り組みの中で，それまでの商業にまつわるセオリーを裏返していき，「ロー

ドサイド」を急速に立ち上げていったプロセスなのである． 

 しかしこのプロセスを，制度的要因からのみ考察することは少々短絡的である．という

のも，こうした制度的要因を受け入れ，自らの実践に生かしていくという小売企業の態度

そのものがいかにして形成されてきたものなのかということが，ここでは十分議論の対象

となるからだ．「ロードサイド」が 70 年代以降，有望な商業地として眼差されていったと

いえども，中心市街地に立地する多くの小売企業はそうした方向性を選ばなかったし，ま

た多店舗展開もそれほどまでには目指さなかった．チェーンストア化による「ロードサイ

ド」への多店舗展開は，いかに同時代的とはいえ，限定された一部の企業によってのみ行

われたのである．しかもその傾向の違いは資本の多寡によるものというよりも，ある種の

知識――中心市街地を離脱し，小売業の論理を推し進めるための知識――が共有されてい

るか否かに起因するものであった．よって，私たちは「ロードサイド」の成り立ちを考え

る上で，こうした人々の実践を内在的に規定する知識の生成過程に着目しなければならな

い． 

次節では，こうした外的要因を実践に転換させるための知識がどのようにして生成され

たのかを，商業コンサルタントという戦後登場したアクターの実践を取り上げることによ

って把握する．そしてさらに，こうしたアクターの実践が小売企業に受け入れられ，事実

「ロードサイド」の生成過程において重大な力を持つようになる過程を見ていくことによ

って，「ロードサイド」という概念が郊外型の商業集積を名指すものとしてカテゴリー化さ

れていく背景を考察する． 

 

3.2 「ロードサイド」を位置づける――商業コンサルタントの実践とその意味 

「ロードサイド」に立地する小売企業の店舗は，細かい差異は無数にあれども，その多

くはアメリカのチェーンストアシステムの強い影響下の元作られたものであった．小売業

の先進的モデルを次々と創造し，企業規模を拡大させて言ったアメリカの流通業は，戦後

の小売商にとって常に目標とする対象であり続けたが，それは「ロードサイド」を結果的

に創りだした専門店企業においても同様だったのである． 

 

モデルとしているのはアメリカの「マービン」である．同社は……ファッションア

パレル・ディスカウントストアである．そしてドミナント集中出店政策を採り，衣料

の単独店展開で SC には出店していないし，また衣料品以外も扱っていない．このマー



91 

 

ビンのイメージが（株）しまむらの目指す所である．（『商業界』1986.2: 162） 

 

 このように，中心市街地の商店街や SC に出店していた専門店が「ロードサイド」に飛び

出す際，範としてあったのは多くの場合アメリカの小売企業であった．チェーンストアの

急激な勃興は，「ロードサイド」が現れる以前よりアメリカの小売業に対する強い眼差しの

元存在していたのであり，その延長線上に専門店の「ロードサイド」化を位置づけること

が出来る． 

 しかし，このアメリカに対する小売企業の眼差しは，どのように構築されたものであっ

たのだろうか．少なくともそれは，小売企業が自発的に生み出したものとして理解するこ

とは困難である．というのも戦後日本において，小売業の家族経営に起因する零細性と非

近代性の多くは解決されず，戦前の体制とほぼ変わらないものであったからだ．一部の百

貨店を除き，小売業の多くは法人化されていない家族経営の小規模路面店であって，個々

の販売力は極めて乏しく，ゆえにそこに新しい経営手法が介在することはほとんど無かっ

たのである． 

では彼らの経営は何に依拠したものであったのか．それは端的に言えば 4 章で詳述され

る，業種組合や商店街組合といった形をとった統治連合への介入であった．つまり彼らは

行政との緊密な関係性を維持することによって，自らの利益を害するような要因を地域か

ら排除するとともに，その利益を均等に享受するような，横並び的な互助会を形成したの

である（石原 2004: 290）．こうした商店街・業種を集合単位とした商工業者のアソシエー

ションは，地域社会における都市中心部の商業機能の中核を担っていたため，統治連合に

対する強い影響力を有していた．だがそれゆえに，小売業の経営革新は生起しにくい状況

にあったのだ．当然，こうした状況下ではアメリカのチェーンストアを範とした企業経営

は生じることもない．日本における小売業は，1970 年代初頭まで，家族的経営による，あ

る種非効率な体制が強く維持されていた． 

 この日本における商業の「非近代性」を強く問題視し，その突破口をアメリカの小売企

業に求めたのは，むしろこうした小売企業の外部に存在する専門家・コンサルタントであ

った．アカデミズムの内外を問わず，当時としては知識人層に位置する彼らは，アメリカ

における業態や経営システムを文献読解や現地調査から観測し，それを日本における小売

業における経営革新の突破口として理解した．彼らは自らの知識をセミナーや講演といっ

た形で小売企業に伝導し，また小売企業による実践を観測・分析することで，その経営モ

デルを独自の理論として精緻化しようと試みた．そしてこの実践が，様々な理由によって

小売企業に価値あるものと受け止められたからこそ，循環的なこのサイクルが広く敷衍し，

日本の小売業を変えていったのである． 

本節では，こうしたコンサルタントの活動を彼ら自身のステートメントから捉えるとと

もに，それがどのような知識ネットワークを構成していたのかについて把握することを試
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みる．その中でも特に着目するのは，日本におけるチェーンストア理論の唱導者である渥

美俊一のステートメントである．日本におけるチェーンストア企業――多くの「ロードサ

イド」を牙城とする小売企業もふくむ――の大半は，渥美が運営していたペガサスクラブ

という研究団体に所属し，多かれ少なかれその影響を受けていた．この研究団体は 1962 年

に小売業 13 社・メーカー・卸 3 社の経営者と渥美によって設立されたが，「このうちダイ

エー，イトーヨーカ堂，岡田屋とフタギ〔合併してジャスコ，現イオン〕，セルフハトヤと

赤のれん〔同ニチイ・マイカル，現在はイオンと合併〕，西川屋とほていや〔現ユニー〕の

8 社は，1990 年代になるとグループ売上高で一兆円を超える巨大企業へと成長」（渥美 

2007: 32）したのである．アメリカの先進的なチェーンストアに関する事例を総合的に研

究・調査し，国内の事例に応用していくことを目指して作られたこの研究会は，日本にお

けるチェーンストアのノウハウ構築において，主導的立ち位置にあったのである． 

日本における小売業の経営革新は小売企業の単独活動によって成されたのではなく，こ

うした知のネットワークの中から生じたものであった．よって小売業の経営革新と「ロー

ドサイド」誕生のプロセスをより理解するためには，こうしたコンサルタントと経営者間

における相互的知の還流と，それを可能にした条件を理解せねばならない．そのためには，

彼らの実践を注意深く把握する必要性がある． 

 

3.2.1 日本における「商業近代化」のイデオロギーとその背景 

 日本における商業コンサルタントの興隆は， 1948 年に設立された，株式会社商業界に求

めることができる．雑誌「商業界」の出版を通じてあるべき商業の方向性について唱導を

志した倉本長治ら商業コンサルタントは，戦時統制を乗り越え積極的な活動を行うように

なるのである．読売新聞の記者として，この状況に当時関わっていた渥美はこう回顧する． 

  

1950 年代に私が読売新聞社の記者として商業の世界で取材を始めた頃は，商店経営

のあるべき形はとにかく「繁盛店」づくりとされていました……その内容として次の

三つの方法が挙げられていました．「上手な接客」と「上手な陳列」と「上手な装飾」

とで，設備や陳列器具や内装も含む，店の雰囲気作りです．この三つで繁盛が左右さ

れる，というのが業界の常識でした．それに対して，経営誌「商業界」をよりどころ

にしてきた経営指導家（当時の呼称）や商業学の学者たちは……「正札販売宣言」を

中心課題として打ち出しました．（渥美 2007: 2-3） 

 

 戦前の商業構造を色濃く残したまま，小売業が戦後に勃興したことは，当然のことなが

ら多くの改善事項が中小小売業には存在したことを意味する．こうした情勢において，い

わゆる「店舗診断」は重要な方策として認識されるとともに，商工会議所の施策として一

般化していた．しかし一方で単なる店舗の改善にとどまらない，新たな販売手法の必要性
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もまた認識されていたのであり，それを率いたのは「商業界」を中心とした専門家のネッ

トワークであった．しかし，なぜ現状の改善に留まることなく，正札販売やセルフサービ

スなど新たな販売手法が必要であると認識されていたのだろうか． 

 

お客が本当に安心できる状態を作ることが商人としてのあるべきサービスです……

当時の日本人にとって買物は苦痛でした．なぜなら，値段と品質において，「だまされ

るんじゃないか」という不安と焦燥とに駆られ，迷い続けるのが買物だったからです．

逆に言えば，気軽に自由に買えるという状態こそ，一番，お客が求めているサービス

であり……接客でもなく，陳列でもなく，店内ムード作りでもなくて，売り方にこそ

普遍の信頼される方法があるはずだ，と私は結論づけました．その一つが正札販売で

した．いや，それ以上にセルフサービスという画期的な売り方が，いま，この日本で

クローズアップされるべきだと考え，その普及にのめり込んでいきました．（渥美 

2007: 3-4 下線引用者） 

 

 渥美によるこのステートメントは彼の活動を追う上で，興味深い点を示唆している．彼

によればこうした正札販売やセルフサービス，そしてその後のチェーンストアなど新しい

販売・経営手法を推進したのは，そうした施策に伴う売り方の開発こそが，消費者に最も

よく貢献する手段だからなのである．新しい売り方に伴う業態の開発は，彼にとってより

良い社会をつくり上げるための欠かせない施策なのだ． 

 しかしながら，こうした一見ラディカルにも思える主張は，どのような社会的背景によ

って形成されたものだったのだろうか．このステートメントを，1 人のコンサルタントによ

る奇矯な発言であると受け取ることは出来ない．その後彼が立ち上げた研究団体である「ペ

ガサスクラブ」には，先述したとおり，その後チェーンストアを立ち上げる企業の殆どが

参加していたからである．先見の明がある小売企業の多くは，こうした渥美の主張に多か

れ少なかれ同意し，その延長線上に自らの実践を位置づけたのだ．であるならば私たちは，

彼がいう消費者の「苦痛」，あるいは「不安と焦燥」が，当時どれほどリアリティがあるも

のであったのかを考えなくてはならない． 

 1960 年代から 70 年代前半にかけて，日本における小売業の状況は，端的に言って弱者

生存の状況にあった．高度経済成長に伴う都市人口の集中と経済成長は，多くのパイを小

売業者にもたらした．しかしながら一方で，GMS を運営する小売企業の手は，未だ全国を

覆っておらず，大型店問題はそれほど顕在化していなかった．つまり，サービスの悪い業

者であっても，十分に生計を営むことが可能であったのである． 

 こうした小売企業の相対的な質の悪化と，都市人口の流入に伴う都市的生活様式の浸透

は，それまでのある種「なあなあ」で行われていた商慣習――ショバーグ（Sjoberg 
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1955=2010: 8）の「前産業都市40)」で指摘されているような――が，問題の争点として噴

出することを意味した．商品の品質保持や売り方の「前近代性」が，強く問題の対象とな

ったのである．であるからこの時期数々の消費者運動が生じ，「消費者」概念が社会に定着

するようになった41)ことと，彼の発言が説得力を有するようになったことは，パラレルな事

象なのである． 

そのことは，「ねらいは高崎商業の振興――だが，買物には疑惑や不満がいっぱい」と題

された，食品小売業者と主婦間の座談会を収録した，高崎商工会誌の記事にも見ることが

できる．それは当時の小売業界における混乱と，その収拾に統治連合が苦悩するさまを映

し出している． 

 

C〔主婦〕 それからお肉なんですが，手づかみにして，そのまま経木に包んで出す

ところもあるが，あれは〔衛生面を考えると〕ひどいですね．/佐藤〔高崎食肉事業組

合〕 肉はなるべく，はさむものでやるとか，ハシでやるとか〔組合の方で〕指導はし

ておりますが，どちらですか．/B〔主婦〕 八幡団地〔高崎市北部，戦後工業団地が造

成されたことによって周囲に郊外型住宅地が形成された地域〕です．/ 佐藤 八幡団地

には私どもの組合員はおりません．/ B お肉屋は，組合に入らなくとも出来ますか．/ 佐

藤 できます．組合員外には私のほうから文句は言えません……/ C 組合に入らなけれ

ば，営業ができないということが，できないんですか．/ 佐藤 アウトサイダーの問題

はですね……私のところ（食肉業）など組合に加入しておると……値段が高くて，極

端に品物が悪かつ
ママ

たりすると〔組合に〕呼びつけて「お前のところはひどいぞ」と文

句を言うこともある．〔アウトサイダーはそれが嫌で〕文句を言われたくないから，組

合にはいらない．費用もかからず制限もない．組合に加入しておると，監督官庁から

よく指示事項がくるが，アウトサイダーには連絡のとりようがないから，自然放つ
ママ

て

おくというのが現状です．（『商工たかさき』1970.6: 12） 

 

 この一連の議論に現れているのは，統治連合による小売業統制の不可能性である．この

地域の食肉販売業における品質管理を統制しているのは，食肉事業組合であり，その上部

                                                 
40) 「前産業都市の経済組織は，ほとんど合理的に機能していない．このことは，製品だけ

ではなく，製造手法においても一般的に標準化されていないことに示される．ましてや販

売においてはさらにいっそう明らかである．世界中の前産業型都市において，固定価格は

まれである．買い手と売り手が自分の言い値を巡って交渉をすることによって，値段を決

定する……そこでは金銭が唯一の望ましい目的であるとは限らない」（Sjoberg 1955=2011: 

8） 
41) たとえば，消費者保護基本法の制定は 1968 年である．消費者運動は 1960 年代に活発化

し，1970 年代に至るまで一定の影響力を有していたが，この運動の収斂の背景に，「チェー

ンストア」の拡大と，小売業の洗練化が介在していると見て取ることは可能だろう． 
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に位置する行政の商政課である．しかしこうした統治連合との強いつながりの元存在する

アソシエーションは，その権限の都合上「アウトサイダー」を排除できない．自らの統制

権限を根拠付ける小売店舗の品質担保に，彼らは失敗しているのだ． 

しかもこの排除できないというのは，単に「アウトサイダー」を廃業させるという事が

できないというだけでなく，消費者の選択肢に「アウトサイダー」が浮上するということ

も排除できないということを意味している．ここで，主婦代表として発言している B，およ

び C は，「アウトサイダー」というものの存在を全く認知していなかったことを考えてみよ

う．それは，「アウトサイダー」であろうとそうでなかろうと，ここで取り上げられている

のが同一業種・業態の食肉店であるからに他ならない．彼女らにその区分はそもそも意味

が無いし，出来もしないのである．消費者にとって，組合に入っているかどうかというサ

ービス供給側の説明はどうでもよく，大事なのは高品質の商品を低価格で購入できるかど

うかなのだ． 

ゆえにここで延々と説明される食肉事業者側の理由は，消費者にとっては単なる言い訳

にすぎない．それは消費者の「苦痛」，あるいは「不安と焦燥」を取り除くものではないの

であり，別様の解決手段こそが要求される．そしてそれこそが，渥美が主張する売り方・

業態の転換なのであり，この延長線上に，チェーンストア化と「ロードサイド」店舗の展

開が見いだされる． 

 

 わが国の国民大衆にとって，暮らしは決して豊かなのではない．21 世紀初頭の国際

文明水準から見れば，まだまだ貧しい……チェーンストア産業は，この状態を変えよ

うとするものである……〔欧米のチェーンストアに比べ日本の小売産業が遅れている

ことを膨大な事例を引き合いに説明しながら〕……以上は，欧米の暮らしと比較して

みたときにすぐ判明する，日常茶飯事の相違点である……それらに通じる共通の欠点

は，暮らしを一つずつ確実によくしていくという視点が，わが国にはなかったことを

象徴しているのである．それは“作る立場”から“売りつける”努力だけが優先され

てきた，生産者優位の経済構造が根本原因なのである．それこそ，チェーンストア産

業のできていない社会での，不可避なえせ
．．

現代性なのである．（渥美 2004: 40-53） 

 

 このようにチェーンストア業態の開発は，彼の主張における根幹をなしている．それは，

都市人口の急増に伴う小売業の混乱にあっても，ただ手をこまねくばかりで具体的な手を

うつことが出来ない都市アソシエーションから決別し，「小売業独自の論理」をもってサー

ビス産業を拡大し消費者利益を確保するために欠かせない手段だったのだ．そしてこの消

費者利益の確保というアジェンダが，業界に対して危機感を抱いていた小売企業に強く響

いたからこそ，ペガサスクラブという知識ネットワークに多くの企業が参入したのである． 
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当時〔1960 年代中盤〕，私は，高円寺北口商店街青年部の会長をしていたが，このま

ま商店街の活動を続けてていいものかという疑問にも突き当たっていた……はっきり

言って，もはや高円寺北口商店街のチヨダ靴店ではなかった……仲間を裏切ることに

もなりかねなかったが，今後の経営を考えた時やむを得なかった．この逡巡に答えを

出したのがペガサスクラブのセミナーである……語られた内容は財務理論や組織理論，

マスマーチャンダイジング理論など多岐にわたっていた．その熱気に圧倒された……

帰りの電車の中で，私は，支店の成功などしょせんお山の大将でしかなかったことを

悟る．流通業全体の中では取るに足らない出来事でしか無い……やるからには日本一

という空念仏を捨てて，本気で「年商百億円・百店舗」をめざすことにした．（船橋 2012: 

178-180） 

 

 「ロードサイド」創成期の事業開拓を積極的に行ったチヨダの経営戦略には，ペガサス

クラブの強い影響があった．こうした事実からも，私たちは「ロードサイド」を創りだす

という動きの背景には，商業をめぐる知識の介在があることを見ることができる． 

よって，1970 年代「ロードサイド」を眼差し，事実形成していった小売企業の実践の背

景には，1960 年代より続く小売業に対する危機意識と，その処方箋としてのアメリカを規

範とした「チェーンストア化」というイデオロギーが存在していたと見ることができる．

このイデオロギーが先進的な小売企業一般に広く膾炙し，日本全国に広がっていたからこ

そ，急激な「ロードサイド」の生起は可能となったのである． 

 

3.2.2 「ロードサイド」を支える知識体系――計数管理と商圏調査 

 前項では，「ロードサイド」が生起する背景には，「チェーンストア」を推進しようとす

る商業コンサルタントの実践と，それが広く支持を得るに至る時代背景があることを論じ

た．都市人口の増大はそれまでの「前近代的」な販売手法の問題を浮き彫りにし，統治連

合による商業統制の不可能性を露呈させた．こうした状況にあって，業態そのものを転換

し，大量仕入れ・大量販売による消費者利益の還元を訴えた渥美のステートメントは，全

く新しい可能性を見せたがゆえに，多くの先進的な小売企業の支持を集めたのである．本

項では，このチェーンストア化を唱導する知識体系がどのように形成されたのかを明らか

にすることで，「ロードサイド」が形成されるに至る具体的なプロセスを見ていきたい． 

 まず渥美が読売新聞の記者から商業コンサルタントという職業に手を染めるようになる

きっかけから始めよう．彼が小売企業の経営者とコネクションを持ち，1962 年 4 月に，ペ

ガサスクラブを立ち上げるきっかけとなったのは，工場診断の取材によって身につけた生

産管理や IE（Industrial Engineering）の手法を，当時日本にも導入されつつあったセル

フサービス店舗における商品のリテールパッケージの量目管理に応用したことであった

（渥美 2007: 7）．彼は自分が商業コンサルタントとなることが出来た理由をこう示す． 
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当時の商業経営指導の先生方は，そういうこと〔IE 的な計数管理〕も教えていませんで

した．教えていたことは，接客と販促商略，もうひとつは精神論です……私が新聞記者と

して接触した商業者の経営手法や，それを指導していた商業診断制度の方法論も，個人の

思いつきが大部分で，経営数字の扱い方も「多い」「少ない」というだけでした．（渥美 2007: 

43） 

 

よって，彼が示した経営戦略はそれまでの感性的かつ精神的な指導方針から距離を置き，

経営工学的アプローチから小売業を捉えようとするものであった．そしてこうした計数管

理を主眼としたコンサルティング手法が，「チェーンストア」を規範とする主張に繋がって

いったということは，それほど驚くべきものではないだろう．その後ペガサスクラブが立

ち上がり，本格的にチェーンストア産業が意識された後も，この指向は強く意識されてい

た． 

 

チェーンストア産業づくりは，商業経営で社会を改革する運動ですから家業でも支

店経営でもなく，百貨店でもないまったく異質な経営原則の確立とその体系とが必要

です．そのためには，先進国アメリカのチェーンストア産業と，その個々の経営シス

テムとの数多い事例調査を継続し，実験の積み重ねの跡で理論化してくという面倒な

手続きを踏まなくてはなりません．そこで必要なことは，国内で実験できる店舗現場

を特定集団化し，継続的に観察と分析と判断の対象にできる研究システムを作ること

でした．（渥美 2007: 44） 

 

 当時ペガサスクラブでとられていた手法は，「アメリカのチェーンストアを見学し，次に

国内で事例をストアコンパリゾン（各店舗を見学し，比較調査すること）」（渥美 2007: 45）

するというものであった．このストアコンパリゾンは，もともとは商業界の生みの親であ

る倉本が自らのセミナーで主軸としていた「体験発表」を発展させたものであったが，そ

れは経営数字の公表と因果関係の説明によって成り立っており，「体験の相互批判」を行う

ことを企図していた（渥美 2007: 46）．すなわち，その手法は先進的なチェーンストアの徹

底的な模倣と，日本における往還的な実践・検証という形態をとるものであった． 

つまり，彼の提唱する「チェーンストア産業づくり」とは，小売業を構成する諸要素を

様々な事例から操作的に抜き出し，抽象的記述を行うことによって，既存の商業にまつわ

るセオリーとは全く異なる理論体系を築き上げることを意図したものであった．ゆえに，

そこではローカルなコンテクストに根付いた様々な事象を包括的かつ具体的に取り扱いな

がら，一方でその事象を数量的基準に落とし込んでいくことが求められる．この小売業刷

新のための活動は，ローカルなコンテクストに位置づけられた様々な諸施策を分離し，チ
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ェーンストアというそれまでとは異なる知識体系に位置づけることを目指したものであっ

た． 

 そして，このような形で構築されたチェーンストアにまつわる経営施策は，その後の「ロ

ードサイド」の誕生を支える要因として，決定的な役割を果たした．というのも，それは

小売業をめぐる先入観や都市との関係性を切り捨て，計数管理と商圏調査を重視するアプ

ローチを小売企業に広く敷衍したことによって，商業適地としての「ロードサイド」が生

起する過程において，重要な役割を果たしたからだ．以下のステートメントに見られるよ

うに，チェーンストアと「ロードサイド」は地続きのものだったのである． 

 

 日本型スーパーストアが，大規模小売店舗法の規制で思うような出店がしにくくな

った 1980 年代から，専門店はロードサイド出店という独自の出店作戦に入りました．

それが今日の専門店グループ大成長の突破口になったわけです．これは非常に重要な

ことです．ただし実情は苦肉の策と言うべきものでした．日本型スーパーストアが店

を作ってくれないために，専門店はショッピングセンター内の出店が難しくなり，代

わりに自ら手探りで不動産入手型の出店を始めたのです．（渥美 2007: 88） 

 

 では，チェーンストア理論における商業立地と業態に関する議論が，結果として「ロー

ドサイド」をいかに導いたのかを具体的に見てみよう．第一に指摘できるのは，チェーン

ストアという業態が持つ多店舗化への絶え間ない圧力の存在である．チェーンストア理論

においては，一定以上の売り場販売効率を，ある店舗が有することは望まれない．という

のも，「既存店の商圏内での売上高占拠率やその増減率を語ることは売り場販売効率至上主

義，つまり繁盛店づくり」（渥美 2007: 112）であり，「売り場販売効率が一定水準を超えた

ら，隣接する商圏に二店目の出店を準備することが多店化の原則であり，チェーンストア

における出店の原則」（渥美 2007: 112）だからである．チェーンストアとは一定の売上・

利益を有する店舗を，ある地域内商圏においてドミナント的に出店していくことにより，

その商圏内の購買力を独占することで利益を上げる仕組みであるため，必然的に多店舗展

開への圧力が，繁盛店を作ろうとするような既存のアプローチとは異なり，かなり強くな

る．たとえば売り場効率が極めて高く，莫大な利益を稼ぎ出している店舗があるとするな

らば，目指されるべきはその店舗の権益を着実に確保していくことではなく，その近隣に

別の店舗を立地していくことであるということを考えれば，この議論の特異性が浮き彫り

になるであろう42)． 

                                                 
42) とはいえ，販売効率が一定の値に達すれば上昇することが難しくなることを考えれば，

この思考法が本質的に売上を飛躍的に上昇させる唯一の手段であることにもたどり着く．

「坪当たり効率は努力してもそんなに上がるわけではありません……2000 万円以上を売ろ

うとしても商品の補充が出来ません……補充ができないということは，面積を増やすしか
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 そしてこの店舗展開手法は，ある一定水準の売上高を持つ店舗を次々と立地させていく

こととなるため，必然的に百貨店的な一都市一店舗的展開を否認するという性格を有して

いる．すなわちこの立地手法において重要となるのは，行政区分によって決定される自治

体の人口数というよりは，商圏という数学的モデルにより同定される購買人口分布なので

ある． 

 

当時の多店化のモデルは十字屋と長崎屋でした．十字屋は県庁所在地に，長崎屋は

人口 30 万人以上の都市にのみ出店していました．しかも，人口が 100 万人でも 50 万

人でも 30 万人でも一店だけの出店でした．それでは 100 店突破はできないのです……

私は……「多店化のためには店ごとの商圏人口の標準化がまず必要だ」と主張しまし

た．そこで初めて，本物の商圏論が始まったのです．（渥美 2007: 117） 

 

 よって，チェーンストア理論の創造は，そのまま商圏に関するノウハウ蓄積の歴史でも

ある43)．「チェーンストアとして不可欠条件の 200 店以上を〔日本にて〕出店し，さらに 1000

店以上 4 桁の店をつくっていくという軌道上では，常に一店当たりの必要商圏人口を小さ

くし続けなければ」（渥美 2007: 118）ならない以上，商圏を精緻化しながら観測していく

ことが求められる．そして多店舗展開に伴い必要商圏人口を小さくしていく中で．精緻な

立地分析を行うことは，既存の商業に関するセオリーを等閑視し，人口分布と社会流動の

変化を計量的に分析することによって始めて可能となるものである．  

 第二に，彼らがチェーンストアの発達過程において，ROI（Return On Investment）を

非常に重視したということが挙げられる．ROI はある時期帯（通常一年）における投資額

に対する利益率を表す指標であり，（売上高経常利益率×総資本回転率）で求められる．こ

の指標を重視するということは，投資効率とキャッシュフローを重視するということであ

り，それは売上高，あるいは坪効率の良さのみを求める傾向にあったそれまでの小売業の

店舗戦略とは大きく異なるものであった．こうした発想の転換において，それまでセオリ

ーでは考えもつかないような商業立地が可視化される． 

 

この ROI20%という数字に合う立地は，既存の商業立地ではあり得ないところでし

た．一つは商店街のはずれですが，この立地は意外と少なくて，一ヵ所か二ヵ所に出

すとなくなってしまいました．そこで次は駅前になりました……当時は，地価が非常

                                                                                                                                               

なく，そのためには資金がいります」（渥美 2007: 172-173） 
43) ここでの商圏が，いわゆる商業近代化診断報告書で見られるような，ある自治体の吸引

購買人口数という意味ではないことは留意しておく必要がある．つまりここで求められて

いるのは，ある店舗が競合他店と比較してどの程度の広さで人々を引きつけられることが

できるのか，その延べ数はいくらかということなのだ． 
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に安かったからチェーン化グループは駅前に店を次々と出していったのです……一般

の小売業とペガサスクラブのメンバーでは，立地作戦がまるで違っていたのです……

駅前の次は，1980 年前後に線路沿いへと立地を動かしていきます……チェーンストア

志向企業のトップたちが最初から考えていたことは，総資本回転率を高めるために坪

当たり投資額を低く抑えることです．（渥美 2007: 114 下線引用者） 

 

 いずれにせよこうした彼らの店舗立地を生み出した要因は，中心市街地の特権性を等閑

視し，計数管理や様々な指標をそのプロセスに取り入れたということに尽きる．今見れば

当たり前にも思えるこうした議論を取り入れることが，当時極めて斬新であったのは，商

業，ひいては小売業が統治連合との強い癒着のもとに存在しており，ゆえにそこに様々な

因習が存在していたからだと考えることができるだろう．たとえば「『多店化はやればでき

るんだ』というイデオロギーを言い続け」（渥美 2007: 115）なければならないほど，日本

においてチェーンストアというものが未曾有の概念であったことは，逆説的に商業にまつ

わる因習が極めて強かったことを示している．今私たちが当たり前のものとして接してい

るチェーンストアは，少なくとも 1960 年代，異端のアイディアだったのだ．ゆえに小売業

を自律的なロジックを持つ産業として規定し直すこと，ひいては計数管理に支えられた理

論を持つ領域として確立することが，チェーンストアをめぐる実践においては必要とされ

ていたのであり，その過程でこの知識体系は，日本の商業にまつわる統治連合との繋がり

から最も遠い領域から確立されねばなかったのである．  

そしてこうした議論の延長線上に，「ロードサイド」が出てくる背景を読み取ることがで

きる．先述したように，大店法の制定にともなって専門店を運営する小売企業は自力での

店舗開発を余儀なくされた．その際「ロードサイド」が選び取られた背景には，こうした

計数管理に依拠する，それまでの商業にまつわるセオリーに基づかない選択があったので

ある．もちろんその選択それぞれは多くが場当たり的であり，統制されたものではない．

しかし，当時 SC の出店鈍化や，オイルショック以後の売上斬減に突き当たった小売企業の

多くが，「ロードサイド」にたどり着く基盤には，こうした知識の還流があったことを読み

取ることは難しいことではないのである．たとえば，以下のように． 

 

 次の展開は，都市の郊外，つまりドーナツ化現象によるサバーブの立地である……

この根幹をなす政策の
マ マ

が 3S，つまり，サバーバン，ショッピング，セグメントの三つ

の S である……このあたりからスペシャルティ・ストア〔専門店のこと〕への志向が

急速に高まる……この当時から学び始めたのが，渥美俊一氏のペガサス・セミナーで

あり，ここでアメリカ型小売業マーケティングとマネジメントの根幹を教わる……「渥

美先生の影響がないといえば嘘になる」と政男氏は言われる．（『商業界』1979.4: 138） 
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 チヨダ社長による郊外，あるいは「ロードサイド」の立地創造の背景には，ペガサスク

ラブや他の商業コンサルタントによる知識の伝達があった．「ロードサイド」を作り出す力

は，単なる資本の自己増殖に求められるのではない．その資本の自己増殖性を「ロードサ

イド」に向けさせる知識の力がそこには存在しているのであり，そしてその編成は，それ

までとは異なる商業に関する知識体系を作り出そうとする，小売企業と商業コンサルタン

ト間の相互作用的な実践において可能となったのだ． 

この意味において，チェーンストア理論を推進した商業コンサルタントの実践は，「ロー

ドサイド」が生起するプロセスの構成要素をなしているとみなすことができる．それは，

試行錯誤的な小売企業の実践を抽象的水準に止揚し，「チェーンストア」というカテゴリー

の元に統合することで，既存の商業について回る因習を溶解させたのである． 

 

3.3 「ロードサイド」を言語化する――カテゴリーとしての「ロードサイド」生起 

 前節では，商業コンサルタントと小売企業による相互規定的な実践が，チェーンストア

を是とする知識体系を生み出したことを論じた．この知識体系が一部の小売企業経営者を

突き動かすイデオロギーとして作用していたからこそ，「ロードサイド」は 1970 年代以降，

急激に生起するとともに，チェーンストアが多数見られる消費空間となった．その意味に

おいて，「ロードサイド」は小売企業による実践だけでなく，戦後流通史における「商業近

代化」の波を表してもいるのである． 

そして本節では，このようなネットワークにおける循環的な知識体系が，そもそも「ロ

ードサイド」という概念の定式化において極めて重要な役割を果たしていたということを

主張したい．「ロードサイド」という概念を通じて郊外の商業集積や店舗を指し示すという

行為は，少なくともこうした郊外型店舗が出てきた当初においては当たり前のものではな

かった．こうした企業活動をそれまでとは異なるものとしてカテゴリー化しようとする

人々の実践の中で，「ロードサイド」という概念は生起したのである44)．ゆえに，本論文の

目的が「ロードサイド」のリアリティを探究することである以上，そうした言葉によって

名指される商業集積の生起過程分析の次に行わねばならないのは，この郊外型商業集積を

それまでの商業集積とは別のものであるとカテゴリー化していく実践を分析することであ

る． 

まず「ロードサイド」という概念がどのようにして運用されるようになったのかを見て

みよう．この概念を郊外部における商業集積・店舗にはじめて適用したのは，本章で度々

言及している株式会社チヨダ社長の船橋であると言われる．少々長いが彼のステートメン

                                                 
44) ここでの分析はハーヴィ・サックス（Sacks 1972=1995: 97）の「カテゴリー化装置」

に関する議論にアイディアを得ている．ただ，彼の論考が人びとの社会集団に対するカテ

ゴリー化を論じたものであって，特定の空間にたいする意味付けについては議論していな

いことには留意する必要性があるだろう． 
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トを引用してみよう． 

 

 東京靴流通センターは，快進撃に続く快進撃．それに新業態ということでマスコミ

の注目度も高まり，やがて取材依頼が殺到するようになった．そうした中で日本経済

新聞の記者のインタビューを受けていて……しきりに，「郊外，郊外」という言葉が出

て来る．「チヨダの郊外店は」という形で記事を書くらしい．たまりかねて言った．「ち

ょっと待って下さい．わたしどもは〔自らの店舗が立地する場所を〕郊外と思ってい

ない．郊外っていうのは違うんじゃないの．フランス映画に出て来るような周りに何

もないような一軒家，ああいうのを言うんじゃないの．私どもが出店しているのは人

口急増地帯ですよ」「じゃあなんと言えばいいのでしょう」「さあ，ロードサイドとで

も言えばいいんじゃないの」……「その言葉いいですね．その言葉でいきましょう」

ということになった．（船橋 2012: 70-71） 

 

 この顛末が果たして真実かどうか，それを確認することは本論文の主目的ではない45)．た

だ，彼がこのことを述べたであろう 1970 年代後半において，「ロードサイド」概念が当事

者レベル――商業コンサルタントや小売企業の経営者――においても殆ど使われていなか

ったことは確かである．多くの場合，「ロードサイド」として認識されてもおかしくないよ

うな店舗が紹介される際は，「安売り」などの業態や，SC への立地ではない「独立店舗」（『日

経流通新聞』1978.1.19 5 面）という点が着目されたのであり，その立地場所そのものにつ

いてはあまり問われることがなかった．少なくとも，それは上記引用で挙げられているよ

うな「郊外」という中立的かつ雑多な概念――住宅街も，私鉄沿線の駅前も，「ロードサイ

ド」も含むような――で括られるにとどまっていたのである． 

 そしてそれは，前項で挙げたような中心市街地と商業間の規範が，この時期にはなおも

強く働いていたことを示している．商いを営むことが中心市街地での活動とほぼ当然視さ

れている以上，立地に関する区別は雑多なもので良い．問題は中心市街地に立地している

のかそうではないのかという点のみであり，中心市街地を出てチェーンストアを運営する

ということだけで，それは十分に報道されるに値するものだったのだ．都市をめぐる規範

に従わないという点においては，「ロードサイド」も「郊外の駅前」も特に変わりないので

あり，むしろ注目されるべきはそこでどのような業種が展開されるのかであった． 

 だが，商業の郊外化が 1980 年代以降加速度的に進み，都市と商業の関係性がそれまでと

は異なるものとなったと認識されるに伴って，「ロードサイド」という概念がカテゴリー細

                                                 
45) 日経流通新聞の紙面において，1970 年代後半にかけて船橋はインタビューを幾度か受け

ており（『日経流通新聞』1977.11.4 5 面; 1978.11.9 16 面など），おそらくはそのいずれか

でこうした会話が行われたものと類推される．だが，少なくとも確認した限り，これらの

インタビューにおいて「ロードサイド」という言葉は記載されていない． 
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分化の形で議論の俎上に登ってくる．それは 3.1 で記述したような，専門店運営企業の新し

い動きと，それに伴う今までと異なる商業集積の発生を指し示す概念として，1980 年代後

半以降急激に姿を表わすようになるのである46)． 

  

 専門店業界で「ロードサイド出店」が重要な経営課題になって久しい．いま全国の

主要な道路沿いで将来有望な商業地域とみられるところは，意欲的な専門店企業の店

舗が進出し，これまでの駅前や繁華街に変わる，新しい買物機会を提供する商業地域

として注目されている．かつて専門店業界では，ロードサイドは，安請け合いの店舗

をつくり，経費を抑えて，ディスカウントを主力とする商業立地としての捉え方があ

った．しかし，現在の大きく変化したロードサイド商業を見ると，そのままの捉え方

で良いのだろうか．（『商業界』1986.8: 49） 

  

 このように，ここで「ロードサイド」というカテゴリーは，「安請け合いの店舗をつくり，

経費を抑えて，ディスカウントを主力とする商業立地」であると論じられている．様々な

意味を含む「郊外」ではなく，「ロードサイド」というカテゴリーを運用することにより，

「全国の主要な道路沿いで将来有望な商業地域とみられるところ」にたいする集合的な意

味付けが可能となったのである．そしてこうしたカテゴリー化は，「ロードサイド」に集う

商業施設を集合化するのみならず，「現在の大きく変化したロードサイド商業」を観察し，

その観察結果と現況のカテゴリー運用を比較し，このカテゴリーの「捉え方」について「良

いのだろうか」という疑問符をつける実践を可能にもしている．ここで「ロードサイド」

は当事者概念としてではなく，ある種の分析概念に転嫁しており，それは「ロードサイド」

を郊外部における特定の消費空間を指し示すカテゴリーとして運用することにより可能と

なっている． 

いずれにせよ重要なのは，「ロードサイド」概念の歴史的な系譜は，こうした商業コンサ

ルタントなどの専門家による実践によって規定されていったということである．たとえば，

本章でも準拠した「SC 出店」から「ロードサイド」へという枠組みは，当然ながら当時の

実践において予期されていたものではなく，こうした記事に見られるような事後的な振り

返りによって構築されたものである．それを観測し，記述するのは様々な小売企業の実践

を抽象化し，こうした紙面上に記載する専門家にほかならない．小売企業の実践を定着さ

                                                 
46) こうした専門業界誌で「ロードサイド」という言葉が出てくるのは，1985 年ごろからで

あり，それは一般書物や学術書に比して早いものではあるものの，実際に「ロードサイド」

と呼ばれるような商業集積が現れた時期からは 5 年ほどのズレが有る．よって，「ロードサ

イド」の記述は現在進行中のものを説明するというよりは，過去の事例を「ロードサイド」

というカテゴリーを用いて分析する形態のものが多い．これは，その記述の意義が小売企

業の実践の成功例例示という，商業コンサルタントの職能に制約されているためと見るこ

とができるだろう． 
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せ，あるカテゴリーに区分する実践によって，「ロードサイド」概念の歴史的系譜は規定さ

れていったのである． 

さらにいうならばこの枠組みは，「ロードサイド」を商業集積として認識するという，私

たちの認識に対してもあてはまる．私たちが，今ロードサイドの商業集積地と呼ばれるよ

うな場所に行っても，そこに何らかの集積性を視覚的なかたちで見つけ出すことは難しい．

おそらくそこでは，だだっ広いのっぺりとした外壁を有する店舗と，けばけばしい看板が

道路沿いにポツンポツンと連なるさまを観測出来るだけであり，人びとの連なりをそこに

見ることも困難であろう．私たちは自動車という交通手段に最適化された「ロードサイド」

の「商業集積」を，商店街の賑わいと同系列のかたちで記述し記録をすることに，明らか

な困難を感じるはずである． 

これは，その「ロードサイド」を作り出したアクターの背後にあったイデオロギーが，

前項で見たようにチェーンストア理論という，中心市街地と商業の癒着を徹底的に問いな

おす知識体系であったからに他ならない．しかし，そうであったとしても，私たちが中心

市街地の衰退をこうした「ロードサイド」の「商業集積」に求め，その集積性を実際に視

覚的に捉えることが出来ないにせよ想起しうるのは，多種多様な人々の実践による「ロー

ドサイド」のカテゴリー化を受け入れているからである．そしてその端緒は，間違いなく

こうした商業コンサルタントによる「ロードサイド」の分析によっている．彼らにとって

小売業の立地が盛んな「ロードサイド」は，取り上げ，細分化し，分析する対象として適

切なものであった．そしてこうした実践の中で，彼らが「ロードサイド」を商業集積とし

てカテゴリー化したからこそ，「中心市街地」と「ロードサイド」を並列的に語ることが可

能となる． 

 

そして，こうした〔ロードサイドに立地する小売企業の実践の〕結果，1 日平均 2 万

台以上も通る生活関連道路の要所を中心に，10~20km 圏（車で 20~30 分）を商圏とす

る“商業村（ムラ）”とでも称すべき小売業の集積が，全国いたるところに，いまやオ

ソロシイ勢いで形成されつつある……反面，市街地への出店ムードは，業種業態を問

わず，まだ冷えきったままのようだ．（『商業界』1986.9: 66） 

 

いま都市の郊外のロードサイドを見ると，いろいろな業種や業態の店舗ができて賑

わっている．しかし，こうした郊外ロードサイドの商業は，戦後日本の地域商業に対

するアンチテーゼとして見ることができるのではないか……従来の商業では，そうい

う都市の形成と商業の様々なあり方が，生活者の買物の行動線と同一であってパター

ン化されていた．それが日本の商業空間とされてきた．（『商業界』1985.11: 175） 

 

であるから彼らの実践は，そうした困難な認識を矛盾に満ちた形であったとしても可能
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とし，そして「ロードサイド」を，「中心市街地」に対置する概念として位置づけたという

点において，その後の都市空間を巡る議論に大きな影響を与えたのである．彼らの実践は，

1990 年代以降に現れる「郊外」や「ロードサイド」に関する様々な現代社会批評的な語り

の土台をなしていた．「ロードサイド」を批判するという実践は，「ロードサイド」を新し

いビジネスモデルとして定義しようとした商業コンサルタントの実践によってはじめて可

能となるものだったのである． 

最後に，こうしたコンサルタントによる「ロードサイド」をめぐる実践が，どのように

「ロードサイド」に関するノウハウを蓄積し，その知識を拡散させていったのかを見てみ

よう．1980 年代後半以降，もはや「ロードサイド」という消費空間の存在は自明のものと

され，どのような形でビジネスモデルをそこで構築していくかが課題となった．具体的な

ノウハウが紙面上で記述されていくことによって，「ロードサイド」への小売企業進出は普

遍的なものとなり，商業コンサルタントと小売企業の循環的な実践は強固なものとなって

いく． 

 

ロードサイドビジネス……それが時代と商品の要請といえる．しかし，このロード

サイドも単なる郊外ではない．どちらかというと街はずれで（準郊外）で
マ マ

，純粋な郊

外となると営業に困難が発生しがちである……（1）建物面積は最低 200 坪……（2）

敷地面積は約 500 坪……①50 台の駐車場……①外装は目立つことが条件……郊外・準

郊外に位置するので，徒歩客はもとより車客にも目立つ外装であることが必要だ．建

物はローコストであっても，外装および看板（一体として考える）はある程度，資金

を投下したい．（『商業界』1986.9: 70-72） 

 

こうした店舗立地や外装，さらには資金繰りや目安となる来客数などのノウハウは，「ロ

ードサイド」ビジネスが一般化するにともない，業種ごとに細かく記述され公開された（『商

業界』1985.11: 173-204; 1986.9: 57-83 など）．「ロードサイド」に立地するのはもはや一風

変わった企業ではなくなり，「すでに郊外出店は，その第一ラウンドを完全に終えており，

いまでは一段困難な第二ラウンドへとその局面を進めている」（『商業界』1986.9: 67）とみ

なされているようにもなっていた以上，その知識は必ずしも機密的に取り扱われる必要は

なくなっていたのである． 

こうした状況の中で「ロードサイド」への立地は必ずしも旨味のあるビジネスモデルで

はなくなり，激しい競争が繰り広げられるフィールドとなっていくのだが，いずれにせよ

大事なのは，この商業コンサルタントによる事象の観測・記述と，小売企業による立地・

業態の創造は，相互作用的な実践であったということである．郊外の幹線道路沿いに店舗

を立地させようとする小売企業の実践の背景にあったのは，商業コンサルタントによるチ

ェーンストア化推進の実践であった．そしてこのチェーンストア化を推し進めるコンサル
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タントの理論を精緻化させ，より説得力あるものとさせたのは，小売企業による数々の試

行錯誤的な実践である．この二者が循環的にお互いの実践を参照し，おのれの実践に生か

していくことで，「ロードサイド」は概念としても，それによって指し示される商業集積と

しても，急激に一般的なものとなっていった．この循環性は「ストアコンパリゾン」と「経

営工学」にその規範を求めたペガサスクラブという知識ネットワークの構造によるものが

大きく，それゆえにこのネットワークは，「ロードサイド」を生み出し，「ロードサイド」

を拡散させる役割を有していた． 

そしてこの相互作用的な実践は，その後ペガサスクラブの知識ネットワーク以外から「ロ

ードサイド」を牙城とする企業が多数出現する一助ともなった．特にそれは 1990 年代以降

急激にその業容を伸ばした業態において顕著に見られる現象である．たとえば家電量販店

で言うならば，本研究でも 5 章で取り扱うコジマとヤマダ電機はペガサスクラブに加入し

ておらず，総合 GMS で言えばイズミなど著名企業も加入していない（渥美 2005: 166-167）．

こうした企業の多くは 1980 年代後半から 90 年代にかけて本格的にチェーンストア化を始

めているが，彼らがそれまでと異なりペガサスクラブのような知識ネットワークに深く参

与することがないまま，そのイデオロギーに深く与し，「ロードサイド」を牙城として成長

した．そしてそれは逆説的ではあるがペガサスクラブ，あるいは商業界を中心とした知識

ネットワークの実践が，雑誌「商業界」や様々な書物を通じて拡散し，「ロードサイド」へ

の立地そのものに関するノウハウが普遍化したことを示している．「ロードサイド」に立地

するという小売企業の活動は，わずか 20 年弱で一般化し，広く語られるものとなった．そ

の意味において「ロードサイド」の生起過程は，商業に関する知識体系の循環的な発達に

よって強く規定されていたのである． 

 

3.4 「ロードサイド」のダイナミクス――小売業が独自のロジックを持つとき 

 本章では，「ロードサイド」がいかに生起したのかについて，専門店を運営する小売企業

による新たなビジネスモデルの開発過程と，それを産み出す知識体系の形成過程から分析

を行った．実態としての「ロードサイド」は，1970 年代後半から 80 年代前半にかけて急

激に生起したが，それは SC の立地が鈍化したことによる専門店の新規出店意欲の表れであ

るとみなすことができる．この時期，専門店は多店舗化に伴う経営の組織化に取り組んで

おり，その中で新卒採用を定期的に行うなど，拡張傾向にあった．しかしこの経営組織の

拡張の原資であった SC へのテナント出店が難しくなるにつれ，彼らは膨れ上がった組織・

資本のはけ口を必要とするようになる．こうした状況において，急激に整備されつつあっ

た郊外のバイパス沿いが，商業適地であると一部小売企業にみなされるようになり，そし

て事実成功を収めたことから，「ロードサイド」はわずか数年のうちに一般的な商業集積と

して社会に認知されるようになった．大店法に抵触しない 150 坪（499 ㎡）の規格化され

た店舗を大量に出店していくという企業活動が，全国各地で生じていったのだ． 
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 そしてこのプロセスを支えていたのは，商業コンサルタントによる知識体系の創造であ

り，その伝達である．まず「ロードサイド」を商業適地としてみなした小売企業の実践は，

渥美俊一を中心として構成された知的ネットワークの影響を強く受けたものであった．戦

後日本における小売業の「前近代性」を批判し，チェーンストアという新しい業態を示す

ことによってその解決策を提示した彼は，当時統治連合にどっぷり浸かった経営方針に不

安を覚えていた一部の小売企業の支持を集め，ペガサスクラブという研究集団を形成する

に至った．当時奇矯にも思われていたチェーンストア化と「ロードサイド」への出店を支

えていたのは，当時の都市環境をめぐる不安と，飽くなき成長を求める企業の欲望であり，

そこから小売業独自のロジックが生起していったのである．それは，徹底的な計数管理と

商圏調査によって，それまでの都市と商業をめぐる規範を相対化し，その対極に自らのロ

ジックを位置づけようとする実践であった． 

 さらに，この「ロードサイド」の生起をいち早く観測し，カテゴリー化していったのも，

こうしたコンサルタントであった．商業にまつわる立地の変化を観察し，それ単独で見た

場合それまでの商業集積とは明らかに異なる系譜にある「ロードサイド」を，彼らは商業

集積としてカテゴリー化することで，中心市街地と対置する形でこの空間を位置づけた．

もちろんそれは彼らが商業コンサルタントとして生計を立て．様々な商業に関する動向を

記述する以上当然のことと言えるが，この実践をもとに「ロードサイド」というカテゴリ

ーは構築されていき，独特の含意を持つ概念として定着していった．「ロードサイド」とい

う概念が持つある種のリアリティは，こうした商業コンサルタントと小売企業の循環的な

実践によってその大枠を規定されている．そして逆説的ではあるが，こうした知識と概念

運用の蓄積があったからこそ，その後この知的ネットワークに参入していない企業であっ

ても，「ロードサイド」に依拠したビジネスモデルの構築が可能となったのである． 

 このように，本章では「ロードサイド」の生起を，小売企業と商業コンサルタントによ

る循環的な実践から考察するとともに，その力学を当時の小売業をめぐる環境の変化とそ

れに対応する知識体系の発達に求めた．そこには都市と商業の規範的な関係性を問題視し，

小売業独自の論理を打ち立てようとした人々の実践を見出すことができる．そしてこの論

理が強烈に反映された空間として「ロードサイド」は生起し，事実そのことによって急激

な発達を遂げたのである． 

しかし，この都市をめぐる規範を小売業独自の論理によって置き換えていくという態度

は，当時の地域社会全般において共有されたものではない．地方行政や商工会議所，中心

市街地のアソシエーションなどによって構成される統治連合は，当然の事ながら都市と商

業の規範的な関係性を自らの重要な戦略資源としてみなしていた．ゆえに，本章で扱った

アクターの対極に位置するものとして，こうした統治連合による実践が想定されうるだろ

う．それは，統治連合による都市と商業の関係性を維持し，中心市街地の機能を高めるこ

とによって，「ロードサイド」に対抗しようとする実践である．そして私たちが本研究の目
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的を達成するために行うべき次の作業は，この対抗実践が有意義に機能せず，「ロードサイ

ド」が不可避的に地域社会を塗り替えていくプロセスとその要因を考察することなのであ

る． 

次章では，高崎商工会議所に所属する商工業者のステートメントを事例として，この対

抗実践がどのように形成されてきたのか，そしてそれがいかにして自壊して――組織内部

の論理によって機能不全に陥って――いったのかについて，分析することとしたい． 
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4. 「ロードサイド」への自壊的対抗――高崎商工会議所による「地域開発レジ

ーム」への参与メカニズム 

本章の目的は，前章で論じた「ロードサイド」の生起に対応する形で，中心市街地が加

速度的に衰退していった理由を，「地域開発レジーム47)」に参与していた商工業者の実践か

ら考察することである．そしてこの目的を達成するため，高崎商工会議所が出版する商工

会誌に掲載された言明の分析を通じて，①商工業者の「地域開発レジーム」への参与は，

いかなる背景により推進されたのか．②この「地域開発レジーム」を主軸とした「ロード

サイド」への対抗実践は，「ロードサイド」の拡大をなぜ止められなかったのかという，二

つの問いに対し返答することを試みる． 

日本における都市空間の変動過程を分析する上で，都市中心部に立地する商工業者によ

って構成された，様々なアソシエーションの存在を無視することは出来ない．特に戦後，

単なる商工業者の寄り合い所帯を越え，地域社会の運営に多大な力を有するようになった

商工会議所という組織は，その法制度的裏付けや参加企業数を鑑みても，地域の統治連合

における主要なアクターの一つであるとみなして良いだろう（似田貝・蓮見 1993）．彼ら

の提言やフロント活動は，事実として多くの地方政治の局面を揺り動かすとともに，都市，

特に都市中心部の開発計画策定において重大な影響力を行使していた（佐藤 1997）．それ

は，戦後日本の地域社会における「地域開発レジーム」の運営に強く関わるとともに，事

実行政との折衝の元，数多くのプロジェクトを成し遂げてきたのである． 

 しかしながら，こうした前提を踏んだ場合一つの疑問が浮かび上がる．なぜ商工会議所

に所属する商工業者は，中心市街地を牙城とし地域形成に強く関わっていたにもかかわら

ず，今までの章で記述してきたような商業の郊外化――すなわち「ロードサイド」の誕生

――に対し有効な策を打てなかったのだろうか．言い換えるならば，商工会議所は多くの

モノグラフ（矢部 2000; 倉持 2005; 石原 2005; 武者 2006）が記述しているように積極

的な地域社会への関与を行っていたにもかかわらず，なぜ十分に中心市街地を活性化する

ことが出来なかったのか，そのことが問われなければならない． 

 もちろんこの問題に対して，中心市街地を織りなす商工業者の能力不足（木下 2015）や，

行政による不整合的な開発政策を批判し（服部 2006），それを根本的要因として措定する

ことは可能である．しかし，こうした批判によってはその問題が繰り越され，構造的に持

続していくメカニズムは明らかとならない．本論文の主要な問いが，日本における商業構

造の変化を，人々の錯綜的な諸実践を通じて分析するものである以上，むしろ問題となる

                                                 
47) 注 3 の繰り返しになるが，ここでの「地域開発レジーム」の定義は，中澤（2005: 34-39）

に準拠したものであるということは強調しておきたい．すなわちそれは，「成長主義と地域

開発」（中澤 2005: 36）を規範とし，「中央省庁からの補助金や誘致した企業からの収入に

代表される外部資源」（中澤 2005: 36）の獲得を目指す統治連合――地方行政や商工会議所，

農協漁協などの地域団体の集合体――のことを示す，分析概念である． 
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のは，こうした批判が成り立つような状況が，いかにして構築されてきたかである．重要

なのは，人々による実践の機能とその動機が，環境の変化にともなって次第に噛み合わな

くなっていき，批判の対象となるようなプロセスを考察することなのだ． 

よって本章で問われるのは，こうした様々な人々によって前提視されている問題系がい

かに生起し，なおかつ構造的な問題として持続していったのかを，彼らの歴史的な実践を

追いかけることによって検証することである．なぜ中心市街地を代表する統治連合は，「ロ

ードサイド」に対抗するような施策を打つことが出来なかったのだろうか，そしてなぜ逆

機能的となっているにもかかわらず，統治連合による「ロードサイド」を拡大するような

施策は止まることがなかったのだろうか．こうした疑問を歴史的な人々の実践から読み解

いていくことによって，初めて私たちは「ロードサイド」の生起に対し，中心市街地が対

処できなくなる過程とその理由を理解することができるようになるのである． 

 以上の視座より，本章の構成について述べたい．まず 4.1 にてまず商工会議所というアク

ターの性質を，その法制度的理念や組織構成の面から明らかにする．つまり，商工会議所

の機能を「地域コミュニティ」などの分析概念から遡及的に推定するのではなく，その法

的・組織構造的位置づけを把握することによって理解することを試みる．こうしたアプロ

ーチより，私たちは商工会議所という組織の特殊性と，そこに所属する商工業者が被る構

造的な制約を浮き彫りにすることが出来る． 

次に 4.2 にて商工会議所という組織が，いかにして自らの存在意義を都市問題と絡め合わ

せ，地域経済団体として地方行政と協働するようになったのかという点について分析を行

う．商工会議所の第一義的な目的は，当然のことながら「その地区内における商工業の総

合的な改善発達」（商工会議所法第 6 条）をはかることであり，それは地域活性化や地域開

発と必ずしも直接的に繋がるものではない．彼らが主体的に自らを地域に資する団体とし

て定義するためには，都市の開発に関わる事こそが，自らの組織にとって有益，あるいは

規範的だという，言明とロジックが無くてはならない．端的に言えば，それは彼らが自ら

の問題を都市問題と同一視し，「地域開発レジーム」に参入しようとする試みの中に現れる．

そしてそのプロセスを分析するためには，彼らが都市空間の改変過程に参与し始めた時期

における，様々な実践とその背景を論じなければならない． 

そののち 4.3 にて，こうした彼らの参与がどのように不整合なものとなっていったのかに

ついて，今までの分析，すなわち法/組織の制度的分析と，商工会議所の都市空間改変への

関与過程分析を重ねあわせることで，考察する．つまりそれは商工会議所という組織内部

の力学と，地域開発への参与がどのように連関していったのかを記述し，「ロードサイド」

の生起という事態に対し，地域の統治連合が有効に対処できなかった理由について，検討

するものである． 

そして最終的に 4.4 にて，この「地域開発レジーム」をめぐる人々の実践が，どのような

政治・経済状況に依拠したものであったのかを総合的に捉え直した上で，「地域開発レジー
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ム」と「ロードサイド」が，彼らの意図に反する形で，1980 年代以降共振的な関係性を有

するようになっていったにもかかわらず，この統治連合の体制がなし崩し的に持続してい

った理由を指摘したい． 

 

4.1 複合的組織としての商工会議所 

 まず，「商工会議所」という地域経済団体の設立経緯の確認を通じて，戦後日本における

商工会議所の役割について述べる．そののち，高崎商工会議所の組織構成の分析を通じ，

そこにどのような団体の力学が見いだせるかを述べた後，本研究が商工会議所をどのよう

な組織として見なすのかについて論じる． 

日本における商工業者の代表機関，すなわち独立企業体の意見を集合させる近代的利益

団体の端緒は，1878 年に発足した東京商法会議所である．これは先進欧米諸国に対抗しう

る力をつけることを目的とし富国強兵戦略が取られる中で，実業家の意見を集約し，効率

的な商工業の発達を促すために設立されたものであった．その後商法会議所は大阪・神戸

などの有力な実業家が集まる大都市部にも誕生したが，商工業者全体の利益を代表すると

いうよりは，有力実業家による諮問機関であった性質上，会員数は数十にとどまった．そ

れは，不平等条約を改正するための方便――すなわち中央政府による一意的なガバナンス

を正当化するもの――として設立されたという面が強かったのである（木村 2009）． 

現在の商工会議所に類似した，商工業者が集合する利益団体が作られるようになるには，

1895 年の「商業会議所条例」の発布をまたねばならない．この条例はそれまで，単なる商

業主の寄り合い所帯に過ぎなかった会議所を，選挙制に伴う立候補者による合議団体とな

らしめ，さらに当地域内における商業に関する調停や造営物の管理を行うことが出来る法

人格として定義した．これにより，それまで法的後ろ盾を持たず，またその活動内容につ

いて確固たる定義を有さなかった会議所が，明確にある特定の地域内の商業発達に貢献す

る団体として規定された．商工会議所は地域経済の主要な担い手として，その役割を規定

されたのである．この性質は 1902 年に「商業会議所法」，1927 年に「商工会議所法」がそ

れぞれ公布され，経費強制徴収制度の法的拘束力が認められるとともに，対象企業（商業

のみから商工業全体への移行）が拡充されたことによって，より強いものとなった． 

しかしながら 1942 年には 139 支部を数え(東京商工会議所 1979: 196)，全国に広がりを

見せた商工会議所は，戦時経済統制が強まる中で 1943 年に商工経済会法が公布されたこと

により，その基盤を一挙に喪失し，都道府県レベルでの商工経済会に再編成されていく48)．

戦時体制に基づく商業の衰えも合わさり，商工会議所の活動は戦中停滞する． 

現代の商工会議所の存立基盤は，法制度的には 1953 年に制定された「商工会議所法」に

                                                 
48) とはいえその成立時期の遅さから，内実が激変したというよりはむしろ，「統制経済の連

絡調整の役割を課されたものの，その遂行に必要な権限規定はなく，いわば名のみの戦時

体制的立法」（東京商工会議所 1979: 5）に基づくものであったようである． 
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依拠している．これは戦後任意団体として，相次いで発足した全国各地の商工会議所が法

制度の後ろ盾を持たないがゆえに，運営に困難をきたすケースが多かったことから制定さ

れたものであり49)．徴収権の明記や法的位置づけの明確化が行われた．これらの法制度によ

って，商工会議所はかつてと同じように各自治体に一つしか設立を許されない，地方自治

体と圏域を同じくする団体となった．日本商工会議所－各地域商工会議所連合会－各都道

府県商工会議所連合会－各地方自治体商工会議所という，ピラミッド型のシステムに組織

立てられるとともに．その業務内容も多くは法的に明文化されるようになったのである．  

よって戦後の商工会議所の性質は，おおむね法制度によって規定されていると言って良

い．現行の商工会議所法を見てみると，第 6 条にて「商工会議所は，その地区内における

商工業の総合的な改善発達を図り，兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とす

る．」と規定されている．これを旧商工会議所法の「商工業ノ改善發達ヲ図ル」（旧商工会

議所法第 1 条）という記述と対比させた際，そこには公共的性質の付記を見ることが出来

る．つまり，戦後日本において成立した商工会議所は，地域商工業者の利益を代表するの

みならず，地域社会にも資する経済団体へ移行するよう促されたのである． 

ではこうした法制度の整備に伴い，商工会議所の組織構造はどのような状況を呈したの

であろうか．ここでは高崎商工会議所の組織図を参照する（高崎商工会議所 1995）ことで，

その性質を浮き彫りにしたい（図 4-1）． 

                                                 
49) ただ，それ以前に同名の「商工会議所法」という法律が 1950 年に制定されている．1953

年の法案はこれに上記した各種権限の移譲を付記したものであり，実質的には改正案に近

い． 

図 4-1 高崎商工会議所における組織構成（高崎商工会議所 1995 を参照） 



113 

 

まず商工会議所の基礎をなすのは，当然のことながら自治体内に本拠を構える商工業者

である．彼らの入会は任意であるものの，商工会議所法の定めるところにより，一定の規

模を有する商工業者に関しては，好む好まざるを問わずして特定商工業者という形で商工

会議所に登録され，場合によっては負担金を負わされる．よって，一定以上の規模となっ

た場合，商工会議所との関係を持たずに当地において商工業活動を行うのは事実上不可能

であるが，一方で特定商工業者においても商工会議所選挙権を有しているため，その点に

おいて商工会議所と緊密な関係を有する企業以外に対しても，地域の商工会議所は一定の

配慮をせざるを得ない構造になっている．つまり，商工会議所の意思決定は，議員となる

地元商工業者の有力者層によって行われるが，それは自治体内の商工業者の活動を排除す

るようなものであってはならないのである． 

こうした選挙権を有する特定商工業者・会員の意見を代表するものとして，議員が置か

れる50)．先述したように選挙権自体は特定商工業者も有しているが，被選挙権は会員のみに

与えられるため，事実上議員となることがなることが出来るのは，地方行政や商工会議所

などのアソシエーションと良好な関係を築いている地場企業に限定される51)．事実，高崎市

における役員の顔ぶれを見ると，単なる事業規模の多寡よりも，旧来からの緊密な関係性

が重要であることが示唆される52)．以上のような選挙の元選出された議員の上に，さらにこ

れら議員の投票による選挙のもと常議員，副会頭，会頭が選出されるが，彼らは主に上部

組織や地方行政との折衝や，行政から委託された事務作業全般の統括を行うこととなる． 

こうした組織図より，商工会議所は原則としてピラミッド型の構造を有しており，その

権威はそれぞれの選挙によって保証されているということが出来る．ただし，以上見たよ

うなピラミッド型の組織構造だけでなく，水平的な組織システムも，商工会議所内におい

ては貫入しているということもここで述べておきたい． 

まず検討されねばならないのは，専務理事の直下に置かれる事務方――総務課と中小企

業相談所――の存在である．彼らの業務内容は，おおむね二つに大別される．第一に，中

小企業支援法第 3 条によって規定された地方自治体による中小企業支援の委託機関として

の働きである．これは具体的には，当該地域の中小企業に対する融資や事業相談などが主

な業務であり，商店街アーケードの改修などの大規模支援についても，自治体との共同作

                                                 
50) 高崎市の場合議員数は 100 と，商工会議所法に定められた最大定数の 2/3 であることか

ら，比較的大規模な商工会議所であるといえる． 
51) ただ多くの選挙で事前調整が行われ，無選挙投票が尊ばれていたことを鑑みるに，そも

そも地場企業を中心とした，地域名望家層しかなり手がいなかった，と考えるほうが適切

ではあろう．ゆえにその方向性は，強く地域の論理に依拠したものとなる傾向にある． 
52) たとえば 1983 年から 2001 年までと，本研究が扱う時期の大部分において会頭を務めた

児玉貴は，小島鐵工所という江戸時代から高崎市にて事業を行っている東証二部企業の運

営に携わっており，また父及び曽祖父も商工会議所において会頭の経験があった．さらに

言うならば，1987 年より 2011 年まで高崎市長を務め，もともとは高崎青年会議所会頭や

高崎商工会議所で地域広報委員長を歴任していた松浦幸雄は，彼と大学の同期である． 
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業により実務を遂行している． 

もう一つの役割は，地域の商工に関するさまざまな会議のセッティングや，地域イベン

トを実行する際の事務作業の委託機関としての働きである．たとえば商調協で言えば，遂

行にあたっては有識者や消費者，立地希望業者，さらに地元小売商の代表者といった様々

なアクターの日程調整が必要となり，またその内容を議事録という形で取りまとめ，各自

治体や上部機関に報告する義務がある．こうした作業を実際に行い，場合によってはパブ

リシティするのが，事務局のもう一つの働きである．裏方としての事務局の存在は商工会

議所という組織を円滑に遂行するために必須のものであるとともに，本章で取り扱う資料

の多くは，彼らの編集を得て公表されたものであるということには，留意する必要がある

だろう． 

次に指摘できるのは，会頭直下に設置されている委員会である．これは「目的の達成に

必要な重要事項を調査研究するために」（商工会議所法 第 55 条）設置されるものであり，

外部識者や会員の意見を取り入れ，現状の問題点などに対し，提言，施策実施を行うこと

が出来るようなシステムである．高崎商工会議所の事例で言えば，「地域振興委員会」や「労

働委員会」などが設置されており，いわゆる商店街の振興活動などを支えるような活動が，

行政からの支援を得る形で，ここから生じている． 

またそれとは別に，主に会員が主体的に自らの業種に関する意見交換を行うものとして

部会という組織も存在する．これは「会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに，それぞ

れの事業の適切な改善発達を図るために」（商工会議所法 第 54条）設置されるものであり，

意見交換のみならず，各年度の総会において自らの意見を総合し，委員会や役員会に対し

て上申するといった行為も，少なくとも高崎市の場合行われている．部会の幅は広く，商

業・工業・サービス業それぞれにおいて細かく分化されているため，それぞれの要求は互

いに重複しつつも，自らの利益を確保するという点において，置かれる重点はそれぞれ異

なっている．ゆえに，役員や委員会は，商工会議所全体としての答申をまとめ，政治家や

地方行政，または日本商工会議所に上申する際に，これらの意見を調整した上で，利益を

最大化するよう求められる． 

こうした現行商工会議所の組織構成や，法制度から判断されるのは，商工会議所という

団体が有する複雑な利益構造である．戦後商工会議所はその活動目的からも分かる通り，

地域の繁栄と地域商工主の権益維持という，利益相反ではないにせよ必ずしも一致するわ

けではないアジェンダを掲げざるをえなくなった．ゆえに，商工会議所はその活動の中で，

この二つが両立しうる地域開発－権益保護の方向性を選び出していかなければならないと

いう宿命を背負っている．端的に言って，そこでは地域住民一般の利益を阻害するような

経済活動――公害を生み出しうるような工場の乱立や地域小売商によるカルテルなど――



115 

 

は，たとえ名目上だけといえども，問題視されるのであり53)，県外の大資本やアウトサイダ

ーをただ排除するよりも，それを包摂し，自らの経済的地位を自己の工夫などで高めるこ

とによって問題に対処することが尊ばれる． 

さらに言えばこうした，場合によっては矛盾しうるアジェンダを両立させえたとしても，

商工会議所内のアクターの多種多様さが，その方向性の策定をさらに困難にさせていくこ

とが指摘できる．先述したように，商工会議所内には多種多様な部会があり，それぞれが

地方行政や上部団体に行う陳情をまとめた後，会議所内の委員会や役員会に図るという構

図になっている．ゆえに，当然のことながらその陳情の方向性はバラバラであり，意見が

一致する場合であったとしてもそれを求める理由やその強度は異なる．こうした構成であ

る以上，全体の意見を統括する際は必然的に総花的にならざるを得ず，場合によってはそ

の陳情は全体で見た場合，逆機能的な要項を随所に孕むおそれがある． 

そしてこうした困難を克服する際に用いられるロジックが，循環的ではあるが「社会一

般の福祉の増大」，すなわち当該地域の繁栄というアジェンダである．先述したように，地

域の繁栄と地域商工主の繁栄は，必ずしも同一線状に繋がるわけではない．しかし法制度

上での規定と，団体内における互酬関係の維持という二重の構造性により，自らの活動の

方向性を打ち出す際に，逆説的にこのレトリックが必要となってくる．個別に見れば各業

界の利益を確保しようとするバラバラな陳情であったとしても，それが地域の繁栄という

お題目につながればこそ，彼らが合同し，地域経済団体として存在する意義が公的に認め

られる．であるからこそ，「社会一般の福祉の増大」という目的は，彼らの放埒な経済活動

を自重させる役割を果たしつつも，同時に彼らの経済活動を支援するとともに，公的扶助

を得るためのツールとして，用いられている． 

その意味において，商工会議所という組織は，行政と商工業者双方の性質を持つ，中間

的組織として見ることが出来る．それは商工業者の意見を吸い上げ，統合して調整するこ

とにより地方行政に対し上申するという性質を有しており，またその中で地域の繁栄と自

らの権益確保という目標を目指し揺れ動くという点において，行政とも，あるいは町内会

などの住民団体とも明確に異なる組織的特徴を有しているのである．こうした特徴は，商

工会議所に所属する商工業者に，地域権力構造の中で自らの利益を確保させるように促さ

せる．またその集合的目標は端的に言って，こうした各業界の思惑の実現を，地域発展の

                                                 
53) こうした態度表明は，大型店の進出や郊外店の躍進をある種肯定的に捉える事業主の言

明にも散見される．例として，「高崎にデパートを作る話が起きている．以前はデパートの

出現は地元の小売業え
ママ

の圧迫として……デパートの進出を防ごうという意見があった．地

元の商業の影響を憂える気持ちとしては無理はないが，之に土地の所有権の事由な売買と

いう問題一つをとつても無理である．いわんや近代都市を目指して工場誘致をすすめ，50

万都市として東京の膨張を食いとめる首都圏内の成長都市として，市民消費者が，近代的

な雰囲気を楽しむデパートの出現を望む限り，之を拒むことは消費者の気持ちにそむくも

のである．」（『商工たかさき』1960.7: 6）など． 
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一助となる都市開発の中で目指すものとなるだろう．つまり，商工業者の繁栄は都市，あ

るいは地域とともにあるのであって，彼らが業界や企業単独でもって利益を享受するとい

うことは無いのである．この点において，私たちは 3 章で見てきたような小売企業とは全

く異なる論理――地域の論理――を見て取ることができるだろう． 

このことより本章では，商工会議所を「自らの権益と法的位置づけによって地域の成長

に主体的に関わっていく複合的組織」として定義するとともに，その関わりの強度の歴史

的変遷を，商工会議所を構成する各商工業者の言明と活動から読み解いていく．地域をめ

ぐる規範によって一定程度規定されている彼らの言明には，自らの利益と地域の繁栄を同

一視し，その延長線上に現状の都市問題を捉えようとする傾向が見られる．ゆえにその言

明は，単なる利益団体を通じた欲望の表出なのではなく，「地域開発レジーム」が背後に抱

える規範を背負い込んだ形で，様々な問題に直面しながらそれを解決しようとする統治連

合の実践を表すものなのである． 

以下ではこの構造を念頭に置きながら，高崎商工会議所が発行している「商工たかさき」

という会誌に記載された商工業者の言明を対象として，彼らが都市問題をどのように認識

し，そこにコミットメントしようとしていたのか，そしてその活動がどのような力学によ

って産み出されたものなのかについて見て行くことにしたい． 

 

4.2  商工会議所による「地域開発レジーム」参与の歴史的構築過程 

4.2.1 「地域開発レジーム」の動機――都市問題の生起とその解決困難性 

本節では，1970-90 年代にかけての商工業者の言明と活動を取り上げることで，「地域開

発レジーム」に商工会議所が深く関与していく過程を分析する．だがその前にまず 1970 年

代中盤において，商工業者の多くがそれまで以上に「地域開発レジーム」への参入を意識

するようになった背景を説明したい．この時期オイルショックを伴う構造不況により，そ

れまで好景気により見えにくくなっていた様々な都市問題が高崎市において噴出した．そ

してこれが中心市街地に立地する小売業者にとって，自らの存続に直結する危機として捉

えられるようになったことが，商工業者による「地域開発レジーム」への参入を推し進め

る契機となったのである． 

 

〔昭和〕50 年という年は〔オイルショックの影響を受ける形で〕まったく苦しかった．

そこへ持ってきて高崎は新幹線，関越道路とか，21 万 6 千の人口のところへ，革命的な

大型店が 3 つも 4 つも出来るという事態もあって，それを処理することに商調協が夜明

けまで会議をして，〔この問題を〕やっと片付けた．（『商工たかさき』1976.1: 7） 

 

 この発言は当時の高崎商工会議所の副会頭であり，事実上の小売業の代弁者であった呉

服店経営者の中山によるものだが，何もこれは彼個人の認識というだけにとどまらず，事
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実商工たかさきの紙面の多くはこの時期，都市問題を乗り越え，どのようにして小売商が

生き延びていくべきかという議題に割かれている． 

 ではこうした彼らの危機意識――都市問題を感じ，それへの対応策を打ち出そうとする

意識――は，どのような地域的情勢によって醸成されたものだったのか．高崎商工会議所

の中堅議員による座談会で，ある議員が発した言葉は，それを端的に言い表している． 

 

現在の〔高崎市における〕小売業界は，三つの問題を抱えていると思います一つ
マ マ

は

駅前に大型店が三店揃って出店すること．二つには，交通規制などの問題で交通の要

衝としての機能が失われていること．三つ目は，郊外スーパーの進出の問題です．（『商

工たかさき』1976.10: 45） 

 

 第一の問題について言えば，この時期は高崎市の小売商にとって，外部大資本の流入が

初めて脅威として感じられた時期であった．オイルショックに伴う狂乱物価により，小売

商の利益マージンが薄くなったことが企業体質を弱体化させるなかにおいて，東京など大

都市部を中心に企業規模を拡大していた GMS や百貨店――ダイエー，ニチイ，高島屋――

が，この時期相次いで高崎駅前や商業中心部に立地し，藤五伊勢丹やスズランといった，

地元資本による大規模店舗もそれに対抗する形で増床を計画／実施した．大型店総売り場

面積が約三倍に拡大し，オーバーストアと大規模店の卓越が顕在化したのである． 

これはそれまで，地元資本による大規模店舗しか存在せず，高度経済成長に伴う商業販

売額の拡大を享受していた小売業者にとって，大規模店舗との戦いを意識させるに十分な

ものであった．事実 1975 年 2 月から行われたこれら大型店の商調協は，「当初は異論百出

で」あり（『商工たかさき』1976.1: 15），「全体会議 8 回，特別委員会議 8 回，小委員会議

16 回，その他関係会議 3 回，計 35 回の会議を重ね，その間，時には徹夜の審議となった

ことも 3 回という，並々ならぬ努力が続けられ」た（『商工たかさき』1976.1: 15）．こうし

た対応の中で，特に当時急激に企業規模を拡大させてきたダイエーに関しては反感感情が

強いことから，15800 ㎡から 8500 ㎡への店舗面積の大規模削減という，厳しい対応が取ら

れた．事態は単なる各企業の小売企業の経営努力のみに売上が左右されるのではなく，限

られたパイを奪い合うゼロサムゲームへと，高度成長から安定成長へという流れの中で，

推移しつつあったのである． 

この推移は第二の問題，すなわち交通機能の麻痺と合わさることによって，より強く小

売企業の活動に影響をあたえることとなった．そもそも高崎市の交通の要衝としての機能

は，高崎線，上越線，信州本線，八高線，両毛線，吾妻線といった，群馬県各地に繋がる

路線全てが集まるターミナル駅が存在していることに強く依存している．こうした鉄道駅

を中心とした都市の発達と，中心部において戦災被害がほとんど生じなかったこともあり，

高崎市中心部は戦前からの都市構造を留めた上で発達しており，区画整理や都市開発も，
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1961 年の南部第一区画整理事業を除けば，中心部においては殆ど行われていなかった．よ

って，高崎市中心部の都市構造は，高崎駅から数百メートル離れた，地元百貨店が立地す

る中部名店街地区へと人々が徒歩で回遊するという形態を取っていた． 

しかし，こうした都市構造は，人々の移動形式が公共交通機関から自動車に変わるにつ

れ，その不都合性が露呈していく．当時自動車移動を意識して設計されたバイパスは，高

崎前橋間の国道 17 号線以外には存在しておらず，首都圏南部や群馬県西部から前橋方面へ

向かおうとする自動車は，必然的に高崎市中心部の狭隘な道路を通り抜けねばならなかっ

た．こうした状況において，中心部における通過車両がもたらす渋滞は，必然的に小売企

業にとって購買環境の悪化をもたらすものとして問題視されていく． 

また，高崎地域商業近代化実施計画においても指摘されているように，「中部名店街地区

は駅・バスターミナル・大規模駐車場などの交通拠点を持っていないこと」（『商工たかさ

き』1976.8: 18）から，高崎市中心部へ向かう購買客に対しても，十分な交通インフラを提

供できないという問題を抱えていた．人々を中心部に誘いこむという点において，当時の

高崎の都市構造は実情に対応していなかった．そして交通麻痺を緩和するために行われた

中心部の交通規制は，この問題を表象する，周辺部の客離れの実質的な要因として見做さ

れていたのである． 

事実，この時期の高崎市の商圏は，絶対数こそ 268,700 人から 298,600 人へと 5 年前よ

り上昇しているものの，人口の伸びを勘案すればむしろそのシェアは縮小し，周辺部から

の吸引力を失っていた（『商工たかさき』1976.8: 18）．こうしたパイの減少が，先述した大

規模店の進出による競争激化と合わさる形で，脅威，あるいは都市問題として地元小売商

に受け止められたのである． 

そしてこの中心部における構造変化と対応する形で，郊外スーパーの問題が，単に郊外

部における小売施設の急増という形以外で浮かび上がってくる．それは，交通問題と照応

した人々の生活様式の変化と，それに伴う周辺部商店街の危機を表すものとして，中心部

の小売商にとっても受け止められた． 

 

同町〔倉賀野町〕に行ってみて驚いたのは，大通り（国道 17 号線）の交通の激しさ

である．丁度，車の混みあう時間帯でもあったのだろうか，大小のトラッ
マ マ

の間に乗用

車が並んで，信号機のある十字路以外では，道路の横断など，どんなに忙しい場合で

も命がけである……とうてい「楽しいお買い物」のできる商店街など，ここでは成り

立たない……この大通りの一寸引っ込んだところに昨年秋にローカルスーパーのマツ

セーが開店した……この影響については報告書〔『倉賀野地区商業の明日のために』と

いう商店街診断報告書〕の中でも 64％の店が「売上減少を予測」と言っている．（『商

工たかさき』1976.2: 16） 
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倉賀野町はかつて，高崎市の南部に位置する典型的周辺村落地域であったが，1963 年の

高崎市への合併と 1964 年の倉賀野工業団地造成によって，高崎市の都市機能の中に完全に

組み込まれるようになった．工業立地による交通需要の飛躍的な増大に伴い，従来型の地

域の商業需要に対応する形で存立していた小売店舗は，「トビトビに肩をすぼめて，誇りあ

るではない埃
マ

り
マ

（ほこり）にまみれて商売を続けなければならない」（『商工たかさき』1976.2: 

16）状況に追いやられていたのである．こうした情勢において，自動車移動に適合的なス

ーパーが地元資本より徐々に開発されていったことから，商工会議所の重要な一成員であ

る，周辺部の零細小売商の存立基盤が危うくなるとともに，その危機感が中心部の小売商

の中にも徐々に伝播しつつあったのである． 

こうした 3 つの要因に付け加えて言うならば，この危機意識を喚起したのは，単なる商

圏人口の推移や交通規制の発生といった都市内部に完結する問題だけではない．都市間競

争という要素が，そこには地域独自のコンテクストを編み込んだ上で絡まり込んでくる． 

 

この年度〔1966 年〕を契機として，前橋は今日迄首位の座を占めている．それまで

の商業年間販売額，工業製造品出荷額において，常に首位の座を独占し，商工都市と

して県下に君臨してきた高崎にとっては，まさに青天の霹靂でありました……鉄道交

通全盛時代，高崎商勢圏にあった利根，吾妻地方〔それぞれ群馬県北部の郡部〕の商

圏が国道 17 号線に整備とともにマイカー時代を迎えて前橋に移動しつつあることも，

商業年間販売額の首位の座を前橋に明け渡した一要因ではあるまいか……幹線道路な

らびに市街路の拡幅整備の優劣がそのまま，都市の商工業の盛衰に結びつくようにな

ってきた現在，区画整理事業が遅々として進展しない高崎の商店街が，交通規制によ

って経営の苦難に呻吟している．（『商工たかさき』1976.3: 5） 

 

廃藩置県の時代から続く，こうした高崎と前橋の間の都市間競争意識は，商工会議所の

活動においても強く影響を与えている．都市間における，商業年間販売額や工業製造品出

荷額の比較だけでなく，商工会の催しの差異や特徴的な施設の有無すらも，都市問題を語

るための題材として機能していることからもそれは明らかだろう（『商工たかさき』1976.3: 

3）．その意味において，都市問題がこうして彼らの中で議論され，対抗実践が論じられる

ようになるのは，まさにそうした問題が単に彼らの前にあったのだというよりは，こうし

た都市空間の地域的文脈が，そうした都市問題を見出し，取り上げることを必要としてい

たためであると考えることもできる54)．  

                                                 
54) もちろん，この危機意識の発現はマクロな構造変化にも左右されている．この時代にお

いて言えば，オイルショック後の低成長時代の現れが，彼らの危機感を煽っていたことは

間違いないからである．この両者は絡まり合いながら，都市問題の発見という地域アクタ

ーの活動を産み出している． 
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以上見てきたように，当時の高崎市における都市問題は，第一には，中心部の小売商の

競争激化を，第二には，中心部のプレゼンス低下と商圏縮小を，第三には周辺部からの購

買人口の流入低下を示唆するものであり，そしてそのことは都市間競争という要因によっ

て強く認知されるようになっていた．よって，こうした問題系が高崎市中心部における小

売商にとって購買人口／商圏の縮小と，その限られたパイの奪い合いを容易に想起させう

るものであったことは想像に難くない．都市問題が小売商を中心に，商工会議所を支える

商工業者間において共有されたのである． 

  

4.2.2 「地域開発レジーム」の興隆――地域権力構造への貫入による解決案の浮上 

前項では 1970 年代中盤以降，オイルショック――全国的に見ればその影響は比較的軽微

であったが――に伴う構造不況と，高崎市自体の地盤沈下により，地域商工業者によって都

市問題が盛んに叫ばれたことを論じた．高度成長期においては顕在化していなかった問題

の解決方策は，「地域開発レジーム」へのより強い参入に求められた．こうした認識のもと

商工会議所は，単に「情報交換だとか，会員たちの発展に努めるとか」（『商工たかさき』 

1976.1: 6）だけでなく，都市問題に対処するという「新しい機能を要求されるようになっ

てきた」（『商工たかさき』 1976.1: 6）と考えられるようになる．行政や地方政治とのより

強い連携が模索されるようになるのである． 

 

高崎商工会議所という立場から……国家的な問題を考えると，政策の問題が当然出

てくるわけですが，商工会議所と会員，これは不離一体，これと行政とは相和し，相

携えて商工業の発展，ことに昨年のような大不況に処しては，大いに企業を防衛する，

これはひとり会議所のみでは出来ない，あくまで行政というものとしっかり握り合っ

て，このことを真剣に考えることは，もっとも必要であろうと思います．（『商工たか

さき』1976.1: 6-7） 

 

つくづく感じたのは，会議所の意見が市の都市計画等に対し，非常に弱くしか反映

されていないということです．というのは，交通規制の問題にしても，大型店の進出

で，アップアップしているところへ，車を半分しか通さないでお客を減らしてしまう

んですから―．これは〔高崎市商工会議所創設〕80 周年の最後の大きな問題です．こ

れは会議所の組織の問題にもつながることですが，そういうものを誰が検討するか，

商調協に対しても，どういう構成でいくか，そういう問題を検討するために，十分に

活動できる強力な組織が必要だと思います．（『商工たかさき』1976.10: 46） 

 

 我々も大型店から学ぶべきものは学び，大型店のエリア開発の智恵を場合によって

は利用しようではないか．そして計画したものを書類にし，行政に組みいれてもらお
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うではないか．数多くの参加者がなければ町
ママ

にもならず，具体化の希望も持てません．

そして議会は農業出身の議員さんが絶対多数なのが現実ではありませんか!!（『商工た

かさき』1978.9: 18） 

 

 先述した通り，当時都市問題の多くは未解決の状態にあった．商圏均衡期にもかかわら

ず，オーバーストアは解決されないばかりか県外資本の参入が中心部にて相次ぐとともに，

地場資本によるスーパーマーケットの進出が，郊外部を中心にして着々と広がっていた．

また，関越自動車道という首都圏中心部と直結する高規格道路が完成したとはいえ，そう

した高速道路に接続する道路についてはなおも貧弱な状態にあり，高崎市中心部の交通渋

滞については未だ緩和されているとは言い難い状態にあった． 

 こうした状況において，商工会議所は公式な提言，あるいは座談会や個々の議員の所見

双方において，道路整備と中心市街地活性化双方を強く求めていくようになる． 

 

商業地区とすれば大型店の問題が大きいですね．それから各産業別にみると，総合

的にみて共通して交通問題を非常に各部会とも言っているんですね．（『商工たかさき』

1979.1: 9） 

 

大型店と小売業の競争をみながら行政に於ても
マ マ

，次の点を考えてみて欲しい．①商

圏拡大の努力に呼応した交通問題の解決に，前向きに取り組むこと②大型店と小売店

の競争の利点を，最大に消費者に与えることの出来るよう，バランスのとれた高崎の

商業の発展をはかること．（『商工たかさき』1981.10: 3） 

 

 ここで注目されるのは，道路整備と中心市街地活性化は，個別の問題系ではなく，相互

に影響しあい，絡み合った問題系であると認識されていたということである．すなわち，

中心部だけでなく，郊外部をも含めた一貫した道路整備こそが，中心市街地活性化にとっ

ても有益であると見做された． 

 

車社会時代を迎えた今日，当市の既成市街地の道路率は 9.3％（全国平均 11.3％（昭

和 45 年））で平均を下廻る……そのため大型店のシェアー（占拠率）が全国有数の高

率になっても小売吸引率は増加せず商圏拡大を図ることが出来なくて，固定商圏の喰

い合いになっている．周辺より高崎へ進入する道路，橋などを早急に拡充整備するよ

うお願いされたい．（『商工たかさき』1977.9: 8） 

 

小売企業の意見のみを代弁する小売商業部会の意見表明において，大規模店舗の出店ラ

ッシュや中型店舗の放埒な立地だけでなく，都市交通そのものが問題視されていることは，
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中心部の伸び悩み要因が高崎市中心部だけでなく，周辺との繋がりのなかにも求められて

いることを示している．この時期，小売業者は単に中心部の交通混乱を一掃するだけでな

く都市の拡大を一貫して望むとともに，その発言は道路整備予算の増額を望む土木建設業

の言明と強い相似を見せる．商工会議所の要望の中に，中心部における「大型店対策」（『商

工たかさき』1980.7: 7）と「幹線道路の建設整備促進」（『商工たかさき』1980.7: 7）が建

議や陳情が，絶えず顔をのぞかせるようになるのである． 

折しも当時は，「種々の事情から今日までのびのびとなっていた」（『商工たかさき』1980.6: 

5）高崎市中心部の都市計画が，ようやく竣工されるとともに，戦前からの風景を色濃く残

していた高崎市中心部にも開発の波が一挙に押し寄せようとしていた．中心部を貫入する

道路が大幅に拡張され，駅前広場の拡張が企図される中にあって，開発用地の不足が叫ば

れていた工業界の意見と共鳴する形で，中心部と直結した高規格道路が，商工会議所の中

で必要なものとみなされたのだ． 

とはいえこうした彼らの取り組みは，中心部における小売業の保護という観点から見た

場合，奇妙に思えるのも事実である．乱脈的な住宅開発により「市街地は郊外地への住民

流失で，ウルトラ過疎化，ドーナツ化現象のあおりをくっている」（『商工たかさき』1981.5: 

14-15）にもかかわらず，都市中心部の再開発よりも，今見れば明らかに「ロードサイド」

を生み出しうるような，郊外の開発が優先されたのはなぜなのだろうか．換言するならば，

なぜ郊外の開発は，今まで述べてきたようなデメリットを超越する，メリットを中心市街

地にもたらすと考えられたのだろうか． 

第一に指摘できるのは，当時疎らに存在する郊外部の商業施設からは，今現在のような

「ロードサイド」の興隆を予測することは困難だったであろうという，ごく単純な事実で

ある．もちろん郊外における，スーパーなど中規模店舗の進出は，先述した通り脅威であ

ると受け止められていた．しかしそれはあくまでも最寄り品の購入に費やされるものであ

り，買いまわり品の購入においては専門店が集結する中心部の優位性が十分にあると考え

られていた．ゆえに重要なのは，地域一帯から人を集客することであり，「郊外スーパーで

扱っているものを売る」のではなく，「街の質を重視した中でいかに特色を出していけるか」

（『商工たかさき』1983.1: 11）であった． 

ゆえに，街の「質」を上げる中心市街地活性化事業と，郊外における道路開発は，両立

しうるというよりも絶対必要な，相互依存的要件としてみなされていた．郊外の開発拡大

は中心部の命脈を断つものではなく，むしろ繁栄させるものであると捉えられていたので

あり，都市のさらなる発展のためには，自動車が快適に都市内部を回遊できることが必要

であると考えられたのである．「マイカー時代に対応できる機能を備えない都市は繁栄しな

い……会議所中心に対話運動を起したい
マ マ

．」（『商工たかさき』1977.12: 6）といったような

ステートメントや，市内中心部空きテナントの駐車場への用途転換を粛々と受け止める記

事の論調（『商工たかさき』1981.5: 15）などは，自動車交通を都市内部に取り込むことが，
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換骨奪胎を招くおそれについて認識していなかったことを，逆説的に表している． 

第二に，当時高崎市が置かれていた経済－交通的な諸条件である．前章において詳しく

述べた通り，当時の高崎市は関越自動車道や上越新幹線の開通に伴い地価が上昇し55)（『商

工たかさき』1981.1: 9），それに伴い進捗が遅れていた道路整備などもこの時期急激に進展

した．こうした要件と，前項で述べた前橋との都市間競争において劣位に置かれていると

いう認識が組み合わさり，その劣位を克服する手段として地価が安い郊外の開発に伴う工

業・人口の拡大が希求されたのだ． 

 

高崎市は調整区域を全面的に見直し，その利用計画の一案として，現在施工中の豊

岡－問屋町－高関－高崎バイパス道路の外側に環状線を計画し，環状線沿いに工業団

地，職住近接のミニ工場団地，住宅団地の用地を十分に確保するよう行政の対応がで

きないものだろうか．（『商工たかさき』1981.2: 3） 

 

当時は，高度経済成長に伴う首都圏周縁部の人口流出が一段落し，地方中核都市を中心

に，さらなる人口増加が楽観的に予測されるとともに，成長政策の頓挫に伴い，中央集権

性の弊害を指摘する形で「地方の時代56)」が，商工会誌上でも盛んに叫ばれた時代であった．

こうした時代背景の中で高度経済成長からの転回点を迎えた高崎市は，自らの立ち位置を

「群馬の表玄関」（『商工たかさき』1984.6: 14），あるいは交通の要衝として定義するとと

もに，交通網の充実とそれに伴う都市の拡大を推進するようになる．そしてその局面に，

商工会議所は積極的に参与していたのである． 

 

4.2.3 「地域開発レジーム」の局限と瓦解――郊外店の拡大に伴う都市問題の再燃 

しかしながら，こうしたある種牧歌的な都市ビジョンに起因する商工会議所の活動は，

現実――すなわち前章において取り扱った「ロードサイド」の生起――に直面することと

なる． 

 

現在，高崎には大店法に抵触する大型店の出店希望はありません．が，五百平方㍍

以内の中型店が，しきりに郊外に出店し，既存の小売店の売上を圧迫するという問題

                                                 
55) そもそも高崎市は群馬県内でも群を抜いて地価が高い自治体である．「企業誘致の一番の

ネックとなっているのは，やはり土地問題であろう．高崎は土地価格が高い．」（『商工たか

さき』1981.2: 3）と言った意見は，各所で見られる． 
56) そもそも「地方の時代」という言葉が革新自治体による中央官庁への異議申立てという

性質を帯びていたことを鑑みれば，それが中央官庁への盲従を生み出しかねない開発傾斜

の文脈に位置づけられたことは，それ自体が奇妙であるとも言える．こうした用語の転導

は他の事例でも見いだされるが，これはあらゆる政治的用語を，自らの圏域の中に包摂し，

摂取してしまう「地域開発レジーム」の強さを表しているエピソードかもしれない． 
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があります．（『商工たかさき』1987.1: 3） 

 

高崎商工会議所の会頭である児玉が，新年の挨拶という短い紙幅の中でこのように郊外

型店舗の問題を取り上げていることは，郊外店の脅威が郊外のみならず，中心部において

も強く波及し始めていることを示している．事実，1987 年の県内商工会議所議員大会では，

中心部における商業振興対策や道路整備だけではなく，「アウトサイダーに対する規制強化」

を求める陳情が盛り込まれることとなる（『商工たかさき』1987.11: 6）． 

もちろん 1970 年代より，郊外のスーパーは問題視されてきていたことには留意する必要

がある．郊外に商業施設が立地することはそこまで特異なことではなかった．しかしそれ

は当時の商工会議所にとって，市内中心部の大型店の脅威に付随するものでしかなかった．

重要なのは都市中心部における限られた商圏人口の割り振りであり，その権益確保なので

あって，郊外部における最寄り品需要を満たす商業施設は，むしろ必要なものであるとす

らみなされていた（『商工たかさき』1981.7: 18）． 

なぜかと言うと，「地域開発レジーム」に参入している以上都市の拡大を正当化し，地域

一般の繁栄を望むことを言明の中に織り込まねばならない商工会議所にとって，むやみや

たらな郊外店の規制は，「便利な方法で安いものを買いたい」という「消費者の願望」をフ

イにし，「良質な人口の流入をうながし，総購買力の増大をはかる」（『商工たかさき』1987.1: 

3）機会を逸すると考えられていたからである．大店法などの法的規制の運用拡大を望む以

外に，実質的な方策は取りづらい環境にあった．その意味において，ある種郊外店は大型

店と同列の規制対象に置かれるか，もしくは脅威が少ないものとして等閑視されていた． 

しかしながら 1980 年代後半以降，藤五伊勢丹の閉店や田原屋の駅前西口から東口57)への

移転など，大型店の経営不振や郊外化が矢面に立つにつれ，こうした対応に変化が生まれ

るようになる．1986 年 9 月 20 日に高崎大型店連絡協議会（高崎市内中心部の大型店が加

盟する調整団体）が，営業時間の延長と休業日数の削減を商業活動調整協議会に申しでた

際，その理由は「大型店の廃業や転出などによる中心商店街の地盤沈下を食い止め……長

期低落傾向を打破する」ことであるとされたが，それに対し「地元商店街からも中心商店

街への集客を高められるという意義において賛成の意向が多く示され」た（『商工たかさき』

1986.12: 14-15）．かつて「高崎市はオーバーストアであるという認識の上に立って……駅

西口については当分の間大型店の出店，増床は認めない」（『商工たかさき』1977.9: 8）と

したように，大型店の一貫とした規制を望んでいた地元商店街の態度が大幅に軟化するの

                                                 
57) 2 章における図 2-1 を見れば分かるように，高崎市における伝統的な市街地の形成は，高

崎駅の西口側であり，東口側は工場が立ち並ぶ他は，ほとんど開発がされていない状況に

あった．こうした状況から，1980 年代以降東口の都市再開発が継続的に行われるとともに，

周辺部において郊外型の小売店舗が相次いで立地するようになるが，その一部はこうした

大規模店の移転によるものだった． 
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である．事実当年 12 月 5 日，こうした大型店の要望はほぼ完全に認められるとともに，そ

の後 1990 年に至ると，中心部に立地する大型店に増床面積が優先的に割り振られる形で結

審されるなど，優遇策が取られるようになる． 

ここで生じているのは，それまで受け止められてきた都市問題と，その対処方法の変化

である．中心部に訪れる限られた購買客を，大型店の様々な施策をかいくぐる形でいかに

引き寄せるかではなく，中心部そのものの地盤沈下を食い止めること，すなわち「ロード

サイド」にいかに対抗するかが，議論の俎上に初めて登ってくる．であるからこそ，それ

までオーバーストアが盛んに叫ばれ，規制一辺倒だった中心部の商業立地が緩和されると

ともに，今後の買回り品取り扱い大型店舗の増床分を，「都市の機能性原則，中心街の機能

性を高めるという視点から，すべて旧市内〔高崎市中心部〕に配分」（『商工たかさき』1990.8: 

9）するといったレトリックが可能となるのである． 

そしてこうしたレトリックがそのまま，商工会議所の「地域開発レジーム」への参与を

より強化する方向に働くことは容易に想像可能である．というのもこうした中心部内の調

整から，都市全体での調整という移行においては，当然ながら行政との密な折衝が必要と

なるとともに，地域の繁栄というアジェンダは，中心部を含めた都市全体への資本投下要

請――すなわち都市の拡大――を呼び出しうるからだ．都市問題，さらにいえば都市中心

部の問題は，いとも簡単に多大な資本投下を必要とするハード面の問題に移行する． 

  

旧市内と新市内との小売の売上額は完全に逆転した．原因の一つに駐車場の不足が

言われている．しかし駐車場は……ほぼ数量的には充足されたようである．では何が

問題かというと中心部における交通の渋滞である．日ごと衰亡していく商店街を救う

ものは〔道路整備による〕交通渋滞の解消でしかない．（『商工たかさき』1988.6: 3） 

 

くしくもこの時期は，高崎市に対する資本投下が国や県より多く行われた時期でもあっ

た．当時四全総長期展望作業中間とりまとめにより，東京および首都圏一極集中が問題に

なるとともに，地方都市の活性化が議題に上ったことによって，中小企業庁，環境庁，建

設省などそれぞれより，「コミュニティー・マート構想」，「アメニティ・タウン計画」，「シ

ェイプ・アップ・マイタウン計画」などの中心市街地活性化事業が計画されたが，高崎は

そのいずれにも採択された．また 1987 年に市長である沼賀健次の体調不良により行われた

市長選において，高崎商工会議所で広報委員長を務めていた松浦幸雄が当選したことによ

り，中心市街地の活性化はより重要な事業であるとみなされるようになった．つまり，表

面的に見れば高崎市は中心市街地の衰退に対して手をこまねいたわけではなく，むしろ積

極的に様々な策を講じるとともに，行政と商工会議所は極限レベルの緊密さを見せ，この

難局を乗り越えようとしていたのである． 

しかしそれは，「地域開発レジーム」が背後に抱え込む規範を背負い込んだものであった
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がゆえに，事態の対応としては不十分なものとなっていた．地域の繁栄が経済成長と人口

増大にあると定義されるとき，都市域の拡大を促す諸施策――郊外の開発や道路整備――

は歓迎されるものとして取り扱われる．しかしそれこそが，郊外型商業集積の利便性を増

大させることで，中心市街地の衰退を促す要因として機能するようになっていたのである．

「ロードサイド」が都市空間を侵食し，都市空間構造の転換が強く意識されるようになっ

ても，都市空間の再編過程における指針が大きく変わることは，中心部における大型店の

それを除けば58)ほとんどなかった． 

 

〔高崎市長と高崎商工会議所会頭の対談の中で，今後の都市をどう考えていくかと

いう話題になり，会頭が発言〕30 万人を目標にして，まず首都圏から“良質な人口”

を 1 万人，転入してもらう．その一プランとして高崎競馬場の再開発計画がまとまっ

ているわけです．商店街の活性化は購買力が高まっていかなければどうにもならない．

商圏を増やすと同時に，購買力のある人口を増やすことが大事．（『商工たかさき』

1990.1: 10） 

 

 たとえ周辺状況が大きく変わり，中心市街地の商店街がそれに翻弄されていたとしても，

地域社会の繁栄をめぐるロジックにおいて，中心部が「都市の顔」（『商工たかさき』1989.1: 

6）として位置づけられている以上，その振興計画に大きな変化はない．むしろそれは，中

心部全体の地盤沈下≒「都市の顔」の衰亡と受け止められるがゆえに，より多くの支援を

伴う形で強化されていく．「商工部からの予算要求については……ほとんどそのまま認め」

（『商工たかさき』1989.4: 5-6）られるとともに，「地元商工業を代表する団体である商工

会議所への補助も増額」（『商工たかさき』1989.4: 5-6）された状況下において，都市問題

への対処は，中心部も含めた道路インフラの整備と，ハード・ソフト面双方の資金投下に

よる中心市街地の再開発という形式がとられた． 

 こうした状況下において，1980 年代後半以降高崎市の中心部では再開発計画に伴い道路

拡幅や商業ビルが建設されるとともに，下駄履きビル（下層階が店舗，上層階が居住層と

なったタイプのマンション）が「ドーナツ現象による中心部の人口減少を食い止めるため」

（『商工たかさき』1984.6: 14）という大義名分のもと，建設されていった．当然それらの

マンションは，拡幅された道路の傍に立地し，豊富な駐車スペースが備わっている．かつ

                                                 
58) とはいえ，かつてにおいても大型店排除の動きが鮮明であったかといえば，それは疑わ

しい．商工会議所が商調協において中心部における商業施設の新規立地の停止を求めた同

時代に，当時の市長が商工会誌上にて「大型店の進出は，消費圏の拡大をもたらし，本市

商工業にとりまして誠に喜ばしい限りであります．」（『商工たかさき』1978.1: 5）と発言し

ていることを鑑みれば，税収の増加が一番の目的である行政側と，自らの権益確保が第一

となる商工会議所側においては，この問題において齟齬が生じていると見るほうが妥当だ

ろう． 
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ての狭隘な道路は姿を消し，中心部に自動車が流入することは容易になり，商業地におい

ても公営・民間問わず，空きテナントを潰す形で駐車場が多数確保される．高崎市中心部

は，自動車交通に最適化した形に組み替えられたのである． 

それはまさしく都市の中心性を維持し，中心市街地を繁栄させようとする地方行政と商

工会議所の「地域開発レジーム」なしには成し得ないものであった．しかしこのことは郊

外型商業集積の形成を促進し，中心市街地のプレゼンスを相対的に低下させ続けていく一

助となっていた．「地域開発レジーム」が強固に進めば進むほど，「地域開発レジーム」の

土台は掘り崩されていったのである．つまり，これらの施策は彼らが望んでいた中心市街

地の求心力を維持するという方向性には働かず，くしくも彼らが排除しようとしていた「ロ

ードサイド」の力を増大させるものだったのだ． 

こうした状況において，1981 年には市小売総販売額に対する割合の半分を占めていた中

心市街地の小売販売額は，10 年後の 1991 年には約 35％と急落するとともに，中心部通行

量も約 25 万人から約 16 万人へと低下した59).（『商工たかさき』1995.2: 18-19）1990 年代

以降高崎市中心部の商業販売額は，飛躍する郊外を尻目に，低迷を続けることとなるが，

それは「地域開発レジーム」を支えていた都市部商工層の崩壊も意味したのである． 

 

4.3 「地域開発レジーム」の効用はいかにして反転したのか 

 前節では，1970-90 年代における商工会議所の都市問題に対する対抗実践を記述するとと

もに，こうした実践がどのようなロジックの元可能となっていたのかを記述した．この期

間はおおむね，行政・商工会議所双方において「ロードサイド」が認識されていない時期

（1970-1980 年代前半）と認識されている時期（1980 年代後半以降）に分けることができ

るが，とられた施策は概ね同一，すなわち道路整備を含めた自動車交通に対応する都市イ

ンフラの供給と，商工会議所を通じた様々な中心商店街振興施策への補助であった． 

これは，商工会議所の仮想敵が大型店から郊外店に変化したとしても，彼らが捉える問

題性とその処方箋に変化が見られないためである．つまり，問題対象が変わったとしても

その理由は，絶えず中心商店街（市街地）の優位性低下と交通システムの弱さに起因する， 

商圏人口の伸び悩みに結び付けられるがゆえに，解決法はその対象が商店街から中心市街

地全体に拡大したとしても，上記二つという形を取らざるをえないのであった． 

しかしながら，このような一貫した対応は，先述したように「ロードサイド」の誕生と

ともに食い違いをもたらすようになる．1980 年代後半以降，バブル景気に伴い税収が上昇

し，手厚い商工会費が計上されるとともに，中心市街地活性化が盛んに行われるようにな

                                                 
59)  いわゆる大店法の規制緩和が 1992 年であり，この衰退過程に関わるものでなかったこ

とは特記しておきたい．もちろん，大店法の緩和・廃止がその後の中心市街地の衰退の決

定因となったことは間違いないが，一方でそのプロセスは 80年代より「地域開発レジーム」

の硬直性によって運命づけられていたのである． 
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っても，商業販売額の上昇に結びつかなかったのである．むしろそれはその後の中心部の

衰退をもたらしたという点において，彼らが望んだ方向性とは異なる結果を生じさせたと

いえる． 

こうした帰結は，今私たちの視点から見れば当然のものであるように思えるが，今まで

の議論からも分かる通り，彼らの対応――大型店や郊外店に対する対抗実践――は，その

時々において最適なものとして選び取られていたことも事実である．以下では，こうした

齟齬が生じた理由を，単にアクターの資質に属するものとして取り扱うのではなく，商工

会議所と地方行政の統治連合による「地域開発レジーム」の効用が反転していくプロセス

を，その構造的問題性に結びつけることで考察したい． 

 

4.3.1 商工会議所の力学とそのロジック――業種間の相互作用 

 最初に確認したいのは，4.1 で述べた商工会議所の特質である．商工会議所は，特定の業

種・業態によって組織される団体なのではなく，地域という特定の圏域内に存在する商工

業者が集う，ある種の寄り合い所帯として定義されているという点においてその特質性が

認められる．よって，その利害関係は内部においてもバラバラなものになりやすく，必然

的にその地域に存在しているという共通項が，彼らの行動において主要なイデオロギーと

なるということは，前述したとおりである． 

 こうした性質は，商工会議所が打ち出す施策が，必然的に彼ら全てに利益をもたらすよ

うな形式を伴わなければならないという制約をもたらす．ある特定の業界のみに配慮する

ような行為は慎まれなければならず，さらに言えば，それが地域の発展につながるという

ことを，外在的にでも示さねばならない．「商工会議所は，地域社会に対する真のリーダー

シップを発揮する，地域総合団体として，『商工業の総合的な改善発達』と『社会一般の福

祉の増進』という大目標に向かって……事業活動の強化を図っていく」（『商工たかさき』

1986.1: 5）という群馬県商工会議所連合会会頭の発言は，単なる美辞麗句なのではなく，

彼らの存立条件とその制限を示すステートメントでもあるのだ． 

 ゆえに，その施策はある種の拡張傾向に対応したものにしかなりえない．換言すれば，

経済活動の正のフィードバックサイクルを回すことが，外在的（＝地域の繁栄）にも，内

在的（＝彼ら全体への利益配分）にも重要な課題となる．市場は膨らまねばならず，デリ

ケートな再分配よりも，新規需要の掘り起こしが必要とされる． 

 

低迷した状態から脱却するため，高崎市は再び工業振興対策に力を入れようとして

いる．人口を増やそう．そして下がりつつある市の経済指標を上向きに変えよう．そ

れには第三次産業拡大もさることながら……〔郊外部における〕工業団地の造成によ

って既存企業の移転，増設はもとより……企業の誘致を図る必要がある……「工業の

振興は，商業の振興にもつながり高崎市の活性化にもつながっていくはずです」．〔高
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崎市商工部の〕越塚部長はこう強調した．（『商工たかさき』1987.8: 10-11） 

 

こうした状況性から鑑みることが出来るのは，商工会議所内における様々なアクターの

利害関係が一致するのは，都市の拡大という局面において以外ありえないということであ

る．すなわち道路整備に伴う郊外の開発と中心部への自動車交通の貫入が，それぞれのア

クター――すなわち卸売小売業，土木建設業，工業，サービス業などなどにおいて――に

おいて歓迎されたのは，それが彼らにとって利益を相互に享受しながら，なおかつ商工会

議所の理念を実現する唯一の方策だからなのである． 

たとえば高崎市の小売商において，「ロードサイド」が顕在化するまでの課題は先述した

通り，①中心部における大型店立地に伴う競争の激化②交通規制と道路網の貧弱さによる

商圏の非拡大③郊外部におけるスーパーの立地であった．このうち，①，③に関しては法

規制の強化と店舗（≒商店街）の「質」向上によって克服されるものと見なされた．ゆえ

に「〔高崎市の中心部は〕商店数も減少し，地盤沈下現象を示している．こうした危機を乗

り越えるため，都心環状線の整備，駐車場誘導システムの整備，慈光通りなどのショッピ

ングモール化など，多くの事業が計画されている．」（『商工たかさき』1986.12: 11）という

ように，高崎市中心部においては再開発のための資本投下が数多く成されるようになる．

都市の拡大のためには，それに対応する優れた中心部が必要となるのである． 

そしてこうして「質」を向上せしめた中心部がその存在感を高めるためには，②の課題

を解決することが必要となるため，郊外に開発を含めた道路整備によって，自動車移動を

行う人々を遠方より効率よく捕まえることが提言される．こうしたロジックが，他の産業

界においても歓迎されるものであることは容易に想像がつく．土木建設業において，道路

インフラ整備の増加は彼らの経営を左右する死活問題であり，また工業界においても，「県

内の他の都市に比べても，同規模の地方都市に比較しても，地価が高い」（『商工たかさき』

1987.8: 8）ことは，郊外開発を要請するに十分なものであった． 

つまり，「ロードサイド」の誕生が予期されていない世界において，中心市街地維持のた

めの最適な施策は，「中心市街地における大規模店舗の規制」と「郊外部の開発」の双方を

推進することなのである．統治連合によるあくなき都市の拡大，人口の増大，工業の誘致

は，都市間競争に勝つために必須の実践であると見なされた．というのもそこには，ある

商圏内の人々は商業重心に従って購買需要の大半を中心部で消費するというプリミティブ

な前提が存在するからである．こうしたロジックによって，都市の拡大は，そのまま都市

中心部の，そして中心市街地に立地する小売商の繁栄に繋がるものであると正当化された

のだ． 

そしてこの商工会議所の総花的な開発提言が，当然のことながら税収増加を目論む地方

自治体にとっても了解しやすいものであることは明らかだろう．高度成長期の終焉に伴う

税収増加曲線の減衰を食い止め，地権者の反対が相次ぐ中で頓挫していた都市計画を推し
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進めようとしていた情勢において，こうした商工会議所のステートメントは理想的なもの

だったのだ．そして商工会議所側にとっても，こうした施策を推し進め，自らの権益を確

保するためには行政との協同体制と支援が不可欠であるがゆえに，自らを単なる意見交換

の場所としてではなく，行政との二人三脚の中で地域社会の創造に積極的に参与する団体

として定義していった．こうした状況において，商工会議所は，その存立基盤を地方政治

や行政との緊密な関わり，すなわち「地域開発レジーム」の中に求めざるを得なくなる． 

以上のことから，地域の繁栄をその設立目的とし，法制度と地方行政の中に埋め込まれ

た機関として存在する商工会議所が，この時期都市の拡大を支援していくとともに，地方

行政とその関わりを増やしていったことは，半ば必然とも言える．地方行政－商工会議所

間の「地域開発レジーム」は，1980 年代の安定成長と人口増加の只中にて，積極的な都市

開発を促したという点において，確かに機能していた．それは，地域の論理を貫徹するこ

とによって，それに関わるアクターすべてが利益を得ようとする，協調的体制の現れなの

である． 

 

4.3.2 「ロードサイド」繁栄のポリティクス――「地域開発レジーム」の機能不全 

 だがこの「地域開発レジーム」は，「ロードサイド」の発現とともに，急速にその有効性

を失うようになっていった．バブル景気に伴う税収入の増加に起因する，盛んな商工費の

投入にもかかわらず，中心市街地がその地位を追い落とされたことは前項にて記述したが，

以下ではその原因と，それにもかかわらずその方向性に変化が見られなかった理由につい

て考察していきたい． 

 まず言えるのは，「ロードサイド」の登場は，「地域開発レジーム」を支えるロジックの

致命的な破綻をもたらしたということである．都市の拡大によって中心部における小売商

が利益を享受するというロジックには，「その商圏内において，中心部以上に卓越した消費

空間は成立しない」という背後仮説が存在する．たとえ縦横無尽にバイパスを通し，住宅

開発を無秩序に行ったとしても，結果的に人々が中心部を訪れると仮定されるのは，そこ

以外に様々なものを買いに行く場所がないからであり，それが商店街の強み――専門性や

きめ細やかなサービスといった言葉に表象される――と繋がる形で，中心市街地の重要性

を規定する． 

この意味において中心市街地は，広域商圏人口に対する買回り品の提供と，その都市に

おける「顔」という二つの機能を都市内部において与えられている．そしてこれを担保す

るのは，統治連合による中心部の盛んな開発と，道路整備であり，それによって都市の中

心性はますます強靭なものとなるとされるのである． 

だが，この前提は 3 章において記述したような小売企業による「ロードサイド」の創造

によって打ち砕かれる．というのも自動車移動に最適化された商業施設が郊外に発生した

ということは，とどのつまり商圏の分断を産み出す購買需要の防波堤が出来たということ
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を意味するからだ．それまで中心市街地振興のための順機能として働いていた都市の拡大

をもたらす諸施策が，環境変化に伴い逆機能として立ち現れてくるのである． 

 

〔中心部における買回り品需要が低下しているのは〕高崎という商業集積のダムの

上流に小さなダムが幾つも出来たためです．また，高崎をその地域ごとの吸引力で見

ると，郊外部が上昇し，中心部が低下するという内部構造の変化がはっきりと現れて

います……長期的には高崎の商業重心が分散して中心市街地の中心性が低下する傾向

にあると言えます．（『商工たかさき』1993.5: 5） 

 

郊外の環状線や国道といった幹線道路の整備に伴うロードサイドショップの進出，

大・中型店の出店という社会状況により，市街地の通行量及び販売額の減少（『商工た

かさき』1995.2: 18） 

  

 こうした状況性において，そもそも大型店と類似の施策では対応が困難な郊外店を，商

工会議所はうまく排除することが出来ない．なぜならばこうした「アウトサイダー」は，

法規制をかいくぐる形で発達してきたのであり，同時に彼らの強みは最適化された店舗構

成・サプライチェーンマネジメントという，法規制の介在が出来ない部分に依拠していた

からである．ゆえにこうした小売企業は，商工会議所に所属する商工業者とは異なり，行

政との密接な関係を必要としなかった．むしろそうした地域の論理を一切まとわず，小売

業の論理を押し通したからこそ，彼らは「ロードサイド」を創りだすことが出来たのであ

る．1980 年代以降，造成され続けるバイパス沿いは多くの企業が店舗を立地するようにな

り，既存の商圏秩序は大きく変化していった． 

中心市街地という同一の場所に存在した大型店への対策は，こうした情勢の中では無為

と化していった．2 章で見てきたような中心市街地への立地を規制する行政指導は，むしろ

郊外への立地を加速させる要因となったのである．そしてそれに相乗する形で，「地域開発

レジーム」のもと推進された郊外部の開発は，高規格道路を農村部に埋め込み，「ロードサ

イド」の適地を創り出していった．そうした中においては，自動車交通に適合しようとす

る中心部の再開発事業も，多くの場合は焼け石に水となってしまう．その憔悴感は，当時

の中心部小売商による以下のような駐車場をめぐる対談の中にも現れている． 

  

〔駐車場を中心市街地外縁部に作り，そこからシャトルバスを走らせればいいとい

う意見に対し〕無料買い物バスというのは，消費者が面倒くさがるんですね……/うち

に買い物に来るお客さんは，どういうことを一番喜ぶかというと，店の前に（クルマ

を）止めて買い物をしたいんですね……/そういう要素は郊外店と繋がるものがあると

思うんです．街の中ではそういう要望があっても不可能です．（『商工たかさき』1988.2: 
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11-12） 

 

 自らを自動車交通に馴致ならしめ，購買需要を拡大させようとする試みは，当時の小売

商においても事実絶望的な試みであると受け止められていた．しかしながらそう認識して

いたとしても，彼らが結局のところそうした活動に行き着くしか無いのは，この問題を解

決する手段が彼らに与えておらず，またその問題の根源を探れば，彼らの表層的な支援者

たる地方行政－商工会議所の「地域開発レジーム」に行きつくからなのであった．である

からこそ彼らはその構造性から逃れることができず60)，実効性の薄い中心市街地活性化事業

を享受し続けるほかない． 

 以上のような文脈を踏まえると「ロードサイド」の誕生が中心市街地，そして商工会議

所にもたらした影響は，中心市街地に立地する小売商を，「地域開発レジーム」の利益供与

体制から振り落としてしまったことであるということが出来る．地域商工業者の集合体た

る商工会議所は，「中心市街地における大規模店舗の規制」と「郊外部の開発」双方の推進

を止めることができなかったことから，結果として小売商の利害を取りこぼし，それを放

置することとなったのである． 

 

4.4 「地域開発レジーム」と「ロードサイド」の共振的関係 

 本章では，主に 1970-90 年代における商工会議所の実践を取り上げた．1970 年代，石油

ショックにより高度成長期は終焉し，それまで見られた商業販売額の伸張は鈍化した．こ

うした状況下において，中心市街地の商工業者を中心とした商工会議所は，この問題を自

助努力のみでは解決できないものであるとみなし，その突破口を，行政との緊密な関係性

に求めた．すなわち，彼らは「地域開発レジーム」への参入によって，問題の解決を図ろ

うとしようとしたのであった． 

 この「地域開発レジーム」への積極的な参入は，様々な問題を孕みうるものであったが，

少なからぬ成功を収めた．内陸型組立工業と商業集積に税収を依拠する高崎市においては，

石油ショックの影響は軽微であり，80 年代の安定成長期において人口集中と経済成長を享

受した．こうした状況性において，地域構造研究においてしばしば指摘されてきた（舘編 

1981; 田野崎編 1985）ような，オイルショック以後の政治体制の変化と財政改革は生じ得

ず，拡大財政路線は堅持されるとともに，中心市街地の再開発と道路整備は大きな障害も

                                                 
60) その構造性から逃れるすべは彼らもまた郊外に進出し，そこを牙城とすることである．

2 章で取り扱った新興小売企業の多くはそれにいち早く成功した企業であることを鑑みれ

ば，この事実の意味は重い．というのもこのことは，当時の地域商業界においては，比較

的先鋭的な小売商が外部に流失していき，保守的な小売商が中心市街地の主体となってい

った――すなわちイノベーションが起きる芽が潰れていった――ということを意味するか

らである．地方都市の中心部は，東京に代表される大都市圏と，郊外部それぞれから，二

重の人材の収奪を受けていたのだ． 
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なく完遂されたのであった．また，当時の市長が高崎商工会議所・高崎青年会議所出身の

いわば「生え抜き」であり，中心市街地活性化を訴え当選したというルーツが，この顛末

に大きく影響しているということも出来るであろう．いずれにせよ，当時の高崎市におい

ては，特段の政治的コンフリクトもないまま，安定成長下において繁栄を謳歌するととも

に，中心市街地を活性化すべく積極的な資本投下がなされた．このことは，中心市街地を

牙城とする商工業者の活動が，強く地域の論理に依存していたことを表している． 

 しかしながら，こうした統治連合による対抗実践は，中心市街地の地位を守る方向性に

は働かなかった．確かに中心市街地の再開発に伴い人口は流入し，大型店の再開発に関し

ても一定の成功を収めたものの，その過程で自動車交通の極大化はますます進み，中心市

街地の道路拡幅とともにその購買需要の多くは「ロードサイド」へ流出するようになった．

1970 年代以降，積極的に推し進められた高崎市の地域開発は，中心市街地の地位を守るた

めというスローガンを掲げても行われたものであったが，それは明らかに中心市街地への

購買需要の流入を阻害するものであった．つまり，彼らの「ロードサイド」への対抗実践

は，「地域開発レジーム」の論理に多くを拘束されたものであったがゆえに，有意味性を帯

びないばかりか，場合によっては「ロードサイド」を助長する政策を支持するものとなっ

たのである． 

だがこのような動きが 1980 年代後半以降次第に現れており，その認識もなされていたに

もかかわらず，都市拡大を是とするような施策は，2000 年代後半まで続いた．つまり，地

域開発をめぐる彼らの実践にはほとんど変化が見られなかったのだ．新幹線が開通し高崎

駅のプレゼンスが極めて高いことから，中心市街地周辺に一定の住宅・商業需要が残った

ことによって，前橋や伊勢崎など近隣の都市とは異なり中心市街地の決定的な衰退を迎え

ることこそなかったものの，中心市街地を構成していた主要アクターたる零細小売商の多

くは跡継ぎ不足と悪化する経営状況によって一線から退場し，商工会議所を成り立たせる

商工業者のアソシエーションは大幅に衰退した． 

こうした「地域開発レジーム」のなし崩し的持続が生じた要因については，商工会議所

を取り巻く組織・環境的問題につなげるとき，以下のように説明することが出来るだろう．

第一に，商工会議所の寄り合い所帯的性格が，ここでその施策の方向性を変えることを許

さなかったというものである．90 年代前半，バブル景気の終焉に伴い，公共事業を強化し

景気浮揚を狙った国の政策は，結果として土木建設業や工業の業績回復に寄与した．こう

した状況性において，これらアクターの生命線たる都市開発は，たとえ中心市街地の商業

集積に対する逆機能となるにしても，商工会議所や地方行政にとって放棄することが難し

かった．1980 年代前半までの地方中核都市への人口流入が顕著であり，同時に都市の拡大

が正当化されていた時代には理想的な関係性が，環境の変化にともなってかえって足かせ

となるとともに，特段の歯止めを持たないまま中心市街地の小売業にとって逆機能と化し

た施策が継続されていったのである． 
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第二に，以上のような構図の持続は，対立組織の存在しない地方政治構造が，こうした

時代の変化への対応力を生み出し得なかったためであると考える事が出来る．群馬県高崎

市においては，商工会議所に代表される都市中心部の利益代表者と，農村部の名望家集団

が権益を握り，それを都市全体に配分するという利益供与体制が，その強弱の差こそあれ

戦後一貫して持続していた．こうした体制下において重要であったのは，国家から配分さ

れるリソースをいかに地域の不満が出ない形で配分するかであり，ゆえにそこに傾向の差

によるコンフリクトこそ生まれたとしても，イデオロギーの差による深刻な対立は生じ得

なかった．ゆえに群馬県における地方政治は，保守系無所属による安定的政治体制が持続

するとともに，中核・特例市レベルにおいては地元商工会議所と密接な関係を持つ首長が

長期においてその体制を維持した． 

こうした体制が石油ショック以後の安定的経済体制の成長に寄与したことは間違いない．

というのもそれは明らかに地域社会の主要なアクターたる商工業者の意見を取りまとめ，

行政・政治に伝え，実行に移していくという役割を有していたからだ．しかしそうした成

功体験があるからこそ，80 年代後半以降の郊外型商業地の形成に伴う，都市空間構造の急

激な転換に直面した際，それまでの利益供与体制を手放すことが出来ず，なおかつそれへ

の異議申立てをすることが可能な対抗団体も存在しないことによって，従来の手法をその

まま用いることで問題の解決が図られてしまう．人口停滞・減少社会において，安定的な

政治体制であるがゆえに外的な社会変動に対応できないという地方都市の現実が，ここに

おいて強く映し出されているのである． 

いずれにせよ，こうした状況においてもなお「地域開発レジーム」を主是とした開発政

策が止まることはなかったという事実は，統治連合内の同盟関係が環境変化にともなって

決定的に終わりを迎えた――正確に言えばこの関係から中心市街地の小売商が排除された

――ことを示している．1992 年に高崎市が，前橋市より 27 年ぶりに商品販売額トップの

座を奪い返した主な要因は，「郊外店の躍進」（『商工たかさき』1992.7: 5）にあった．もは

や中心市街地活性化事業と，郊外開発は決定的に乖離した状態になっていたのである．そ

してこのことは，「ロードサイド」と呼ばれるような商業集積が，小売企業による実践だけ

でなく，「地域開発レジーム」を主是とした統治連合の様々な実践によっても創りあげられ

たものであることを意味しているといえるだろう．「ロードサイド」の生起と「地域開発レ

ジーム」の持続は，当事者レベルでは意図されていなかったとはいえ，共振的な関係性を

有していたのだ． 

以上のように，本章では「ロードサイド」の生起過程における統治連合の実践を分析す

ることで，中心市街地の衰退と「ロードサイド」の興隆が，なぜ同時代的に進行したのか

を考察した．1980 年代，中心市街地をめぐる政策は，厳格な立地規制と郊外部の開発によ

って統制されていた．今見れば不整合的に思える政策の両立を可能としていたのは，「地域

開発レジーム」による安定的な政治体制と，中心市街地の都市内部における特権性であっ
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た．ゆえにこの政策方針は，「ロードサイド」の出現によって大きく揺り動かされるのであ

るが，地方都市の硬直的な政治体制は，結果としてその方針を変えること無く，「ロードサ

イド」への自壊的な抵抗を生み出すにとどまった．「地域開発レジーム」が 1970 年代の都

市政治状況においてあまりにも適合的であったがゆえに，後戻りができないほど地域の統

治連合がその磁場の中に取り込まれていき，「ロードサイド」の生起という環境の激変に対

しても，「ロードサイド」の拡大に利するような対抗実践しか打つことが出来なかったとい

う構図が，そこには存在する．その意味において，「ロードサイド」の生起の要因は，小売

業者の実践だけでなく，中心市街地を司る統治連合の実践においても見出すことができる

のである． 

本論文の問いの一つである，「『ロードサイド』の生起はどのようなアクターの歴史的実

践によって可能となったのか」については，こうした 3・4 章における一連の分析によって

回答を示すことが出来たと言えるだろう．よって次の問題は，もう一つの本論文の問いで

ある，「『ロードサイド』は，『都市』と『消費』の関係をいかに変化させたのか」となる．

つまり，「ロードサイド」が一般的となった地域社会においては，いかなる消費様式が見ら

れるようになったのだろうか．そしてそれは，どのような人々の実践に起因するものだっ

たのだろうか．次章では，郊外を牙城とし，爆発的にその業容を拡大させていった家電量

販企業の実践に焦点を当てることで，その具体的描出を行いたい．  
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5. 「ロードサイド」の跳躍――郊外型家電量販企業の爆発的拡大と消費様式の

変化 

 本章の目的は，1980年代後半から90年代にかけて家電量販企業が行った「安売り」の

実践を分析することで，「ロードサイド」での消費が一般的なものとなっていく過程とそ

の要因を考察することである．そのために以下では，①この時期の家電量販業界の構造変

化はどのようにして生じたのか②この構造変化は，どのような消費様式を生み出すもので

あったのかという二つの問いに対し，返答することを試みる． 

 3章においても指摘したように，「ロードサイド」と「安売り」はその創成期より強く

結びついていた．商品の品ぞろえのみならず価格の安さが，居住者がほとんどいない郊外

の幹線道路沿いに，人びとを引き寄せる要素として強く介在していたのである．よって，

「ロードサイド」を構成する店舗においてはローコストオペレーションが強く推進される

とともに，虚飾を廃した店舗で一般的な価格よりも値引きした商品を大量に売りさばくと

いうスタイルが主流となっていった． 

パルコが出版していた雑誌である『アクロス』の「ロードサイド論序説――安さと値引

きの風景を読む」という記事にて，社会学者である若林はこうした情勢を以下のように記

述している． 

 

 ディスカウント・ストアをはじめとする多くのロードサイド・ショップが郊外生

活者に提供するのは郊外生活の標準化された「最低限
ミ ニ マ ム

」とでもよぶべきものだ……「い

いものをより安く」というのがこれらの商店の多くの基本的なモットーだが，そこで

売られる「いいもの」とは，むしろ「最低限必要なもの」であり，だからこそ「より

安く」買うことが求められるものなのだ……ディスカウント・ストアの風景が，商品

そのものよりもそれに付けられた値札によって埋め尽くされているように見えるの

は，このことと関係している……必要なことが自明なものであるからこそ，そこでは

商品はさしてディスプレイされることもなく，むき出しの形で配列される．そこでは

モノは，消費生活のミニマムな構造における必要性と自明性によって支えられており，

それゆえにとりたてて消費社会論的な記号性を与えられることなしに存在すること

が可能なのだ．そこに機能する最も強力な記号は，黄色い値札に踊る数字であり，そ

の数字が指し示す正価と売値との間の落差なのだ．（『アクロス』1992.4: 63） 

 

 このように，「ロードサイド」を構成する店舗において，その販売手法はセルフサービ

スのそっけないものであり，商品構成も「ミニマム」な売れ筋に絞られていた．ゆえに，

それは必ずしも必要ではない差異を生産していくことによって生じる「消費社会論的な記

号性」を励起する販売形態ではなく，価格という経済的な記号によって担保された販売形

態を有していると解釈されていたのである．  
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 しかし「黄色い値札に踊る数字」と「正価と売価との間の落差」は，いかにして「最も

強力な記号」として機能しえたのか．この一見自明にも思え，事実若林が議論の前提とし

ている命題を，あえてここでは問いたい．というのも，私たちが「ロードサイド」のリア

リティを検討し，それが都市と消費の関係性をどのように変えたのかを考えるためには，

この「安売り」という販売形態を，単なる経済的競争の帰結として考えるのではなく，「ロ

ードサイド」に特徴的な消費様式を構成する重大な要素として検討する必要性があるから

である．なぜ「ロードサイド」は「安売り」を行う小売企業が多数立地する，競争的な消

費空間としてみなされるようになったのか．そのことが，郊外型小売企業が商品を安く売

る仕組みをどのように作り上げたのかという水準のみならず，「ロードサイド」と「安売

り」が密接な関係性を有すると解釈されるようなセッティングが，いかにして創りあげら

れたのかという水準からも問われなければならない． 

 この観点より本章では，3章で着目した小売企業による「ロードサイド」生起の次のス

テージとして，「ロードサイド」で消費するという様式が，いかなる人々の実践によって

創りあげられてきたのかを分析する．そして本研究ではその具体的事例として，数あまた

ある「ロードサイド」を牙城とした小売企業の中でも，「北関東YKK（ヤマダ電機・コジ

マ・ケーズデンキ）」と呼ばれる家電量販企業群の実践を取り上げる． 

なぜ「北関東YKK」なのか．それはこの時期小売業の中でも，もっとも著しい業界内の

構造変化を見せたのが家電量販業界であったからである．1980年代後半まで，家電量販業

界はNEBA（Nippon Electric Big-stores Association）という業界団体に所属する，都市

部のビルテナントを中心にチェーン展開を行う家電小売企業が業界のトップを独占して

いた．しかしながら1990年代以降，バブル景気の崩壊とともにNEBA所属企業の多くが業

績を落とす中，「北関東YKK」と呼ばれるディスカウンター企業集団が，郊外型店舗を大
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図 5-1 家電量販業界における売上の推移（各年度の『流通会社年鑑』を元に作成） 
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量に立地するとともに業界構造を大きく変えていく．1990年から2000年までの間，NEBA

加盟企業大手三社の売上高は1.5倍程度の伸張に留まるのと対照的に「北関東YKK」は9

倍に近い伸びを見せ，1988年にはNEBA加盟大手三社の20%にも満たなかった売上高は，

10年後の1998年に追い越すという成長を見せた（図5-1）． 

その後も「北関東YKK」はその企業規模を拡大させ，特にヤマダ電機においては2010

年に売上高2兆円に達するなど，日本有数の小売企業に成長するに至ったが，いずれにせ

よその規模・構造の双方において，家電量販業界は1990年代に急激な変化を見せた．家電

は，地方都市に居住する人々にとって，大都市中心部のビル街を訪れて買うものでも，あ

るいは地域のメーカー系列店から買うものでもなくなった．その地域の郊外部に立地する，

「ロードサイド」店舗から買うものとなったのである．そしてその店舗を運営していたの

は，乏しい経営資源の中で創業から20年もたたずに家電量販業界を席巻したこれら企業群

であった．その意味において，「北関東YKK」の実践は，「ロードサイド」と「安売り」

の関係性を考える上で優れた事例を提示しているとみなすことができる． 

以上の問題関心から，本章の構成を述べる．まず5.1にて，日本における家電販売シス

テムの歴史的変遷をたどることで，「北関東YKK」が出てくるに至る背景を述べる．家電

産業は戦後，日本有数の巨大産業となったが，その中で自社製品の販路を確保し，なおか

つ価格を維持するために強力な小売販売システムを1960年代以降作り上げた．系列店と呼

ばれるメーカーと強いつながりを持つ零細小売商が価格競争力を維持したことから，量販

店が都市部を中心に出てきた1970年代以降になっても，価格は比較的高止まりしたままで

あり，他の小売業に比して，競争は緩和的な状況にあった．そしてこうした価格維持制度

がほころびを見せ始め，メーカーと小売業の力関係が変わりつつあった時に，「北関東YKK」

は家電量販業界の表舞台に踊り出る． 

次に5.2にて，「北関東YKK」が行った企業活動とその影響を，「安売り」，「ロード

サイド」，「物流システム」という次元に分けて説明する．前述したように1990年代にお

ける「北関東YKK」の躍進は目覚ましいものであったが，そのひな形は1980年代にはす

でに各々の企業によって培われていた．彼らはその程度こそあれ，「『ロードサイド』に

位置する」，「商業規制目一杯の敷地面積を持つ店舗にて」，「一般的な家電販売店より

も安い値段で」，「家電を販売する」というビジネスモデルを，IT技術の浸透に伴い発達

しつつあった物流システムを効果的に運用することによって作り上げたのである．それは

都市計画行政によって作られた郊外が，彼ら自身の手によって「ロードサイド」として作

り替えられていき，その帰結として「安売り」というイデオロギーがこの空間にて共有さ

れていくプロセスを表している． 

その後5.3にて，こうした「北関東YKK」の「安売り」にまつわる実践を，「YKK戦争」

という形でフレームアップされた比較広告や過剰廉売の分析を通じて把握するとともに，

こうした実践によって産み出された，「ロードサイド」の性質に依拠した消費形態を記述
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する．多くの研究が指摘しているように，「北関東YKK」の安売りは，彼らの経営方針の

みに依拠しているのではなく，POS（Point Of Sale-system）の積極的な導入と効率化さ

れた物流システムによる，販売管理費の削減にあった（崔 2004; 中嶋 2008）．このよう

な技術革新に伴い，小売企業側においては細かな販売施策の実現が可能となるとともに，

その裁量幅の拡大から様々な戦略が現れ始める． 

この過程の中で「安売り」は，経済学的な「利幅を極限まで狭めることにより需要を喚

起する」という廉売から離れ，人々に安さを実感させ，購買意欲を掻き立てる施策へと変

化した．そしてこの販売手法が「ロードサイド」という空間の特質と絡み合うとき，中心

市街地に店舗を構える系列店では決して対抗できないような販売施策が勃発するととも

に，「ロードサイド」特有の消費様式がそこに現れるようになる．こうした企業による様々

な施策が，マスメディアによってフレームアップされることによって，「ロードサイド」

は「安売り」が行われる場所として認知されていったのである． 

5.4では，こうした一連の流れを概述することによって「ロードサイド」と「安売り」

が紐付いていく過程を考察するとともに，小売業の実践を分析することによる，消費社会

論の拡張可能性を論じたい． 

 

5.1 日本における家電販売の歴史的成立過程 

5.1.1 メーカーによる系列ネットワークの形成 

本節では「北関東YKK」に関する具体的な分析に入る前に，「家電量販店」が，そもそ

もどのような販売手法を有する業態を指すものなのか，そしてこの業態が日本においてど

のようにして定着することとなったのかを，簡略にではあるが説明したい．家電量販店が

「ロードサイド」を構成する一般的な業態の一つであるとはいえ，その発達過程が家電メ

ーカーや系列小売店との絶え間ない相互干渉という，業界独自の構造に強く影響されてい

る以上，「北関東YKK」が生起するメカニズムのバックグラウンドとして，この業界の歴

史を理解することは必須といえるからである． 

まず業態の定義から見ていこう．この言葉はあるメーカーの商品だけを，ほぼ定価で販

売する「系列電器店」と対比する形で用いられるようになった専門用語であり，様々なメ

ーカーの商品を，場合によっては定価を下回る価格で販売する店舗のことを意味する．よ

ってその中には様々な業態が内包されており，家電量販店といっても，レールサイド型の

店舗立地をする企業，ロードサイド型の店舗立地をする企業，フランチャイズ契約に基づ

く小規模家電店の集合体など，様々な業態を意味し，その発達過程はそれぞれ異なってい

る．このことは様々なデータのあり方においても反映されており，業界団体が現在存在し

ないことから公式統計が存在せず61)，『日本標準販売分類』においても「細分類5931－電

                                                 
61) 唯一の業界団体であった NEBA は，NEBA に加盟していない企業が家電量販店の多数
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気機械器具小売業（中古品を除く）又は細分類5932－電気事務機械器具小売業」と，確固

たる分類が存在するわけではない．たとえば「ヨドバシカメラ」と「ヤマダ電機」は，通

常私たちの日常的なカテゴリー分類においては同一の「家電量販店」というくくりに入る

が，流通会社年鑑ではかつてそれぞれが異なるカテゴリーに分類されていた．エレクトロ

ニクス産業の拡大に伴い，家電という概念がいわゆる白物家電のみならず，AVやパソコ

ン，さらにはカメラなどをも包括するようになるにつれ，「家電量販店」という概念も拡

張されてきたのである． 

 このように曖昧な業態である「家電量販店」ではあるが，「専門店」というくくりの元，

主に商学において研究の蓄積がなされてきた．以下ではその知見を基に，家電販売に関す

る歴史を概観したい．家電流通と販売の特徴は，他の業態に比してかなり長い間，メーカ

ーによる価格統制が機能していたところにあるが，これはメーカーによる店舗の系列店化

と，寡占体制を維持できたことによる「乱売」への圧力が作用し得たことが大きい．家電

という商品が一般大衆にも広まるようになったのは1930年代からだが，メーカーの多くは

中小資本であったこともあり，家電流通は問屋がおおむね掌握していたことから，小売業

の地位も零細であった（尾崎 1989）．  

 家電メーカーの復興と生産力の回復には，1950年代中盤まで待たなければならない．「第

一次家電ブーム」による家電業界の巨大化と寡占化に伴い，大メーカーは家電販売店の系

列店化と販売体制の強化を行うようになる．これには卸の代理店間の過当競争を排除し，

小売店舗を支配下に置くことで，生産量と販売量の管理を容易にしようとする意図があっ

た62)．系列化のスピードや規模は，メーカーそれぞれにおいて異なっていたが，いずれに

せよこの時期，「きわめて短期間のうちに，家電メーカーは卸商の市場支配権を奪取し，

おおむね日本の家電業界から真に独立自営の卸商はまたたく間にその存立基盤を失って

しまう」（崔 2004: 106）． その後いざなぎ景気の到来により家電販売が好調となるに

従い，このシステムは安定的な家電供給システムとして機能することになり，1980年代初

頭まできわめて強力なネットワークを維持するようになった（この時期の家電メーカーに

よる全国的な販社ネットワークの地理的分布については，日野 1979を参照．）． 

このネットワークはある1地域に販売会社が置かれ，その卸から系列店が購入するとい

う，樹形図的システムによって構成されており，専売率と売り上げに応じたサポートや廉

売規制といった，メーカーによる卸売小売の徹底した管理によって貫かれていた．販売数

量と価格はほぼメーカーの手中にあり，系列店側の努力は，手厚いサポートと販売戦略に

                                                                                                                                               

を占め，業界団体として影響力を保持できなくなったことから，2005 年に解散している．

この状況は現在に至るまで続いており，現在の家電量販業界の動向は，各企業の IR などを

見ることでしか把握できない． 
62) 事実この時期，コジマ（当時は小島電機商会）は東芝の，ケーズデンキ（当時は加藤電

器商会）は松下電器の系列店となっている． 
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注がれた．このような情勢においては，バイイングパワーを有する一部卸商以外は系列化

の手から逃れることは出来ず，秋葉原や日本橋など一部の地域を除けば，家電量販店とい

う業種は存立し得なかった．1965年から70年にかけて，メーカー系列店のシェアは80%

を超えており（野田 1980），当時家電を買うという行為は，系列店より特定のメーカー

の家電を購入するということを意味した．系列店の数はそのまま企業シェアに直結し，家

電販売は極めて安定的なビジネスとなったのである． 

このようなシステムに乗ることによって，系列店は商品の安定供給と，手厚いサポート

を受けることが出来た．しかし一方でこれはメーカーごとに店舗が異なり，また同一商品

同一価格が店舗間においても徹底されているという，きわめていびつな商構造が生み出さ

れたことを意味する（竹濱 1991）．この時期しばしば公取委が家電メーカーに対し是正

命令を出していることは（長谷川 2009: 74），本質的にこのシステムがメーカーと販売

店の共存共栄を図るばかり，消費者の利益を減じるような寡占カルテルを作りあげていた

ことを示唆している． 

 

5.1.2 GMSによる家電販売と家電量販店の誕生 

 このような流れの中，家電量販店，あるいは家電を廉売するGMSが出現することは不

思議ではない．資本蓄積に成功することによって，増床を推し進めていたGMSにとって，

大手メーカーのカルテルに守られた家電は伸びしろのある商材の一つであった． 1964年

に発生したいわゆる「ダイエー・松下戦争」は，その関係性を見る上で象徴的な事件であ

る．松下の値引き許容範囲を超える価格で販売したダイエーに対し，松下電器が商品出荷

を停止したこの事件は，寡占メーカーと革新小売間におけるこの時期の激しい軋轢を表し

ているといえるだろう（矢作 2004: 244）． 

もともとGMSは，大量・現金仕入れによるメーカーからのバックマージンを，値下げ

の原資とすることで販売量を確保していた．一方でこの時期，先述したようにメーカーは

廉売をやめ，系列ネットワークによる価格カルテルを行うことによって，双方の利益を確

保しようとする戦略を取っていた．そのような情勢において，GMSの販売戦略はメーカ

ーから問題視されたのである． 

だが松下電器が公取委の是正勧告にもかかわらず，1971年にわたるまで価格カルテルに

ついての事実を認めなかったため，ダイエーの異議申立てにもかかわらず大手メーカーに

よる価格統制は大きく崩れることはなかった．こうした状況下において1970年にダイエー

は，家電プライベートブランドによるテレビの価格破壊を行い，次いで家電メーカークラ

ウンに資本参加，系列化したものの（矢作 2004: 244），結果的に大手ブランドの壁を崩

すことは出来ず，1983年には傘下の家電メーカーを売却することで，垂直統合の道を断念

している．GMSによる家電販売の改革と価格引き下げは，メーカーの強烈な抵抗によっ

て失敗に終わった．GMSはその後も家電販売においてある程度のポジションこそ堅持し
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たものの，主要なプレイヤーとなることはなかった．家電という商品が高価な耐久消費財

であり，ブランドが非常に強いという性質にあることが，GMSの攻勢を阻んだのである． 

しかしながら一方で，家電メーカーによる流通チャネルの系列化は，明らかに綻びつつ

あった．前述したように家電量販店による定価以下の販売は強烈な抵抗を受けこそしたが，

非系列ルートの卸商が小売に参入する流れは止まらず，またこの問題に対し公取委は，家

電量販企業に有利な裁定を行った．NEBAの前身となる全日本電気大型店経営研究会（全

日電）は1963年に誕生しているが，価格カルテルに対するカラーテレビ不買運動（1970-71

年）によって，家電メーカーが系列店による流通の完全支配を断念したこと，また系列店

チャネルが脆弱なメーカーの受け皿として機能したことによって，NEBA加盟量販店は急

速に成長することになる． 

だがこの時期複数メーカーの卸を兼業することによって独立することが出来た家電量

販企業（中野 1974）は，GMSのようにメーカーとの対決路線ではなく，NEBAのような

業界団体を通じた，メーカーとの正規取引を尊重する協調路線を選んだ．メーカーとして

も，表面上は系列店の利益を犯す存在として等閑視を続けながら，上位メーカーにとって

は系列店では販売できない旧型商品を売りさばく先として，下位メーカーにとっては系列

チャネルの不足を補う先として，これら家電量販店と協力関係を結んでいくようになる

（中野 1974）．このような協力関係の中で，NEBA加盟企業の持つ家電ディスカウンタ

ーとしての側面は急速に薄れていった． 

1970年代以降最大手の松下電器においても，系列店への価格統制とそれに伴う非系列店

への「ヤミ再販」を取りやめたことによって，メーカー各社は増大し続ける一方であった

リベートを大幅に切り下げた．他方家電量販店においても販売管理費が上昇を続けたこと

によって，利益を平均単価引き上げに求めた．このことは，メーカー・量販店双方におい

て過度な価格低下を望まず，協調的路線を取ったことを意味するが，その結果，80年代以

降量販店と系列店において価格はそれほど差がなく，安定的なものとなった．  

この「主力メーカーの正系列店としての小売商と準系列化された量販店の間で，さほど

価格格差がなくなっていく以上の構図は，まさにメーカーが切実に願っていたもので」あ

り（崔 2004: 120），家電量販店が1970年代から80年代にかけて，着実に成長していって

もなお，小売系列店が存続し得た理由であった．系列小売店のシェアは70年代以降一貫し

て下降していったものの，91年時点で35%以上のシェアをなおも有していたのである（崔 

2004: 124）．80年代の保護主義的商業政策の中で，NEBA加盟店同士がお互いの商圏を

侵食せず，競争的環境に身を置かなかったことも，この傾向に拍車をかけた．大都市圏を

商圏とするNEBA加盟量販店と，全国各地にネットワークを有する系列店は，表面上競合

しながらも，実際のところは共存していたのである． 

 まとめると，1950-60年代にかけて市場寡占に成功した家電メーカーは，小売店の多く

を系列店化することで，家電流通チャネルを形成した．しかし一方でそれは，家電流通を
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支配下に置くことによって，価格統制や需要過剰に対応しきれないという課題をはらんで

いた．GMSはこのような情勢下のもと，過剰在庫の横流しを背景とした廉売を敢行する

ことによって，利益を得ようとしたが，メーカーからの強い抵抗に会い，ビジネスモデル

の構築に失敗した．他方同時期に出現した家電量販店は，業界団体を組織し，またGMS

を警戒して過度な廉売を行わないと明言することで，系列店以外の販売チャネルを求めた

メーカーと取引を行うことに成功した． 

こうした状況下において，メーカーは1970年代以降，系列小売商の抵抗にあいながらも，

系列店と非系列店を別口の販売チャネルとして扱うことで，穏やかな価格統制を行おうと

した．一方家電量販店側も販管費の増大と競争相手の喪失によって，廉売よりもサービス

の向上による客単価の向上に活路を求めたため，販売価格は高止まりした．それにより，

系列店のシェアは一貫して低下していったとはいえ，価格競争力をそこまで失うこと無く．

90年代初頭においても大きなシェアを有していたのである． 

しかしながらこのメーカー－量販店－系列店間のビジネスモデルは，量販店/系列店共に

メーカーからのリベートに利益の多くを依存する構造を生み出すこととなり，高止まりす

る販売管理費を削減しようとする動きを阻害した．また大都市中心部の旗艦店の売上に依

存する構造となっていた以上，郊外店の開拓には消極的か，積極的であっても大きな利益

を生み出すには至らなかった．ある種のぬるま湯に浸っていた家電量販業界には，多くの

改善の余地が残されていたのであり，そうした状況下から過去のしがらみに縛られない，

家電ディスカウンターたる「北関東YKK」がその姿を表わすようになるのである． 

 

5.2 「北関東 YKK」の爆発的成長――「安売り」・「ロードサイド」・「物流システム」 

「北関東YKK」の80年代後半から90年代前半における企業規模の拡大は，各種統計デ

ータを見ても著しい物がある．たとえばこの時期特に規模を拡大したコジマについて見て

みると，1986年における売上および店舗数は，それぞれ310億円，45店舗であったが，5

年後の1990年には825億円，131店舗へと急成長を遂げており，これは他の家電量販店と

比して最も高い伸び率である（当該年度の『流通会社年鑑』を参照）．ヤマダ電機，ケー

ズデンキに関しても，売上高はともかくこの時期より店舗数の伸び率は著しく，全国的に

家電量販店のオーバーストアが指摘されるようになる2000年代後半まで，この傾向は続い

たのであった． 

これは，当時売上高および店舗数の停滞に悩んでいたNEBA所属の家電量販企業と対象

的な動向である．1980年代後半，安定成長期のなかで売上高を一貫して伸ばしていたとは

いえ，こうした企業の多くは郊外店の開発と新規ビジネスモデルの作成に苦慮しており，

多くの企業は都心部のビル型店舗にリソースを集中させるとともに，フランチャイズ業の

拡大によって自らの利益を図ろうとしていた.バイイングパワーに伴うメーカーとの交渉

の有利さによって，大手家電量販店と系列店の間には埋めがたいほどの仕入れ値の差異が
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存在しており，その差異を利用したある種の卸売モデルが，企業側にとって有益なものと

して働いていたのである．そうご電器，第一家庭電器，ダイイチ，ベスト電器，マツヤデ

ンキなどの有力NEBA加盟企業は，厳しい商業規制と中心部における系列店主体の商組の

反対運動（『激流』1999.11: 104）に対抗する形で，系列店を取り込んで行きながらその

規模を拡大させていった． 

すなわち，こうした有力企業が当時取っていた戦略は，「中心市街地の旗艦店の売上を

死守しながら」，「直営店はそれほど増やさず」，「規模拡大はフランチャイズの拡大に

よる」というものであった．こうした方策は結果として商圏ごとの有力企業よりによる住

み分けを産み，安定経営の中で業態の刷新を生まなかったことは先述したとおりである．

そしてその後生じた1991年のバブル崩壊は，安定成長を甘受していたこうした家電量販企

業にとって大きな試練となるとともに，「北関東YKK」にその座を譲る第一歩となった．

「中心市街地には積極的に出店せず」，「直営店を中心に運営し」，「積極的な店舗拡大

を郊外中心にはかる」というビジネスモデルが，長い構造不況の中で家電量販店の王道と

して現れてくるのである． 

本節ではこうしたビジネスモデルを「北関東YKK」を運営する経営者がいかにして獲得

していったのかを，彼ら自身のインタビューなどによる語りや，当時の文献などから同定

するとともに，それが「ロードサイド」の生起といかに呼応したものだったのかを論じた

い． 

 

5.2.1 安さという資源/「安売り」という施策 

「北関東YKK」は3企業とも，メーカーの系列店から出発している．ヤマダ電機は前橋

の町外れ――都心部と郊外の遷移地帯――，コジマは宇都宮中心部の商店街，ケーズデンキ

は水戸中心部に程近い住宅街に店を構える，典型的な小規模小売店であり，それぞれ松下，

日立，松下の系列店であった．1980年代趨勢を誇ったNEBA加盟企業の多くが，広域卸売

業や，電気街の小売業からスタートしていることを考えると，この端緒は特異である．事

実，「北関東YKK」が店舗拡大を積極的に推し進めるようになるのは80年代後半になっ

てからであり，ヤマダ電機に至っては法人化も83年と，全国の家電量販企業の中でも最も

後発に位置している63)．その意味において，彼らを取り巻く環境は，決して良好なもので

はなかった．多数のライバルが，すでに日本全国に存在していたのである． 

彼らが乏しい資本の中で，後発ながら自らの地位を死守することができたのはなぜだろ

うか．第一に，当時の家電有力企業の分布偏差が考えられる．80年代，全国津々浦々に

                                                 
63) ヤマダ電機の創業は 1973 年であり，法人化は 83 年．コジマの創業は 1955 年であり，

郊外チェーン化を積極的にすすめるようになったのは 78 年．ケーズデンキの創業は 1947

年だが，株式会社化しチェーンストア化するようになったのは 1972 年である．また，それ

ぞれ急激なチェーンストア立地を郊外で果たすようになるのは，1980 年代後半以降である． 
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NEBA加盟企業が存在していたが，有力企業の多くは西日本に固まっていた．当時彼らに

影響を及ぼしうる立場にあった企業は，その殆どが北関東に未進出であり，ゆえにその初

期拡大段階において，強力な阻害が生じ得なかったのである．ベスト電器社長の北田光男

による「向こう〔東日本〕は隙間が多い．だから横紙破りの新興勢力が台頭してくる．」

（坂上 2014: 319）といった発言や，ヤマダ電機社長の「〔前橋には〕当初，競争相手に

なりそうな地域店，量販店がなかった」（『週刊ダイヤモンド』2008.6.21: 57）という回

顧はそのことをよく表しているが，いずれにせよこうした環境要因は，「北関東YKK」と

いう新興小売企業であっても，様々な施策を打つことが出来るという状況を作り上げた． 

第二に，2章で論じたような1980年代の安定成長と強力な商規制の存在が，小売業の寡

占化を防ぐものとして機能した．1979年の第二次石油ショック以降，日本経済は急激に立

ち直るとともに，エレクトロニクス産業や機械組立産業へのシフトが進んだ．こうした状

況において，減産・工場合理化に伴う不況にあえいだ臨海工業地帯とは対照的に，北関東

地域は既存産業が概ね好調であり，工業団地の新規開拓を求める声が相次いだ．つまり，

本地域においては雇用情勢に特段の厳しさは見られず，また周辺農村部から地方中核都市

への人口流入も止まる気配を見せなかったのである．折しも首都圏が過密さを極める中で，

周縁部への人口流出が止まらなかったこともこの傾向に拍車をかけたと言えるが，1980

年代，北関東地域は相対的に見て繁栄を謳歌したのであった． 

そしてこのような安定した需要を背景としながらも，大規模店・県外資本を規制する商

規制は強まりを見せたことによって，地場小売企業はそのビジネスモデルを確立する以前

に，資本力の差異による不毛な競争を強いられることがなかった．つまり，この時期北関

東においては，地場企業が強い保護規制化に置かれながら，その業績を伸ばすことが可能

な条件が整っていたのである． 

このことは有力な企業が存在せず，GMSによる販売施策が頓挫しつつあった家電量販

業界においてはなおのことであった．70年代の都市部量販店拡大の影響をほとんど受けな

いまま，当地域では系列店が一定の影響力を保っており，「地域に密着した小さな電器店

が……メーカー希望小売価格か，それより少し安い価格で家電製品を」（『日経ベンチャ

ー』2000.3: 92 コジマ社長へのインタビュー）販売するという形態が一般的だったのだ． 

しかしながらこのことは，「北関東YKK」が安穏のままに業績を伸ばせたということを

意味しない．むしろ特定企業の寡占化が生じておらず，中小企業に利があるような地域商

業構造は，業績の上昇を望む小売企業同士の熾烈な競争を生み出したのである．特に家電

量販企業の場合，それは「安売り」という形をとって現れた． 

 

〔ライバルから価格カルテルの打診を受けた後〕うちは安売りで伸びていきました．

N電機〔当時栃木で一番手だったヌマニウ電機〕に価格で負ける訳にはいきません…

…こんな調子で値引き合戦が勃発したんです……N電機との価格競争で，うちも随分
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と鍛えられました．（『日経ベンチャー』2000.2: 86 コジマ社長へのインタビュー） 

 

安さを売り物にした店が売上を伸ばし，次々に登場してきた……それらとの競合に

より……お客さんを奪われるようになってしまった．だから，それによって起こった

客離れを食い止め，お客さんを取り戻すためにはどうしたらよいのか考えざるを得な

かった．つまりは当方も安さ，ロープライスを前面に押し出して商品，販促とも変え

ていかなければ，お客さんは戻ってきませんでした．（『向上の電化』1995.2: 17 ヤ

マダ電機社長へのインタビュー） 

 

北関東の家電量販界に「安売り」という経営資源を持ち込んだのは，コジマであると言

われる（『向上の電化』1986.6: 12）．日立による系列店への統制が比較的緩い（坂上 2014: 

317）ことから，比較的初期から混売店（複数のメーカー品を同列に扱う家電小売店のこ

と．基本的には量販店と相似だが，こちらの場合は経営規模としては一般的な系列店と同

程度のものを指すケースが多い．）として商いを行っていたコジマにとって，メーカーか

らの厳しい価格均衡を求める声や，地元同業種商組からの抗議はその経営方針を萎縮させ

るものにならず，むしろそれを先鋭化させるものとして働いた．「安売りすれば，お客さ

んは必ずくる」（『日経ベンチャー』2000.2: 86）という経営思想は，事実として消費者

の支持を集めるとともに，その規模をしだいに大きくしていく原資となったのである． 

ここで重要なのは，「安売り」という経営上の施策は，単にその企業の価値を上げるだ

けにとどまらず，周囲の企業にも波及する性質のものであったということである．メーカ

ーによる強い価格統制が存在し，そもそも「メーカー希望小売価格でも売れる」（『日経

ベンチャー』2000.2: 86）という時代情勢において，「安売り」という言葉が持つ響きは，

少なくとも今現在とは大きく異なっていた．しかもその他の差別化要因――出張修理サー

ビスや長期間の保証，手厚い接客など――と異なり，「安売り」という手法は比較が容易

であり，またその効果もすぐに反映されるものであった． 

ゆえに，コジマを発端とする形で北関東においては，「安売り」という施策が浸透して

いくとともに，次第にその激しさを増していくようになる．というのも家電というどこで

購入しても原則としては同一の商品を扱う以上，「企業間の戦いになった場合，絶対的な

優位性は価格にしか無い」（『商業界』1996.10: 170 ヤマダ電機社長の発言）ため，最

終的にその顧客争奪競争は，絶え間ない価格の競争を生み出すからだ． 

 

うちは金沢にも店を出しているけれどもその頃，向こうの量販店の中には当社の値

段より1%安くしてお客さんに商品を販売するというところが現れた．いわゆる価格

101%保証ですよ．早速，うちも103%で対抗させてもらった……さらにどこかが105%

をやるでしょうし，110%もいつかは出てくるに違いない（『向上の電化』1995.2: 17 
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ヤマダ電機社長へのインタビュー）． 

 

「安売り」が連鎖的に企業間で繰り広げられるようになるのは，あらゆる小売業界と同

様に，家電量販業界においても企業の持つバイイングパワーが，メーカーとの価格交渉に

おいて非常に強い力を持つからでもある．安売りによってバイイングパワーを確保した小

売企業は，たとえ安売りがメーカーにとって嫌悪されるにせよ，一定の影響力を持つと同

時に，仕入れ値の引き下げを要求することが出来る．またメーカーの傘下にある卸売会社

としても，たとえ従順でないにせよ多大なバイイングパワーを持ち，自社の在庫回転率の

向上に役立つ安売り企業は，無視できない存在である． 

ゆえに安売りは，たとえ他社との摩擦を引き起こすとしても，メーカーとのコネクショ

ンを保ち，また利益を確保するための源泉として機能する．だからこそ，家電量販企業は

一度安売りに投げ込まれると，たとえ不利な条件であってもその中で戦わざるをえなくな

るとともに，その厳しい環境の中で自らの利益を確保するよう，経営効率の改善に絶えず

動いていなければならなくなる．「安売り」は波及的であると同時に，安く売るための仕

組みを作り出す動因として機能する． 

この意味において，「商品を高く仕入れても，ライバル店が1台売るところを3台売って

粗利額で稼げばいい……販社は独立採算ですから，メーカーがいくら『ヤマダに売るな』

と言っても，商品は自然とこちらに流れてきます．」（『日経情報ストラテジー』2000.12: 

24 ヤマダ電機社長へのインタビュー）といったような意見は，家電量販企業が置かれて

いるアンビバレントな立ち位置をよく表している．つまり，安く売るという経営戦略はあ

る種強制される他律的なものであるが，一方でその戦略によってのみ，彼らの経営施策の

自律性もまた確保されうるのである． 

 

5.2.2 「ロードサイド」と多店舗展開――店舗の大型化と規格化 

「安売り」という施策がもたらす他律性と自律性は，店舗展開にも現れる．というのも，

先述したように，「安売り」はバイイングパワーを確保するための戦略として採用される

が，その効率化の過程の中で，いきおい多店舗展開が求められるからである． 

 

N電機との価格競争が始まった73年頃，当社は宇都宮市内に3店を構えるだけでし

た．一方，N電機の店舗数は7店に達していました．店舗数が少ないと，どうしても

価格競争では不利になります……N電機との価格競争に勝つためには，どうしても店

舗数を増やさなければなりませんでした．（『日経ベンチャー』2000.3: 92 コジマ社

長へのインタビュー） 

 

安売りを絶えず行いながら経営を持続させていくという行為は，地元密着型の企業経営
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から離れ，絶え間ない企業規模拡大のただ中に自らを放り込むということを意味する．安

売りを支えるものがメーカーに対するバイイングパワーの誇示であると同時に，そのバイ

イングパワーを支えるものが安売りである以上，このサイクルを絶えず回していくことが

求められるのである．企業規模の拡大に伴う多店舗展開は，この点において必須のものと

なった． 

そして，このような店舗の大量展開に適した場所は，北関東ほどの市街地密度では，市

内中心部においてはそれほど多くはない．必然的にその店舗展開は，3章にて見てきたよ

うな，先進的小売企業による「ロードサイド」の創出と類似のプロセスをたどる．「北関

東YKK」においては，この時期自動車利用を前提とした郊外型店舗に基づいたビジネスモ

デルが次々と打ちだされていくようになるが，それはペガサスクラブのチェーンストア理

論と類似のイデオロギーを有するようになっていくのだ64)．「店舗の寿命は10年だと考え

る……はじめに店舗ありきの発想ではいけない．はじめにマーケットありきで，変化に対

応して店を変えていかなければならない．」（『激流』1998.6: 106）というヤマダ電機社

長のステートメントは，その後問題となった郊外型大規模店舗のビルドアンドスクラップ

による商業構造の絶え間ない変化を暗喩していると言えるが，こうした彼らの新しい事業

形態の追求は，「安売り」という施策を維持するために必要な物だったのである． 

こうした「ロードサイド」の発見と，企業規模拡大の圧力の只中にて，「北関東YKK」

はいずれも郊外へ積極的な店舗展開を開始するとともに，その企業規模を急激に拡大させ

ていく．先述したように，1980年代後半から90年代前半にかけて，バブル景気による銀

行貸出資金の剰余という側面も合わさりながら，これら企業は「国道などの幹線道路に面

していて，駐車設備を十分に備えた店」（『商業界』1998.3: 184）を次々と作り上げてい

った．それは当時の業界誌での記者座談会で，語り草の一つになるほどであった． 

 

小島電機の台頭も物凄いの一語に尽きる．ピッチが早過ぎる……/金余り現象だから

資金は問題無いだろうが，問題は人だ．マネージャーも店長も要る．そう簡単に育つ

ものではない．/店舗は郊外の国道沿いに，皆同じスタイルの店だから，全店自前店舗

だろうが，人材はほかから引き抜いているのではないか……/いずれにしても驚異的な

伸びだ……/小島電機は業界で喧嘩しながらも伸びてきている（『向上の電化』1989.12: 

16-17）． 

 

こうした企業の実践から見て取ることが出来るのは，「安売り」と「ロードサイド」の

相互作用性である．「安く売る」という行為は，今まで述べてきたように単なる企業の方

                                                 
64) 「北関東 YKK」のうち，ケーズデンキはペガサスクラブに加盟していた（渥美 2004: 

166-167）．また，コジマとヤマダ電機は加盟こそしていなかったが，1980 年代，この三社

同士で経営ノウハウを共有していたという記述が度々見られる（坂上 2014: 357 など）． 
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針にとどまるものではなく，他社に波及するものであると同時に，自社の経営方針を常に

変革させることを強いるものであった．こうした過程の中で，さらなる安売りを実現する

べく，販売管理費の削減を求める動きが「北関東YKK」の中で激化する．そしてその動き

の一つがロードサイドにおける店舗規格の統一化であり，500㎡ギリギリの店舗面積に類

似の販売構成を持つ店舗をつくり上げることであった．「ロードサイド」に適した空間が

統治連合の都市開発に伴い潤沢に供給されたことによって，彼らの徹底した「安売り」を

軸とした実践は，既存の都市構造を無視した商業重心の移動を産み出したのである． 

 

主に出店したのは，売り場面積が500平方メートルに満たない小型店でした．この

小型店は，出店費用が一店当たり1億5000万円くらいで済みました．小型店に力を入

れたのは，当時の大規模店舗小売法（大店法）では，売り場面積が500平方メートル

を超えると，煩雑な手続きが必要だったためです．（『日経ベンチャー』2000.4: 104 

コジマ社長に対するインタビュー） 

 

 大店法の改正・廃止などの影響によって，時代を経るにつれその面積は拡大の一途を辿

ったとはいえ，彼らが取った戦略は一貫して規格化された大型店舗の「ロードサイド」へ

の立地であった．それは「安売り」という経営資源に，自らの立ち位置を求め，それを頼

りに事業規模を拡大させようとする各々の企業にとって不可避の戦略だった．というのも

原則として店舗の売上は店舗面積に比例する65)とともに，その地域の一番店（売上がその

地域内で一番の店舗）となることが，家電量販業界の中で生き残る上で必須のものとして

見做されていたからである．しかしそれは同時に，彼らが「ロードサイド」という新しく

創造された消費空間の中で，激しく戦わねばならなかったということを意味する．ここで

もやはり，「安売り」という施策が産み出す経営施策の自律性は，激しい競争によって彼

らを縛る他律性にもなっているのである． 

であるからにして，NEBAに所属する家電量販企業が，お互いの商圏を侵犯せずに住み

分けを自覚的に行う傾向があったのに対し（『実業界』1996.7: 26-27），「北関東YKK」

のうち，特にコジマとヤマダ電機が互いの商圏を厭わず店舗の立地を行ったことは，この

時期ロードサイドという空間が商業地として急速に立ち上がったことと，パラレルな事象

なのである．「安売り」を貫徹するためには，企業規模拡大のために店舗を次々と開店せ

ねばならず，そしてその理想的候補地として「ロードサイド」が選択される．その空間に

はそれまで積み上げられてきた地元小売商の歴史もなく，統治連合による拡大の欲望のみ

                                                 
65) 「カトーデンキを例に取ると売り場面積約 500 平方メートルの店舗の場合，店長を含め

て 6 人いるが，倍の 1000 平方メートルになっても，1 人か 2 人しか増やさない方針だ．そ

れでいて，倍の面積になれば，売り上げは確実に 1.5 倍に増えるというのだ．」（『週刊ポス

ト』1996.9.13: 224） 
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が充満しているがゆえに，彼らの奔放な店舗立地も許容される．急激な店舗数の拡大を支

えたのは，誰しもがそこで商業を行うことが可能であるという「ロードサイド」が持つ競

争性である． 

よって「郊外型店は，品揃え，価格，駐車場（アクセスの良さ）の3点において，中心

商店街に比べて優位」（『週刊TSR情報臨時増刊号：‘92ぐんま経済ガイドブック』

1992.10.23: 3）となったことは決して必然的なものではない．そこには「安売り」という

施策が周囲に伝搬するとともに，その施策を実現する過程で様々な企業努力が強いられる

ことによって「ロードサイド」がより価値――安さという価値――を孕むようになるという

プロセスが存在する．そして「中心商店街対郊外型店という競争の図式は完全に消えた．

大店法の出店規制緩和で，これからは郊外型店他郊外型店の生き残りをかけた競争が本格

化する」（『週刊TSR情報臨時増刊号：‘92ぐんま経済ガイドブック』1992.10.23: 3 紳士

服量販店店長へのインタビュー）といったような小売企業の意見が出てくる背景には，こ

うした競争の激化が通底しているのである． 

 

5.2.3 「物流システム」の IT化――店舗/人員管理のテクノロジー 

 ここで次に検討せねばならないのは，こうした急拡大を支えたテクノロジーの存在であ

る．当然のことではあるが，「安売り」は様々な時期，様々な地域において普遍的に見ら

れた戦略であったし，それは「ロードサイド」だけで行われたものではない．この両者が

関係を取り結び，なおかつ企業の爆発的拡大を産み出す資材となり得た要因を分析するた

めには，そこにこの時期急激に普及してきた物流システムを取り巻く環境の変化を指摘せ

ねばならないのである． 

 しかしその前に，ヤマダ電機社長である山田昇が，系列店から量販店へと舵を切るに至

ったあるエピソードの紹介から始めたい．というのも，このエピソードが本項の主張であ

る，物流システムの変革が企業体制の急拡大を支えたということを説明する端緒として有

用であると思われるからである． 

 

順調に見えたヤマダ電機の経営に陰りが見え始めるのは，1980年代に入った頃から

である．信頼して支店を任せていた優秀な店員が，次々とヤマダ電機をやめて独立し，

自分の店を構えるようになったのである……本店の商売に忙しい山田には，支店を回

って店員を教育し，幹部を育成する余裕はなかった……自分の目が届く本店だけを残

し，支店はすべて手放すことにした……各支店が抱えていた在庫は，すべて本店に集

められたため，本店内は家電製品で溢れかえることとなった．（立石 2008: 28-29） 

 

 この在庫の処理に苦慮した山田は，結果として在庫品の「安売り」を行い，成功をおさ

めたことによって，訪問販売を主力とした系列店から，量販店への転換を決意する．しか
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しながらこの帰結は，ただ「安売り」の魔力を説明するにとどまらない． 

 ヤマダ電機の系列店としての成長を拒んだものが何か，考えてみよう．第一にそれは，

つきまとう人材流失のリスクである．系列店における，訪問販売を主力とした販売施策を

成り立たせるものは，属人的な訪問者の営業能力である．ゆえに，企業の持続的な成長を

鑑みた際，こうした経営モデルは従業員を自企業に留める強いインセンティブが無い限り，

限界が存在する．特に，その後量販店となったヤマダ電機が行ったような，一年間に数十

店舗を全国各地に出店していくような施策を取ることは，教育コストが高止まりすること

も合わせれば，ほぼ不可能といえる． 

 第二に，経営の意思疎通を効率化するシステムの困難性である．人材資源に乏しく，ま

た確固たる組織形態を持たない中小企業においては，当然ながら経営者の決定が経営プロ

セスの大半を占める．しかしそうした手法による経営を何の手助けもなしに行うことは，

上記の引用にも明らかであるように不可能である．在庫管理にせよ，あるいは人材育成に

せよ，これらを適切な方策で行いながら企業を維持し拡大していくためには，堅固な組織

構成と優秀な人材の確保が要請される．しかしその双方とも，資本を持たず人材にも乏し

い中小企業においては獲得することが難しいものである． 

 こうした問題から伺えるのは，中小小売企業における企業拡大の困難性である．人材育

成の困難性と社員の離職リスクは，経営者の資質以外の特別なリソースを持たない中小企

業経営において，その拡大を阻む要因として働く．多店舗展開に伴う業容の拡大のために

は，経営者の意思決定を高速化するとともに，それを企業全体に押し拡げるような仕組み

が求められ，そしてその施策を最も効率よく運用するような経営方針が必要となるが，そ

このような要件を満たす経営を行うことは，少なくとも1980年代以前難しかったのだ． 

 しかし，1980年代以降急速に浸透したIT技術が，卸売小売業の中枢にも侵入してくるに

従い，この問題に対する解決の糸口が潤び始める．「安売り」と「物流システムのIT化」

は，経営者の意思決定を打通し，企業拡大の可能性を産み出す施策として，有機的に連関

するようになるのである． 

 

ただ安いだけで増客をはかっても，採算がとれる仕組みでなければ会社がパンクし

てしまうということですよ．値段で勝負していくにしても，それでやっていける新し

い経営システムを構築する必要があった．このため，思い切ってコンピューターを導

入し受発注から物流，商品管理，そのほか販売管理に至るまで自動化を進めてコスト

を引き下げていく決意をした．業界を先取りする形で，1年半をかけてやっと去年そ

のシステムの本格運用に目処をつけることが出来たが，それによって経営戦略もいろ

いろ手が打てるようになったというわけです．（『向上の電化』1995.2: 18 ヤマダ電

機社長へのインタビュー） 
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 量販店にその形態を衣替えした後，ヤマダ電機は群馬で独占的シェアを手に入れたが，

先述した1980年代後半におけるコジマの進出によって経営危機に陥る．そうした状況性に

おいてヤマダ電機社長が選んだ道は，今までも取り入れていたPOSの刷新に伴う先進的な

在庫管理システムの導入と，それを原資とした対抗実践としての「安売り」であった．こ

の時期ヤマダ電機のみならず，「北関東YKK」においては積極的な物流システムへの投資

が行われるが，それが結果的に彼らの安売りを支えるようになる． 

 POSに代表される先進的物流システムの導入は，なぜ「安売り」に結びつくのか．第一

に，それが販売管理費に代表される中間コストを削減するとともに，需要ニーズをつかみ，

適切な在庫管理を行うためのツールとして機能するからであると指摘できる．それまでの

店に備え付けられた帳簿によるアナログな管理から，本部に備えられたコンピューターサ

ーバーによって集中的に処理されるという物流システムの変化により，顧客購買データは

それまでとは異なる価値を放ち始める66)． 

 

〔コジマによる優れた施策の一つが〕90年に始めたPOSによる単品管理だ．販売し

た商品一つ一つについて，どの時期に，どの店で，いくらで何が売れているかを把握

することによって売れ筋をつかむとともに，単品毎ごとの利益も把握できるようにな

った……きめ細やかな販売体制が築けるようになり，今日のコジマの地位は，ここで

決まったと言っても過言ではないだろう．〔当時専務でコジマ創業者の息子である〕

章利が続ける．「90年から94年くらいにかけて，売上が約10倍になりましたが，本

社のスタッフ数は2割程度しか増えていません．」．（『読売ウイークリィ』2001.8.5: 

84） 

 

 当時急速に進歩していたPOSは，当初の目的であったレジスターの代用という役割を越

え，バーコードによる品目の集中管理，売れ筋の確認，店舗ごとの差異などを本部で一括

して確認できる体制を作り上げるのに寄与するようになる．またこうした物流システムの

導入は，販売ボリュームの増大を担う計画の策定が容易になるとともに，メーカーに対す

るバイイングパワーを示す際の材料ともなった．その後「北関東YKK」は，メーカー傘下

                                                 
66) POSは今や私たちが日常的に接する小売店において当たり前のように用いられているが，

そうではなかった時代の物流管理の煩雑さについては，以下の坂上（2014）の記述を参照

のこと．「POS が出てくる前の商品管理は，手書きの売上伝票の世界である．当時，一般的

だったものは，カーボンが入った 4 枚綴りの伝票だ．売価を問わず，1 万円の商品を売って

も，100 円の品物を売っても，それを全部，手書きしていた時代だ．従業員は毎日，自分が

記入した売上伝票をもとに売上日報を書き，管理者が従業員の売上日報に目を通し，集計

して各店の在庫状況を把握するというのが POS が出てくる前の商品管理作業だ．商品管理

に欠かせないデータとはいえ，店舗数が増えると集計作業は膨れ上がる．業種を問わず，

大半の小売業は膨大な作業に耐え切れず断念．商品管理在庫管理が荒れ果てるというのが

そのころの最大公約数だろう．」（坂上 2014: 356-357） 
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の卸売企業を介すること無しに，メーカーとの直接取引や，独自の物流システムを形成す

るようになるが，その背景にはこうした販売情報の精緻化に伴う，力関係のパワーシフト

が存在した（中嶋 2008: 196）．「安売り」を可能とさせる条件の一つである家電量販店

とメーカーの力関係の逆転において，販売管理システムの整備は不可欠のものであったの

だ．つまり，こうしたテクノロジーの貫入によって始めて，店舗ごとの細かな差異と商品

ジャンルの力関係が可視化されるとともに，在庫回転率の上昇や返品率の低下という，流

通コストの逓減が可能となったのである．そしてそれは「安売り」において最も障害とな

る，管理部門の人員削減にも寄与するため，販売ボリュームの急増に伴う販売管理費比率

の上昇という，当時ディスカウントストアにおいてよく見られた現象を防ぐ方策としても

機能したのだ． 

 第二に，こうした物流システムの整備より可能となる，経営施策の効果が指摘できる．

特に，ヤマダ電機がその拡大過程において取った店舗・人員管理の諸施策は，前述したエ

ピソードと対比させるとき，人材に乏しい中小企業が急成長を遂げるに至る背景を描出し

ている． 

 

店舗に設置されたカメラは万引きを企てる来訪者を監視するためだけでなく，内部

の従業員を管理するためにも使われている．すべてのカメラは前橋市にあるヤマダ本

社の一室から，その映像をリアルタイムに閲覧することが出来る……店長が従業員の

業務を管理するための情報システム「OPEN PSS」がヤマダの各店舗で稼働している

……このシステム上では個性や意欲といった定性的な情報は排除され，従業員を「ど

のような業務を」「どれだけの効率で達成できるか」という基準によって数値化する

……OPEN PSSによる業務管理の定量化，精緻な業務マニュアルによる工程の“見え

る化”，テレビ会議システムによる情報伝達経路の一本化と明確化……ヤマダが築き

上げてきた経営システムの発想は，およそ流通業というよりも製造業のそれに近い．

（『日経ビジネス』2007.8.6-13: 55-56 下線引用者） 

 

 小売業は元来，人材の流動が激しく，退職率も他の産業に比して比較的高い業種であり，

長期の人材育成が難しいという側面がある．ゆえに重要となるのは，優れた人材を継続的

に教育していき，その質の高さによって利益を稼ぎだすのではなく，どのような人材であ

っても一定の利益を稼ぎだし，それを継続していけるようなビジネスモデルをつくり上げ

ることであった．その意味において，「安売り」はその成長の源泉を人ではなく，物流シ

ステムのほうに求めることができるという点において，人材に乏しい企業が急拡大してい

くにあたって優れたモデルを提供したのである． 

特にそれは，店のブランドと商品のブランドが徹底的に乖離しているがゆえに，どこで

買っても同じという性質が絶えずつきまとう家電量販店においてはなおさらであっただ
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ろう．「家電量販ビジネスというのは，徹底したCS〔消費者へのサービス〕，徹底した

安さの両立は難し」く（『週刊ダイヤモンド』2008.6.21: 59 ヤマダ電機社長へのインタ

ビュー），拡大のためには後者を優先していく必要性のある業種なのである．ゆえにその

過程において人員の扱いはマニュアル的なものとなり，それまで小売業の大半をなしてい

た．非成文的なノウハウは姿を消していかざるを得ない．バブル崩壊とともにそれまで日

本労働市場の中核をなしていた工場従事者が減少する中で，その雇用を埋めたのは小売業

界であったが，その受け皿となった小売企業の管理体制は，皮肉にも多分に工場管理の体

制を色濃く――意図的な形で――残したものであったのだ．こうした状況下において，家電

量販店の販売員は，秋葉原全盛期において見られたような，熟練した店員とフリーの販促

員から構成されるものではなくなり，1年間に1000人規模の大量採用によって確保された

経験が浅い新卒社員と，メーカーが雇用するヘルパー67)によって成り立つものになってい

った．そしてその量販店が立地する場所は，古い因習が強く作用する中心市街地から離れ

ているがゆえに，自由な活動が可能な「ロードサイド」であった．  

 ゆえに，この時期事業規模の急拡大に成功した家電量販店が，「ロードサイド」にて「安

売り」を追求し，「物流システムに投資を惜しまない」企業であったことは必然であった

といえる．彼らが己の存続をかけ拡大を望む以上，取りうる戦略は「高度な物流システム」

に支えられた「安売り」を，放埒な立地が可能な「ロードサイド」舞台に繰り広げること

だったのである． 

 

5.3 消費様式の質的変化――「安売り」と「ロードサイド」の相互連関 

 前節では，「北関東YKK」の急拡大の要因を，「安売り」と「ロードサイド」，そして

「物流システム」という次元から説明した．「安売り」という企業施策はその性質上，競

合企業間において伝搬するという性質を持ち，その過程の中で安売りを実現するための企

業努力が様々な形でとられる．その中でも特にバイイングパワーの確保は，彼らの戦略に

おいて極めて重要なものであったがゆえに，「ロードサイド」への多店舗展開が同時代的

に企業によって盛んに行われた．結果としてそれは「安売り」をめぐる激しい競争が「ロ

ードサイド」で生じ，「ロードサイド」が家電購入において支配的な場所になるという帰

結を生み出した． 

そしてこうした急激な小売業の拡大を支えたのは，POSに代表されるIT技術の導入に伴

う在庫管理の効率化であり，またそれに付随した家電量販企業による物流システムの整備

であった．家電販売における非成文的なノウハウは姿を消し，小売販売にある種のオート

メーション化の波が訪れたことによって，それまでであれば挫折したような，非常識なま

                                                 
67) 特定メーカーの商品の販促を行う社員．多くの場合その義務はないにもかかわらず，店

全体の棚卸しや雑務も負わされており，家電量販企業にとって貴重な労働力と見なされて

いた（立石 2008）． 
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での企業規模の拡大が可能となったのである．ゆえに1980年代から，90年代にかけて，

こうした小売業の構造転換が生じうる諸条件が様々な文脈から整備されたことによって，

「北関東YKK」の爆発的な拡大という家電販売の構造変化が生じたと論じることが出来る． 

 しかしこの構造変化は，業界構造・企業立地の変化のみを指し示しているのではない．

また今まで概述してきた「激しい競争」は，単純に企業同士がある商品の価格をめぐって

競争するという性質のものにとどまらない．そこで生じているのは，安さそのものの追求

だけではなく，安さという表象をめぐって争われる企業イメージの生産であった．つまり，

安さという概念がモノそれ自体の安さから遊離し，消費社会の変化を促していくプロセス

が，彼らの競争より見いだされるのである． 

 本節では以上の観点より，安さをめぐる実践の代表例として，「YKK戦争」と呼ばれた

「北関東YKK」による「安売り」を取り上げる．具体的には，まずこの行為がいかにして

成立したのかを論じるとともに，彼らの「安売り」がどのような形態でなされたのか，そ

してそれがマスメディアによっていかに表象されたのかを論じる．そしてそののち，この

販売行為が綿密な在庫管理と他社価格調査によるフレキシブルな価格設定に依拠してい

たことを示し，安さという概念をめぐる企業側の実践とその意味を分析する．  

 

5.3.1 「YKK戦争」の勃発――「安売り」の応酬とその表象 

 今まで記述してきたように，「ロードサイド」への大量出店は，家電量販企業の競争激

化を産み出すとともに，商品の絶対的安さを武器にしてきたこれら企業同士の安さを衝突

させることにもなった．彼らの安さはあくまでもそのバイイングパワーによる仕入れコス

トの引き下げや，販売管理費の削減に帰結する様々な企業努力によって成り立っているも

のであり，その優位性は系列店やNEBA加盟量販店に対しては明らかであっても，「北関

東YKK」やいせや電機デンター68)などのディスカウンター集団の中では決して明瞭なもの

ではなかった．事実，1990年代中盤の「北関東YKK」における売上高比販売管理費率と

損益分岐点率はおおむね拮抗しており，彼らの「安売り」に向けられる原資には，それほ

どの違いがなかったのである（『週刊ダイヤモンド』1998.5.16: 30）． 

 しかしながらこのことは，彼らが他のNEBA加盟企業のように安さに関しては妥結し，

その他のサービスを伸ばしていく方に向かわせたかというと，そうではなかった．むしろ

この限られた経営資源の中で，彼らは自らの安さをあらん限り誇示する様々なキャンペー

ンに売って出て行ったのである．そのキャンペーンが極限に達し，相互間における安さの

誇示が誰の目にも明らかになった時，それは「YKK戦争」とメディアによって呼称された，

今となっては非常識に感じるほどの「安売り」の応酬をもたらした． 

 

                                                 
68) 現ベイシア電器．群馬県を出自とする日本有数の小売企業であるベイシアグループの中

核企業． 
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14インチのカラーTVが1万5000円といえば破格の値段だ．ところがYKK戦争では，

さらにこの値から15回にわたる値引き合戦が繰り広げられた……ついに80円となり，

最後に「もういいや，1円なら負けないだろう」と，今年初めに先着30人の“1円カラ

ーTV”の販売に踏み切ったのだ．（『週刊ポスト』1996.9.13: 223-224） 

 

ヤマダ電機がライバルであるコジマの本拠地，宇都宮市に，市内でも最大級の家電

専門店テックランド宇都宮東店をオープン．その際，国内メーカーのパソコンを，オ

ープンから4日間，30～50台限定で1円で販売すると触込んだため，店の前には大行

列が出来た．いきなり強烈な殴り込みを掛けられたコジマも地元の意地から，3日間

に亘り，テレビやラジカセなどを日替わりで80円で売り出す対抗策に出た．（『実業

界』1998.12: 53） 

 

これらの安売りは，「ご縁商法（一部の家電を5円で販売するセール）」や「1円セール」，

あるいは「来場者への金券受け渡し」といった様々な手法によって行われた．一般には店

舗開店時の特別セールとして行われたが，多くの場合，近隣に立地する「北関東YKK」の

店舗においても，対抗としての安売りが行われていた．すなわち，機会があるごとに一部

の商品を原価割れで売り出し，それを撒き餌にすることで，自店舗の優位性を確保しよう

と言う戦術が競合企業間で繰り広げられたのである． 

もちろんこのような非常識な販売手法は，他企業の非難をもたらすとともに，様々な余

波を生み出した．具体的にそれは群馬電機商組（群馬県における系列店の業種組合）によ

る抗議運動や店頭パトロールであり，公正取引委員会からの是正指導であったが，いずれ

にせよ「北関東YKK」の活動は「あまりにも異常」（『向上の電化』1996.4: 13 全国電

気商業組合連合会会長の発言）な販売手法であるとみなされていた．しかし激しさを増す

競争に駆り立てられる中で，「北関東YKK」は「安売り」をやめようとはしなかった． 

 

2年前は全店のうち半分をスクラップにしようかと考えていたぐらいなんですよ．

すなわち，採算が合わない……かつては相当売っていたのに採算が落ちていた店もあ

った……結局，周りの店との競合でだめになっていった店がほとんどだった．だった

ら，今いった価格重視という戦略の中で増客を図ろうというのも当然の選択でしょう．

うちとしてはそれをやるかどうか，右か左かの選択しかなかったということです……

おそらく，どこの店だって同じ立場に立たされたらやってくると思いますよ．ほかを

かまう余裕なんてなかったんですから．（『向上の電化』1995.2: 19 ヤマダ電機社長

へのインタビュー） 

 

彼らのあくなき「安売り」の原動力は，先述したような「安売り」それ自体の波及性に
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ある．「安売り」という施策が「ロードサイド」の拡大という都市空間の構造転換と噛み

合うとき，その施策は単にある量販店を資するのみにとどまらず，他の店舗にも影響をあ

たえるものとして機能するのである．他社の「安売り」は自社の脅威であり，ゆえにどの

ような手段を用いても，彼らは「安売り」を履行していくしか無い． 

ところで，こうした彼らの安さをめぐる応酬は，販売価格のダンピングを生み出し，一

見彼らの体力を減衰させるようにも思える．事実，この騒動の最中，ヤマダ電機に対する

インタビューで，インタビュアーは類似の質問を投げかけている（『向上の電化』1995.2: 

17 ヤマダ電機社長へのインタビュー）．しかし，こうした憂慮とは対照的に，これらの

企業は業績を伸ばしていく． 

 

ここで意外なのは，この3者〔ヤマダ電機・コジマ・いせや電機センター〕にとっ

て度を越しているとも思える値引き合戦に拍車がかかればかかるほど単価ダウンに

もかかわらず売上もうなぎのぼりに伸び，経営も軌道に乗り始めた点だ……昨年1－

12月期に群馬県内の家電10販社とこれら量販店の間で行われた取引額の伸びは……

不況が尾を引いているこの時代にあって3社とも驚異的な業績を記録した（『向上の

電化』1995.3: 14）． 

 

つまり，彼らは原価ギリギリで商品を次々と売り出していくキャンペーンを頻繁に撃ち

あいながら，利益を伸ばしていくという，一見非合理とも言える結果を導き出したのであ

る．このことは結果として「北関東YKK」の郊外型店舗によるビジネスモデルを極限まで

鍛えあげるとともに，彼らが北関東を離れ，全国展開に打って出る資本蓄積をもたらした

のであった． 

このような「北関東YKK」による利益の総取りは，いかにして可能となったのだろうか．

第一に，系列店という草刈り場がまだ彼らには残っていたということが指摘できる．先述

したように，群馬県を含む北関東は量販店の進出が遅く，系列店の力がまだまだ強い地域

であった．しかしながら「北関東YKK」が出現し，「安売り」を標榜しながら非常識に思

えるほどの廉価で商品を販売し始めたことに伴い，彼らのシェアは次々と切り崩されてい

く． 

 

最近は量販店が勢力を拡大するのに反比例して，〔系列店のシェアは〕縮小の一途

にある……89年以降における対地域店向けのウエートは92年度まで43%台でピタリ

と固定していた（毎下期を対象）ものの，93年度下記に37.1％，そして94年1-12月期

には……35.8％，この94年中でも……34.0％となり，地域店勢力が急落したことを如

実に示す結果となっている……メーカー関係者は劣勢に立たされている地域店につ

いて，こう表現する．「まさに地域店が音を立てて崩壊しているということですよ．
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ここ二年間の量販店同士の価格破壊に地域店が飲み込まれようとしているのが群馬

の姿といっていいでしょう」．（『向上の電化』1995.3: 15） 

 

「安売り」が地域の中に波及し，己の経営資源を担保に小売企業が殴りあう陰には，そ

うした経営資源をそもそも有していない有象無象の零細系列店の姿がある．多くが――ち

ょうど「北関東YKK」の創業地と類似の――中心市街地か住宅街に立地し，地域の家電販

売や修理を一手に担っていた彼らの役割は，「地域店が得意にしていた冷蔵庫のお客さん

でさえ，故障が少なくなって大型店に向かって」いき，「照明器具，換気扇，それに暮れ

の売り出しになると付き合ってくれた蛍光管のお客さんまでが……店に来なくなって」

（『向上の電化』1995.3: 15-16）しまった状況下の中では次第に無くなっていく．系列店

主の叫びにも似た異議申し立ては，まさに「安売り」が商業構造に内在するそれまでの都

市と消費の規範的な関係性を解体していくとともに，「ロードサイド」が主要な消費空間

となっていく過程をあらわしている． 

第二の要因は，より再帰的なものに求められる．すなわち本章が対象資料としているよ

うな，メディアによる「北関東YKK」の安売りのフレームアップが，そもそも家電量販企

業の「安売り」という施策をより広く一般に周知させる機能を有していたのである．事実

この時期を境に，北関東YKKは新聞・雑誌・テレビ問わずメディアに注目されるようにな

るが，それはこの安売り競争をきっかけとしたものであった．安売りに伴う様々なコンフ

リクトは，彼らの立ち位置を毀損する方向には働かず，むしろその悪名をいっそう轟かす

方向に機能するのである69)． 

 

今年2月7日にオープンしたコジマのNEW江戸川店．出店祈念セールと銘打って，

パソコンやテレビを1880円で売出し，4月1日に公正取引委員会から不当廉売の疑い

で警告を受けた店である……コジマによれば，「公取に警告を受けた後，場所を教え

てくれという問い合わせが殺到している」（NEW江戸川店）という．“公取効果”

もあって，江戸川店は計画を60％以上も上回る年商100億円に達する勢いだ．（『週

刊ダイヤモンド』1998.5.16: 30） 

 

そもそも開店時に行われる彼らの過度なまでの「安売り」は，多分に「お祭り」的な，

「広告宣伝」（『フォーブス』1996.9: 162）としての役割を色濃く帯びている．というの

もそれは特定商品の圧倒的な安さによって，自らの店舗に来たことが乏しい客を引き込み，

                                                 
69) そもそも，この廉売合戦が，「YKK 戦争」というワンフレーズによって呼称されること

事態が，マスメディアによるこの出来事への介入を意味している．それは，過度な「安売

り」を企業名で括ることによって，これらの出来事を系譜だった形で報道しようという，

マスメディアによるカテゴリー化の実践なのである． 
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他社に向かわせないようにする，「ストアロイヤリティーの確立」（『向上の電化』1995.2: 

18 ヤマダ電機社長へのインタビュー）を目的としたものであったからである．ゆえに，

マスメディアによるこの競争への介入は，その周知範囲をさらに広げていったという意味

において，彼らにとっても有用なものとして働いた．それは，安売りを単なる企業間の競

争の結果ではなく，広く家電量販店一般に適合される規範として機能させたという点にお

いて，その後の家電量販業界に大きな影響を与えたのである．こうした状況下において，

家電は定価で，あるいは予定調和的な値引き価格で買うものではなくなり，「ロードサイ

ド」の家電量販店に向かい，出来る限り安く購入するものとなった． 

つまり，「安売り」の応酬は，自店に消費者を引き入れる資源であると同時に，家電の

「安売り」という販売手法を周囲に周知させ，自らの土壌にコンペティターを引きずり込

む役割も，結果として有していたのだ．こうした状況において，店舗開店時の非常識なま

での「安売り」は，必ずしもそれに賛成していなかった企業においても，メディアの目を

気にしながら履行されるようになる．以下のケーズデンキ社長である加藤修一へのインタ

ビュー記事は，そのことを示唆している． 

 

（1円セールなどの安売りを）マスコミは報道しますから，取材を受けた店はどこ

でも「うちは値段は高いです」といった対応はしません．ですから，（原価割れする

ような）思い切った値段をつけたところが，マスコミ報道で安く見えているだけなん

ですよ．本当は，私どもも廉売合戦なんてしたくないんですが，マスコミがそういう

取材をして記事にしますから，こちらも（安売りを）やらないと取材を受けた店だけ

が有利になってしまいます．（立石 2010: 105 ケーズデンキ社長へのインタビュー） 

 

当時地域店として一種の「いわゆるモンロー主義」（立石 2008: 53）をとっていたケ

ーズデンキは，コジマによる廉売競争にひきずりこまれ，開店時に「1円商品」キャンペ

ーンなどを相互に打ち合った結果，公正取引委員会から警告を受けた．加藤は当初より廉

売競争そのものに否定的な見解を抱いていたが，にもかかわらず対抗的に「安売り」が行

われざるをえなかったのは，他社の「安売り」によって消費者を奪われるという恐怖と，

それを後ろ盾するメディアの力によるものであった．「安売り」のイベント化とメディア

による報道は，「ロードサイド」と「安売り」の関係をますます強固にするものとして働

いたのである． 

以上のように，この時期生じた「YKK戦争」は，二重の意味において，「ロードサイド」

と「安売り」の関係性を強化するものであった．それは事実「ロードサイド」における非

常識なまでの「安売り」の競争である．だが一方でそれは「ロードサイド」と「安売り」

をメディアによる拡散を通じて人びとに伝え，都市と消費の関係を安さという強力な記号

でもって塗り替えようとする実践でもあった．家電を安く「ロードサイド」で売るという
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ビジネスモデルは，企業間における相互的な「安売り」の実践と，それを前景に立たせる

メディアの報道によって，効果的に機能し得たのである．その意味において，「安売り」

を行うアウトサイダーたる「北関東YKK」のプレゼンスは，こうした問題の勃発によって

担保されていたのだ． 

しかしながら，このことは「北関東YKK」が単純に自らの利益を削りながら，消費者に

安さを奉仕していたということを必ずしも意味しない．このような安さを求める限りない

競争が続いていく中で，逆説的ではあるが安さは，「顧客へのサービス」から「販促の手

法」へと姿を変えていったのである． 

 

5.3.2 比較という販売手法――イメージとしての安さ 

 

昔は値段の設定は仕入れ価格に利益を載せて決めてきた．しかし，このような積み

上げ方式はもう全然通用しない．いまはまず，市場価格ありきです．ある商品がどこ

かで 1000 円で売られていたら，1000 円で売らなければ話にならない．むしろウチは

900 円で売りたいと考えなければいけないんです．（『週刊ポスト』1996.9.13: 224 下

線引用者） 

 

 カトーデンキ販売（現ケーズデンキ）の常務によるこのステートメントには，価格，あ

るいは安さを取り巻く状況の変化が克明に記されている．すなわちここでは商品の価格が

仕入れ値に一定の粗利を上乗せすることによって決定される固定されたものから，他社と

の比較という相対的な指標によって決定される動態的なものへと移行している．ここで表

象される安さは自らがいかに身を削ったかという粗利の絶対性に担保されるのではなく，

他の店舗に比してどの程度安いのかという，売り出し価格の差異そのものによって決定さ

れるのだ．それは抽象的に定義するならば，商品の価値がそのものに委ねられた使用価値

や期待によって担保されているのではなく，相対的な数字の変化のみによって確約されて

いるということである． 

こうした変化の背景には，当然ながら今まで述べてきたような競争の激化がある．互い

に常識はずれの価格競争を行うという行為の中には，他店を意識するという眼差しが内在

せざるを得ず，その宣伝行為にはただ単に自らが安いということを誇示するのではなく，

「他店よりも」安いという要素が露わに出てくるようになる．ゆえにその価格決定プロセ

スは仕入れ値＋粗利という一般的な構造から離れ，より動態的なものとならざるを得ない．

「北関東 YKK」の悪名を決定的に高め，前項で取り扱ったメディアによる注目を集めるき

っかけともなった企業間の「比較広告」は，こうした状況性から現れてくる． 

 

採算悪化が続くにもかかわらず，安売り競争にも歯止めは掛かりそうにない．「この
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他店チラシより安くします」コジマの本拠地である栃木県宇都宮市．コジマからクル

マで 5 分と離れていないヤマダの入口にはコジマのチラシが張られていた．一方，コ

ジマの店内にも「ヤマダ電機，カトーデンキ〔現ケーズデンキ〕さんより更に“安く”

しますので係員に申し出て下さい」と書かれた紙があちらこちらに張り付けてある.

（『週刊ダイヤモンド』1998.5.16: 31） 

 

コジマとヤマダ電機，いせや電機センターおよびカトーデンキ四社間における比較広告

は，コジマが群馬市場を席巻したことによる競争の激化により発生したが，コジマとヤマ

ダ電機による開店時の廉売キャンペーンが一段落した後も止むことはなかった．安さが家

電量販店を選ぶ基準として浸透し，顧客を奪われた他の企業にとって，それを奪い返す手

段は今まで述べてきたようにそれに対抗しうる安さをこちらから提示する他ない．そして

それを最も顧客に伝える方法の一つは，「安い」とされている他社よりも安くするという，

相対的なステートメントなのである．ヤマダ電機が打ち出した「価格保証」という概念は，

その点において安さをめぐる状況性の変化を克明に伝えている． 

 

価格保証と言っても，実際にはお客さんにうちの店を利用してもらうためのイメー

ジ作りが目的ですからね……最近はオープン価格の商品が増えていることもあって，

具体的に基準になるものを提供していかなければ，ほんとうに安いのかどうかお客さ

んも納得しないでしょう．103％とか 105％とかいった価格保証が提供できれば，お客

さんの方でも安値を保証しているんだなということが分かる……このイメージが高ま

って，ヤマダ電機の主張する価格保証とはこういうことだったのかとお客さんに理解

してもらったら，いつでもやめればいいわけです．（『向上の電化』1995.2: 18 ヤマダ

電機社長へのインタビュー） 

 

開店時の一時的なキャンペーンと異なり，ややすれば無限退行的な価格競争に陥りかね

ない「価格保証」というシステムと比較広告は，必然的に様々な軋轢を生む．というのも

動態的な他社の価格を宣伝チラシという形でフィックスし，それと比較して自社の商品を

売り込むという作法には，その動態的で曖昧な価格優位性がいつまで担保されているのか，

という根本的な問題が残っているからである．こうした状況下で送付されたコジマによる

ヤマダ電機への警告文と，それに対抗するヤマダ電機の抗議会見は，この矛盾を端的に表

している． 

 

通知人〔コジマ〕の調査によると貴社は……通知人の同製品販売価格が実際には…

…頒布のチラシにより 9 万 9800 円となっていることが明瞭であるにもかかわらず，12

万 8000 円と表示し，貴社の販売価格 12 万 5000 円と比較して表示して販売している



162 

 

ことが判明しました．貴社の右のような販売表示は明らかに虚偽の表示を用いてあた

かも貴社の販売価格が通知人の販売価格より大幅に安価であるよう，一般消費者を誤

信せしめる詐欺的行為であり……通知人の販売価格を実際より 3 万円も高く表示する

ことにより，通知人の営業を妨害しその信用を再三毀損する悪質かつ違法な行為であ

り……通知人の蒙った損害を直ちに賠償するようここに要求いたします．（『向上の電

化』1994.11: 13） 

 

ここで申し立てられているのは，チラシで比較される際の価格と，実際に自店で売り出

している価格には著しい差異があるという異議である．比較の効能は，当然ながら他社よ

りも自社のほうが安いということを消費者に示すことであるが，もしその他社の価格が実

際のものとずれていた場合，その比較は虚偽のものとなる．ゆえにその比較が間違いであ

るならば，それを取り下げさせるとともに，それにより被った損害賠償を請求することが

可能となる． 

しかしヤマダ電機によるこの警告文への反応は，この価格比較を行う対象商品の所在が

曖昧であることを指摘し，比較そのものの動態性を裏付けることによって反駁を行おうと

するものであった． 

 

ヤマダ電機がここで反論の根拠としているのは概ね次のようなものであった．①コ

ジマ側がいう商品は「展示処分品」で 1 台限り商品の売価であり……継続販売が出来

る商品ではない……④指摘掲載商品のチラシ 7 月 15 日号について，指摘店舗であるヤ

マダ電機の本店周辺に配布されたチラシにはその商品は掲載されておらず，コジマが

指摘する 9 万 9800 円の事実をヤマダ電機の本店担当者は知るべきもない．（『向上の電

化』1994.11: 14） 

 

たとえ比較広告と異なる価格の商品が存在していたとしても，それが継続性のない一度

きりのものであれば補足する必要はなく，事実その確認が困難であったという主張には，

比較広告という手法に内在する確証のなさが現れている．つまり，比較広告で示されうる

安さとはその地域内における絶対的なものではなく，あくまでもその企業の観測可能性に

依拠しているものであるというのならば，その広告の価値は一体何によって担保されるの

だろうか．その答えとして導き出されうるのは，おそらく彼らによる「安売り」に向けた

努力やイメージであろうが，そうした諸力が産み出される源泉が比較広告にも内在してい

ることを思えば，その関係性は循環的なものにしかなり得ない．しかしその循環性ゆえに，

この曖昧さを打破する手段は，価格調査に多大なリソースをつぎ込むことにしか求め得ら

れないのである．激しい価格調査と比較広告が相互に打ち乱れる中で，それ自体が彼らの

安さを担保するものとして，様々なメディアに紹介されていく． 
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小山〔コジマ高前バイパス店長〕が店長として気配りを傾注しなければならないの

は，人事ではなくリサーチなのだという．平たく言えば「価格調査」である……リサ

ーチ合戦はいっそう険しいものとなっている……紙切れには店内の商品の価格が米粒

ほどの細かい文字でびっしりと書き込んであった．機種別プライスを写しとったもの

だ．それはライバル店が“価格調査”で送り込んできた「スパイ」の手になるメモ用

紙だった．店長の神経を逆なでするようなこんな“スパイ合戦”が YKK をはじめ各社

で儀式のごとく繰り返されているのである．（『プレジデント』1996.11: 178） 

 

その中でも，店頭表示が際立つのがヤマダで，特にコジマを対象にして「コジマ価

格いくら，当店価格いくら」と価格比較をしている．そのため，コジマがアルバイト

を使って週末の開店時に他店の価格調査を行い，日曜日サービスの価格を入れると，

ヤマダはそれを追いかけて価格調査専門のアルバイトをコジマや各地域の競合店に送

って価格を調査し，すぐに価格を変更するといった具合だ．（『商業界』1996.10: 165-166） 

 

ここで重要なのは，彼らが作り出しているのは単なる安さではなく，安さのイメージだ

ということである．というのもその安さは，その製品の原価・仕入れ値，あるいはその商

品が保有する価値などの経済学的なものに求められるのではなく，他社との比較という，

実体性のない，しかも場合によっては大きく変動しうる要因によって求められるからだ．

「表示価格の差がわずか百円，数百円であっても，販売戦略上は大きな意味を持つ」（『プ

レジデント』1996.11: 178）のは，その数百円の差が需要－供給曲線の分水嶺だからなので

はなく，それが近隣の店舗に「劣る」値付けだからなのである．あくなき競争が産み出す

「安売り」は，その変遷の果てに安さそのものの性質を変化させていった． 

そしてこのことは，彼らがこうした安売りを続けながらも爆発的に成長を続けていった

ことを思えば，極めて示唆に富んだ現象を提示しているといえる．というのもそもそも比

較広告を行うために必須の価格調査は，あらん限りの安値で売ること無く，消費者が「安

い」と感じるぎりぎりの値を探るための手法であり，その中でも目玉商品のみを他社より

も特別に安い価格で販売することで，客寄せを行うものであったからだ． 

 

YKK の強さは，安いというイメージづくりがうまいと指摘する声が業界では多い．

たしかに，すべての商品が安いわけでなく，他の量販店のほうが安い商品もある．し

かし，お客は確実に YKK に集まるのだ．この「安い」というイメージを作り上げる最

大のツールが，いわゆる「目玉商品」である．（『商業界』1996.10: 169-170） 

 

ゆえに，こうした軋轢や非常識なまでの「安売り」に起因する，メディアによって表象



164 

 

される家電量販店の安さに関するイメージは，企業によって意図的に作り出された安さの

イメージを代理的に表象したものなのである．「YKK 戦争は，いかに低価格であるかとい

うことを消費者に知らせる情報戦争で」あり，その遂行は「相手方の価格を調べて値札を

書き換え……自社より安い価格を見つけると，該当店舗に対して，それより安い売価への

変更の指示をファックスで送る．」（『週刊ポスト』1996.9.13: 224）というような，高度な

物流体系に支えられたフレキシブルな値付けシステムによって成立する．「〔ヤマダ電機は〕

他社に比べて，全体的には決して安いとは思わない．ただ，「安い」というイメージ作りが

上手．」（『実業界』1996.7: 27）というような意見がなされる背景には，テクノロジーの発

達と競争の激化，そしてそれを支える「ロードサイド」の拡大がある． 

最後にこうした企業の競争に伴う安さの変化が，消費行動に与える影響を考えてみたい．

まず量販店が自らの広告に他店よりも安いことを誇示し，それに対応した価格を示すとい

うことは，仮想的な比較行為を店側が代替して実践し，価格を露わにするということを意

味する．つまり，消費者が主導的に行わなければ表面上に出ない比較という行為が，店舗

側の実践によって強制的に図示され，それを基調とした消費行動が馴致されるようになる．

他店よりも安いと宣言する事それ自体が，比較という消費者側の行動を逆用することによ

って，店舗側が想定した消費行動を人びとに埋め込む実践なのである． 

 

〔北関東 YKK の〕新店オープンの際の激烈な廉売は有名で……今度の 1 円セールは

カトー〔ケーズデンキ〕も巻き込み，全国家庭電気製品取引協議会から県に調査依頼

があった．しかし，こうして YKK が物議をかもすたびに，3 社の知名度は上がるばか

り．お客は複数のチラシを持って，屈託なく 3 店を車で巡回している．（『商業界』

1996.10: 157） 

 

比較という行為が，いかに企業によって先見的に行われていたとしても，それを伴う企

業間の価格競争は，最終的に消費者の行動いかんによって決定される．消費者の交渉や，

他社価格の提示によって，商品の価格はさらに揺れ動くからだ．ゆえに，消費者が取りう

る最も合理的な行動は，廉売競争が行われている店舗間を巡回し，もっともよい条件を引

き出すことになる．そしてこれらの店舗間の距離が，近隣とはいえ多くの場合徒歩圏では

なく，また店舗そのものが「ロードサイド」に立地するという特質を有している以上，そ

の巡回を司る媒体は，自動車が支配的となる．「安売り」の応酬によって比較という行為が

企業側によって大々的に押し出されるや，消費者はその比較という論理に従って購買を行

わざるを得なくなるのである． 

こうした企業の実践は結果として，店舗内に限定されない，比較という合理的な消費行

動を促進しながらも，「ロードサイド」で購入するという，閉じた消費行動を強いている．

「ロードサイド」への立地という行為が急速な店舗拡大と激しい競争を生み出し，そして
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この競争に起因する比較広告という販売手法がまた，「ロードサイド」に適合的な消費様式

を促すものとして機能する．こうした循環的な「ロードサイド」と「安売り」の相互連関

によって，家電は系列店で指名買いするものでも，あるいは秋葉原など大都市の電気街で

まとめ買いするものでもなく，「ロードサイド」に所在する郊外型店舗に車を走らせ，絶え

間なく揺れ動く価格を追いかけながら購入するものになっていった．中心市街地と商業の

間の，あるいは「都市」と「消費」をめぐる規範的な関係性はこうした企業の実践の中で

解体され，小売業独自のロジックに置き換えられていったのである． 

そしてこのロジックを消費者に周知させる格好の舞台となったのが，開店毎に繰り返さ

れる過度な廉売や，相互応酬的な比較広告であり，それを補強したのが，メディアによっ

て行われたこの顛末の報道であった．「安売り」に伴う比較広告は，単なる企業活動の相互

干渉にとどまること無く，北関東，そしてその後全国各地の地方都市にて「ロードサイド」

を敷衍する消費形態を作り出す一助となっていった．「ロードサイド」は安さをめぐる競争

の土壌を作り出すとともに，その安さのイメージこそが「ロードサイド」を作り上げてい

く．「ロードサイド」と「安売り」が同時的に語られ，議論の対象となる背景には，こうし

た小売企業による数々の実践と，それが生み出す消費様式のラディカルな変化が存在した

のである． 

 

5.4 消費社会/消費産業の制度分析に向けて 

本章では、「北関東 YKK」という企業群を取り上げることによって、1990 年代以降顕在

化した郊外型小売企業の爆発的な成長過程において，どのような企業側の実践があったの

かを分析した．家電量販業界においては 1980 年代以降郊外への出店が相次いだが，業界全

体においてみられた販管費の高止まり傾向から，多くの企業では郊外型店舗をビジネスモ

デルとして確立することが出来なかった．こうした状況において，首都圏近郊である北関

東においては一貫とした人口の増加が見られたものの，都市型店舗が立地しにくいことか

ら，競争力を有する都市型家電量販店の進出が比較的遅かった．1980 年代中盤以降の厳し

い商規制も合わさる形で，北関東は系列店がシェアの多くを占める無風地帯だったのであ

る． 

 しかしこのような情勢の中から，「安売り」を標榜する企業が現われたことにより，急激

な環境の変化が起き始める．「安売り」という企業施策は，これを志向した企業が必然的に

「物流システムに大きな投資を行い」，「ロードサイド」に立地し，また自己増殖的にその

施策を他の企業に強要せしめるという性質を有していた．「安売り」は他のサービスと異な

り明確に比較可能なものである以上，追随せずに企業運営を維持していくことが困難な施

策であり，またその施策のために取りうる実践は，経済的合理性の観点から比較的横並び

の物にならざるをえないのである． 

「安売り」という施策は北関東の家電量販業界では一般的なものとなり，原価割れでの
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目玉商品販売や「価格保証」といった販促が飛び交う中で，競争は激化していく．しかし

その競争は，中心市街地に立地する系列店という，絶好の草刈り場を有していたがゆえに、

潰し合いの様相を呈すことはなかった．むしろそれは，激しい競争に伴う危機意識を経営

陣に芽生えさせることによりお互いの経営モデルを次々と刷新させ，企業体質をより強靭

にするように働いた．寡占シェアを持つ企業が存在しないことに起因する競争的な環境が，

商業保護規制下のもとで維持されたことによって，北関東という地域は全国規模で通用す

るような「ロードサイド」型ビジネスを育むインキュベーターとなったのである． 

この家電量販業界全体の構造転換の中で，その勝者たるヤマダ電機は 1983 年の法人化か

ら 20 年後，2003 年に売上 1 兆円を超え日本有数の小売企業となり，規格化された郊外型

大型店舗を次々と立地させていった．私たちが想起するような「ロードサイド」は，こう

して全国各地に作られていったが，その原資は 1980 年代における家電量販企業同士の激し

い鍔迫り合いにあった．その意味において，「良きライバルがいないと会社は大きくなれな

い」(『日経ベンチャー』2002.2: 86 コジマ社長へのインタビュー)や「ここまでやってこら

れたのは，強いライバルあってのこと」（『Fai』2001.2: 35 ヤマダ電機社長へのインタビ

ュー）といったステートメントは，単なる勝者の回顧ではなく，地方の中小企業が十数年

で日本を代表する企業となるに至るメカニズムを提示しているといえる．そしてそれは，

「ロードサイド」と「安売り」が手を取り合うことによって，日本における消費様式を急

激に塗り替えていくプロセスを示してもいるのである． 

こうした歴史的趨勢から導き出されうる洞察とは何であろうか．第一に言えるのは，小

売業の発達における制度分析の重要性である．小売業が他の産業と明らかに異なっている

点の一つとして，製造業などがその発達過程において，ある一箇所に凝集していくことで

高いパフォーマンスを維持する傾向に有るのに対し，小売業においてはそうした動きが見

られないということが挙げられる．歴史的に見て，多くの小売企業は，地域における何ら

かの特徴的な制度・慣習に守られた形で成長するのではなく，むしろそうした制度・慣習

を打ち破る形で成長していった．事実「北関東 YKK」においても，彼らは地域独自の商規

制をかいくぐり，地域に内在する中心市街地と消費の規範的な関係性を，自らの力で塗り

替えていくことによって，爆発的な業容の拡大を成し遂げたのであった．ゆえに，その発

達過程の中に，近年経済地理学で見られるような地域に内在する制度・慣習という因子を

捉えようとするアプローチ（水野 2011）を持ち込むことは一見困難に思える． 

しかしながらこうした企業の態度こそが，その地域の持つ制度・慣習によって規定され

る可能性を鑑みるのならば，小売業の拡大局面においてこれらの条件を軽視して良いとい

うことにはならない．「ロードサイド」を商業適地としてみなすとともに，積極的に企業展

開をしていく活動そのものが，地域の構造によって助長されているのである． 

たとえば 1980 年代後半に「北関東 YKK」が店舗拡大を急激に行うに至った背景には，2

章で述べてきたような北関東全体のインフラ整備や，人口動態の変化が強く関係しており，
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それこそが北関東における競争性を生み出したと見ることは決して難しいことではないだ

ろう．ヤマダ電機や他の家電量販店が取った「半径 8 キロメートル，人口 30 万人の商圏」

（『激流』1998.7: 106）を狙うというプリミティブな店舗立地戦略は，北関東（および埼玉

北部）の都市空間構造や都市開発の進捗状況からも適合的であり，その地域性こそが彼ら

の資本蓄積を支えたのであった．素朴な立地論にも似た企業によるドミナント戦略がこれ

ほどまでに成功したのは，北関東という地域がその素朴な立地論を受け入れるに足る諸条

件を整えていたからなのである． 

よって「ロードサイド」と「安売り」が結びつくことによって，爆発的な企業規模の拡

大を生み出すような普遍的ビジネスモデルが構築されていたのだとしても，そのビジネス

モデルはどこであっても生起したと捉えるべきではない．その普遍性は，地域独自のロー

カルな文脈に起因する，激しい競争によって獲得されたものだからである．そしてこうし

た事例を省みるのならば，小売業やサービス業の発達過程を，経済学や経済地理学で行わ

れてきた制度分析の枠組みから解釈することは，地域社会を圧迫する外的要因としてのみ

見られがちな彼らの実践を，地域社会の内部から解釈するうえで重要な観点を提供しうる

といえるだろう． 

第二に，消費社会の変容における小売/サービス産業の役割を分析することの必要性が挙

げられる．1980 年代に一世を風靡した消費社会論において共有されたテーゼは，内田隆三

の言葉を借りるのならば，「〔消費社会では〕産業システムの生産活動は産業システムの外

部に所与として存在する欲求に奉仕するのではなく，産業システム自らがそのような欲求

を自分の相関項として生産し，操作するようになる……自己準拠の構造が『消費社会』の

成立を特徴づける．」（内田 1987: 7）という，欲望の自己準拠的再生産メカニズムであった． 

こうした議論においては，ヴェブレンやボードリヤールが引用されつつ，産業システム

の発展によって量的生産の拡大に伴う「機能的な価値」の充足が膨満することによる消費

の変化が主張される．「諸機能がその機能性を超えて，非構造的差異に転替していく」（内

田 1987: 16）といった，必須ではない諸機能の付加こそが人々の需要を作り出すという，

逆流的な需要－供給のメカニズムが強調されたのである．ゆえに，消費社会論を下敷きと

した都市論が 1980 年代から 1990 年代にかけて流行したことは，当時日本が製造業におい

て世界を席巻するとともに，「高付加価値化」が叫ばれたことと同時代的な事象であると言

える．そこではメーカーなどによる製品の絶え間ない改良が，まさに企業側の事情によっ

て行われていることが示されるとともに，パルコに代表される，ライフスタイルに関わる

企業イメージを積極的に作り出していき，そうした記号的価値の生産によって商品を売り

出す，都市中心部における小売企業の活動が着目されたのであった． 

バブル崩壊に起因する長期不況の中で，企業側の活動に変化が見られ，特に高付加価値

化の流れが減衰したことによって，こうした学術上の流行は終わり，時には「消費社会」

の終焉が宣言されもした（三浦・上野 2007）．だが，小売業の競争激化による「記号的価



168 

 

値付加型」産業の衰退は田中（2014: 240）が指摘しているように，消費社会の終焉を意味

するものではない．「YKK 戦争」に関する経営者のステートメントが表しているように，

バブル崩壊後の厳しい経済状況は，安さに関する市場の感度を高めるとともに，安さをめ

ぐるイメージの小売企業による生産を促したのであった．そこに見られるのは商品や企業

に対して付加されるイメージ効用の変遷であり，「ライフスタイル」ではなく，安さにまつ

わる言説やイメージの生産こそが人々の需要喚起においてより有用なものとなっていき，

生産を司るメーカーから，消費を司る小売業へイメージ生産の主導権が移りゆく歴史であ

る．そしてそれはまた，郊外が都市中心部よりも消費地として魅力的なものとなっていく

歴史でもあるだろう． 

この事実を鑑みれば，「記号的価値の生産による需要喚起」という分析枠組みは，「記号」

性をより多元的なものに開くならば，まだ有用性を失っていないということが分かる．記

号的価値は何も「超機能的」（内田 1987: 16）な側面のみに求められるのではなく，それこ

そ経済学的な次元のみに還元されがちな「価格」という要素にも付加されうるものなので

ある．というのも，本章が今まで示してきたように，「価格」を巡る安さの実践は，会計学

的，あるいは経済学的な意味での安さから遠く離れ，社会的な通念・イメージとしての安

さをつくりだし，差異的な記号的価値を付加しようとする試みだったからだ．安さをめぐ

る小売企業の実践は，安さによって購入店舗を変えるという，現代のネットショッピング

にも通ずるような消費様式を人びとに敷衍していったが，それは商品の差異性によって自

らのプライオリティを確保できないからこそ安さというものに拘泥せざるを得ない，彼ら

の差異の体系を産み出そうとする努力によるものであった．そしてそれは結果として，「ロ

ードサイド」と「安売り」を結びつけて語ることを可能とするような，この消費空間に対

する独特の意味付け，すなわち「ロードサイド」のリアリティを構築する一助となったの

である．私たちが今当たり前のように受容している消費社会の背景には，こうした小売企

業による数多くの実践と，それに伴う消費様式の変化がある．この意味において本章の知

見は，「ロードサイド」が地域社会の中核的な消費空間として成立したメカニズムを明らか

にしたことのみならず，消費社会論が有するパースペクティブを，産業論的な見地から拡

張したことにもあるといえるだろう． 
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6. 結論 

6.1 「ロードサイド」はいかにして構築されてきたのか――本論文の知見 

 さて，本論文の目的は，「ロードサイド」と呼ばれるような郊外型の商業集積が，独特

のリアリティを有する空間として人々に捉えられるようになる理由を考察することであ

った．この目的を達成するために，本論文では「『ロードサイド』の生起はどのようなア

クターの歴史的実践によって可能となったのか」，そして「『ロードサイド』は，『都市』

と『消費』の関係をいかに変化させたのか」という二つの問いを設定した．以下では，各

章で行った議論を参照しつつ，本論文がこうした問題に対してどのように回答し，目的を

達成したのかについて述べる． 

 1章では，都市社会学の文献を中心に先行研究の検討を行い，本研究の問い・方針・方

法を明確にした． 

 1.1では，都市社会学における人間生態学的・文化観念論的研究を参照した．こうした

研究は都市を分析概念として運用し，そこで具体的にどのような消費が行われているかを

議論の対象としてきた．そこでは操作的定義の末に「都市」というカテゴリーが何らかの

圏域に当てはめられ，そこでの経済活動や人々の行動が注目すべき対象として取り扱われ

てきたのであった．こうした手法は，都市空間構造の変化に対し因果論的な説明図式を与

えるという強みを有している．だがそれは，そうした変化を作り出す人々の実践を等閑視

し，なおかつその都市内部の要因のみにその力学を求めているという点において，限界が

ある．つまり「都市」を所与のカテゴリーとして運用している以上，「ロードサイド」の

ようなある時代から急激に概念としても浮上してきたカテゴリーを対象とした研究に対

して，こうしたアプローチを適用するのは困難とならざるをえない． 

 1.2では，こうした問題は「都市イデオロギー」を批判していたカステルもまた，共有

していたものであったことを最初に述べた．人間生態学を批判し，マルクス主義理論を説

明図式に投入した彼は，「都市社会運動」を議論の対象にしようとした際，その理論的接

合に困難を覚えた．階級概念では括りきれないような社会運動が観察されるとともに，そ

れが事実都市を作り変えていったからである．よって彼は『都市とグラスルーツ』におい

て，その説明図式を180度転換した．カテゴリー化された分析概念としてではなく，「歴史

的に規定された社会により，特定の空間形態に付与された社会的意味」（Castells 1983: 

302）として，都市を理解することを主張したのである．つまりそれは，都市が多様な意

味を持ちながら，人々の実践を規定するとともに，その実践によって作り変えられていく

プロセスを，歴史的に分析することを提起するものであった．こうした観点を受け入れる

ことにより，本論文における「ロードサイド」は，人々の衝突的な実践によって概念とし

ても，あるいはその概念によって指し示される空間としても，形成されてきたものとして

理解される．ゆえにそこでは歴史的な諸実践の過程が重要となるのである． 

 1.3では，こうした理論的枠組を本研究の対象に適用するために，新都市社会学のもう
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一つの流れである，ネオ・ヴェーバリアンによる消費に関する議論を参照した．1970年代

から80年代にかけて，イギリスでは労働党政権の疲弊とともにネオリベラリズム的な文脈

で消費社会の変化が分析されてきた．それは「消費」概念を，階級構造や個々人の意識構

造に回収するのではなく，より広範な国家体制や産業構造との繋がりの中で説明しようと

する試みであった．消費者の意識変化によって消費社会の変動を説明するのではなく，そ

うした消費財を提供するサービス供給側の営為と，それに伴う社会構造の変化が，そこで

は着目されたのである． 

 このアプローチをカステルの議論と接合させ，「ロードサイド」を検討するとき，重要

なのは決して顕在化し得ない「消費者」という社会集団ではなく，「ロードサイド」を作

り出す小売企業と，それに対抗する中心市街地のアソシエーションによって支えられた統

治連合の実践である．つまり本論文において目指されるのは，この双方による衝突的な実

践によって，「ロードサイド」というカテゴリーがリアリティを持つものとして受け止め

られるとともに，事実郊外型の商業施設が地域社会を席巻していく過程を考察することな

のである．こうしたアプローチを取ることによって，私たちは「ロードサイド」を所与の

空間とすること無く，それが概念としても，もしくはその概念が指し示す商業集積として

も形作られていく過程を描き出すことができるようになった． 

 2章では，以上の問題設定を具体化すべく，統計資料の時系列分析を行い．その変化に

対応する制度的要因を論述した．本論文の主要な対象地域である高崎市は，1970年代以降

急激な商業の郊外化が生じた．モータリーゼーションと郊外人口の増加が同時代的に進行

する中で，中心市街地の小売販売高の伸びを遥かに上回る形で郊外部のそれは急伸し，郊

外部の幹線道路沿いに商業集積が形成されていったのである．それは私たちが想起しうる

ような，「ロードサイド」の端緒であるとみなすことが出来る． 

 ただし，その生起の文脈は単純には把握できない程複雑なものであった．商業立地に関

する行政施策は矛盾をはらんだ形で遂行されており，なおかつ小売企業の立地活動を厳し

く制限するものだったのである．小売企業にせよ，統治連合にせよ，彼らの「ロードサイ

ド」をめぐる実践はこの錯綜的な制度に拘束された形で行われており，その生成過程を考

える際，多くのパラドキシカルな仮説が成り立つ．ゆえに，この仮説を検証するためには

彼らの実践に着目し，詳細に分析を行う必要性があることが示された． 

 3章では，郊外型小売店舗の積極的な展開を行うことで，実質的に「ロードサイド」を

創りあげた小売企業と商業コンサルタントの実践を取り上げた．そこで明らかとなったの

は以下のことである． 

 第一に，郊外に店舗を立地するという，今では当たり前のようにも思える企業活動は，

当時の人々にとっては極めて常識はずれの行動であったということである．1970年代前半，

大店法の施行とオイルショックによる構造不況により，それまでのGMSによるショッピ

ングセンターの苛烈な出店攻勢が鈍化した．これにより問題を抱えたのは，ショッピング
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センターへの出店によって企業規模を拡大させていた，専門店運営企業であった．店舗立

地を継続して行うことにより資金繰りを行っていたこうした企業において，出店先が見つ

からないということは死活問題であったのである． 

 そしてこの問題の解決において彼らが編み出したのが，郊外に大店法規制ギリギリの店

舗を単独で立地するという業態である．この，それまでとは全く異なるセオリーによる店

舗立地を可能としたのは，当時急増していた郊外人口と自動車交通量をビジネスチャンス

に結びつけた企業経営者の実践であり，そしてその実践を必要とさせた周辺環境の変化で

あった．こうしたコンテクストにおいて，その後「ロードサイド」と名指しされるような

商業集積が，急激に1970年代後半以降郊外部の幹線道路沿いに立地していったのである． 

 第二に，こうした企業活動を可能とさせたのは，商業コンサルタントというアクターの

実践によるものが大きいということである．まずこの小売企業の実践においては，商業コ

ンサルタントによる知識の伝導が不可欠であった．1960-70年代，都市人口の急増に伴う

環境の変化は，それまでの都市アソシエーションに依拠した小売業の存続を，一部の小売

企業経営者に危惧させる要因として働いた．こうした状況において，アメリカのチェーン

ストア理論を取り入れることで「商業近代化」を主張する商業コンサルタントの実践が，

小売企業の活動に大きな影響を与えていくようになる．徹底した計数管理と商圏分析のノ

ウハウがコンサルタントの手によって普及していったことで，郊外に店舗を立地するとい

う小売企業の実践が可能となったのである． 

 第三に，こうした小売企業の新規活動を普及させ，一般化していくという意味において

も，商業コンサルタントの役割は大きなものであった．というのも彼らは，こうした小売

企業の活動が成功するやいなや，それを「ロードサイドショップ」や「郊外店」といった

形でカテゴリー化し，新規開拓可能な業態として一般化してみせたからである．つまり彼

らコンサルタントは，小売企業の新しい実践をカテゴリー化することによって，「ロード

サイド」という概念を浮き上がらせるとともに，そうした概念によって指し示される企業

活動の敷衍に貢献したのである．その意味において，「ロードサイド」は商業コンサルタ

ントと小売企業による循環的な実践によって生じたものなのだ． 

 4章では，中心市街地を司る統治連合の代表格として，1970年代以降の商業構造の変化

に対する商工会議所の実践を分析した．そこで明らかとなったことは，以下のことである． 

 第一に，彼らの活動は「都市」，あるいは「地域」に対する強い規範によって支えられ

ていたということである．商工会議所は「業種」ではなく「地域」における多種多様な業

種の共同体という性質上，その集合的目標はある特定の業種の利益ではなく，様々な業種

の総合的発展というものに求められざるを得ない．ゆえに，彼らの実践は「地域開発レジ

ーム」という言葉に代表されるような，あくなき都市の拡大や地域開発を目指す傾向にあ

る．彼らの繁栄は，地域発達に伴う人口の増大や，経済活動の活性化によってもたらされ

るものであり，そこに商業独自のロジックは存在しないのである．ここに，3章で見てき
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たような小売企業の実践と異なる彼らの立ち位置を見出すことが出来る．つまり，彼らは

自らを地域社会における一員であると認識し，その立ち位置ゆえに自らの経済活動が確保

されているという立場を取る以上，小売企業の論理のみによって構成された「ロードサイ

ド」への対抗実践をとらざるをえないのである． 

 第二に，こうした彼らの実践が，中心市街地衰退の要因として機能していたということ

を，指摘することが出来る．前述したとおり，彼らの実践を規定していたものは，「地域」

の論理である．そこでは，人口の増大に代表される地域の発展と，地域の「顔」である中

心市街地の維持が，重要な施策であると認知されていた．ゆえに，彼らは今見れば一見不

整合的に思える，郊外部の開発と中心市街地の保護的規制の双方を必要なものとして見な

していたのである．しかしながら，このことが中心市街地から小売企業を阻害し，活発な

開発が続く郊外へと彼らの目を向けさせたことによって，「ロードサイド」の形成が促さ

れることとなった．「ロードサイド」への対抗を含んだ彼らの実践は，実のところ1980

年代以降，「ロードサイド」形成の一助となっていたのである． 

 5章では，こうしたプロセスの帰結として，急激にこの時期企業規模を拡大させた郊外

型家電量販企業の実践を取り上げた．そこで明らかとなったことは，以下のことである． 

 第一に，家電量販業界の急激な構造変化は，今まで論じてきたような「ロードサイド」

の生起とパラレルな事象であるということである．彼らの企業活動を支えていたイデオロ

ギーは「安売り」であったが，その安売りは，「ロードサイド」に規格化された店舗を大

量出店し，先進的な物流システムを導入することで，販売管理費を圧縮することにより編

み出されたものであった．こうしたビジネスモデルは，「ロードサイド」を生起させた思

考の延長線上にあるものであり，小売業の論理が極大化した姿であると捉えることが出来

る．よって「ロードサイド」と「安売り」が同時代的に地域商業を席巻し，それが同一の

問題対象として1990年代以降カテゴリー化されたことは，半ば必然的なのである． 

 第二に，こうした家電量販企業の活動は，消費様式そのものの変化を表象しているとい

うことが主張できる．彼らの行う「安売り」は，自らの利幅を削ることによって，消費者

により安い価格を提供するという性質のものではなかった．それは，対抗的に繰り出され

る値下げ競争と比較広告による，安さのイメージを作り出そうとする営みであり，しかも

その原資は「ロードサイド」への大量出店を元手としたバイイングパワーによる仕入れコ

ストの切り下げと，フレキシブルな流通システムの構築によって担保されていた．つまり，

小売業の発達に伴う商品イメージの変化が「ロードサイド」で生じ，地域社会を揺り動か

すような消費様式の転換が見られたのである．ゆえに，「ロードサイド」という概念が独

特のリアリティを持つようになるプロセスとは，今まで論じてきたような人々の実践によ

るサービス供給の高度化・発達に伴って，消費様式にラディカルな変化が生じたことを意

味するものなのである．そしてそれが今まで社会学や消費社会論の中で十分に指摘されて

来なかったのは，伝統的な社会理論における生産と消費という区分が，サービス供給とい
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う中間的立ち位置を等閑視する性質にあったためと考えることができるだろう．私たちは

その点において，消費社会論的な議論を行う上でも，そこにどのような産業の構造変化が

存在していたのかについて，詳細に分析を行う必要性があることを示したのであった． 

 このように本論文では，郊外型商業集積を取り巻く人々の実践から，「ロードサイド」

という概念が独特のリアリティを持つようになる過程を考察した．そのうえで本論文の問

である「『ロードサイド』の生起はどのようなアクターの歴史的実践によって可能となっ

たのか」，そして「『ロードサイド』は，『都市』と『消費』の関係をいかに変化させたの

か」に対し，回答を与えるならば，以下のようになる． 

 まず，「『ロードサイド』の生起はどのようなアクターの歴史的実践によって可能となっ

たのか」については，こう答えることが出来る．「ロードサイド」の生起は，直接的には

1970年代における小売企業の活動変化に求められる．それは，さらなる企業拡大の圧力に

悩まされていた専門店運営企業が，自らのリソースと立ち位置を最大限活用できる業態と

して，郊外に単独店を大店法規制にかからない範囲で立地させるということを選んだため

であった．そしてそれを支えていたのは，戦後に一定の影響力を持つに至った商業コンサ

ルタントによる知識の循環的な伝達であり，「地域開発レジーム」によって推進された郊

外の積極的な開発と，中心市街地の立地規制であった．つまり郊外に新たな業態を創りだ

そうとする小売企業の実践と，それに対抗する統治連合の実践が折り重なることによって，

「ロードサイド」は急激に生起していったのである． 

 次に，「『ロードサイド』は，『都市』と『消費』の関係をいかに変化させたのか」とい

う問いに対しては，こう答えることが出来る．「ロードサイド」は，小売企業の論理が純

化した空間として日本の都市の中に現れた．地域の論理に依拠した統治連合にほぼ左右さ

れない消費空間として，「ロードサイド」は成立したのである．このことは，それまで内

在的に織り込まれていた「都市」と「消費」の関係性の変化を意味している．すなわち都

市機能の下位カテゴリーとして位置づけられていた小売業が，企業発達に伴う資本蓄積に

よって独自のロジックを持つようになり，「ロードサイド」という消費空間を創りだした

ということを，この過程は表しているのである．1970年代以降，「ロードサイド」の生起

によって，多くの都市社会学者や都市計画家が前提視していた「都市」と「消費」の規範

的な関係性は引き剥がされていったのであり，だからこそ，多くの論者が1990年代から

2000年代にかけて，「ロードサイド」を独特の含意でもってカテゴリー化し，問題の象徴

として捉えたのであった．その意味において，「ロードサイド」は戦後日本社会における

「都市」と「消費」の関係性の変化を象徴する空間であり，概念なのである． 

 以上が本論文のまとめであり，得られた知見である．「ロードサイド」は単に郊外型の

商業集積に対して遡及的に当てはめられる分析概念ではない．それは1970年代以降，郊外

型の商業集積が社会の中で次第に影響力を持つようになっていく中で，そのことを示すた

めに構築されてきた概念であった．そしてその背景には重層的かつ錯綜的な，人々による
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歴史的な実践が存在する．本論文は様々な立場に立つ人々の実践と，それを外在的に規定

するコンテクストに配慮しながら，「ロードサイド」が不可避的に地域社会における中核

的な消費空間となっていく要因を示すことで，その歴史的構築過程を描き出したのである． 

 

6.2 今後の課題 

 だが当然の事ながら，本論文に課題が存在しないわけではない．以下では，本論文が明

らかにすることができなかった領域について述べておきたい． 

 第一に，扱っている時空間の限定性が指摘できるだろう．本論文は，主に1970年代から

1990年代にかけての，北関東および群馬県高崎市の事例を中心に分析を進めてきた．それ

は「ロードサイド」が最も早く生起し，なおかつ地域の商業構造を大きく変えていった地

域と時期を取り扱うことによって，この現象の極大を論じようとする意図によるものであ

った．そして事実，その試みはおおむね成功したといえる． 

だが，多くが類似の過程を辿ったとはいえ，この分析結果を日本全国に対し，過度に一

般化することはできない．商業立地規制の強度や，地域社会の動向，あるいは経済状況の

高低などによって，その地域において「ロードサイド」が姿を表すようになった時期は異

なる．また，それが中心市街地に対して致命的なダメージを与えたか否かについても，そ

れぞれの経済圏ごとに無数の議論が存在しうるだろう．必ずしも「ロードサイド」の力学

が，日本の商業構造を覆い尽くしたわけではない以上，今後この議論を深めていくために

は都市間の比較――外的要因の強度とそれに伴う実践の動向の分析――が必要となってく

ると思われる．  

 第二に，小売企業や統治連合の実践を左右する知識体系の構築過程について，まだ議論

の余地が残されているといえる．3章で見てきたように，小売企業の実践を支えた要因の

一つとして，商業コンサルタントによる知識の循環的伝達があったことは間違いない．だ

が，こうした商業コンサルタントによる実践が，そもそもいかなる歴史的文脈のもと可能

となったのかと言う問いもまた，「ロードサイド」をめぐる議論のオルタナティブとして

存在する．つまり，「ロードサイド」はいかに可能となったのかと言う問いかけに対して，

日本における商業コンサルタントの成立というパースペクティブから返答することも可

能なのである． 

またこれと同類の課題として，4章で取り上げたような統治連合の矛盾的な実践を支え

た知識体系――都市計画や地方財政の配分機構――はいかにして歴史的に構築されてきた

のか，という問題も存在する．日本において地域の成長を規範とする知識体系は，どのよ

うな形で作られていき，そして人々に広く摂取されるに至ったのだろうか．本論文の範疇

を超えているとはいえ，「都市」と「消費」の関係性変化に関わる重要な問題である以上，

こうした問題系は今後取り扱われるべき課題であるといえるだろう． 

 第三に，本論文では外的要因として取り上げてきた「モータリーゼーション」，すなわ
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ち自動車という交通手段の力学をどう検討していくべきかと言う問題がある．戦後日本に

おいて自動車普及率は一貫して上昇し，それに伴い様々な形で地域社会を織りなす構成要

素は組み替えられてきた．だが，それはいかなる社会的力学として措定されるべきか．す

なわち都市人口の郊外化や「ロードサイド」の形成を突き動かす原動力とは何だったのか

については，検討の余地が残されている． 

 もちろんこのことは，本論文が「モータリーゼーション」を外的要因として措定し，む

しろそれを受け止める人々の実践に着目した以上，必然といえる．むしろ本論文は，この

力学を射程からあえて外したからこそ，ここまで議論を行うことができたのである．だが，

今までの議論を通じて，「ロードサイド」をめぐる人々の実践とその背景をおおむね解明

し終えた後，最後に残る問題系がこの人々の移動性変化に伴う社会変動をいかに説明する

のか（Urry 2007=2015），ということであることもまた間違いない．そしてそれは，現

代社会における消費様式のさらなる変化――モバイルコミュニケーションの一般化に伴う

ネットショッピングの普及と「ロードサイド」の凋落――を考えるためにも，今後必要な

作業なのである． 

 

6.3 本論文の意義 

 最後に，本論文の意義を述べることで一連の論考を終わらせることとしたい． 

 本論文の第一の意義は，「ロードサイド」の生成プロセスを外的要因の措定のみに起因す

るのではなく，そうした外的要因を背景に抱えた人々の実践から考察したところにある．

「ロードサイド」は消費者意識の変化や自動車交通の増大など，外的要因の変化に付随す

る形で不可避的に地域社会を覆い尽くしたのではない．それは外的要因の変化を受け止め

た人々の実践によって，概念としても，その概念によって指し示される空間としても，形

作られてきたものなのである．つまり「自家用車を走らせ，幹線道路沿いの大型店舗に商

品を購入する」という消費様式は，小売企業による試行錯誤と実践の末に生じ，一般的な

ものとなったのだ． 

 その意味において，本論文は「ロードサイド」を中心市街地の衰退要因として一方的に

定義するのではなく，「ロードサイド」もまた都市を取り巻く人々の実践の末に生起したも

のであるという立場をとっている．そしてこうした立場より商業の郊外化を分析したから

こそ，統治連合による「ロードサイド」への対抗実践もまた，場合によっては「ロードサ

イド」を助長する役割を有していたということを論じることができたのであった．こうし

た一連の分析は，都市をめぐる人々の実践が必ずしも意図した方向性には作用しないとい

うことを示しており，今後のまちづくりや都市計画の制度設計を考える上で，重要な参照

点を示しているといえる． 

 本論文の第二の意義は，新都市社会学の理論に基づいた経験的プログラムの可能性を示

したところにある．日本において新都市社会学は，おおむねそれまでの経験的な，伝統的
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都市社会学に対する理論的カウンターとしてのみ受容されたと言って良い．それは，難渋

かつ限定的な批判理論としてしか受け取られなかったのであり，ゆえに経験的研究の道筋

は，都市社会運動などを対象とする場合を除けばほとんど無かった． 

 しかし本論文が示したように，新都市社会学のパースペクティブはそれほど限定された

ものではない．確かに彼らのマルクス主義的かつ階級闘争的な用語法により極めて見えに

くくなってはいるものの，その議論は都市を所与の分析概念とすること無く，人々の実践

によって意味づけられる動態的な歴史的所産として捉えることの重要性を指し示している．

つまりそれはカテゴリー分類による都市の分析ではなく，そうしたカテゴリーそのものが

作られていく過程を分析することの社会学的意義を，提起しているのだ．そして実際，こ

うしたアプローチを取ることによって，本論文における「ロードサイド」のような形で分

析することができる都市にまつわるカテゴリー――郊外，コンパクトシティ，ニュータウ

ンなどなど――は数多く存在する．その意味において，本論文は都市社会学の新たな可能

性を提示しているのである． 

 そして本論文の第三の意義は，消費社会の変化を産業論的な立場から考察することの重

要性を提示したところにある．1970 年代に興隆した消費社会論は，差異化を伴った記号的

イメージの生産による自己準拠的な体系として消費をみなしていた．ゆえにそこでは，消

費者の差異化をめぐる実践とその動機が主たる分析の対象として取り上げられ，産業側の

実践は差異化を積極的に産み出そうとする場合のみにおいて研究対象とされていた．よっ

て，安さを錦の御旗とした「ロードサイド」の小売店舗は，多くの場合記号的イメージを

生み出すものではないと等閑視されていた． 

 だが，本論文の議論が示した内容は，安さもまた，企業の様々な実践によって生み出さ

れた差異化を伴う記号的イメージとしての側面を持つということであった．そこで見出さ

れたのは，高度に発達した物流体系と店舗間の激しい競争によって産み出される，「ロード

サイド」ならではの消費様式の生起であり，それに伴う消費社会の変化だったのである．

消費者ではなく，サービス供給者たる小売企業の実践こそが，この消費社会の変化に対応

する直接因として働いていたということを，このことは示している．その意味において本

論文は，消費社会の変化を検討する上で，より広範な知見――経営学や経済地理学，さらに

言えば 1 章で取り扱った「消費の社会学」――を参照することの意義を提起しているのであ

る．  

 こうした観点より，「ロードサイド」をめぐる人々の実践とその形成過程を分析してきた

本論文は，「都市」と「消費」の関係性をめぐる様々な問題が継続的に提起されていく可能

性が高い現代社会を考える上で，議論の参照点となる知見を提供するという，社会的意義

を有しているのである． 
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について詳細なご意見を提示していただいた箕輪夫妻に，心より感謝の念を表したい．不

躾なお願いをしながら，大飯をかっくらうだけの私に対し，寛容にも様々な施しをしてい

ただいた両氏のご協力無くして，本研究は決して完成し得なかった． 

 また，この両氏や様々な人を私にご紹介していただいた，大学院の同期である中島みゆ

き様に対しても感謝の念をここに表したい．群馬出身というだけで，寝床を提供してくれ

る人を紹介しろとのたまわる私に対し，箕輪夫妻という素晴らしい方々をご紹介していた

だいたことは，本研究の大きな助けとなった．氏のご協力無くして，本研究は決して完成

することはなかっただろう． 

 そしてこうした背景のもと，様々な質問について適切なご回答を示し，多くの資料を提

供していただいた群馬県の皆様には心より感謝の念を申し上げたい．門外漢の私に対し，

親切に接していただいた群馬県庁，前橋市役所，高崎市役所，高崎商工会議所，高崎産業

創造館，群馬県立公文書館，群馬県立図書館，高崎市立図書館，井上道路株式会社，戸所

隆先生，佐藤英人先生などみなさまのご協力無くして，本研究の完成はありえなかった． 

 さらに，社会学においてほとんど扱われておらず，私にとって甚だ未知の領域であった

小売業の仕組みや歴史的発達過程について，様々な知見を私に享受して頂いたウィンテル

コンサルティンググループの市川様，伊藤様にも，ここで感謝の念を表したい．小売業に

関するコンサルタントという職業の膨大な知的営為を，本研究で社会学的な議論に接続さ

せることができているかについては，甚だ自信がないものの，本研究によって経営コンサ

ルタントという職業の重要性が少しでも社会一般に伝わればと考える． 

 次に，本研究に対し貴重なコメントを寄せていただいた様々な人々に対し，感謝の念を

申し上げたい．まず東京大学学際情報学府の北田暁大先生，吉見俊哉先生に対し，強い感

謝の念を申し上げるものである．地理学という学問分野からやってきた頭の硬い私に対し，

社会学という学問の面白さ，重要性を様々なかたちで根気強く提示していただいたのは，

紛れもなく両氏であった．本研究の知的背景には紛れも無く両氏の様々なご活動．ご著作

の議論が内在しており，そのことによって本論文は書き終えることができたのである． 

 そして，両氏が運営されているゼミナールに所属されている皆様方にもまた，ここで感
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謝の念を申し上げるものである．北田研においては資料の取り扱いや，分析手法の構築に

おいて，様々なご意見を頂くことが出来た．特に家電量販というカテゴリーに着目するこ

との面白さを評価してくださった堀口様，言説分析の重要性を提示していただいた毛利様，

私の視角が定まらない研究について常に温かいエールを送っていただいた小川様，地域構

造分析についての興味深い資料や，より深いパースペクティブを提示していただいた清原

様，序論部についての重要なコメントをしていただいた團様，私の粗い分析手法に対し様々

な鋭いご指摘と，より良い手法の提示をしてくださった岡沢様などなど，北田研究室に所

属されている（た）院生の方々に対し，心より感謝の念を申し上げる．こうした北田研の

素晴らしい学習環境無しに，私が社会学という学問の知見を，未だ不足しているとはいえ

これほどまでに吸収することは出来なかったであろう． 

 吉見研は私にとって根源的な問いを精査し，なおかつ理論的枠組みを構築する際に非常

に大きな助けとなった．特に群馬という土地の面白さと，同時代的な日本における都市空

間の編成について深い知見を提供していただいた新倉様，資本という本研究において欠か

せない概念について私では及びもつかない知見を提供していただいた河様，公私問わず

様々な議論についてフランクかつ真剣に付き合っていただいた近藤様・北村様などなど，

吉見研究室に所属されている（た）院生の方々に対しても，心より感謝の念を申し上げた

い．膨大な資料群に飲み込まれそうになりながらもそれになんとかついていくことが出来

たのは，こうした数多くの方々の献身的なアドバイスのおかげに他ならない． 

 また，都市社会学に関する様々な文献を私に提示するとともに，極めて刺激的な議論を

展開していただいた，Reading Circle of Urban and Regional Studies の皆様方のご協力無

くして，本研究の議論が深まることはなかっただろう．特に本研究会への参加をおすすめ

していただいた清水様，さらにこの研究会のオーガナイザーとして，未熟な私に発表機会

を提供し，貴重なコメントを数多くしていただいた武岡様，研究についてきさくにコメン

トを送っていただいた渡邉・嶋田様，本論文を基とした投稿論文に対し貴重なコメントを

送っていただいた仙波様に対し，心より感謝の念を申し上げたい．本論文の方法論を構築

するために行った文献発表が，本研究会に僅かばかりながら寄与できていれば幸いである． 

 そして，修士課程進学後も，粘り強く文章指導や研究のご相談に乗っていただいた，立

命館大学文学部地理学専攻の先生方にも，ここで感謝を申し上げたい．特に藤巻正己先生，

加藤政洋先生両氏からは，学部時代より一貫して粘り強いご指導と励ましの双方を頂いて

きた．学部時代から研究テーマ自体は大きく変わったとはいえ，先生方からの地理学の知

的系譜に関する教授なしに，本論文の議論をこのような形で深めることはできなかった． 

 最後に，学会内外を問わず，私の不躾な態度にもかかわらず，貴重なコメントを送って

くださった皆様に感謝を申し上げたい．皆様の忌憚なきご意見なしに本論文が完成するこ

とは決して無かった．その点において，本論文は多くの人々の助けのもとに，ようやく陽

の目を見ることができたのである． 


	0. 序論
	0.1　研究の背景と目的
	0.1.1 社会変容の反映体としての「ロードサイド」――郊外論の系譜
	0.1.2 郊外論の説明図式はいかにして可能となるのか――人々の実践への着目

	0.2　本論文の予想される意義
	0.3　本論文の構成

	1. 先行研究の検討と本論文の方針
	1.1 分析概念としての都市――都市を操作的に定義することの限界性
	1.1.1 都市社会学者は都市をいかにして定義してきたのか
	1.1.2 「ロードサイド」の定義不能性

	1.2 歴史的所産としての都市――新都市社会学における構造から主体への転換
	1.2.1 マニュエル・カステルの『都市とグラスルーツ』における理論的転回
	1.2.2 都市の歴史的錯綜性と複線性――近年の空間論との対比から

	1.3 都市と消費の動態的関係性――消費の社会学の応用可能性
	1.3.1 消費セクターと社会的亀裂――非階級的な物的利益に伴う社会変動
	1.3.2 「ロードサイド」をサービス供給者の実践から分析する

	1.4 本章のまとめと本論文の方針

	2. 戦後日本の地方都市における商業集積の変化とその制度的要因――群馬県高崎市を事例に
	2.1 統計資料から見る対象地域の変化
	2.1.1 高崎市における商業の郊外化
	2.1.2 戦後群馬における産業構造・人口動態・交通状況の変化

	2.2 「ロードサイド」の制度的要因
	2.2.1 小売業における法制度の運用局面
	2.2.2 地方自治体はいかに郊外を産み出すのか――区画整理と都市計画の策定史

	2.3 「ロードサイド」の生起過程分析のために

	3. 「ロードサイド」の生起――小売企業と商業コンサルタントによる循環的知の伝達
	3.1 「ロードサイド」を発見する――小売企業の新しい経営資源
	3.1.1  人なき場所に人を見出す――ロードサイドビジネスの発生
	3.1.2  ポストSC時代の胎動――「ロードサイド」の急拡大

	3.2 「ロードサイド」を位置づける――商業コンサルタントの実践とその意味
	3.2.1 日本における「商業近代化」のイデオロギーとその背景
	3.2.2 「ロードサイド」を支える知識体系――計数管理と商圏調査

	3.3 「ロードサイド」を言語化する――カテゴリーとしての「ロードサイド」生起
	3.4 「ロードサイド」のダイナミクス――小売業が独自のロジックを持つとき

	4. 「ロードサイド」への自壊的対抗――高崎商工会議所による「地域開発レジーム」への参与メカニズム
	4.1 複合的組織としての商工会議所
	4.2  商工会議所による「地域開発レジーム」参与の歴史的構築過程
	4.2.1 「地域開発レジーム」の動機――都市問題の生起とその解決困難性
	4.2.2 「地域開発レジーム」の興隆――地域権力構造への貫入による解決案の浮上
	4.2.3 「地域開発レジーム」の局限と瓦解――郊外店の拡大に伴う都市問題の再燃

	4.3 「地域開発レジーム」の効用はいかにして反転したのか
	4.3.1 商工会議所の力学とそのロジック――業種間の相互作用
	4.3.2 「ロードサイド」繁栄のポリティクス――「地域開発レジーム」の機能不全

	4.4 「地域開発レジーム」と「ロードサイド」の共振的関係

	5. 「ロードサイド」の跳躍――郊外型家電量販企業の爆発的拡大と消費様式の変化
	5.1 日本における家電販売の歴史的成立過程
	5.1.1 メーカーによる系列ネットワークの形成
	5.1.2 GMSによる家電販売と家電量販店の誕生

	5.2 「北関東YKK」の爆発的成長――「安売り」・「ロードサイド」・「物流システム」
	5.2.1 安さという資源/「安売り」という施策
	5.2.2 「ロードサイド」と多店舗展開――店舗の大型化と規格化
	5.2.3 「物流システム」のIT化――店舗/人員管理のテクノロジー

	5.3 消費様式の質的変化――「安売り」と「ロードサイド」の相互連関
	5.3.1 「YKK戦争」の勃発――「安売り」の応酬とその表象
	5.3.2 比較という販売手法――イメージとしての安さ

	5.4 消費社会/消費産業の制度分析に向けて

	6. 結論
	6.1 「ロードサイド」はいかにして構築されてきたのか――本論文の知見
	6.2 今後の課題
	6.3 本論文の意義

	［文献］
	謝辞

