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モティベーションの観点からの商業者意識の
質的調査に基づく商店街活性化の考察
廣 芝 通 生
Ⅰ

研究テーマについての問題意識

商店街は、これまで地域住民の日常生活に欠かせない存在として、販売活動という本来
的な機能に留まらず、
「文化の継承」
、
「快適環境の維持」、「コミュニティ」、「まちの安全・
安心」等の場となり、地域の賑わいや交流の核としての役割も同時に果たしてきた。しか
し、近年の商店街を取り巻く様々な環境変化により空き店舗が発生し、衰退に歯止めがか
からず、誠に憂慮すべき状況に至っている。
筆者が 6 年間、商店街活性化事業に携わってきた過程で懐疑的に思うことは、「商業者
の商店街活性化に対する関心や意欲」についてであった。自店が繁盛すれば良しとする考
え方が優先され、商店街活性化の重要性の認識が希薄で、マクロ的視点が欠如しているの
でないか。また、地域商業衰退への危機感の不在、経営者の高齢化による意欲低下、後継
者不在、熱意と行動力ある若手リーダーの不在等が要因であろうと推測していた。
そこで、外的観察では解明できない商業者のモティベーションという心理的内面からア
プローチし、実態を質的に分析しようと試みた。具体的方法として、店舗を個別訪問して
インタビューによる意識調査を行い、商業者の本意を引き出そうと考えた。

Ⅱ

商店街商業者の意識調査

本節では、T 市中心市街地の 2 つの商店街を対象にそれぞれの組合員商業者に対して
行った意識調査について説明する。前述のように、モティベーションの観点を切り口とし
て商業者の日常の考え方や想い、感じ方、行動等についての忌憚無いフリーワードによる
回答を基に検証する。

1．調査対象商店街と店舗の概要
インタビュー調査は、A 商店街および B 商店街の組合員経営者を対象として行った。
両商店街はそれぞれ私鉄駅と JR 駅前に位置する T 市を代表する地域型商店街であり、筆
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者が職務上、密接に関わってきた団体である。また、対象店舗は、活性化事業に協力的か
つ理解ある店舗の中から、業種的分散を考慮して選抜した。また、インタビューは実質経
営者を対象とした。始めに A 商店街とインタビュー店舗の概要について説明する。
（1）A 商店街とインタビュー店舗の概要
A 商店街は T 市私鉄駅前から JR 駅方面へほぼ東西を繋ぐように伸び、市内でも最大規
模の商店街である。1952 年に協同組合としてスタートし、その後 1972 年に振興組合を設
立して今日に至っている。組合員数は 109 であり、業種構成は表 1 のとおりである。理事
長にはブティック経営者（56 歳）が就任しており、理事総数 15 名、年代別には 20 歳代 1
名、30 歳代 1 名を含み、40 歳代から 50 歳代が殆どを占めている。組織は、販売促進部、
IT 事業部、総務部等があり、各担当理事が中心となり活動している。また、空き店舗は
殆どなく、組合加入率も 100％である。この高組織率は団結力のある商店街のように見受
けられる。しかし、近年、経営者の高齢化が進み、廃業後の店舗に、ファスト・フードを
始めとする FC 店や携帯電話ショップ、マッサージ店等のサービス業が増加しつつある。
その一方で、個性的で魅力ある地元店舗は少なく、近隣の有名大型スーパーに比し、日常
生活に必需の生鮮三品での顧客ニーズ充足度は相対的に低く、市民から大きな支持は得ら
れていない。また、核店舗として、街路中央に地元有力者が経営する中堅食品スーパー
があり、消費者を誘引している。街路の長さは 315m、幅 7.7m、環境施設としてアーケー
ド、カラー舗装、東と西の出入口にはアーチを設置し、清潔で商店街らしい雰囲気を創出
している。その他、2005 年 12 月には街路に防犯カメラを設置し、来街者に“まちの安全
性”を訴求している。主な組合事業は、毎月第 4 金曜日に実施する新聞折り込みのクーポ
ンを使った売出し、
「七夕装飾」
、7 月下旬の「納涼夜まつり」
、夏と年末の「大売出し」
を例年開催している。
なお、A 商店街の業種構成とインタビューを行った店舗の概要は、それぞれ表 1、表 2
のとおりである。
表1

A 商店街の業種構成

業種分類
1 生鮮食料品（魚、肉、青果など）
2 その他の食品
3 日用雑貨品（化粧品、薬品など）
娯 楽・教養文化品（書籍、文具、生花、園
4
芸など）
身の回り品
（時計、靴、鞄、眼鏡、貴金属、
5
帽子、携帯電話など）

表2

A 商店街インタビュー対象店舗

店舗数

割合

3
10
8

2.8%
9.2%
7.3%

9

8.3%

B 店 最寄品 50 歳代 男性

19

17.4%

C 店 買回品 50 歳代 男性

6 衣料品
14
12.8%
2
1.8%
7 耐久消費財（家電、家具、自転車など）
スーパー、コンビニエンスストア、100 円ショ
1
0.9%
8
ップなど
15.6%
9 飲食店（喫茶店、テイクアウト弁当など含む） 17
サービス（理容・美容店、英会話、医院、ク
26
23.9%
10
リーニング、マッサージなど）
計 109 100.0%
出所：筆者作成

業種

組織
店舗数 当地 店舗と
経営者
後継者 役員
性別 従業員数 専業
業歴 住居の
の年齢
（子息） 担当
（家族含） 兼業 （創業） 別

A 店 最寄品 30 歳代 男性

個人
3名
個人
2名
個人
3名

D 店 買回品 50 歳代 男性

株式会社
5名

E 店 買回品 70 歳代 女性

個人
1名

1
10 年
同じ
専業 （100年）
1
31 年
同じ
専業 （60 年）
2
28 年
別
専業

未定
理事
（あり）
理事
なし
販促
未定
理事長
（あり）

2
23 年
専業 （61年）

別

未定

1
専業

別

なし

60 年

出所：筆者作成
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（2）B 商店街とインタビュー店舗の概要
JR 駅と隣接する再開発商業施設から南北の道路を隔てた西側に伸びる街路 220m、幅
6m の事業協同組合の商店街である。1951 年の設立で、市内で最も古い商店街である。当
地域は江戸時代には西国街道の宿場町として栄え、古参商業者にとっては誇りでもある。
組合員数 41、理事長には家電販売店経営者（68 歳）が就任している。理事は 40 歳代と
50 歳代を中心に 10 名で、組合店舗総数は少ないながら個性的で意欲的な商業者もいるよ
うに感じる。
組織としては、活性化委員会、販売促進委員会、総務委員会があり、各委員長に担当理
事が就任している。なお、新たな動きとして、今年度から組合員の商店街活動への参画意
識向上のため、全員が何れかの委員会に所属することとなった。なお、B 商店街には、集
客できる核店舗がなく、街路が JR 駅への近道として人や自転車の通路と化しており、誠
に残念である。
一方、ハード整備面では、アーケード、カラー舗装を施し、東出入口にはアーチを設
置して商店街に相応しい玄関口を演出している。恒例の売り出しは、7 月上旬に中元大売
出し、12 月上旬には歳末大売出しを行い、同月下旬に満点カード 3 枚を数の子に交換す
ると言う、
“ウコン・カード 1「数の子」交換会”が開催される。このウコン・カードは
B 商店街の日常的な集客のための事業として開始し、既に 10 年以上経過している。しか
し、加盟店は 14 店舗に留まり、商店街全体に恩恵をもたらすスケールメリットを発揮し
ていない。また、イベントとして、7 月には「ふるさと B 夏まつり」を地元自治会と協賛
で実施し、街路に商業者手づくりの露店を出店して、商業者と地域住民が一体となった楽
しい賑わいの場を創出している。なお、B 商店街の業種構成とインタビュー実施店舗の概
要は、それぞれ表 3、表 4 のとおりである。
表3
1
2
3
4
5

B 商店街の業種構成

表4

業種分類
店舗数
1
生鮮食料品（魚、肉、青果など）
その他の食品
3
日用雑貨品（化粧品、薬品など）
4
娯 楽・教養文化品（書籍、文具、生花、園
3
芸など）
身の回り品
（時計、靴、鞄、眼鏡、貴金属、
2
帽子、携帯電話など）

6 衣料品
7 耐久消費財（家電、家具、自転車など）
スーパー、コンビニエンスストア、100 円ショ
8
ップなど

割合
2.3%
6.8%
9.1%

業種

B 商店街インタビュー対象店舗

組織
店舗数 当地 店舗と
経営者
後継者 役員
性別 従業員数 専業
業歴 住居の
の年齢
（子息） 担当
（家族含） 兼業 （創業） 別

F 店 最寄品 40 歳代 男性

6.8%
4.5%

5
4

11.4%
9.1%

2

4.5%

8
18.2%
9 飲食店（喫茶店、テイクアウト弁当など含む）
サービス（理容・美容店、英会話、医院、ク
12
27.3%
10
リーニング、マッサージなど）
計 44 100.0%
出所：筆者作成

G 店 サービス 40 歳代 男性
H 店 サービス 50 歳代 男性
I 店 サービス 50 歳代 男性
J 店 買回品 50 歳代 男性

理事
未定
アーケード
（あり）
会計

個人
2名

1
専業

個人
2名
個人
1名
個人
1名

1
29 年
未定
専務
同じ
専業 ︵80 年）
（あり） 理事
1
3年
理事
別
未定
専業 （25 年）
活性化
1
副
35 年
同じ
なし
専業
理事長

個人
1名

1
専業

28 年

同じ

1
専業

43 年

別

株式会社
K 店 買回品 60 歳代 男性
3名

25 年

同じ

未定

理事
会計

あり

理事長

出所：筆者作成

1		 B 商店街独自のポイント・カードであり、T 市所縁の大名である高山右近に因んだ名称にしている。
加盟店は現在 14 店舗。

84

経営戦略研究

vol. 2

2．調査方法
インタビューは約 3 週間かけて、比較的閑散時間帯である午後 3 時から 5 時頃に行っ
た。1 店舗に要した時間は平均 1 時間 20 分程度であった。各質問におけるモティベーショ
ンの程度を商業者の主観的判断に基づき、客観的尺度で測定しようと試みた。その際、所
謂内発的モティベーションの最も有力な論者として著名な心理学者、エドワード・L・デ
シ（Edward L. Deci）の“Self-Determination Theory”に準拠した質問表を作成して、
インタビューに用いた。すなわち、デシが内発的モティベーションの条件として最も重要
視している「自律性（Autonomy）
・自立性（Independent）」、「有能性（Competence）」
および「関係性（Relatedness）
」の 3 つの観点から、外的報酬や規制という外発的モティ
ベーションではない自分の内面から湧き出るモティベーションをインタビューにより質的
に調査した。特に、商業者は自店の繁栄や商店街活性化への意欲をどのような内的要素に
よって誘発されるのか、また自店繁栄へのモティベーションと商店街活性化へのそれとの
関係性を解明したいと考えた。なお、
「自律性」は他者から強制されない自己決定と独立
性であり、「有能性」は自己能力の高さの認識、そして「関係性」は他者との安全な関係
が確保されている感覚を指す。また、3 条件をそれぞれ構成している要素として、
「自律
性」は「自律性（狭義）
」と「自立性」の 2 つに、
「有能性」は「自己効力感」
「向上心」
「顕示欲」の 3 つに、また「関係性」をその対象から「対従業員」「対顧客」「対近隣住民・
商業者」の 3 つに分類した。そして、以上 8 種類の要素をそれぞれ「個店レベルの意識」
（個店＝自店）と「商店街レベルの意識」
（商店街＝自店が属する商店街）の 2 つのレベル
において、各要素を反映した質問を各 2 問ずつ設定した。この結果、質問数は合計 32 問
となった（表 5「質問表」参照）
。すなわち、当研究は、個店レベルと商店街レベルの 2
つの視点の内発的モティベーションをベースとする商業者意識に関する質的調査と分析で
あり、この観点での同種の先行研究事例は無いと思われる。
次にモティベーションの強度を測定するにあたり、
「そう思わない」を 1、
「そう思う」
を 5 とした 5 段階尺度により数値化して客観性を持たせることにより、経営者の自店の業
績向上についての意欲および商店街活動への理解度、協力度、参加程度等の確認を行っ
た。調査手順は、インタビュー実施までに予め調査表を該当商業者に留め置き、後日再訪
問時までに 5 段階尺度をチェックしてもらった。そして、調査票の回答尺度の理由、質問
に関する意見、感想や持論等、さらには質問から派生する事項についてリラックスした雰
囲気の中でフリーワードにて忌憚なく語ってもらった。また、32 の質問の後に「トータ
ル質問」と属性質問を設定した。
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表 5 「質問表」
条件

要

素

自律性・自立性

自律性

自立性

自己効力感

有能性

向上心

顕示欲

対従業員

関係性

対顧客

対近隣住民
・商業者

個店レベル
商店街レベル
1）商品の仕入や販売方法について自分 1）行政が作った施策に従うべきと思い
で決めていますか、あるいは誰かに相談 ますか？または、商店街独自の活性化策
していますか？（「決めている」を基準と を採るべきだと思いますか？
（「従うべき」
して）
を基準として）
2）店の理念・方針・コンセプトなどを自 2）商店街の事業は組合員のコンセンサス
分で決めていますか？または、人の意見 （合意）で決定すべきだと思いますか？
を採り入れますか？（「決めている」を基
準として）
1）自店で独自の顧客サービスをすること 1）不本意な組合の共同イベントには従
は大切だと思いますか？
いたくないですか？
2）同業他店との提携は、したくないで 2）組合に入ったほうが安心だと思います
すか？
か？
1）店の業績目標の達成についての自信 1）自分が商店街活動に参加することは
はありますか？
意義があると思いますか？
2）店のトップとして十分に経営手腕を発 2）組合の会議では自分の意思を皆に納
揮していると思いますか？
得させる自信がありますか？
1）自店の業績（売上、利益）をもっと 1）商店街がもっと良くなってほしいと思
向上させたいと思いますか？
いますか？
2）商業者向けの研修や勉強会があれば 2）先進商店街を視察して参考にしたい
参加しますか？
と思いますか？
1）面白い商品を仕入れたときには、そ 1）商店街の中で自店は個性的だと思い
れをお客様に強く勧めたいと思います ますか？
か？
2）自分がリーダーシップを採って商店街
2）優良店表彰制度があれば、表彰され 活動をやってみたいと思いますか？
たいと思いますか？
1）商売について従業員（家族）の意見 1）他店の従業員にもコミュニケーション
を聞いたり採り入れたりしていますか？
を採るようにしていますか？
2）従業員の相談に乗ったりして、フレン 2）他店の従業員と一緒にイベントなどに
ドリーに接していますか？それともビジ 参加していますか？
ネスライクに接していますか？（「フレンド
リー」を基準として）
1）顧客の要望などを聞いたり、採り入 1）商店街に来る顧客は自店の顧客でも
れたりしていますか？
あると思いますか？
2）お客様の顔と名前を覚えていますか？ 2）顧客からの商店街への要望を採り入
れるべきだと思いますか？
1）他の商業者と商売以外の話をするこ 1）商店街主催の懇親会などの集まりに
とがありますか？
参加しますか？
2）他の商業者や住民と一緒に飲んだり 2）商店街は地域のコミュニケーションの
食事をしたり、遊びに行くことはありま 場だと思いますか？
すか？

〈トータル質問〉
Q1．自店がさらに繁盛するために何を行いますか？
Q2．商店街が活性化するために何を行いますか？
Q3．
「自店の繁盛と商店街活性化の相互関係」をどのように考えますか？
〈最後にあなた自身のことについておたずねします〉
1．あなたの年齢は（
）歳
2．あなたの性別は
1．男
2．女
3．あなたの当商店街での業歴は（
）年
4．当商店街の役員ですか？（役職名：
）
5．あなたの住まいは店舗と別ですか？同じですか？ 6．後継者は決まっていますか？
出所：筆者作成
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意識調査の分析結果と考察（抜粋）

この節では、2 つの商店街の全体および比較における傾向、次に各商店街の傾向を探
り、最後に特徴的な個店の傾向について触れる。

1．2 商店街全体および比較においての傾向
2 つの商店街全体および各商店街の結果を表 6 に纏めた。示された数値を基に主要な傾
向や特徴を述べるが、それらは筆者の経験に基づく主観的見解であることを了解願いた
い。

表6

内発的モティベーションの 3 条件に基づく商業者意識（2 商店街対比）

小



（出所：筆者作成）

（1）2 商店街全体の傾向
①関係性の重視
まず、はじめに特筆すべき点として、3 条件の中で関係性を最も重視していることが判
明した。一概に関係性と言っても、経営者が日頃コミュニケーションを採っている関係者
は従業員、顧客、近隣の商業者や地域住民等、広範に亘る。従業員間の良好な人間関係を
始め、組合員同士の意思疎通等には日常の会話や親睦が重要だとの認識の現れである。対
従業員関係性（個店レベル）の質問への回答例では、「フレンドリーに話をして成果に結
びつけたい。（中略）ビジネスのみでは情が入らない。
」
（C 店）との意見があった。商店
街レベルでは、概ね挨拶を始め組合行事、趣味等の話もするとの積極的な意見も散見され
た。また、対顧客関係性（商店街レベル）では、来街者と自店との関係性および来街者の
要望に如何に対処すべきかを問うた。回答例は、「商店街で軒を連ねて商売する以上、そ
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う思う。
」
（A 店）や「商店街に来る人は自店の顧客でもあり得る。
（後略）
」（J 店）との
意見がある反面、一部サービス業や買回品店に、自店の顧客となる可能性については、や
や否定的な意見が見られた。
最後に、対近隣住民・商業者に対する関係性については、個店レベルでは「普段の付き
合いが大事。
（後略）
」
（B 店）
、
「腹を割って、モノが言える仲が大事だ。一部の商業者仲
間とは、商売のことも忌憚ない意見を言う。（後略）」との模範的な意見もあった。また、
商店街レベルでは、他店の従業員とコミュニケーションを図るように努力しているか？
また、地域との関わりをどのように評価しているかを問いかけた。前者では「組合員大会
は、経営者と従業員がセールに向けて一緒に頑張ろうと言う趣旨の懇親会で、目的は仲
間意識を醸成することだ。
」との回答があった。また、理事長自身も「自分が懇親会を推
奨している。
」と積極的にコミュニケーションの場作りに努力している。また、後者では
「商店街はパブリックなコミュニケーション空間であり、商売人のものではない。主役は
地域の皆さんである。
」
「商店街は地域と共に栄えて発展する。地域と一体となるべきだ。」
等の前向きな意見が多かった。
②高い自律性と向上心（商店街レベル）
関係性以外で商店街レベルのモティベーションが強く現れた要素は、自律性および向上
心である。自律性は、商店街活動を決定する際、商店街としての自律性を問うものであ
る。質問は行政が作った施策に従うべきか、または商店街独自の活性化策を採るべきか
との問いかけを行った。これに対して、「商店街内で商売する限りは、自分達で考えて決
めるべきである。
」
（E 店）
、
「商店街も自らの活性化の意見を纏めておく必要がある。
（後
略）」（J 店）との意見があった。また、組合内の意思決定にはコンセンサスが前提かとの
質問には「店の形態も違うので、全員の賛成は無理だ。しかし、商店街で商売をする以上
は協力して欲しい。大型店に対抗するには纏まるべきだ。」（A 店）等、合意を重視して
いる点が確認された。
次に向上心では、商店街が良くなって欲しいかとの質問に対し、「強く思う。商店街に
賑わいがあれば個店も繁盛する。
（中略）商店が潤ってこそ活性化である。」
（A 店）、「（前
略）人通りを多くするには何をすべきかを考えることが先決。後は個店の自助努力だ。商
店街が良くなれば良い店も出店する。
」（C 店）や「商店街が良くなれば集客力ができ、新
しいお客様が来店され固定客増に繋がる。」（D 店）、との多くの前向きな意見があった。
また、先進商店街の視察に関して、
「率直に、見て参考にしたい。（中略）繁昌の理由を知
りたい。」
（A 店）
、
「流行っている商店街の良いところを採り入れるべきだが、外面でな
く組織内の動き等を聞きたい。
」
（I 店）と商店街の生き残り策へのヒントを掴もうとする
意欲は、予想以上であった。
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（2）2 商店街の比較において
①向上心（個店レベル）について
自店の業績を向上させ、繁盛させたいと願う気持ちを聞いた。該当する 2 つの質問に対
する回答者の評点をみる。
1）「自店の業績（売上げ、利益）をもっと向上させたいか？」との質問には A 商店街
平均 5.0、B 商店街同 4.7 と高得点であったが、2）「商業者向けの研修や勉強会に参加し
たいと思うか？」にはそれぞれ 3.0、3.5 と評点が低かった。業績向上には強い意欲を覗か
せているが、ノウハウやヒントの習得意欲は低位である。この要因を回答に求めると、研
修会への不満が見られた。具体例では「講師は机上でしか喋らない。具体的な改善策に結
びつかない。」
（B 店）
、
「役に立たない。講師は（商売）の実績がない人が多く、業種が違
うと全く参考にならない。
（後略）
」
（D 店）
、さらに「自分が考えている方が良い。商業者
と話した方が的を得ている。
」
（H 店）とかなり手厳しい。商業者は、自店の従業員や顧客
からの意見には謙虚であるが、第三者のアドバイスには進んでは耳を貸さない“頑固な商
売人気質”を感じる。
② B 商店街に比し、A 商店街の高い自己効力感 （商店街レベル）
自己効力感（商店街レベル）において、A 商店街の平均は 8.6 であり、7.7 の B 商店街
よりも高い。A 商店街の 5 店舗では評価が 8 ないし 9 であるのに対して、B 商店街は一部
の経営者に低い評価が見られた。質問 1）の「自分が商店街活動に参加することは意義が
あるか？」に対し、A 商店街では「自分がこの街にいる限り、自分達が参画して街を創
り、守るのは当然のこと。
」
（C 店）や「商店街が活性化して欲しいので一番に参加する。」
（E 店）との意見があった。その反面、B 商店街では「同じ屋根の下で商売する以上、そ
う思うが、理事会で充分な検討なく決定された行事に参加するのは、正直しんどいときが
ある。日頃のコミュニケーションが必要だ。
」
（J 店）や「意義がある場合と無い場合があ
る。販促や装飾は全部手伝う。
（中略）見返りは無くてもお客様が喜んでくれればよい。」
（G 店）と、若干否定的な意見もあった。A 商店街の全店舗を対象とした調査から導き出
した結論ではないが、A 商店街の方が、組合活動への参画意義を容認する傾向がやや強
い結果が得られ、団体として“纏まり”があると言えよう。

2．A 商店街の分析結果
右記の表 7 に基づいて説明する。なお、表「3 条件による商業者別評点内訳」は割愛し
た。
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内発的モティベーションの 3 条件に基づく商業者意識（A 商店街）



注）評点下段の／は、質問の各評点
小



（出所：筆者作成）

（1）C 店と D 店における低い自律性評点（個店レベル）
2 店舗の傾向を回答から検討すると、いずれも経営者の考え方が「現場主義」によると
ころが大きい。事例として、
「当店の売上げは、現場販売員の手腕、販売能力に左右され
ることが多い。販売員をやる気にさせるのが経営者の能力である。」
（D 店）、「従業員に勝
手に判断させているが、自分は売れ筋商品の陳列方法や店全体の雰囲気等の考えがあるの
で葛藤がある。昔は（強制的に）変えさせたが、今は従業員の声を尊重している。売るの
は従業員であるから。
」
（同）との意見が見られ、経営者は自分より従業員の意見を尊重し
ている。
（2）対顧客関係性（商店街レベル）における一部否定的意見
質問 1）の「商店街に来る顧客は自店の顧客でもあると思いますか？」に対しては、「商
店街は軒を連ねて商売をしている以上、そう思う。」（A 店）という回答がある反面、「可
能性はあるが、顧客と思うのは難しい。
」
（C 店）また、
「商店街を歩いている人は全て自
店のお客様ではないが、
（そうなる）可能性があると思う。」（D 店）のように A 店のよう
な最寄品店と C 店、D 店の買回品店では捉え方に相違があるという一面が伺えた。
（3）その他
5 店舗の経営者のうち、理事長を含む 3 名が理事であるが、筆者が認識を新たにしたこ
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とは、第一に A 商店街には独善的な考えの経営者が少なく、それが商店街組織の纏まり
に貢献している。第二に、理事の中に若手リーダーが潜在的にいることである。これら 2
つの強みを伸ばせば前途は開けるのではなかろうか。
ところで、理事長は波風を立てることを嫌う性格であり、本人も「自分は現場の声を聞
く方式（現場主義）を採り、
（自分が）どう動くべきかを考える。5 年 10 年を見越してや
る。会話方式、容認、信頼関係が大事。自分は『ついて来いタイプ』ではない。
」と述べ
ている。トップダウン型の改革ではなく、時間をかけて組織を纏めていくタイプである。
また、同氏は「組合の会議で自分の意思を皆に納得させる自信があるか？」との問いに
対しては「納得より理解してもらうことだ。何故こうすべきかを理解すれば実行してくれ
る。
」と述べている。

3．B 商店街の分析結果
下記の表 8 に基づいて説明する。なお、表「3 条件による商業者別評点内訳」は割愛し
た。

表8

内発的モティベーションの 3 条件に基づく商業者意識（B 商店街）



注）評点下段の／は、質問の各評点
小



（出所：筆者作成）

（1）自律性（個店レベル）における店舗間格差
評点が一番高かったのは J 店（10 点満点）である。当店の経営者は、経営者がストア・
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コンセプトを明確に確立し、意欲的に商売に取り組んでいる。次点は K 店の 9 点であっ
た。K 店は経営者の子息がサラリーマンを辞めて後継者となり、2 世代で経営の立て直し
を図っている。一方、評点の低い H 店や I 店は、経営者が妻と二人で店を切り盛りして
おり、家族間の力関係が店舗運営上の力関係に直接反映されていると思われる。これは、
商店街商業者の平均像である。
「商品の仕入や販売方法を自分で決めているか、誰かに相
談するか？（
「決めている」を基準として）」との問いには、自律性が高い J 店経営者は
「仕入れや販売方法、顧客管理など全てを自分で行い、オーナーの味を出している。」とす
る反面、
「家内に全面的に相談の上、決定している。」（I 店）との対極の回答もあった。
（2）自己効力感（商店街レベル）における店舗間格差
この要素・レベルでの評点は 5 点から 10 点まで店舗間格差がみられた。
（内訳：5 点
1 店舗、6 点 2 店舗、9 点 1 店舗、10 点 2 店舗）。質問は 1）「商店街活動に参加すること
は意義があると思うか？」と 2）
「組合の会議で自分の意思を皆に納得させる自信があ
るか？」であった。前者では「同じ屋根の下で商売している以上、そう思う。
」
（J 店）
や「イベントはお客様への利益還元で、コミュニティの醸成にも貢献している。
」
（I 店）
のような肯定的意見がある反面、同じ J 店が補足的に「理事会で充分検討せずに決定さ
れた行事に参加するのは、正直しんどいときがある。日頃のコミュニケーションが必要
だ。」（前出）とも述べている。また、後者の質問に対して、J 店経営者は「自分は意見を
はっきりと言うので、他の組合員に嫌われているだろうが、熱い気持ちは伝わっている
と思う。現実は、組織が過去に引きずられているので、なかなか難しい。しかし、自分は
『Mastery for service』の精神でいる。」（J 店経営者は関学出身）との意見や「（自分は
サービス業であり物販と）業種が違うので、自分の意見は説得力がない。例えば、七五三
に大売出しをやろうとは言えない。
」
（G 店）との意見があった。
（3）その他
B 商店街には、概して個性的で持論を持つ経営者が多いとの印象を受けた。それは、回
答にも具体的に現れており、モティベーションは一定高いが、商店街としての纏まりの面
で苦慮する心理を読み取れた。B 商店街の課題は、個店のやる気を組合活動へ如何に繋げ
ていくかである。組合事業への思いの温度差を集約し、ベクトルを同方向に仕向けること
がリーダーの役目と言えるが、誰もが、その難しさを実感しているようである。一方、
理事長は中立派であり、
「自分の役回りは、次世代の理事長を決めることだ。」と述べてい
る。このように個性的だが、熱意ある商業者の組合活動への自発的参画を促進することが
課題であろう。
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4．個店における特徴
次に、それぞれの商店街に属する個店（2 商店街 11 店舗）について、明確になった特
徴とその要因について考察する。
（1）3 条件の比率に関する特徴（関係性）
B 商店街の G 店および H 店の関係性に関する特徴について考察する。まず、関係性比
率が低い店舗である G 店（サービス業）は、自律性（自立性）：有能性：関係性の 3 条件
比率【自律性（自立性）を 1 とする。3 条件比率を掲載した「3 条件による商業者別評点
内訳表」は割愛した。
】が 1：0.67：0.93 であり、6 店舗中、最低であった。低い評点の理
由を示唆する証左として、経営者は「当店と商店街とのイベントは全く時期がずれてい
て恩恵がない。
」と語り、物販店主体のイベントには、お付き合い的参画と言う意識があ
る。また、
「懇親会には行きたくない」とし、
「理事ばかりが動いて協力性がない。皆で商
店街を良くしていく気持ちが無い。
（中略）
（会議に欠席して後で）勝手に決めたと言う
人がいるが、出席して意見を言うべきだ。
」と述べ、参画意識の低さを指摘している。な
お、関係性が 11 店舗中一番低い A 商店街の D 店については、後段にて「一番評点が低
い店舗」の項で触れたい。
次に H 店であるが、当店は反対に関係性比率が 1：1.46：1.62 と一番高かった。店主は
2 年前から独自のミニコミ誌を定期発行し、顧客や地域住民にも投稿させて、人間同士の
交流や心の触れ合いを通じて、自店と地域の関わりを促進している。経営者の言葉を引
用すると「自分は活性化委員なので、地域住民ファンを創ろうと考えている。商店街へ
のボランティアの代償に、商品券を進呈したり、（商店街への）苦情も聞けばよい。（商業
者が）商業者に提案しても効果がないが、お客さんを動かせば自分達もじっとしておれな
い。
」また、
「商売人の真髄は、カネ儲けや大きなビルを建てることでなく、例え一人のお
客さんでも喜ばすことだ。
」と商業者の鑑のような殊勝な意見を述べている。また、自店
と商店街の相互関係では、
「密接に関係している。（中略）商業者は売上げが伸びないと嘆
く前に、お客さんが住む街を歩いて実感することだ。」とも述べ、市場観察の重要性につ
いて示唆に富んだ回答もしている。
（2）評点合計が高い経営者と低い経営者の特性
評点合計が高い上位 3 店舗の 1 位は、142 点の B 商店街 J 店、2 位が 134 点で A 商店街
C 店、そして 3 位は 133 点の B 商店街の I 店であった。3 条件の内訳では、特に有能性と
関係性の高得点が指摘できる。2 つの評点は、J 店、C 店、I 店の順でそれぞれ 51 点・58
点、52 点・56 点、46 点・57 点であった。中でも J 店は、B 商店街で有能性、関係性とも
に最高得点であった。J 店経営者は、個性的であるが、経営への確固たる信念をもち、商
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店街活動の重要性も自覚している。また 3 店舗の経営者の共通する特徴は、明るい性格で
常に快活、前向きで論者であること等が挙げられる。
次に、評点合計の低い店舗として、A 商店街の D 店と B 商店街の F 店について考察す
る。
D 店は 3 条件の評点合計が 103 点と 11 店舗中一番低く、うち関係性の評点が 33 とこ
れも最低点であった。この結果、自律性（自立性）：有能性：関係性の 3 条件比率は 1：
0.94：0.76 で、比率の観点からも 11 店舗中、最低であった。対従業員関係（個店レベル）
の回答で「従業員の声を尊重する。売るのは従業員であり、気分良く接客してもらうこと
が客商売には一番だ。
」と発言する一方で、商店街レベルでは「隣は何をする人ぞ、と言
うようにコミュニケーションの希薄は社会の流れだ。」と自分の無為を世情の変化に責任
転嫁しているようにも思える。
最後に、食品販売店である B 商店街 F 店経営者についてである。彼は、2 代目で、40
歳代と比較的若く、実父と妻の 3 名で店舗を運営している。店内は、明るく清潔感があ
り、商品も豊富で B 商店街では希少な有力店になり得る可能性を秘めている。しかし、
総得点は 112 点に留まった。内訳は有能性 39 点と他店に比し相対的に低位であり、特に
関係性については 45 点と 6 店舗中最低点であった。温厚で控えめな性格を考慮しても、
組合加入は「お付き合いである。
」とし、会議では「人の意見には賛否を表すが、自らア
イディアを出さない。
」と述べている。売上げ増加を図りたい気持ちは強いものの、これ
を実現するための具体的戦略がない。筆者としては、とにかく何かアクションを起こして
欲しいと言う強い気持ちに駆られた。

Ⅳ

今後の商店街活性化に向けての提言

本節では、調査結果の分析と考察を踏まえて、今後どのような観点に軸足を置いた商店
街活性化が必要かを考える。主要な課題を列挙して説明する。
（1）有能性を高めることによる個店の魅力向上
商店街活性化のためには、個店の魅力向上が重要であることは相違ない。そのためには
個店の経営力強化に必要な経営知識やノウハウの習得には貪欲になって欲しい。インタ
ビューでは、勉強会や研修会への嫌悪感が見られたが、むしろ謙虚に経営資源のたな卸し
を行い、特に強みの向上に注力する必要があろう。そして、消費者視点を持った魅力的な
店舗が徐々に増加することが、商店街の活性化に繋がる。個店の業績回復は、経営者の商
店街活動参画への余裕を生み出すだろうし、ひいては個店の繁栄と商店街の集客力アップ
という理想的な好循環の源泉となる。
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（2）日常のコミュニケーションを意識した関係性の向上
調査では、関係性の重要性が示唆されたが、未だ意識レベルに留まっている感が否めな
い。理想論的な回答が混在する可能性もあり、実態は未だ十分なコミュニケーションが図
れているとは言い難い。しかし、A 商店街では「組合員大会」の開催、また B 商店街は、
全組合員の委員会への所属等の“動き”が出始めており、“理事任せの組合運営”からの
脱却に一石を投じてはいる。関係性の具体的向上策として、年 1 回限りの総会ではなく、
組合員の交流機会を創出することである。
「皆が忙しいので、年 1 度だけ」では、関係性
の改善・向上は望めない。また、全体主義の商店街活動に固執せず、マインドの高い商業
者グループによる活動等のフレキシブルな動きも容認する柔軟性も必要である。商業者は
独善的、排他的な思考を改めて、お互いの意識のバリアを低くし、経営上の問題を検討し
合っての切磋琢磨も必要ではないか。例えば、一店逸品運動 2 等により他店との関わりを
持つことも有意義だろう。
（3）個店の利益にも繋がる持続的イベントの実施
回答の中で、
「イベントは自店の売上増加手段ではなく、日常のお客様への利益還元で
ある。」として、自店への貢献を期待しない、割り切り型の意見が散見された。しかし、
集客効果を狙う以上は、個店利益も前提とすべきではないか。逆に、個店利益に繋がらな
いイベントを改善しなければ、参加者のモティベーションも徐々に下がるだろう。イベン
トを一過性の行事に終わらせない企画力と継続性が必要である。「あの商店街に行けば、
今度はどんな面白いことがあるのか？」と消費者に期待感を抱かせれば成功である。それ
が商店街のファンを創造し、ファンが彼らの家族や友人を誘引する相乗効果を生み出すの
である。
（4）理事長のリーダーシップ
理事長のリーダーシップが商店街活性化へ大きな影響を及ぼすことも事実である。理事
長の意識や行動が、組合員の意識を変革することもあり得る。特に商店街を担う若手を育
成し、活躍の場を与えることが役員の高齢化や組織の硬直化、また組合員の意欲低下の回
避に繋がる。例えば、B 店の理事は「若い理事に花を持たせるべきだ。若い人を育てない
と A 商店街は良くならない。自分は陰の力になりたい。」と述べている。若手に権限委譲
し、現場を任せることが組合活動を「理事長任せ」にする傍観者的組合員を減少させるこ
とにも繋がる。

2		 語源は「一村一品運動」にあり、それぞれの店舗が自信をもって「売りたい」と思う「こだわりの
商品」を開発して「逸品」と名づけた。発祥は静岡市の呉服町名店街で 1992 年に開始した際に命名し
た。

モティベーションの観点からの商業者意識の質的調査に基づく商店街活性化の考察

Ⅴ
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おわりに

本研究の調査分析を振り返り、反省も含め、今後の課題を顧みたい。
T 市は未だ比較的商業環境に恵まれているが、今後の“都市間競争”に打ち勝つには、
商業者、自治体、商工会議所等の関係機関が連携して地域商業や街づくりの方向性を検討
し、実践する必要がある。論文執筆の起点は、商店街活性化に関する商業者の意識の素朴
な疑問であった。そして、様々な業種・業態の商業者へのインタビューにより、商業者の
本音ベースの考えを聞き出すことができ、筆者の従来の認識が覆ったり、また新たな発見
も得られた。
一方、反省すべき点もいくつかある。区別すべき自律性と関係性の質問趣旨が同義的に
解釈されたため、類似回答となったこと。質問が、業種を十分に考慮していなかったこ
と。また、従業員に関係する質問では、従業員＝家族従業員と言う特殊な関係下で、バイ
アスが掛かった可能性があること等である。また、もしモティベーションと店舗業績や来
店客数との因果関係を明らかにできたならば、一層興味深い論理が導き出せたかもしれな
い。
ところで、筆者は本論文の最終仕上げ段階に、両商店街の「夏祭り」の視察に現地に赴
いた。そこで目にしたものは、商業者が実に活き活きと屋台で焼きそばや焼き鳥を来街者
に提供する姿であった。
「まだまだ、T 市商店街には希望がある。」との固い信念が湧き上
がると共に、ある種の感動すら覚えた。商売に苦闘しながらも、一方では必死にイベント
に打ち込む商業者の姿を見るにつけ、地域に必要な存在であり続ける商店街を目指し、何
とか往年の賑やかさを奪回して欲しいと強く心から願うのである。
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