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ࡍࡿࡋ࡚ὀ┠ࡍࡿືࡁࡸ ὀ 3㸧 ၟᴗᘓ⠏ࡢ≉ᚩࢆάࡋࠊᕷᗇ⯋
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百貨店およびSC/SMの開設数の変遷

〜1851

ὀ 2㸧
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アウトレットモール
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図2
商業建築を2つの観点から整理した系譜図
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࡛㸱❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲࠾ࡅࡿศᯒᑐ㇟ࢆࠊྛ✀ᖺ⾲㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚ᩚ

ࠉၟᴗᘓ⠏㛵ࡍࡿ◊✲ࡣࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ศ㔝࡛⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊዟᖹ
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ࡼࡿ ࠊၟᴗᘓ⠏⤒῭ࡢ㛵㐃ᛶ࠾ࡼࡧኚ㑄ࢆグ㏙ࡋࡓࡶࡢࡸࠊ

ࡿࠋ ❶࡛ࡣࠊศᯒࡽᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆඖࠊᡓᚋ᪥ᮏࡢၟᴗᘓ⠏

࠶ࡿ࠸ࡣࠊᘓ⠏࣭㒔ᕷᏛศ㔝ࡢ◊✲ࡋ࡚ࠊ.RROKDDV ࡽ 2㸧 ࡼࡿࠊ

ࡢ✵㛫ࡀࠊࡢࡼ࠺࡞ኚ㑄ࢆ㎺ࡗࡓࡢグ㏙ࡍࡿࠋࡘ࡙ࡃ  ❶࡛
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ࠕ㠃ࠖࠕ⥺ࠖ

ȑȍȓȎӸḁἦųᵹᴥ

࠸࠺㸰ࡘࡢほⅬࡽᩚ⌮ࡋࡓ࠸ࠋᅗ  ࡣࠊ௨ୖࡢほⅬࡽࠊၟ
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ࡋࡓ࠸ࠋ
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調査対象における各年代ごとの件数と合計
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エッジ：通路
ノード：交差点
通路をノード
交差点をエッジとして
通常グラフを作成

平面資料を
テナント部と通路部と
で白黒に塗り分ける

ࡇࡢࠕ㠃ࡢ⣔㆕ࠖࠕ⥺ࡢ⣔㆕ࠖࡢ  ࡘࢆ㘽ᴫᛕࡋ࡚ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ

図4

ノード：通路
エッジ：繋がり
通常グラフを元に
反転グラフを作成

マトリクスを作成
Cytoscape を用いて
グラフを可視化

ネットワーク分析のプロセス
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百貨店

百貨店近似直線

SC/SM

1970

SC/SM近似直線
年代

全体近似直線
1995

2020

各年代ごとのクラスター係数における分布とその変遷
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ຍ࠼࡚ࠊ⌧ᅾࡢⓒ㈌ᗑ࠾࠸࡚᭱ࡢᗑ⯒㠃✚ࢆࡶࡘ  ࠶ࡢࣁࣝ࢝

᥎ࡋ㔞ࡿᣦᶆࡋ࡚⏝࠸ࡿࠋᐦ࡞ᖹ㠃ࡣࠊ௵ពࡢ㸰Ⅼࡢሙᡤࢆ⛣

ࢫ㏆㕲ᮏᗑ ! ࠊ6&60 ࠾࠸࡚᭱ࡢᗑ⯒㠃✚ࢆࡶ ࠕ࢜ࣥࣞ

ືࡍࡿ㝿ࡢࢫࢸࢵࣉࡀᑡ࡞࠸ࠊࡘࡲࡾࠊ⣽ࡃ้ࡲࢀࡓ᱁Ꮚࡢࡼ࠺

ࢡࢱ࢘ࣥ ! ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࣇࣟࡢᖹ㠃㈨ᩱࢆ㞟ࡋࠊ
ẚ㍑ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ

࡞ᛶ㉁ࢆࡶࡘࠋᑐ࡞ᖹ㠃ࡣࠊ⛣ືࡢ㝿ࢫࢸࢵࣉࡀከࡃ࡞

ȓȍȒȎӸN:᮷⡢Ɨ᰻ŉŤЕμⅣνŭμνų⯙ឌ⩂

ࡿࠋ࠼ࡤࠊ⣽㛗࠸ᙧ≧ࡢ✵㛫ࡣ࡞ࡿഴྥ࠶ࡿࠋ

ࠉᮏ◊✲࡛ࡣࠊࢢࣛࣇ⌮ㄽࢆ⏝࠸࡚ࠊၟᴗᘓ⠏࠾ࡅࡿᖹ㠃ࡢศᯒ

ȓȍȒȍȒȎ 2(-TПųᵿྑŰƍƐᓠ

ࢆ⾜࠺ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ✵㛫ࡢᵓᡂࢆࣀ࣮ࢻ࢚ࢵࢪࢆ⏝࠸࡚グ㏙ࡋࠊ

ࠉࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ┤ᚄࡣࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡෆࡢ᭱▷㊥㞳ࡢ࠺ࡕࠊ᭱ࡶ

✵㛫ࡢ┦㛵ಀ࠾ࡼࡧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧ≧ࢆ┦ᗄఱᏛⓗ᫂ࡽ

㛗࠸ࡶࡢࡋ࡚ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡෆࡢ᭱ࡶ㞳ࢀࡓ㸰

ࡋࡓࠋࢢࣛࣇ⌮ㄽࢆ⏝࠸ࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒࡢ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣࠊ

ࡘࡢࣀ࣮ࢻ㛫ࡢ᭱▷㊥㞳࡞ࡿࠋࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ┤ᚄࡣࠊࢿࢵࢺ࣮࣡

ඛ⾜◊✲ࢆཧ⪃ࡋࡓ ࠋࢢࣛࣇࡼࡿ✵㛫ࡢグ㏙᪉ἲࢆᅗ 4 グ

ࢡ⮬యࡢ⥺ᙧⓗ࡞ࡁࡉࢆ⾲ࡍࠋࡘࡲࡾࠊၟᴗᘓ⠏ࡢᇶ‽㝵ᖹ㠃ࡑ

ࡍࠋࡲࡎࠊᖹ㠃㈨ᩱࢆࢸࢼࣥࢺ㒊㏻㊰㒊ࢃࡅࠊⓑ㯮ሬࡾศ

ࡢࡶࡢࡢ㛗ࡉࢆ⾲ࡍᣦᶆࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࡅࡓᅗ㠃ࢆసᡂࡍࡿࠋḟࠊ㏻㊰㒊ࢆ࢚ࢵࢪࠊᕪⅬࢆࣀ࣮ࢻࡋ

ȓȍȒȍȓȎ ອૐᜑፎŰƍƐᓠ

ࡓࢢࣛࣇࢆసࡿࠋࡑࢀࢆࠕ㏻ᖖࢢࣛࣇࠖࡪࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㏻

ࠉ᭱ᚋࠊᖹᆒḟᩘࢆ⏝࠸ࡓᣦᶆࡘ࠸࡚㏙ࡿࠋࡲࡎࠊ࠶ࡿࣀ࣮

㊰ྠኈࡢ㛵ಀᛶࢆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡋ࡚ᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊࠕ㏻ᖖࢢࣛࣇࠖ

ࢻ᥋⥆ࡉࢀࡿ࢚ࢵࢪࡢᩘࢆḟᩘࡪࠋࡑࡋ࡚ࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡෆ

ࡢࣀ࣮ࢻ࢚ࢵࢪࢆධࢀ᭰࠼ࡓࠕ㌿ࢢࣛࣇࠖࢆసᡂࡍࡿࠋࡑࢀ

ࡢࡍ࡚ࡢࣀ࣮ࢻࡢḟᩘࢆ⟬ฟࡋࠊࡑࢀࢆᖹᆒࡋࡓࡶࡢࡀᖹᆒḟᩘ

ࡼࡾࠊ㏻㊰ྠኈࡢ㛵ಀࡀ┤᥋ⓗ⾲⌧ࡉࢀࠊࡲࡓ✵㛫ᵓᡂࡢ≉ᛶࢆ

࡞ࡿࠋ࡞࠾ࠊᖹᆒḟᩘ k ࡣୗᘧࡼࡗ࡚ồࡵࡽࢀࡿࠋ

㸧

ᐃ㔞ⓗ࡞ᣦᶆࡼࡾᤊ࠼ࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ

ki:任意のノードiの次数

(式2)

ȓȍȒȍȑȎ N$ПذፎŰƍƐᓠ
ࠉᮏ◊✲࡛ࡣࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒ࠾ࡅࡿࠊ࠸ࡃࡘࡢᣦᶆࢆ⏝࠸

ᅇࡢศᯒ࠾࠸࡚ᖹᆒḟᩘࡣࠊ㏻㊰ࡽ㏻㊰⛣ືࡍࡿ㝿ࡢࠊศ

࡚ࠊᑐ㇟ࢆศᯒࡍࡿࠋࡲࡎࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ಀᩘࢆᣦᶆࡋ࡚⏝࠸

ᒱࡢᮏᩘࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊᩘ್ࡀ㧗࠸ᯞศ

ࡓศᯒࡘ࠸࡚㏙ࡿࠋ࠶ࡿࣀ࣮ࢻ㏆᥋ࡍࡿࣀ࣮ࢻྠኈࡀ᥋⥆ࡢ

ࢀࡢከ࠸ࠊศ⠇ࡉࢀࡓᖹ㠃࠸࠼ࠊ㏫ᩘ್ࡀపࡅࢀࡤࠊᯞศ

㛵ಀ࠶ࡿሙྜࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰୕ゅᙧࡀ⌧ࢀࡿࠋ࠼ࡤࠊࣀ࣮

ࢀࡢᑡ࡞࠸ࠊ⥺ᙧࡢᖹ㠃ࢆࡶࡘ࠸࠼ࡿࠋ

ࢻ A ࡀࣀ࣮ࢻ B ࣀ࣮ࢻ C ࡢࡕࡽࡶ⧅ࡀࡗ࡚࠾ࡾࠊࡉࡽࠊࣀ࣮
ࢻ B ࣀ࣮ࢻ C ࡀ⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊ୕ゅᙧ ABC ࡀฟ⌧ࡍࡿࠋࡇ

ȔȎӸӸᅩྙᎣᒍŰŏŖƐ৩ᘤ་

ࡢ୕ゅᙧࢆࢡࣛࢫࢱ࣮ࡪࠋ࠶ࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࠾࠸࡚ࠊᐃ࡛

ࠉ๓❶ࡢศᯒ࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆඖࠊᮏ❶࡛ࡣࠊᡓᚋ᪥ᮏ࠾ࡅࡿ

ࡁࡿ᭱ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢᩘ Ci ᑐࡋࠊᐇ㝿࡛ࡁࡓࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ

ၟᴗᘓ⠏ࡢ✵㛫ࢆศᯒࡋࠊࡑࡢኚ㑄ࢆࡲࡵࡿࠋ

ᩘࡢྜࢆࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ಀᩘ C ࡪࠋࢡࣛࢫࢱ࣮ಀᩘࡣࠊࡑ

ȔȍȑȎӸN$ПذፎŰƄƐອų़یŭŢų⬻

ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᐦࢆ᥎ࡋ㔞ࡿࡓࡵࡢᣦᶆ࡛࠶ࡾࠊ1 ࡽ 0 ࡢ㛫

ࠉศᯒࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆᅗ  ♧ࡋࡓࠋࡲࡎࠊၟᴗᘓ⠏య

್࡛ࢆࡿࠋಀᩘࡀ㧗࠸ࠊࡑࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣ⥭ᐦ࡛࠶ࡾࠊప

ᑐࡍࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ಀᩘࡢ୰ኸ್ࡣࠊ ࡛࠶ࡗࡓࠋᅇࡢศᯒ

ࡅࢀࡤࡑࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣ࡛࠶ࡿࠋィ⟬ࡣୗᘧࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢᩘ್ࢆᇶ‽ࡋࠊࡑࡢᩘ್ẚ㍑ࡋࡓሙྜࡢ㧗ప

Ci:任意のノードiにおけるクラスター係数

(式1)

ųἪⴾŭŢųᓠ

ࢆࠊᇶ‽㝵ᖹ㠃࠾ࡅࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᐦࡋ࡚ホ౯ࡍࡿࠋࡇࡢ
ᇶ‽ࢆࡶᅗ  ࢆࡧぢ࡚ࡳࡿࠊⓒ㈌ᗑࡣࠊ୰ኸ್㏆ࡃ࡛㞟୰

࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢡࣛࢫࢱ࣮ಀᩘࡢ᥎⛣ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㏆ఝ

15

┤⥺ࢆぢ࡚ࡳࡿࠊⓒ㈌ᗑ࠾ࡼࡧ 6&60 ࡣࡶࠊ⌧ᅾ㏆࡙ࡃ

0
0.1

6&60 ࡢ୰ኸ್ࡣ  ࡛࠶ࡾࠊⓒ㈌ᗑẚ㍑ࡍࡿࠊᩘ್ࡀపࡃࠊ

図6
30 凡例
25

百貨店

0

0

࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ┦㛵ಀᩘࢆぢ࡚ࡶࠊⓒ㈌ᗑࡢ┦㛵ಀᩘࡣ  ࡛
࠶ࡾࠊᖺ௦ᗑ⯒㠃✚ࡣࡰ┦㛵㛵ಀࡀ࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊ6&60 ࡢ┦

SC/SM 相関係数 =0.485
SC/SM

SC/SM近似直線

全体相関係数 =0.333
全体近似直線

5.0
2.5
0

1945

1970

図8

1995

年代

2020

調査対象における店舗面積の変遷

5.0
4.0
3.794
3.0
2.0
1.0
0

凡例

百貨店

百貨店近似直線

1945

SC/SM

1970

図9

SC/SM近似直線

全体中央値(3.794)

年代

1995

名称 あべのハルカス近鉄本店
分類

竣工年

2014

名称

クラスター係数

0.568 ノードの数
22

エッジの数

1 ノードあたりの店舗面積
グラフ

910

クラスター係数

2361

ネットワークの直径

110.98 ㎡ /n

竣工年

イオンレイクタウン

百貨店 階数 計 16 階 店舗面積 100,000 ㎡ 分類 SC/SM 階数

ネットワークの直径

2020

百貨店およびSC/SMにおける平均次数の分布

ࡢ⦆ࡀ࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ ᖺ௦୰㡭ࡽࡢᕤሙ㊧ᆅ࡞ࡢつ

ȔȍȔȎӸᜑፎų⬻

100,000

7.5

ࡿࠋࡇࡢ⌮⏤ࡢ୍ࡘࠊᆺᗑ⯒ࡢฟᗑつไࢆࡋ࡚࠸ࡓࠊᗑἲ

⌮⏤ࡢ୍ࡘࡋ࡚ࠊᣲࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

75,000

ネットワークの直径と店舗面積の相関図

百貨店相関係数 =0.185
10.0 凡例 百貨店
百貨店近似直線

㛵ಀᩘࡣ  ࠊᖺ௦ᗑ⯒㠃✚ࠊᙅ࠸ṇࡢ┦㛵࠶ࡿࡇࡀࢃ

ᶍᩜᆅࡢ㛤Ⓨࠊࡑࢀక࠺ 6&60 ࡢᗑ⯒㠃✚ቑ ὀ 㸧 ࡶࠊࡑࡢ

全体近似直線

平均次数

 ᖺ㏆࡙ࡃࡘࢀ࡚ࠊ6&60 ࡢᗑ⯒㠃✚ࡣቑຍࡢ୍㏵ࢆ㎺ࡗ࡚

SC/SM近似直線

50,000
店舗面積(㎡)

25,000

図7

6&60 ࡢ㏆ఝ┤⥺ࢆぢࡿࠊⱝᖸቑຍࡢഴྥࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ

ቑࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࠊ⌮⏤ࡔ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⌧ࠊᅗ  ࢆぢࡿࠊ

SC/SM

5

ࡿࠋⓒ㈌ᗑࡢ㏆ఝ┤⥺ࢆぢࡿࠊࡰᶓࡤ࠸࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪉ࠊ

ⓒ㈌ᗑẚ 6&60 ࡑࡢࡶࡢࡢᗑ⯒㠃✚ࡀࠊ⌧ᅾ㏆࡙ࡃࡘࢀ࡚

百貨店近似直線

10

)

ࠉᅗ  ࡣࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ┤ᚄᗑ⯒㠃✚ࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋࡶࡢ࡛࠶

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
SC/SMにおけるクラスター係数の分布

店舗面積 万(㎡

ȔȍȓȎӸ2(-TПųᵿྑŭ່⎱ἕųⵇذ

3

百貨店およびSC/SMにおけるクラスター係数の度数分布表

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧ≧ࡤࡽࡘࡁࡀᑡ࡞ࡃࠊఝࡓࡼ࠺࡞ᇶ‽㝵ᖹ㠃ࢆ

ࡀ࠶ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋ

0

4 4 4
2

1 1

15

ࡾ᪉㛵ࡋ࡚ࡣࠊⓒ㈌ᗑࡢ᪉ࡣࠊ୰ኸ್㏆ศᕸࡀ㞟✚ࡋ࡚࠾ࡾࠊ

ࡽࡣ࡞ࡔࡽ࡞ᒣ≧࡛࠶ࡾࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧ≧ࢆࡶࡘ

1

9

20

ࡑࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ࡞≧ែ࡛࠶ࡿࡇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋศᕸࡢᗈࡀ

ᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀఛ࠼ࡿࠋ᪉ࠊ6&60 ࡢศᕸࢆぢ࡚ࡳࡿࠊࡇࡕ

9
7

5

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
百貨店におけるクラスター係数の分布

ネットワークの直径

⾲ࡋࡓࠋⓒ㈌ᗑࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ಀᩘࡢ୰ኸ್ࡣ  ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ

7
4

3 2

ࡾࡘࡘ࠶ࡿࡇࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ࠉࢡࣛࢫࢱ࣮ಀᩘࡢᗘᩘศᕸࢆࠊⓒ㈌ᗑ 6&60 ᒙูࡋ࡚ᅗ 

10

9

5

ࢡࡀᚎࠎ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡑࡢ✵㛫ࡀࠕ⥺ࠖⓗ࡞

中央値0.533
14

15

17

10

ୗ㝆ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊၟᴗᘓ⠏࠾ࡅࡿᇶ‽㝵ᖹ㠃ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡

ȔȍȒȎӸN$Пذፎų໒ፎ⛜Ű➃ƐЕᴟ⤫່ŭ ȳȣȏȳȭ ų⬙ŉ

中央値0.560

出現回数

20
出現回数

ⓗศᕸࡋ࡚࠾ࡾࠊ6&60 ࡣẚ㍑ⓗᗈࡃศᕸࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ᫂ࡽ

計8階

0.626 ノードの数
29

2008

店舗面積 245,223 ㎡

エッジの数

1 ノードあたりの店舗面積

551
1161

445.05 ㎡ /n

グラフ

ࠉᅗ  ࡣࠊၟᴗᘓ⠏య࠾ࡅࡿḟᩘศᕸࡢ᥎⛣ࢆ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋᖹᆒḟᩘࡢయࡢ୰ኸ್ࡣ  ࡞ࡗࡓࠋⓒ㈌ᗑࡢ㏆ఝ┤⥺
ࡣࠊయࡢ୰ኸ್㏆࠸ሙᡤ⨨ࡋࠊᖺ௦ࢆ㏻ࡋ࡚ᶓࡤ࠸࡛࠶

図10

全フロア分析の対象とその概要

ࡿࠋ୍᪉ࠊ6&60 ࡢ㏆ఝ┤⥺ࢆぢ࡚ࡳࡿࠊ⌧ᅾ㏆࡙ࡃࡘࢀ࡚ࠊ

㐃⥆ࡋ࡚࠸ࡿゝ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ ࠶ࡢࣁࣝ࢝ࢫ㏆㕲ᮏᗑ ! ࡢࢢ

ⱝᖸࡢୗ㝆ࢆ㎺ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖹᆒḟᩘࡢୗ㝆ࡣࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ࠶ࡿ㏻㊰

ࣛࣇ ὀ 10) ࢆぢ࡚ࡶࠊࣇࣟࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀࠊ⥭ᐦ᥋⥆ࡉࢀ࡚

㒊㞄᥋ࡍࡿ㏻㊰ࡢᮏᩘ⮬యࡢῶᑡࢆពࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ6&

࠸ࡿࡇࡀࢃࡿࠋ ࢜ࣥࣞࢡࢱ࢘ࣥ ! ࡣࠊ᫂☜ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡀ

60 ࡘ࠸࡚ࡣࠊື⥺࠾ࡅࡿᕪⅬ࡛ࡢศᒱࡢᮏᩘࡀࠊ௦

Ⓨ⏕ࡋ࡚࠾ࡾࠊᖹ㠃ࡀ㛗࡞ᙧࢆࡗ࡚࠸ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋ

ࡶᚎࠎῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡿࠋ

ȔȍȖȎӸ൧ℊ

ȔȍȕȎӸܷ:RƗൖ⤈ŭŜŤᓠ

ࠉᮏ❶࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆࡲࡵࡿࠋࡲࡎࠊၟᴗᘓ⠏ࡣᖺ௦ࢆ㏻ࡌ

ࠉ᭱ᚋࠊࣇࣟࢆᑐ㇟ࡋࡓศᯒࡘ࠸࡚㏙ࡿࠋศᯒࡢ⤖ᯝ

࡚ࠊᇶ‽㝵ᖹ㠃ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀⱝᖸ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ࡞ࡗ࡚࠸ࡃ

ࢆᅗ  ♧ࡋࡓࠋ᭱ࡶ≉ᚩⓗ࡞Ⅼࡋ࡚ࠊ ࠶ࡢࣁࣝ࢝ࢫ㏆㕲

ഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋḟࠊⓒ㈌ᗑࡢᇶ‽㝵ᖹ㠃ࡣࠊయⓗఝࡓࡼ࠺࡞

ᮏᗑ !   ࢜ࣥࣞࢡࢱ࢘ࣥ ! ࡢࠊ ࣀ࣮ࢻ࠾ࡅࡿᗑ⯒㠃✚ࢆ

ᛶ㉁ࢆᣢࡘࡀࠊ6&60 ࠾࠸࡚ࡣࠊᑐ㇟ࡈࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᛶ㉁ࡢ

ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿࠊ࠾࠾ࡼࡑ  ಸࡢᕪࡀ࠶ࡿࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢ

ᇶ‽㝵ᖹ㠃ࢆᣢࡘࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊㄪᰝᑐ㇟࠾ࡅࡿ

್ࡣࠊ࠶ࡿ㏻㊰ࡽศᒱࡀⓎ⏕ࡍࡿሙྜᚲせ࡞㠃✚ࢆᣦࡋ࡚࠸

ᗑ⯒㠃✚ࡣ⌧ᅾ㏆࡙ࡃࠊቑຍࡢഴྥࢆぢࡏ࡚࠾ࡾࠊၟᴗᘓ⠏

ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ ࠶ࡢࣁࣝ࢝ࢫ㏆㕲ᮏᗑ ! ࡣ࠾࠾ࡼࡑࠊP  P

⮬యࡢᕧࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊḟᩘศᕸࡢ

ࡢࢢࣜࢵࢻࡀᩜࢀࠊࡑࡢⅬୖ࡛ศᒱࡀⓎ⏕ࡋࠊ୍᪉ࡢ  ࢜ࣥ

ኚ㑄ࡽࠊ6&60 ࡢᇶ‽㝵ᖹ㠃࠾࠸࡚ࡣࠊ㏻㊰ࡢศᒱࡢᮏᩘࡀῶ

ࣞࢡࢱ࢘ࣥ ! ࡛ࡣࠊ࠾࠾ࡼࡑ P  P ࡢࢢࣜࢵࢻࡀᩜࢀࠊࡑ

ᑡࡋ࡚࠾ࡾࠊື⥺ࡀ༢⣧࡞ᙧែኚࡋ࡚࠸ࡿഴྥࡀ᫂ࡽ

ࡢⅬୖ࡛ࠊ㏻㊰ࡢศᒱࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊ๓⪅ࡣࠊ✵㛫ࡀ⣽

࡞ࡗࡓࠋ᭱ᚋࠊࣇࣟࢆᑐ㇟ࡋࡓศᯒ࠾࠸࡚ࡣࠊⓒ㈌ᗑ

ࡃศ⠇ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢᑐࡋࠊᚋ⪅࡛ࡣẚ㍑ⓗࠊ✵㛫ࡀ୍య࡞ࡗ࡚

యࡀ⥭ᐦ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᙧ≧ࢆᣢࡘ୍᪉ࠊ6&60 ࡛ࡣࢡࣛࢫࢱ࣮

ȕȎӸӸӸᅩྙᎣᒍų৩ᘤ་

ȕȍȒȎӸμⅣų⣊νŰཾ⺹ƗԇōŤ➸⠾ŭŢųⵇ⫭ų≯ഷ

ŭ➸⠾ŭųⵇذ

ࠉᮏ❶࡛ࡣࠊ๓❶࡛ศᯒࡋࡓ⤖ᯝࢆඖࠊ
ࠕ㠃ࡢ⣔㆕ࠖࠕ⥺ࡢ⣔㆕ࠖ

ࠉ6&60 ࡘ࠸࡚ࡣ௦ࡈࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ゝㄝࡀᏑᅾࡋ࡚ࡁࡓࠋ

࠾ࡼࡧࡑࡇ⨨ࡃ✵㛫ࡀࠊࡢࡼ࠺࡞ゝㄝ࡛ᙬࡽࢀ࡚࠸ࡁࡓ

 ᖺࠊ6& ࡢ ∗   ࡤ ࢀ ࡿ 9࣭ ࢢ ࣝ ࣮ ࢚ ࣥ ࡢ ⴭ స 14) ࡀࠊ ᪥ ᮏ ࡛

ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ

ห⾜ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ⌧ᅾࡢ 6&60 ࠾࠸୍࡚⯡ⓗ࡞ᙧᘧ࡛࠶

ȕȍȑȎӸμų⣊νŰཾ⺹ƗԇōŤ➸⠾ŭŢųⵇذų≯ഷ

ࡿࠊ㸰᰾  ࣮ࣔࣝࡀ᭱ึᥦࡉࢀ࡚࠸ࡿὀ 11)ࠋ ᖺ௦࡞ࡿࠊ

ࠉ๓❶࡛ศᯒࡋࡓࡼ࠺ࠊⓒ㈌ᗑࡢᖹ㠃ࡣࠕ㠃ࠖⓗ࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡣࠊ

6&60 ᴗ⏺ㄅ࡛᳃ᮏࡽ 15) ࡢゝㄝࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊᕤᏛⓗ࡞

ࡇࡢᵓᡂࡣࡇࡽ᮶ࡓࡢࠋ ❶࡛☜ㄆࡋࡓ࠾ࡾࠊⓒ㈌ᗑࡣ 

▱ぢᇶ࡙࠸ࡓࠊ㉎㈙ពḧࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࣮ࣔࣝࢆ⺬⾜ࡉࡏࡿ࡞

ࢡࣜࢫࢱ࣭ࣝࣃࣞࢫ ! ࡢ㐲⦕࠶ࡿࠋ୧⪅ࡣࠊࡑࡢ✵㛫ࡸᒎ♧ࡢᵓ

ࡢᡭἲࡀ⤂ࡉࢀࡓࠋᕤᏛ⩏ⓗ࡞ゝㄝࡣࡑࡢᚋࡶࠊᴗ⏺ㄅࢆ㏻

ᡂࢆᣢࡗ࡚ࠊୡ⏺ࢆ⾲㇟ࡋࡼ࠺ࡋࡓⅬ࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ࢡࣜࢫ

ࡌ࡚ࠊ6&60 ࡢタィᙳ㡪ࢆ࠼⥆ࡅࡿࡇ࡞ࡿࠋḟὀ┠ࡋࡓ

ࢱ࣭ࣝࣃࣞࢫ ! ࡣࠊሙࡢ⦪㍈ࢆୡ⏺ࡢ༡㍈ࠊᶓ㍈ࢆᒎ♧ศ㔝ࡈ

࠸ࡢࡣࠊ ᖺ௦௨㝆ࡢ 6&60 ࠊࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡓ -࣭ࢪ࣮ࣕࢹ

ࡢ㒊㛛ࡍࡿᵓᡂࡀࡽࢀࡓࠋࡇࡢᵓᡂࡣࠊᙜࡢࢹࢻࣟࡽ

9)

࡛࠶ࡿࠋᅜ㝿ⓗάືࡍࡿࢪ࣮ࣕࢹࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡶከᩘࡢၟᴗᘓ⠏
ࢆᡭࡅ࡚࠸ࡿ ὀ 12)ࠋࢪ࣮ࣕࢹࡣⴭ᭩ࡢ୰࡛ࠊ⮬㌟ࡢᗂᑡᮇࡢయ

ࡼࡿࠗⓒ⛉᭩࠘ࡢᙳ㡪ࡣࡶࡕࢁࢇࠊⱥᅜࡢ᳜Ẹᆅ⩏ࢆ⫼ᬒᣢࡗ
࡚࠸ࡓ

10㸧

ࠋࡇࡢࠊ㒊㛛ࡈษࡾศࡅࠊ࠶ࡽࡺࡿ≀ရࢆᥞ࠼ࡿᵓᡂࡣࠊ

㦂ࢆඖࠊࠕ᭤ࡀࡾࡃࡡࡗࡓᑠᚄࠖࢆࡶࡘ㒔ᕷ✵㛫ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ

ⓒ㈌ᗑ࠸࠺ゝⴥ࠶ࡿ㏻ࡾࠊ⌧ᅾࡲ࡛ࡑࡢⓎࡀ㐃⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ཷࡅࡓࡇࠊࡑࢀࢆඖၟᴗᘓ⠏ࢆᵓᡂࡋࠊ⏝ᐈ㦫ࡁࡢయ㦂ࢆ

ࠉḟࠊⓒ㈌ᗑࡢࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࠊ✵㛫ࡢ㛵㐃ᛶࡘ࠸࡚㏙ࡿࠋ

࠼ࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㏙࡚࠸ࡿ 16)ࠋࢪ࣮ࣕࢹࡢၟᴗᘓ⠏

㧗ᶫࡽࡣࠊࠕⓒ㈌ᗑࡢᗑෆ㓄⨨⛬ㆰືࡢከ࠸ࡶࡢࡣ࡞ࡃ ( ୰␎ ) ᡈ

ࡀྛᆅ࡛ᡂຌࡋ࡚࠸ࡓࡇࡽࠊࡑࡢゝㄝࡸタィࡢᡭἲࡣࠊᗈࡃ

⛬ᗘࡲ࡛ᨵ㐀ࠊᶍᵝ᭰࠼➼ࡢฟ᮶ࡿࡼ࠺ࠊఙ⦰ᛶࠊᙕຊᛶࡢ࠶ࡿࡶ

ᶍೌࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࢪ࣮ࣕࢹࡀ╔┠ࡋࡓࠊయ㦂࠸࠺どⅬࡣࠊ

11)

ࡢࡋ࡚࠾ࡡࡤ࡞ࡽࡠࠖ㏙࡚࠸ࡿ ࠋࡇࢀࡣࠊⓒ㈌ᗑࡢၟἲࡀࠊ

ᖺ௦௨㝆ࡢ 6&60 ࠾ࡅࡿࠊၟᴗᘓ⠏ෆࢆṌࡃࡔࡅ୍࡛㏻ࡾࡢࢥࣥ

㛫ᖏูࡢୖࡸ᪥ၟࡀ࣮࣋ࢫ࡛࠶ࡿࡇ㉳ᅉࡍࡿ 12)ࠋࡘࡲࡾࠊ

ࢸࣥࢶࡀయ㦂࡛ࡁࡿタィᡭἲὀ 13㸧 㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢὶࢀࡣ๓❶

ⓒ㈌ᗑࡣ㝞ิࡢ㓄⨨᭰࠼ࢆ㢖⦾⾜࠺ࡓࡵࠊࣇࣛࢵࢺ࡞✵㛫ࢆồࡵ

࡛ᣦࡋࡓࡼ࠺ࠊ㏻㊰㒊ࡢศᒱࡀῶࡗ࡚ࠊ㸯ࡘࡢ㛗࡞࣮ࣔࣝࢆ

ࡓࡢࡔࡀࠊᚋࡢⓒ㈌ᗑタィࡢ㈨ᩱ࠾࠸࡚ࡶࠊ㧗ᶫྠࡌᙇࡀ☜

ࡶࡘഴྥࠊ➢ྜࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࠊࠕ⥺ࡢ⣔㆕࡛ࠖࡣࠊᕤᏛ⩏ⓗ

ㄆ࡛ࡁࡿ

13㸧

ࠋࡘࡲࡾࠊࠕ㠃ࡢ⣔㆕ࠖ࠾ࡅࡿ✵㛫ᛶࡣࠊⓒ㈌ᗑ㛵

ࡍࡿゝㄝࡼࡗ࡚⿵ᙉࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
西暦
分類

1945

1950

1955

1960

࡞㆟ㄽࡣࡶࡕࢁࢇࠊ᭷ຊ࡞ே≀ࡼࡿゝㄝ࡞ࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀ
ࡼࡗ࡚ࠊࠕ⥺ࠖࡢᵓᡂࡀὙ⦎ࡉࢀ࡚࠸ࡃᵝᏊࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

社会
法律・制度

●2008 リーマンショック
●1986 前川リポート ●1995 地下鉄サリン事件
●1970 大阪万博
●1951 日米安保条約調印
●2020
●1971 ニクソンショック
●1955 神武景気
●1995 阪神淡路大震災
( バブル経済 )
東京五輪
●2011 東日本大震災
●1956 経済白書
「もはや戦後ではない」 ●1972 田中角栄『日本列島改造論』
●1995Windows95
●1989 消費税 3% 導入
●1973 第一次オイルショック
●1958-1961 岩戸景気
●2000 米国 IT バブル崩壊
●2001 同時多発テロ (WTC 崩壊 )
●1964 東京五輪
●1978 第二次オイルショック
●1991 バブル崩壊
◯1937.10 第一次百貨店法 制定
商業建築の大量生産に対する規制
規制緩和による店舗面積増大
郊外大型店の出店規制
◯1947 第一次百貨店法 廃止
●1974.3 大規模小売店舗法 施行
●1992.1 改正大店法 施行
●2006.8 改正中心市街地法 施行
●1979.5 改正大店法 施行
●1950 建築基準法 施行
●1994 大店法運用緩和通達
●1982 通産省による行政指導
◯1956.6 第二次百貨店法 施行
●1998 まちづくり三法 ●2007.11 改正都市計画法 施行
●1990 特定商業集積整備法 ●2001 不動産投資信託 (J-REIT) 整備
●1959 内装制限 制定
●1945 終戦

専門店・月賦百貨店増加

百貨店他店舗・ファッションビル化

百貨店と GMS の融合

百貨店業界低迷

百貨店業界低迷

面の商業建築
商業建築

◯1977 下関大丸
◯1952 山陽百貨店
◯1964 京王百貨店新宿
◯1990 そごう呉
◯2007 大和富山
◯1992 阪急神戸
◯1954 松屋銀座
◯2008 天満屋倉敷
▲1965 三宮地下街
▲1977 シーモール下関
◯1992 阪急神戸
◯1954 大丸東京
▲2008 イオンレイクタウン kaze
▲1965 広島駅ビル
◯1977 船橋東武
◯1993
そごう千葉
◯1954 名鉄百貨店
◯1968 伊勢丹新宿改装 ▲1978 なんば CITY
▲2008 イオンレイクタウン mori
◯1996 タカシマヤ・
▲1957 渋谷地下街
◯1970 高槻西武
◯2009 阪急うめだ本店
▲1978 サンシャインシティ
◯1960 丸専デパート
タイムズスクエア
▲2012 東京ソラマチ
▲1980 吉祥寺パルコ
▲1960 日比谷三井ビル ▲1970 中百舌鳥
▲1997 サンストリート亀戸
▲2013 グランフロント大阪
ショッパーズプラザ
◯1981
船橋そごう
▲1961 錦糸町駅ビル
▲2000 アクアシティお台場
◯2014 あべのハルカス
▲1981 浦和コルソ
◯1962 東武池袋百貨店 ◯1971 吉祥寺伊勢丹
▲2003 なんばパークス
近鉄本店
◯1973 髙島屋柏駅前 ▲1982 たまプラーザ東急 SC
▲1962 天王寺駅ビル
▲2003 イオン津田沼 SC
◯1975 博多大丸
▲1963 湊川商店街
◯1983 大丸梅田大阪
◯2005 西武池袋本店 ▲2014 イオンモール岡山
▲1963 千葉ステーションビル
◯1976 小田急町田▲1983 新所沢パルコ
▲2006 ラゾーナ川崎 ▲2015 ららぽーと海老名

ステーションビル ( 民衆駅 ) 開発

郊外型 SC の開発

大規模 SC の開発

都心部 SC 再開発

立地模索とマーケット開発

線の商業建築

◯1971 銀座名鉄メルサ
▲1988 福島ルミネ
◯1953 名古屋松坂屋
◯2005JR 名古屋髙島屋
▲1971 くずはモール街
▲1956 数寄屋橋 SC
▲1988 川崎ルフロン
◯2007 大丸東京新店
◯1974 そごう広島センタービル
▲1957 東京駅八重洲地下街
▲1990
アトレ川崎
▲2008 阪急西宮ガーデンズ
▲1977 サンロード青森
▲1959 横須賀三笠通商店街共同ビル
◯1995 福屋五日市駅前
▲1978 ラフォーレ原宿
▲2008 イオンレイクタウンアウトレット
◯1962 横浜駅ビル
◯1996 京急百貨店
▲1979 渋谷 109
◯2009 大丸心斎橋本店
◯1962 蒲田駅ビル
◯1979 町田東急
◯1997 福岡三越
▲1963 ウメダ地下センター
▲2012 渋谷ヒカリエ
▲1980 横浜ターミナルルミネ
◯1997 大丸神戸
▲1964 新宿ステーションビル
▲1980 京都駅前地下街ポルタ
▲2015 ららぽーと富士見
◯1997JR 京都伊勢丹
▲1964 横浜ダイヤモンド地下街
▲1981 荻窪ルミネ
▲2015 ららぽーと立川立飛
◯1998 マルイファミリー溝の口
◯1965 日本橋高島屋
◯1981 浦和伊勢丹
▲2015 ららぽーと
▲1965 徳山銀南街
▲1999Q-FRONT 渋谷
▲1982 立川ウィルルミネ
▲1983 アミコ徳島
◯1966 伊勢丹新宿
EXPOCITY
▲2000 ラ・フェット多摩南大沢

言説

海外の商業建築の紹介と言説の輸入

SC/SM に向けた工学主義的言説の登場

建築材料の不燃化・省力化

内装のファッション化 ( 個性化 ) 進む

体験としての商業建築が提案

●2002R・コールハースほか『Guide to Shopping』
◯1951 日本建築学会「商店・百貨店」『建築設計資料集成 第二』
▲1977V・グルーエン『都市のセンター計画』
◯1957H・パスダーマジャン『百貨店論』
▲2008 商業界『日本ショッピングセンター
●1961J・ジェイコブス『アメリカ大都市 死と生』▲1980 加藤高邦「通路の役割とその設定基準」『ショッピングセンター』 ハンドブック』
●日本店舗設計家協会『商業建築企画資料集成』
▲1985 高橋志保彦『ショッピングモールの設計計画』
▲2009 商業界『イオンスタディ』
▲1969V・グルーエン『ショッピングセンター計画』
●2009G・リッツァ『消費社会の魔術的体系』
▲1991 田内幸一ほか
●1972J・ボードリヤール『消費社会の神話と構造』
「シンポジウム 大店法規制緩和後の SC の方向を探る」『ショッピングセンター』
●1972R・ヴェンチューリ『ラスベガス』
▲1992「ジャーディー・パートナーシップ」
『プロセス・アーキテクチュア』
●1975 商業施設技術連合会『商業施設技術体系』
●2000P・B ジョセフ +J・H・ギルモア『経験経済』

材料・構法
専門業者・団体

●1969 せっこうボード、防火建材認定 ●1984 せっこうボードによる自立間仕切壁構法開発
●1950 せっこうボード JIS 認定
●1955 合成樹脂エマルションペイント●1969 鋼製用下地 ( 天井・壁 ) 販売 ●1984 ノンアスベスト床材
●1971 合成樹脂調合ペイント発売
発売 ( 内装用塗料として用いられる )
●1985 建築用鋼製下地材 JIS 改正 ( 各種規格の追加 )
( 内装用塗料として用いられる )
●1956 塩化ビニル樹脂エマルション
塗料開発 ( 内装用塗料として用いられる ) ●1971 せっこうボードによる GL 構法開発
●1989 建築用鋼製下地材 JIS 改正 ( 建築構造の多様化に対応 )
●1971
せっこうラスボード防火建材認定
●1957 日本初の軽鉄天井下地施工
●1990~ リノリウムリバイバル
●1972 クッションフロア国産化
●1965〜木質系材料の乾式工法
●1979JIS A 6517 建築用鋼製下地材 ( 壁・天井 ) 制定
増加に伴う、内装工事の乾式化
◯1948 一般社団法人日本百貨店協会 インテリア・ディスプレイ分野における業界団体の設立
●2012 一般社団法人
●1964 東京展示造形業共同組合 ●1976 全国新建材同業会が ( 社 ) 全国建設室内工事業協会に改編
日本空間デザイン協会
●1951 日本博展施設連盟
●1966 全国新建材同業会
●1978 日本建設インテリア事業協同組合連合会
●1967 東京ディスプレイ協同組合
●1956 国際造形美術協会
●1983 日本インテリア産業協会
●1967 日本室内装飾事業協同組合
●1957 全日本室内装備設計士
●1984 日本標準産業分類・「ディスプレイ業 8691」新設
協会連合会「室内装備設計士」 ●1968 日本ディスプレイ業団体連合会
●1972 建設業法改正に伴い
●1958 公益社団法人
●1993 社団法人日本ディスプレイデザイン協会
「内装仕上工事業」が業者区分として追加
日本インテリアデザイナー協会
▲1973 一般社団法人日本 SC 協会
凡例 ●商業建築全体に関する事項 ◯百貨店に関する事項 ▲SC/SM に関する事項
●1959 日本展示美術協会
●1973 全国商業施設関係団体連合会「商業施設士」
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〜1890

1900

1910
1920
1930〜
△1908(日本橋)木造3F
▲1932(日本橋)SRC造7F,B1
▲1915(日本橋) S造5F,B1
△1907 (上野)木造2F ▲1924(銀座)RC造8F,B1
松坂屋
△1917 (上野)木造4F▲1929 (上野)SRC造F7,B1
松屋
△1890 (今川橋)木造2F △1907 (今川橋)木造3F ▲1925 (銀座)SRC造F8,B2
△1917(南伝馬町)木造3F ▲1933(日本橋)SRC造F8,B2
髙島屋
▲1903 琵琶湖疏水運河(RC造の橋)
▲1909 越前屋呉服店(一部RC造)
RC・
▲1911 三井物産横浜支店(日本初の全体RC造)
SRC 凡例 △木造
▲1916 大阪朝日新聞本社(一部SRC造)
の動向
▲RC・SRCに関連
▲1923 日本興銀本店(日本初の全体SRC造)
三越

図13

RC・SRC造と黎明期の百貨店との関係
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㸧 ㏿ Ỉᮁ  㒔ᕷᾘ㈝ࢹࢬࢽ࣮ࡢክ̿ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣛࢮ࣮
ࢩࣙࣥࡢ௦  ゅᕝ᭩ᗑ 
㸧 㮵ᓥⱱ  ࢹࣃ࣮ࢺࢆⓎ᫂ࡋࡓኵ፬  ㅮㄯ♫ 
㸧 ᮏⱥ㔛Ꮚ  ᒣ⏣ᝅྐ  ᐀ᮏస  ཬᕝΎ  ከḟඖࢢࣛࣇ⌮ㄽࡼࡿ
ᘓ⠏㒔ᕷࡢᐃ㔞ᢕᥱ  ᪥ᮏᘓ⠏ᏛᏛ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟 㝣 
㸧 ࢹࢻࣟ  ࢲ࣮ࣛࣥ࣋ࣝ ⦅ⴭ  ᱓ཎṊኵ ヂ  ⓒ⛉᭩̿ᗎㄽ࠾ࡼ
ࡧ௦⾲㡯┠  ᒾἼ᭩ᗑ 
㸧 ୰㇂♩ோ  ᐇἣ㏆௦ᘓ⠏ྐㅮ⩏  ࣥࢫࢡࣜࣉࢺ 
㸧
 㧗ᶫ㈆ኴ㑻  ၟᗑ࣭ⓒ㈌ᗑ 㧗➼ᘓ⠏Ꮵᘓ⠏ィ␓ ᖖ☬᭩ᡣ 
㸧
 ụ⃝ጾ㑻 㥐࣭ࡲࡕ࣭࣐࣮ࢣࢸࣥࢢ̿㥐ࣅࣝࡢᴗࢩࢫࢸ࣒㠉᪂ ྠ㤋
㸧 ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ⦅  ᘓ⠏タィ㈨ᩱ㞟ᡂ ၿ 
㸧 ࣅࢡࢱ࣮࣭ࢢ࣮࢚ࣝࣥ ⦅ⴭ  ዟఫṇ㐨 ヂ  ࢩࣙࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮ィ
⏬̿ࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢱ࢘ࣥ 86$ ၟᴗ⏺ 
㸧 ᳃ᮏ 6& ࠾ࡅࡿᛌ㐺࡞࣮ࣔࣝࡢ᮲௳  ࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮ 
᪥ᮏࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮༠ SS
㸧 ࢪ ࣮ࣕࢹ࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ㸸352&(66 $5&+,7(&785(1R ࣉࣟ
ࢭࢫ࣮࢟ࢸࢡࢳࣗ ࠉ
㸧 ᶫ∎⤀ஓ  ቑ⿵᫂ࡢ㏞ᐑ㒔ᕷ̿ᮾி࣭㜰ࡢ㐟ᴦ✵㛫  ⟃ᦶ᭩ᡣ 
㸧 ᪥ᮏᘓ⠏ୖᏛୖࡆᮦᩱኚ㑄ጤဨ  ᘓ⠏ୖࡆᮦࡢ༙ୡ⣖᭱㏆
 ᖺࡢṌࡳㄪᰝ◊✲ሗ࿌᭩  ᪥ᮏᘓ⠏ୖᏛ 
㸧 ࢳ ࣚࢲ࣮࢘ࢸ  ࢳࣚࢲ࣮࢘ࢸࡢṔྐ  KWWSZZZFKL\RGDXWHFRMS
FRUSRUDWHKLVWRU\EKWPO  ᭱⤊㜀ぴ᪥ 
㸧 ሷᾏு  ㈨ᮦ౯᱁ࡣ࠺Ỵࡲࡗ࡚ࡁࡓࡢ " ㍍㕲ኳୗᆅ౯᱁ࡢ㛗ᮇ
⣔ิỴᐃせᅉศᯒ  ᘓ⠏ࢥࢫࢺ◊✲  ྕ  ᕳ  ᘓ⠏ࢥࢫࢺ⟶⌮ࢩ
ࢫࢸ࣒◊✲ᡤ SS
㸧 ᩧ⸨ᚭ  ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࣝࡢ♫ྐ  ᙬὶ♫ 
㸧 ዟᖹ⯅ே ┘ಟ  ࢹࢨࣥᖺ⾲  ୍♫ ၟ⎔ቃࢹࢨࣥ༠  KWWSV
ZZZMFGRUMSGHVLJQKLVWRU\QHQNDQKWPO ᭱⤊㜀ぴ᪥ 
㸧 ᮾᾈ⣖ ⦅ⴭ  ᛮᆅᅗș YRO≉㞟ࢩࣙࢵࣆࣥࢢ  ࣃࢱ࣮ࣥ  ྜྠ
♫ࢥࣥࢸࢡࢳࣗࢬ 
㸧 ୕ ᾆ ᒎ  ⸨ ᮧ 㱟 ⮳  ༡ ᚋ ⏤  ඹ ⴭ  ၟ ᴗ ✵ 㛫 ࡣ ఱ ࡢ ክ ࢆ ࡳ ࡓ 
 ᖺ௦ࡢ㒔ᕷᘓ⠏  ᖹซ♫ 
㸧  ୍♫ ᪥ᮏࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮༠ ┘ಟ ࠗ6& ⓑ᭩࠘ ୍♫ ᪥
ᮏࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮༠ 
㸧  ୍♫ ᪥ᮏࢩࣙࢵࣆࣥࢢࢭࣥࢱ࣮༠ 6& ⏝ㄒ㎡  Ꮫᩥ♫ 

