
１．はじめに

　昨今，「百貨店のショッピングセンター化」（以

下，ショッピングセンターをSCとする）と呼ばれ

る事業転換の戦略が，施設（ファシリティ）単位で

進行している1．都心部店舗ではGINZA SIX（2017

年開業）や心斎橋大丸（2019年開業）といったＪ

フロントリテイリングによる不動産賃貸事業の展開

や,渋谷の再開発（東急百貨店東横店がなくなり

（2 0 2 0年閉店），渋谷スクランブルスクエア

（2019年開業）といった複合型のSCに百貨店が売

場の切り出しテナントとして入居）におけるSC化

動向がみられる．また郊外店でも，立川髙島屋S．C．

（元・髙島屋立川店，2018年開業）や藤沢湘南

GATE（元・小田急百貨店藤沢店，2019年開業）

といった同様の動きがみられる．また，三越伊勢丹
2やそごう・西武3においても，SC化の取り組みが

進行し始めている．これらの事業展開の態様は多様

であるが4，少なくともここで大切なのは，総合型

小売業（百貨店やGMS）と総合型管理商業集積で

ある商業不動産業（SC）が，事業の垣根を越えて

「境界領域」にあるということである5．

　さて，本稿では昨今の上記の事業転換という百貨

店側の経営現象を取り扱うのではなく，その対立仮

説ともいうべきSC側のそれ，すなわち「ショッピ

ングセンターの百貨店化」について考察したいと考

える．商業集積を考えるとき，伝統的な考え方によ

れば，計画的な開発意図により管理される商業集積

である「SC」と，対比される自然発生的な商業集

積である「商店街」とでは，特に統一的管理という
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差異が指摘される6．しかし，この統一的管理は主

に組織化の程度（＝組織構成員の独立性）という課

題に直面する．図表１－１をみてみよう．

　右図は，小宮（2010）による商業集積内の組織

の概念図であるが，組織化の程度とマネジメントに

より影響を及ぼす空間的範囲を軸に，各種商業集積

間の分類を行なっている．しかし，本稿ではこの商

業集積間の比較を問題としない．ここで組織化の程

度が高くファシリティ（施設）という限られた空間

の中で，外部環境に向けた分業関係による価値提供

を「一体性」と呼ぶことにする．これまでの商業集

積間での比較では，どちらかという

と成員の独立性を維持しつつ集団的

対応をいかに導き出すかという視点

をもとに，合意形成のタイプ，意思

決定のチーム7など，集積内の内部

組織間関係に関する議論として挙げ

られてきた．しかし，対市場環境

（競合環境）について消費者に一体

性のある集積ならではのサービス

（館としての一体サービス）を提供

するという集積外の外部環境対応の

視点があまり触れられてこなかった

（図表１－１左図）8．

　本稿の目的はこの統一的管理を商

店街との対比（図表１－１，１－２

の比較視座②）ではなく，百貨店

（総合型小売業）との対比（同図表

の比較視座①）で考える．SCが館

内における単なるテナントの寄せ集

めでないとしたら，SCがビジネス

システムとしてどのような目標に向

けて一体性の管理を行ない，何を目

指すべきなのか，何を提供すべきな

のかを問うことになる．

　ここで，本稿で用いる用語につい

て少し触れておく．図表１－２は近

年多く見られる複合型用途施設（高

層ビル等の中に様々な用途集積がな

されている．図表中左）を起点に分

析単位として規模の大きいものから，右に行くにし

たがって小さくなり，ショップという小売の最小単

位までいくように整理している．本稿では，総合型

小売業（百貨店・GMS）であっても，総合型商業

不動産集積（SC）であっても，（つまり小売,不動産

に関わらず）消費者が１つの「総合型商業施設」

（ファシリティ）として認識しており，またそうし

た消費者に対して（小売または不動産の）事業者が

類似の顧客価値を提供しているととらえる．

　なお本稿では，百貨店とSCのビジネスシステム

を，組織能力（コンピタンスまたはケイパビリテ

2

図表１－１．商業集積（商店街・SC）と百貨店の比較視座

（出所）右図は小宮（2010）に筆者加筆．左図は筆者作成．

図表１－２．用語の整理と本論文の比較視座（筆者作成）



ィ）の観点から考察していき，特にSCの目指すべ

き「一体性のマネジメント（管理）」が段階的な組

織能力の獲得過程であると捉える視座を紹介する9．

２．百貨店とSCにおけるビジネスシステムと組織

　能力（先行研究の整理）

　本稿では，小売業態ではなく「ビジネスシステ

ム」という用語を用いて両者を比較する．当然なが

ら，商業不動産業であるSCは業として小売を行な

っていないために，小売ミックスなどの要素がなじ

まない．また，不動産業は物件の立地特性により個

別性の高い不動産財を取り扱い，どちらかというと

個々の施設を分析単位として捉えるため，チェーン

ストアなど，主として複数店舗を前提とする小売業

態としてのシステム特性を見出しにくいからである．

　ここで，ビジネスシステムとは，「ある企業が他

の企業と協働して，顧客に価値を届けるための仕組

み」（加護野2015）である．本稿では，ビジネス

システムは外との取引（取引システム）と，内部調

整（内外の資源間の組織内オーケストレーション）

の仕組みを有し，また収益モデルを有しているもの

ととらえることにする10．本稿では，特にこの内部

調整，すなわち企業内部における組織能力の獲得に

ついて焦点化するものとする．

２．１．百貨店における組織能力について先行研究

　による言及

　百貨店におけるビジネスシステムに関する既存研

究については大きく２つ紹介をしておきたい．ひと

つは大丸の事例，そしてもうひとつは伊勢丹の事例

である．ともに，売上仕入（消化仕入）と派遣店員

制度，そして取引先ブランドを上手く活用した調整

能力を事例から析出している．以下，みてみよう．

　新井田（2010）は，大丸の一連の営業改革を事

例として挙げ，その方向性を「コアコンピタンスの

変化」ととらえ，かつて百貨店の中核能力であった

「仕入能力」をアウトソーシングするという考え方

を提示している．それは，第１次営業改革（1998

年～2004年）における「売場運営形態別戦略」，

そして過半を占める委託型売場に対して，第２次営

業改革（2005年～2008年）における「仕入の本

社集中化」という揺り戻しを経て，大きな気づきが

あったとされる．前者の改革はオペレーション面で

の「標準化」や「見える化」といったビジネスプロ

セスの規定化を仕入形態という取引システム別で構

築すること．後者の改革は主に百貨店への影響力の

高い「委託型売場」を中心とした，本社が仕入へ関

与（取引先への関与）することを指す．そして，特

に後者は３年間の「壮大な実験」（同332ページ）

を経て課題が明らかになり，2008年に軌道修正に

至る．それは，一部の自主編集売場を除き，「仕入

をしない小売業」としてのビジネスシステムを見出

す結果となった．新井田はここで，真の外部資源の

活用こそがコアコンピタンスであり，百貨店にとっ

て「取引先を評価し組合せる能力」が重要であると

結論付けている．

　同様に大丸の営業改革について，岡野（2011）

は同改革を通じて獲得した中核的組織能力として店

舗運営を上げている．そして，その卓越性をチェー

ンストア経営に準じたセントラルオペレーション方

式の導入に求めている．また，ショップ運営売場

（委託型売場）活用のストアオペレーションは百貨

店業態内での競争優位性を有しているとしている
11．

　また，北島（2009）は伊勢丹の事例を挙げ，そ

の方向性をこう分析する．北島は製品アーキテクチ

ャ論を総合型商業施設に援用し，伊勢丹と髙島屋と

の比較から，「オープン・インテグラル」としての

百貨店の戦略の方向性（伊勢丹）を見出している

（同書第６章）．伊勢丹においては「ファッション

の伊勢丹」の傘の下，平場の拡大と店内の統一感の

形成，すなわちインショップを集積しつつ箱割り感

をなくし，それらを調整する能力（ケイパビリテ

ィ）を担う現場マネジメント層を重視する方向性を

見出している（2003年の伊勢丹新宿店の改装）．

他方で，髙島屋においては専門店導入（インショッ

プの集積）と「購買管理手法」の採用，要員圧縮に

よる現場マネージャー（調整能力）の削減といった

方向性（1996年の髙島屋新宿店の新規開店）を対

3

都市経営　No.13（2020），pp.01-17



置させており，伊勢丹に比して髙島屋はこの調整能

力の蓄積において大きな差異が生じているとする

（北島2009，140ページ）．この両者の比較から，

伊勢丹における現場レベルの顧客志向マネージャー

の調整能力を評価し，この「事後的な擦り合わせ能

力」こそが百貨店の重要なケイパビリティであると

結論付けている．

　小売業においては，一般に組織能力と言いえば仕

入能力，販売能力ないし（本部組織との関係性を含

む）店舗運営能力などがコンピタンスとして挙げら

れそうだが，新井田も北島も，外部資源としての取

引先の委託型売場を取り込み，事前に，もしくは事

後に調整する能力をコンピタンスとして挙げている．

これらは，まさに売上仕入（消化仕入）を前提とし

たビジネスシステムから導出された見解といえる．

２．２．ＳＣにおける組織能力について先行研究に

　よる言及

　他方で，SCのビジネスシステムに関しては，こ

れまであまり積極的に触れられてきたものはない．

たとえば，北島（2009）は，SCを「オープン・モ

ジュラー」型として百貨店（先述の伊勢丹）の「オ

ープン・インテグラル」型と対置させている．また

北島は，百貨店とSCとの面積効率（面積単位当た

りの売上効率）の点でSCが百貨店よりも低位にあ

ることから問題であるとし，SCには百貨店のよう

な事後的な調整能力，すなわちマーチャンダイジン

グに関する日常的な調整が不足しているという点に

言及している．そして，SCの館全体（集積）に合

わせるよう，テナントのMDを最適化するようなマ

ーチャンダイジング・マネジメントが組織能力とし

て必要であると提言している．ここで，日常的な調

整を内容とした小売由来の組織能力と対比されるべ

きSCの組織能力は必ずしも明らかではないが，お

そらくそれは，建物管理や共用部管理をベースとし

たプロパティマネジメントの能力などを想定してお

り，ここに小売のノウハウを追加して，不足を補う

ことを提案している．この点，SCに必要な組織能

力の一端を示している点で積極的な評価ができる．

　ただし，いずれにせよ，総合型商業施設における

出店事業者との関係性について，どのような調整能

力が求められるかについて，調整の内容そのものは

必ずしも明らかではない．

２．３．小括

　このようにしてみると，百貨店におけるビジネス

システムの構築において，消化仕入取引を前提に，

委託型の売場を外部資源として借りながら成立させ，

内部的には（買取仕入を前提に）自主編集売場を含

めた「一体性」が生じるよう調整するというコアコ

ンピタンスが導出されている．

　翻ってSCのことを考えるならば，そもそも直営

小売の売場を前提とせず，テナントという外部資源

に大きく依存する（分業構造を前提とする）ビジネ

スシステムであるから，かれらも一個の集積として

「一体性」を有しなければ，そのビジネスシステム

全体の成立条件が崩れてしまう．単に路面店の寄合

ではなく，SCとしての１個のビジネスシステムを

捉える場合には，「一体性」を組織能力として獲得

するプロセスを追う必要があるだろう．単なる建物

管理業（床を埋めるだけ）という受動的なビジネス

システムではなく，より積極的な「一体性」のある

ビジネスシステムを構築しようということになるだ

ろう．

３．SCのビジネスシステムにおける組織能力の獲

　得プロセス（百貨店との比較から）

３．１．SCが獲得してきた組織能力とMDデベロッ

　パー

　SCが一体性を求める対象として，小売業へ近づ

こうとするのにいくつかの段階，到達すべきレベル

（水準）が存在するというのが，本稿の立場である．

SCが総合型小売業に比肩し，テナント構成を展開

するのに，いかにして，どのような組織能力を獲得

してきたか？　そして，それがどこまで有効であり，

限界点はどこなのか？　について，段階を追って説

明していきたい．これは，倉橋（1999）のいう

「MD（マーチャンダイジング）デベロッパー」の

地位を獲得するまでのプロセスとみてよいだろう．
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　ここで，「MDデベロッパー」（定義）とは，「①商

品そのものがわかり，②消費者ニーズの変化がわか

り，③テナントの扱い商品が顧客ニーズに合ってい

るかどうか見分けることが出来，④それに合わせる

ようにテナントを指導する力のあるデベロッパー」

である，とする（同p.240）．単なる不動産業者が，

商業のプロであるテナント側の商業の内実を理解で

きるようになり，さらに指導ができる立場になるこ

と12．これが，まずはSCの事業システムの当座の

終着点といえる．そして，ここからは筆者による枠

組み（モデル）であるが，さらに先に自ら差別化要

素を作り出すために小売店舗として様々な工夫を行

ない，最終的には在庫リスクを負った直営化を図る

ようになる．こうしたいわばビジネスシステムの進

化の過程について，順に段階を追って説明していき

たい（後掲図表３－５の右端記載の組織能力獲得に

おけるレベルⅠ～Ⅳの段階に沿って説明する）．

３．２．共用部管理から売上の共通指標化へ（レベ

　ルⅠ．SCとしての基礎的条件）

　SCが単なる建物管理業で完結している物件は多

数存在する．SCが単にテナントビルとして，ある

いは各種ビルの下層階に路面店を誘致したりする場

合（これを下駄履き店舗という場合がある）などに

は，およそテナントの売上とデベロッパーの賃料が

連動した条件が設定されることはない．テナントか

ら月々，固定賃料を安定的に収受し

ていれば問題ない．大家（不動産オ

ーナー）は，単に共用部管理，建物

管理を行なっているだけである．

　この段階から，デベロッパーがテ

ナントの売上高に応じた配分を要求

する段階になると，様相が変わって

くる．「もの言わぬ大家」から「も

の言う大家」への転換である．

　テナントを集積させる規模が拡大

し，巨大な共用通路を持つようにな

ると当然顧客の吸引力が上がってい

く．物件全体としての集客力が発揮

できるようになるのである．その第

一歩として，テナントの売上高（すなわち他人の売

上高）に関心を持ち，その売上数値をどう把握し，

それをどう賃料化していくのかが関心の中心的な対

象となる．

　今日数多くのSCで，売上歩合賃料方式13の採用

とともに売上預託金方式が採用されている．売上預

託金方式とはテナントからその日の売上金を預かり，

必要な賃料や諸経費を控除して返還する方法である．

この方式が採用されると，集計された売上高から計

算される「売上歩合賃料」をより確実に獲得できる．

また，売上高に対する賃料負担率が分かるようにな

るため，デベロッパーは賃料の引き上げ余地をテナ

ント売上高から見出し，SC施設全体としての営業

政策を展開しようとする．まさしく，多数テナント

との共同販促による集客策を講じ，物件全体として

の売上高規模の拡大を目指すことになる．さて，こ

のあたりの収益モデルの構造についてもう少し詳し

く見てみよう．

３．２．１．売上預託金方式と売上歩合賃料方式と

　の関係性

　SCでは会計上，テナントの売上をデベロッパー

の売上として認識しない．したがって，そもそもテ

ナントのものである売上金というキャッシュを預か

るには一定の理由が必要となる．図表３－１をみて

みよう．これは，家賃収入（管理収入を含む）の受
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図表３－１．テナントとの精算方式と賃料方式（筆者作成）



領に関わる方式と売上データの把握，そして賃料方

式の関係性を整理したものである．この図から見る

と，必ずしも売上に関心を持たないデベロッパーも

いて，テナントに対して賃料さえ納めてもらえれば

よいという，不動産業の本来的な方式がある．①

「請求方式」はこれに該当し，固定賃料方式を採用

しているのならば，売上報告はもともと不要であり，

請求書を切って家賃等の入金を待てばよいのである．

しかし，この方式の場合でもテナントの自己申告に

より売上報告をしてもらい，売上歩合賃料を収受す

るケースもある．

　ただし，テナントによる売上報告に真偽が問われ

るのであれば，より確実に正確な売上データの把握

がデベロッパーには求められる．テナントによる売

上の過少報告は，テナント側でレジを握っている以

上，回避するのは困難である．そこで，テナントに

よる機会主義的行動を抑制し，信頼性のある仕組み

として導入されるのがこの，②「売上預託金方式」

である．テナント側のレジの日報データを，デベロ

ッパー側の貸与した端末に入力させ，売上証憑同士

を照合するのである．もちろん売上金を預かるため，

デベロッパー側で入金用の機械や保管庫（金庫）を

用意し，現金輸送等のセキュリティ費用がかかる．

照合業務の人件費や，預託金から賃料等を控除した

後の返還金を各テナントの銀行口座へ振り込む入金

業務の経費も発生する．しかし，この方式も完全に

信頼性を担保できるわけではない．相変わらず，レ

ジを打つ販売員も報告する販売員もデベロッパー側

ではなく，テナント側であるからだ．そうなると，

最終的にはデベロッパーがPOSをテナントに貸与す

ることになる（図表中の③「DV-POS貸与方式」）．

しかし，開発投資が制約要因になることは間違いな

い．テナントの数だけPOSレジが存在するように，

その取引内容は多様である．それを網羅したデベロ

ッパー側のPOSの開発は困難を極める．特に，テナ

ントPOSがテナントの商品管理用（在庫管理用）の

端末になっているような場合はほぼ不可能だ．SC

へSPAテナントの出店が増えて，テナントの持込み

端末が生産や流通の在庫と接続されているならば，

さらにデベロッパー側のPOSとの連携は不可能とな

る．これは，対する総合型小売業においてさえ，レ

ジの２度打ち（ないし打ち替え）が発生しているこ

とからも，かなり困難を極めると言わざるを得ない

だろう．２度打ちが発生するということは，「売上

預託金方式」と同様，２つの並行したシステムの照

合業務が発生する．したがって，このような迂遠な

仕組みとならない場合でなければ，「DV-POS貸与

方式」は限られた選択方式となろう14．

３．２．２．小売業と不動産業の課金モデルの差異

　さて，SCが小売業と根本的に異なるのは，支払

い方式の背後にある課金の原理の違いにある．図表

３－２をみてみよう．この図は，総合型小売業の課

金方法を「コストプラス型課金」，SCのような商業

不動産集積の課金方法を「税込（金額）逆算型課

金」と名付けて対比したものである．いずれの課金

原理も，左側が事前に設定された経済条件（つまり

商品価値の設定．小売業の場合は商品財の価値であ

り，SCの場合は販売結果を生み出す床財の価値）

であり，右側が実現した事後的な精算処理（つまり，

キャッシュの支払い）である．両ビジネスシステム

は，収益算定過程において，経済条件の異なる段階

（すなわち，納入から消費者に至るまでの垂直関

係）に相互に水準を合わせて並記している．

　小売業は当然ながら，「仕入原価（CP：Co s t 

Pr i ce）」を起点に一定の値入額（小売側のマージ

ン）を乗せて売価（SP：Sales Price）設定する仕

入契約の条件設定がなされる15．ここで，さらに消

費税を加えた計算がなされ，最終消費者との売買契

約が実現される．図表中の流れは，「上から下へ」

売買契約が進行し，それが実現されると，今度は下

から上へと粗利が確定していくことになる16．販売

時点では，商品の単品ごとに取引が端末へインプッ

トされ集計される．なぜならば，単品ごとに異なる

仕入条件（値入額）が設定されているからである．

その中で，売上と認識されない（つまり値入計算さ

れない）金券販売や配送料収受といった売上控除項

目や，取引先からの販売協力金負担など（小売業側

が収受すべき諸経費）の仕入控除項目と粗利（値入

計算により計算）が精算され，最終的な仕入代金が
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キャッシュとして取引先へ支払われる．

　他方で，売上預託金方式を採用するSCはどうだ

ろうか．SCとは，BtoCの売買取引（すなわち，最

終消費者との売買契約）もBtoBの売買取引（テナ

ントとの売買契約）も存在しない．事前に契約がな

されるのは，「純売上高」に対する売上歩合の賃料

率であり，デベロッパーは「何がいくつ売れたの

か」という単品単位の売買取引に関心がある訳では

ない．その日に当該テナントの店舗（すなわち貸与

した床）で売れた売上の日計を逐次報告し，それら

を月額で期間集計されたものに関心があるのである．

デベロッパーの貸与したインプット端末は，路面店

で使用されているクレジットカードのオーソリティ

端末（通称，CAT端末）と同じものであり，これに

売上報告機能をつけたものとして理解してよいだろ

う．つまり原則，当該端末の役割はカード取引の販

売時点管理であり17，「税込売上」を起点として算

出される「下から上へ」の課金原理が根底にある．

ここで歩合賃料算定のベースとして認識される売上

高は，テナント側で実現された消費者との売買取引

（販売成果）であり，販売時点でインプットする

「カード取引」と，閉店後に事後的にテナント側が

（テナントPOSを参照して）インプットする「その

他の取引」（事後的な報告売上高）の２つに大別さ

れる．この両者を足し合わせたものから消費税を控

除したものが「総売上」である．ここから先ほどの

売上控除項目を精算して「純売上高」を確定し，こ

れをベースに歩合賃料計算がなされる．キャッシュ

としてテナント側に支払われるものは，あくまで売

上預託金（預り金＝返済義務がある債務として認

識）から，デベロッパーが収受すべき諸経費（これ

をデベロッパーの管理収入と総称）と家賃（売上歩

合計算がなされた歩合賃料のみならず固定賃料も含

む．すなわちデベロッパーの賃料収入）が精算され

た，売上返還金である．

　この収益の算出プロセスの違いは，小売とSCの

両ビジネスシステムの根本的な構造の違いを顕著に

表しているものといえる．百貨店をはじめとする小

売業は仕入原価起点の「上から下へ」の収益算出，

売上歩合方式を採用するSC（商業不動産）業は税

込売上起点の「下から上へ」の収益算出がなされる．

それは，前者が事前的な見込み契約に基づく商品財

の所有権の転々移転を伴う取引の流れ（商流）を想

定しており，後者が事後的な精算に基づく（すなわ

ち，商品財の所有権の移転を伴わない）販売成果の

逆算型（いわゆる事後分配型）による取引の流れが

想定されている．SCにおいては，固定賃料は前払

い家賃（つまり翌月の床の占有権の対価を当月に支

払う．これは不動産財のビジネスにおいては慣例と

いえる），売上歩合賃料は後払い家賃（事後的に販

売成果が確定してから精算される）の性格を有する

ことからも，理解できるだろう（図表３－３を参

照）．

　ここで，百貨店には取引慣行と

して売上仕入（消化仕入）がある．

販売時点で売上が計上されると同

時に，仕入計上されるという取引

システムだ．これは，実現された

売上高を起点とする逆算型の収益

計算がなされている．しかし，そ

うであってもコスト積上げ型の収

益計算を想定し擬制されている．

あくまで集計水準は販売時点であ

り，単品ごとに計算される点で，

やはりSCのビジネスシステムと

は根本的に異なることに留意しな

7
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図表３－２．両ビジネスシステムの収益の算出原理とプロセス（筆者作成）



ければならない．

図表３－３．百貨店とSCの取引システムの性格　

　（筆者作成）

３．２．３．小括

　ここで，SCデベロッパーは売上預託金方式と売

上歩合賃料方式によって，百貨店小売業等が採用す

る消化仕入契約に一歩近づいた契約形態を擬制して

いる．単に共用部管理が行われるだけでなく，専用

部においても売上報告が担保され，売上がデベロッ

パーとテナントとの間で，相互に目指すべき目標と

して共通指標化する．この段階にあれば，複数ショ

ップの集積としてのSCは最低限の基礎的条件を満

たしているものといえる．

　ただし，この場合でもSCはテナントの売上高を

完全に把握してはいない．テナントショップは日々

の営業終了時に，売上高を事後的にデベロッパーに

報告しているに過ぎず，先述の通り「どの商品がい

つどのようにどれだけ」といった個々の買上取引，

単品レベルの質的・量的データのリッチネス18は存

在しない．販売時点でインプットされる「カード取

引」においても取引総額ベースに過ぎず，データの

不完全性は否めない．SCの中で集約された情報は

小売業態のPOS情報に比して情報が部分的なものに

ならざるを得ない．両ビジネスシステムが事後的に

売上指標を目標としたとしても，両者には限界が存

在することに注意が必要である．

３．３．SCにおける販売方法と商業空間のシームレ

　ス化，変化創出の制度化（レベルⅡ）

　SCが差別化を志向し，総合型小売業に今一歩近

づこうとすれば，テナント構成をしっかり考え，

MDデベロッパーとして，顧客買回りを促進させる

方策を練る必要がある．特に，施設内に変化を作り

出す装置として，催事スペース19や，ショップ間の

商品横断的対応（中元・歳暮やクリスマスなどオケ

ージョン対応）による季節感の演出が必須となる．

また，SCにおいて特徴的なフードコートは，ショ

ップ間の横断的な提供メニューを，ハード面・ソフ

ト面においてシームレスにすることを志向する．専

有部と共用部が峻別されるのではなく，あたかも複

数のショップが１つの売場を形成するがごとく運営

される．共用部と専有部の融合（責任分界点を超え

た運営）が模索されるものである20．

　また，SCのもつハウスカードについても，ショ

ップ間買回りの重要施策である．テナントショップ

を集積させている以上，ハウスカードは顧客を館全

体へ動員するための大きな武器である．SC施設全

体で展開される共同販促は，出店テナントの強制加

入による自律的組織として「テナント会」（「商店

会」）が組織され，その中で実施されることが多い．

テナントは，このテナント会に販促費を納めて合意

形成の上で計画が実行される．しかし，昨今ではデ

ベロッパー主導の販売促進が多くなっている．テナ

ント会は次第に機能縮小化し，SCの館全体の販促

がデベロッパーの意思決定，そして企画・運営の下

で成立するようになる．それは，SCの生み出す変

化を，デベロッパーが自ら作り出す，ひとつの方法

である．

　これまでは，テナント会の独立会計の下で，会員

テナントから収受してきた販促費は次第に家賃化さ

れ総合化されるようになる．諸経費の家賃化とは，

デベロッパーが使途を自由にコントロールできるこ

とを意味し，SCにおける一体性のマネジメント能

力を高めることに繋がる．

　SCは2000年に改正・施行された借地借家法に規

定される「定期借家制度」（同法第38条第１項）に

より，制度的にリニューアル計画が遂行できること

が担保されるようになった．これまで，SCは長期

的な視野でテナントを誘致し，いわば運命共同体と

して小売と施設管理の２つの機能を分業してきた．

しかし，MDの鮮度の観点から，契約期間を短期に

区切り，契約期間が終了すれば更新はなく，次のテ

ナントを誘致できるようになった．これまでは，借

家人保護の色彩の強かった賃貸借関係を，一定の要
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件の下で緩和することになり，SC

は大型小売業の売場変更と同様，

機動的なMD変更が可能となったの

である．

　このような「定借化」と「共同

販促費の家賃化」，「賃料の総合

化」そして「テナント会の機能縮

小化」はSCデベロッパーの小売業

への接近に関して，１つのセット

として機能しているといえる（池

澤2015）．これらの基盤が整うこ

とにより，デベロッパーはテナン

トの売上向上のために様々な武器

を持ち、対応できるようになった．

催事などの小さな変化を作り出す

ことから，テナントそのものを入

れ替える施設全体での大きな変化

を作り出すことまで，多様なツールを獲得したもの

といえる．

　SCデベロッパーは，テナント誘致後は，テナン

トの売上高向上の支援策を講じて，売上歩合賃料の

向上を目指すことになる．その時に，デベロッパー

がテナントを支援するには図表３－４のような関係

性の構図の中で，テナントの諸資源についてアプロ

ーチをしていくことになる．同図表は，デベロッパ

ーがテナントのショップに対して，あるいは営業所

や本社に対して様々なアプローチを行なう様を描く．

また，SCに誘致されたテナントショップ（現場）

に対しても，その内装（ハード）や販売スタッフ，

そしてテナントが取り扱っている商品やサービス，

ショップのオペレーション，そして，テナントが顧

客の支持を得ているブランド資産に対しても関心を

持つ．もちろん，SCデベロッパーは商品の仕入れ

も販売も行なっておらず，あくまで，間接的な支援

に留まる．出店区画内のテナントの営業の自由は原

則として保証されている．SCデベロッパーは許容

される範囲でしか，テナントの有する諸資源（他人

の資源）に対してアプローチし，関与することがで

きない．

　SCの施設デザインに対して，テナントの内装デ

ザインを規制するルールや，テナントスタッフの販

売員研修，ロールプレイング大会の開催など，デベ

ロパーがテナントの諸資源に関与しようという方策

は多く見られる．また，商品についてもたとえば，

SCオリジナル商品の依頼などのアプローチもある

だろう．ただし，その商品在庫についての責任はデ

ベロッパーが負うことはまずない．あくまで，依頼

するレベルにとどまる．

３．４．新市場への対応－免税とEC対応（レベルⅢ）

　SCデベロッパーが，複数のショップ間を横断的

に，そしてシームレスに運営するサービスとして昨

今注目されるのが「免税サービス」である．免税対

象商品に一定の金額条件を設定し，外国人旅行者へ

消費税を還付する近年のインバウンド市場対応であ

る．

　消費税法の改正により，2014年10月に免税対象

品目が拡大され，2015年４月よりSCにおける「一

括免税カウンター」設置による業務委託スキームが

制度として認められることになった．従来は，テナ

ントのショップごとに免税店になるかどうか個別に

判断し，個別に免税手続のオペレーションがなされ，

SCとしての一体性が乏しかった．しかし，「一括免
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図表３－４．デベロッパーによるテナント資源への関与と顧客価値の提供（筆者作成）



税カウンター」は，免税店対応をする複数ショップ

での買上げに対し，テナントの手続代行としてデベ

ロッパー主導で免税手続きを行なうもので，SC一

体としてのサービスを提供できる環境が法的に整っ

た．これは，百貨店やSC，商店街などがエリアと

してシームレスに免税対応できる基盤を作り，地域

でインバウンド市場に対峙できる制度的な担保を与

えることになったといえる．しかし，SCの免税対

応は百貨店のそれとは大きく異なる．SCではこの

委託型免税対応を行なったとしてもそこに参加せず，

個々のショップ内で免税手続きを行なってしまうケ

ースが出る．つまり，SC一体としてのサービスの

足並みが揃わないのである．なぜなら，業務委託の

場合，デベロッパーは免税金額に応じた手数料（一

例）をテナントから収受し，その負担金で業務委託

費を賄う必要があり，負担を回避したいテナントは

不参加となるからである．

　他方で，SCはEC市場への対応にも熱心になりつ

つある．SCはテナントショップの商品や在庫の責

任を有しない．デベロッパーは在庫数の把握すら行

なっていない．その中で，いかにしてオムニチャネ

ル対応を行ないうるかについて，テナントとの調整

を行なっている．オムニチャネルはおそらく総合型

小売業とSCデベロッパーでは大きく，そのビジネ

スシステムが異なるものと考えられる．商品在庫を

押さえているリテイラー型のオムニチャネルは，店

頭在庫とEC在庫とを統一管理し，いつでもどこで

も顧客へ商品を提供できる保証の基盤を有している．

しかし，デベロッパー型のオムニチャネルは，完全

に顧客に在庫を約束できない21．テナントは在庫情

報を（web上で）顧客に開示することはあっても，

SCデベロッパーへ在庫情報を開示することは望め

ないのである．したがって，SCデベロッパーは，

施設としてのポータルサイトを有するのであれば，

そこを経由してテナントの有する販売チャネルやシ

ョップへたどり着き購買につながった顧客について，

送客の対価としての収益（送客益）を獲得しようと

する．前述のとおり，SCはテナントショップの売

上を完全に把握するのは不可能であり，詳細な売上

データを把握しているわけではない．したがって，

店頭以外で決済された売上は把握しようがない22．

特にテナント企業と顧客との間に複数のチャネルが

存在し，ブランドを通じた１対１の関係がある場合，

デベロッパーはその中に割り込むことは困難である．

３．５．小売業の技術そのものの獲得（レベルⅣ）

　SCデベロッパーが小売業へさらに近づくとする

ならば，最終的にはデベロッパー自身が直接商品を

仕入れて販売する，「直営化」という手段が取られ

ることがあるだろう．

　テナントへ依頼しSC限定商品を作ってもらうこ

とも限界がある．残った在庫に責任が持てないなら

ば，差別化も難しい．結局，差別化をさらに進める

には，積極的に在庫ロスを引受けていくことになる．

　駅ビルの事業会社は，商品を直に仕入れて販売す

るテナント企業をグループ内に有しているケースが

ある．また，自施設内に自主編集のショップを展開

する事例もある23．ここには，ブランドショップや

商品そのものを知るだけでなく，自らのバイヤーと

しての素養や仕入販売計画，買取条件の設定などの

新たな能力．また，当然仕入れたものを売り切る販

売などのオペレーションの能力も求められる．市場

における差別化の要求が厳しく，競合が多く，立地

が魅力的でありながら，自施設の集積規模（面積）

も限られている駅ビルのビジネスシステムにその傾

向が強いだろう．そして，そのバイイング能力を支

えるSC施設としてのブランド価値も必要だ．SCは，

元来不動産開発業・管理業であり，その土地固有の

特徴に縛られ物件の個別的価値を高めることにある．

いってみれば，商圏に縛られる地場産業である．し

かし，最終目標として全国規模の施設ブランド（ナ

ショナルデベロッパー）の地位を目指すならば，小

売業態と同様，セントラルバイイング24により，強

力な商業施設開発を行なうことができるようになる

かもしれない．しかし，SCと大型小売業との間に

は事業として多くの障壁と限界，組織能力の差が厳

然と存在し，その対応は限定的である25．

３．６．小括－商業集積の「一体性」をめぐる競争

　以上，第３節を通して，SCがいかにしてどのよ
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うに総合型小売業態へ接近を試み，小売の組織能力

を獲得してきたかをたどってきた．それを，まとめ

たのが図表３－５である．

　百貨店が実施してきた内容に対し，SCは数多く

の段階を踏んで，あたかも総合型の小売施設のよう

な一体性のマネジメントの能力を獲得してきた．も

ちろん，両ビジネスシステムの決定的な差異により，

部分的にしか対応できていないもの（図表３－５中

の点線矢印）も確かにある．しかし，SCを一個の

ビジネスシステムとして成立させるのに様々な工夫

がなされ，それらを運営してきた．こうした「一体

性」をめぐる競争は何をもたらしたのか．その意義

を考えたい．

　ひとつは，異なる組織能力の獲得段階における

SC間の競争（同質のビジネスシステム内の競争）

である．後の段階にあるビジネスシステムが構築で

きていれば，売上拡大においても顧客サービス面に

おいてもその前の段階にあるそれよりも競争優位が

保たれるということになる．いま一つは，総合型商

業施設としての競争である．つまり，百貨店や

GMSとSCとの競争であり，異なるビジネスシステ

ム間の競争である．SCがより後の段階にあるビジ

ネスシステムを構築できれば，百貨店などの小売業

態とも競合するということになる．

　さて，図表３－５を踏まえたうえで，百貨店とＳ

Ｃのコアコンピタンスの差異についてあらためて図

示したい（図表３－６参照）．

　まず，百貨店側である．百貨店のコアコンピタン

スは先述の通り，自主編集売場（買取仕入）につい

ては，仕入能力と販売能力である．そして，消化仕

入や委託仕入の売場についてはオペレーション能力

である．また，自主編集売場と消化仕入の委託型売

場間の連携を行なう一体性を目指した能力には「統

合能力」がある．このオーケストレーション能力に

は，SCが獲得してきたハウスカードやスタッフ研

修などの運営能力（図中の統合能力①）ほか，SC

による獲得が困難な商品を単位としたオケージョン

対応である中元・歳暮のギフトシステムによる受注

管理や複数商品の持ち出しを行なう外販活動（外

商）といった顧客資産の活用能力（統合能力②）が

ある．これらが困難なのは，いずれも取扱商品を単

品単位で管理ができていないと実現不能なシステム

だからであり，サービスとして提供が不能となる．

　他方で，SC側にはオペレーション能力を高めて

きた過程があり，直営化（小売業として在庫を持

つ）による差別化を目指すようなケースもある．ま

た，他方で用途を複合化することで，不動産として

の空間においてシナジーを発揮させる能力も発揮で

きる．これは，SCのビジネスシステム由来の能力

であり，昨今の「百貨店のSC化」でも並行して開

発されるケースが多い．

　SCのビジネスシステムに求められる組織能力の

「調整」内容を精緻化すれば，図表３－６の通りと

なる．

４．考察と残存課題

　本稿では，百貨店・SCのビジネスシステム間比

較をつうじて，先行研究において示されていた百貨

店における委託型売場のオーケストレーション能力

というべき調整能力，そしてSCが獲得を目指す小

売の一体性マネジメントをめぐる組織能力の獲得過

程について順にみてきた．

　そこには，SCの基礎的条件（Ⅰ）として，テナント

とデベロッパーとの間で売上を共通指標化するため，

売上預託金方式と売上歩合賃料形態を採用する段階

について触れた．この方式間の関係性について触れ，

単なる建物管理業からSCデベロッパーへの脱皮を

図ることと，その限界についても述べた．また，他

方で百貨店との比較において,ビジネスシステム内

の収益モデル（課金方式）の算出原理の違いについ

ても触れた．

　また第２段階として，SCの一体性マネジメント

を行なう段階（Ⅱ：総合型商業施設の運営の組織能

力を獲得する段階）について触れた．定借化，販促

費等の諸経費の家賃化，テナント会の役割縮小化な

どのほか，テナントスタッフの育成研修，SCカー

ドや館一体のCRMの実施，催事対応とった市場変

化対応もこの段階に含まれる．

　さらに第３段階（Ⅲ：新市場への対応）として，
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図表３－５．SCの一体性管理と組織能力の獲得過程（まとめ）（筆者作成）



部分的な対応に留まる場合もあるが，免税（インバ

ウンド）やECといった新しい市場への対応能力も

獲得してきている．ただし，部分対応に留まる部分

は次第に大きくなる．

　最後に第４段階としてSCデベロッパーは，さら

なる差別化のために小売の直営を行なう（Ⅳ：小売

技術の獲得）．仕入能力，販売能力，店舗運営能力

を商品ベースで獲得しなければならない．

　このようにしてみると，SCのビジネスシステム

は，小売のビジネスシステムが持っている「総合型

商業施設」の運営を当座，実現するために，不動産

業が小売業を擬制し，各種組織能力を身に着け，消

費者へ価値を提供してきたとみることができる．し

かし，両ビジネスシステムの間には大きな限界があ

り，それは完全な事業転換というより，部分的な対

応として境界領域にとどまっているようにみえる．

それは，商業空間（床）という物理的な空間の調整

にとどまるのではなく，商品の単品単位での調整を

目指し，よりきめ細かい調整をつうじて差別化を実

現する道程にあるといってよい．

　本稿では，「SCの百貨店化」について，小売をゴ

ールとした組織能力の獲得過程というあたらしい視

点から説明してきた．特に駅ビルなどの都心型商業

施設の運営者が，いくつかの段階を踏み，差別化を

進めるために小売直営化や用途の複合化などで，差

別化と市場拡大を進めてきたといえる．本稿はこう

したいわば，プラットフォーム型のビジネスシステ

ムの調整能力のあり様を検討してきた．他方で，テ

ナントショップ側（調整される側）の対応のあり様

について検討していない．今後の筆者の課題である．
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る，としている（セブン＆アイHDリリース資料

「グループ戦略と事業構造改革」（2019年10月

10日）を参照）．

４　池澤（2018）によれば，「百貨店のSC化」に

は，「シームレス化」「ゾーン並存化」「別館化」

などの態様があるとする．

５　ここで「境界領域」といっているのは，境界を

完全に越えることの難しさを表している．両ビジ

ネスシステム間には，そのビジネスシステム固有

の差異があるためである．本稿では，この決定的

差異について言及している．

６　小宮（2010）は，（一連の商業集積研究の中

から）商店街の集団的対応について，組織構成員

の独立性（組織化の程度）と影響を及ぼす空間的

範囲の２つの軸をもとに，商店街組織（共同組

織）とSC・百貨店を位置付けている．前者と後

者は承認割合や関与の度合い，合意形成といった

点で差異があるとみられる．しかし，本稿では
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SCと百貨店との間の差異を対象とし，SCが総合

型小売業としての一体性（つまり１つの総合店舗

としてのまとまり）を擬制するために，いかなる

組織能力を獲得してきたか，という視点で捉えて

いる．

７　たとえば石原（1993）は，審議の内容に応じ

て，同時型合意形成，逐次型合意形成，仲間型合

意形成の３つに区分し，行動ベースの合意形成の

程度について論じている（同pp.106～109）．ま

た，合意形成にかかる組織（チーム）の形態を所

縁型組織と仲間型組織に区分している．

８　小宮（2007）は，商業集積論（商店街研究）

の中で，商業集積の市場環境対応として，２つの

「仕掛けづくり」の集団的対応を，２つの商店街

の事例をもとに類型化している．

９　このような段階的発展のモデルは，商店街研究

においてもみられる．石原・石井（1992）は，

ライフサイクルを前提とした商店街の発展段階モ

デルを提示し，その段階を４つに分けている．①

集積のメリットが自然に発生している段階から，

②集団組織性を形成・維持する段階へ，そして③

タウンマネジメントを行ない，④（対象範囲の拡

大に伴って）地域のインフラ・外部ネットワーク

化の段階へと向かうとするモデルである．ここで，

商店街とSCは③の段階において「資源再配分機

能からデベロッパー機能へ」と転換する段階とし

てとらえており，競争メカニズムを取り入れる

（p.311）ものとしている．なお，加藤（2003）

によれば，商店街に（TMOのような）SCの管理

手法を取り入れることには無理があるとしている

（同pp.158－159）．

10　たとえば，ジョンソン（2010）はビジネスモ

デルの基本要素を４つの箱として，「顧客価値提

案」（一体性サービスの価値提供），「利益方程

式」（収益モデル），「主要業務プロセス」，「主要

経営資源」（外部パートナーとの取引システムと

内部組織の調整能力）としており，本稿のビジネ

スシステムの定義は，既存のビジネスモデル・ビ

ジネスシステム研究に整合的である（「（）」内は

本稿における用語を対応させている）．

11　岡野（2011）は，大丸の優位性は百貨店業態

の中では独自の価値を有し競争優位性があるとす

るものの，専門店ビルやSCに対しても競争優位

性を有しているかどうかは不透明であるとしてい

る（同書p.318）．

12　日本SC協会第２委員会報告（1985）による

と，不動産デベロッパーは，第１段階において

「不動産管理の時代」からスタートする．これは，

モノを置けば何でも売れた時代であり，「保安」

という価値を追求していけば，建物管理業として

の役割を果たせていた時代である．しかし，SC

も競争的な環境に入り，「営業管理の時代」とな

る．これは，企画・宣伝に力を入れ，テナント個

店ごとの経営チェックを図らなければならない時

代である．すなわち，デベロッパーは物件のみを

管理することから，積極的に施設への集客策を講

じるのと同時に，テナントの営業をチェックして

いくという役割へと変化してきたといえる．しか

し，SCの競争環境はさらに厳しくなり，「新マー

ケティング・マーチャンダイジング」対応の時代

へと入る．品揃えやマーケティングへの関与は，

将来的に施設に来る顧客を満足させるために，単

にテナント配置のみならず，テナントの契約期間

中の営業に対しても積極的に関与していくという

デベロッパーの役割を見て取ることができる．ま

た，SCの段階的発展を企図したモデルであると

いうことができる．

13　「売上歩合賃料方式」とは，面積計算による

定額賃料ではなく，テナントが事業から上げた売

上高の何％を歩合賃料として収受する方式である，

固定賃料と併用するケースが多い．詳細は池澤

（2013）を参照．

14　たとえば，規模の小さなレジを全く持たない

小売テナントショップが，リース料（対価）を支

払って借りるという非常に限られた例外的な状況

のみ採用されると考えられる．ただし，タブレッ

トとドロアのみで安価・手軽にレジ機能を発揮で

きるツールも普及し，こうした取り組みはもはや

投資に見合わなくなってくるだろう．

15　これは，売価に値入率を掛け合わせる売価還
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元法であっても，基本的には同様である．この場

合，小売希望価格（売価）がメーカーによって固

定されているからである．

16　ここでは，いったん消費者への値引販売を含

む売価変更はないものとして考える．

17　SCデベロッパーの役割として，クレジット取

引の精算処理がある．百貨店の場合は自己の店舗

におけるクレジット取引の精算処理であるが，

SCの場合は複数ショップの（すなわち，他者の

店舗における）クレジット取引の精算処理を代行

精算している（つまり，テナントに手数料負担を

課して，精算処理をしている）．これは，信販会

社とテナントとの間での一括代理店契約として制

度化されている．

18　販売データのリッチネスは，取引金額（単価

×数量の集計），単品ごとの性格（価格，色，型，

デザイン），購買数量，決済方法（カードかスマ

ホか現金かの支払い方法ごと），顧客別（ハウス

カード等による把握）などを細かく把握すること

によって実現され，蓄積される．これらのデータ

が分析に供され，打ち手に対するベースとなる．

19　たとえば，SCでは「一時使用貸借契約」と呼

ばれる，不動産賃貸借よりもデベロッパーに大き

な裁量が許容される契約形態が採用されるケース

が多い．契約期間は数週間～数カ月程度である．

なお，出店ハードルを低くするためデベロッパー

側が運営インフラを提供するケースが多い．

20　たとえば，池澤（2018）によれば，東急百貨

店による百貨店とSCの融合過程において，サー

ビスのシームレス化（一体化）としてソフト面

（レジの統一化，カードの共用化，配送サービス

の共通化），ハード面（環境デザインのシームレ

ス化）の項目を挙げている．駐車サービスについ

ては百貨店，SCともに共通化（相互合算等）は

最低限クリアしなければならない項目だが，それ

以外の上記の項目はなかなか「一体性」を確保す

るのが難しい．個々の項目は，テナント毎に違い

があるのが通常である．

21　「在庫を約束できない」とは，消費者にとっ

てはその需要に応えることができないという意味
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であり，事業者側としては売り逃しのリスクや売

り越しのリスクを抱えるということである．

22　各種テナントは，オンライン上でEC取引する

ケースが増え，たとえ店頭で売買の合意がなされ

ても，決済そのものをオンライン上で行ない（決

済の外部化），商品の受け渡しも直接宅配する

（物流の外部化）ようなケースがあるだろう．つ

まり，店頭の在庫には手を付けないで，取引を成

立させるものである．

23　たとえば，2016年の４月に開業したルミネ新

宿のニュウマンの駅ナカ施設としての「えんな

り」（和菓子ショップ）やアトレ恵比寿本館内の

リニューアルで生まれた駅ビルテナントとしての

「クチュリフ」（アパレルブランド）がある．

24　他方で，SCがナショナルブランドとして全国

展開している場合に，セントラルリーシングとい

う考え方がある．より立地優位性が高いSC物件

と，それほどでもないSC物件（テナントにとっ

て魅力的な物件と，魅力的でない物件）とを抱き

合わせにして，テナント出店を依頼するという交

渉になる．JR九州駅ビルホールディングスやJR

西日本SC開発による複数の駅ビル物件の持ち株

会社化などは，こうした組織能力を獲得するうえ

での基盤となると考えられる．

25　たとえば，百貨店は全体で１店舗であるので，

複数の売場での同一商品において，複数の価格が

設定されていることを良しとしない（一物二価つ

まり二重価格の禁止）．しかし，SCにおいては仮

に複数のセレクトショップテナントがSCに出店

していて，それらのショップで同一の商品が，異

なる価格で販売されていても構わない．各テナン

トは独立した事業者であり，そのプライシングも

独立しているからである．SCが仮に部分的に直

営を行なったとしても，その商品カテゴリーにお

いて，専門性を発揮し，在庫を有し，独自のプラ

イシングを実現するのは，施設内競合も含めかな

り厳しい状況であり，おそらくセレクトショップ

の展開くらいにその直営化範囲は限定されるので

はないかと思われる．両者にはビジネスシステム

上の越えられない差異が存在する．
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The Process of Acquiring Integrity Management and Organizational Capability in 
Shopping Centers of Japan

New Perspectives on "Transformation of SC into Department Store"

Takeo IKEZAWA

Abstracts

In this paper, we analyze the event of "transformation of SC into Department Store" from a new perspective: comparison 

of a business system between retail (department store) and real estate(SC). It is a business system approach within the 

framework of a common general commercial facility, rather than a traditional study of commercial integration with 

commercial cluster, we analyzed it as a model of "acquisition process of organizational capability" with the goal of 

retailing in order to propose customer value. In the acquisition process, four stages are set in this paper. In the basic 

conditions as SC (stage I.), the difference between the revenue model (settlement method, rent method and profit calcula-

tion principle) is greatly divided, but it is a starting point to make sales a common indicator with tenants.  Since then, we 

have acquired the ability to operate general commercial facilities (Stage II) and the ability to respond to new markets 

such as tax-free and EC (Stage III), and to be able to propose value that mimics general-type retailing. Finally, it led to the 

acquisition of the ability of retail direct management (Stage IV.). In this way, SC will gradually acquire organizational 

capabilities, but the units targeted by the capability will gradually change from operational support of multiple shops to 

single item management of assortment. As a result, in providing customer value as an accumulation, it will remain in 

partial correspondence. There is a limit that cannot be exceeded as the boundary of the business system, and it can be 

understood that both retail and real estate are in the boundary area between both business systems.

Keywords : "Transformation of SC into Department Store", general commercial facilities, integrity management, business 

system, sales deposit management method, sales rate rent method, acquisition process of organizational capability, MD 
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