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商店街における地域ブランド構築
―神戸市灘区水道筋商店街の取り組み―

【要旨】
「神戸」のイメージについて、2013 年に学生たち（関西在住）600 人を対象に調査した結果、
「山と海」、
「にぎやかな都会」、
「おしゃれ」が得られた。これら以外にも、酒、商店街、温泉、
下町という回答もあった。ここから神戸の都市としてのブランドの構成要素を考えると、
「洋風」
「おしゃれ」「アート」という３つのキーワードが出てくる。
さて、本論は、前半は学生たちを対象とした調査を元に神戸の都市の要素や神戸の商店
街のイメージについて述べた。後半は灘区の水道筋商店街に着目をした。着目理由として
は、80 年前から続いている古い商店街であること、大学とコラボレーションを継続して
いること等が挙げられる。そして、調査から得た要因を具体的に水道筋商店街にあてはめ
て考えてみた。たとえば、神戸都市ブランドの要素の「洋風」と「おしゃれ」の部分から
は、パン屋や洋菓子店が当てはまる。水道筋商店街にはパン屋は老舗を含めて複数店舗あ
るが、洋菓子店が少ない。誘致するのであるならば常設の洋菓子店でスイーツの特選品を
つくることがブランドイメージをあげることになるであろう。このように、
「洋風」「アー
ト」
「おしゃれ」の３つの要因をいかに、密接に落とし込むかが課題である。
キーワード

神戸、イメージ、商店街

はじめに

「おしゃれなイメージ」：岡本の芦屋に近い
雰囲気やファッション、神戸ビエンナーレ２）

「神戸」のイメージについては、筆者が

というアートからのイメージである。これら

2013年４月に関西圏に在住している学生たち

の他には洋館、スイーツ、パン、教会なども

600人を対象に調査したところ、以下のよう

回答にあげられていた。これらのイメージは

な結果が得られた１）。
「山と海のイメージ」：

ステレオタイプ的なものも含まれてはいるが、

山は六甲山牧場、森林植物園、フラワーパー

おおむね神戸らしさをあらわしていると考え

ク、布引の滝など、海は明治から開港されて

られる。崎山（2006）によれば「街中や山上

いる神戸港、須磨浦海水浴場のイメージであ

の寺々の鐘の前奏がしばらく続き、時計の針

る。中島・太田（2000）によると、須磨、明

が重なった途端に、港に停泊中の船が一斉に

石、淡路島までを神戸の海として挙げている。

汽笛を鳴らし、新年を告げる壮大なシンフォ

「にぎやかな都会のイメージ」：三宮、元町、

ニーが響き渡る」と述べている３）。つまり神

神戸などの繁華街からのイメージである。

戸と港はセットのように印象づけられている。
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港から外国、異人館と連想は続いている。こ

する他の製品（財またはサービス）と明確に

れらはひとつなぎの珠のように物語をなして

区別する特性、すなわち名前、表現、デザイ

いる。異人館があるからこそ、エキゾチック

ン、シンボルその他の特性をもった製品。法

なイメージがあり、おしゃれな海外ブランド

律上ブランドの名前に相当する用語は、商標

を想起し、洋館や洋風の料理、そして洋菓子

（trademark）」である４）。

のイメージに結びついていく。
さて、学生たちの回答の中には酒、商店街、

神戸市の人口は約154万人（2013年11月１
日現在）で、地形は山と海にはさまれた細長

温泉、下町という回答もあった。神戸のイ

い都市である。夜景は100万ドルと賛美され、

メージではないように思うかもしれないが、

有馬の山には温泉もある。すなわち、それほ

神戸は菊正宗、白鶴など酒処でもある。辻・

ど大きくはない都市に様々な側面があるとい

栃尾・梅村（2010）によると、灘の酒の歴史

えよう。それらを統一的なイメージとしてブ

は室町時代までさかのぼることが出来る。商

ランド化した場合、神戸の都市としてのブラ

店街も灘区の水道筋をはじめ、各地域に商店

ンドを構成している要素は大きくは３つある

街が形成されている。温泉は有馬温泉が有名

と筆者は考えている。ここでは神戸らしい山

である。下町に関しては長田区などが阪神淡

と海を想起させる自然の要素は省く。

路大震災前まではその代表格であった。

第１番目は洋風の要素である。「神戸」の

本論では、前半は学生を対象とした調査を

街は港町、外国、おしゃれというイメージが

元に神戸の都市の要素や神戸の商店街のイ

あるといわれている。昭和時代にはハイカラ

メージについて述べた。後半は灘区の水道筋

な街というキャッチコピーもあった。歴史的

商店街に着目をした。着目理由としては、灘

には神戸開港に伴い、外国人の居留地となっ

区中期計画（2005～2010）における重点活性

た。今でも異人館として観光資源のひとつで

化地域の中のひとつとして、水道筋商業地域

ある。また、阪急三宮駅西出口から海側に道

が含まれているからである。また、神戸市内

路を渡ると、京町筋に出るが、このあたりは

で80年前から続いている古い商店街であるこ

幅20メートルの道路でゆったりとした空間で

と、神戸大学など大学とコラボレーションを

ある。この広さも西洋的な文化をかもし出し

現在も継続していること、大手のチェーン店

ている。太田・中島（2002）によれば、神戸

も進出していること、商店街の中では活気が

ブランドの街づくりの基本には、西欧風な要

ある商店街であることなどが挙げられる。そ

素が多いことが認められる５）。たとえば、辻

して、最後に、イメージ調査の結果と灘区の

（2008）の調査では、京都ブランドと聞いて

水道筋商店街との現実的な取り組みを照らし

想起されるものは神社仏閣、着物、伝統工芸、

あわせながら、考察した後に、神戸ブランド

和菓子などである。洋の神戸、和の京都とい

の商店街になるためのアイデアを提示した。

うイメージも定着している６）。

１．神戸のイメージ
1.1. 神戸の都市ブランドの要素

第２番目はおしゃれの要素である。おしゃ
れから連想されるものはファッションである。
神戸では毎年ファッションショーが開催され

ブランドの定義は日本マーケティング・リ

ている。これを神戸コレクションという。こ

サーチ協会が次のように定めている。「ブラ

の神戸コレクションも回数を重ねるごとに人

ンドbrandまたは銘柄。同一カテゴリーに属

気 が 出 て き て い る。2013年 は ９ 月 １ 日 に
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ファッションショーが開催された。出店ブ

会期が10月１日から12月１日までの２ヶ月間

ランドは B DONNA、BLONDY ReLISH、

であった。メリケンパーク、神戸港エリア、

Darling by Little Berry、Dear Princess、

兵庫県立美術館、BBプラザ美術館、横尾忠

DRESSCANP、goaなどが挙げられる。また、

則現代美術館、元町高架下が会場で、様々な

2014年は３月２日に開催される予定である。

アートパフォーマンスが表現されている。

場所はワールド記念ホールである。ここには
主に若い女性（高校生や大学生）が集まって

以下にこれらの要因を図１神戸の都市ブラ
ンドの要因として示した。

くる。ただし、ファッションは衣類だけでは

図１のおしゃれとアートとの境目にあるも

ない。最近は食もファッション化されている

のが雑貨品になると考えられる。神戸には駅

からである。神戸には外国というイメージか

から少し離れた場所に雑貨店がある。たとえ

ら、食も西洋化のイメージが強い。特にス

ばJR元町に近い栄町あたりには、小さな雑

イーツは洋菓子が盛んである。そごう百貨店

貨店がビルの中に入っている。それらを見つ

の地下の売り場では、ケーニヒスクローネ、

けることも街歩きの魅力のひとつである。こ

御影高杉、フロインドリーブ、風月堂、アン

れらの雑貨店の中にはカフェを併設している

リシャンパルティエなどが入店している。こ

店もある。次に洋風とアートとの共通項とし

れらの洋菓子店はいずれも神戸ブランドとし

ては異人館を代表とする洋館や教会なども含

て広く認知されている 。そのために神戸の

まれるであろう。古い洋館は、神戸を想起さ

お土産としても有名である。ケーニヒスク

せ、神戸らしさを演出している。洋風とお

ローネのクローネなどはその代表例と言えよ

しゃれとの間には、先に述べたスイーツや洋

う。

服が含まれる。当然のことながら３つの要素

７）

第３番目はアートの要素である。最近は神

がきれいに分離しているわけではない。また、

戸ビエンナーレを開催し、今年で３回目とな

３つ以外の要素も含まれていると考えられる

る。アートの街としても売り出している。今

が、共通項としてまとめてみると、代表格と

年2013年の来場者数は11月23日15時にメリケ

して洋風、おしゃれ、アートの３つにくくら

ン会場西ゲートに30万人目の来場者を確認す

れると考えた。それらは日常の中に存在はし

ることが出来たという記事がある。2013年は

ているが、少し「よそいき」の雰囲気がある。
1.2. 神戸の観光資源
日本の地方都市は、従来、自然環境の差の

洋風
美術館
異人館

洋服
アク

スィーツ

セサリー

ほかには、言語、風俗、習慣などの差があっ
た。しかし、最近は差が小さくなっており、
風俗や習慣などは、日本国中で驚くほど異な
ることはなくなってきたのである。もともと

アート
雑貨品

おしゃれ

国土が広いわけでもなく、島国であるので、
習慣などが大きく異なることはなかった。そ
のような中で、地方都市は観光資源をもとに、
海外や他県からの観光客を獲得するために努

図１

神戸の都市ブランドの要因

力をしているのである
3
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もちろん、神戸市は観光都市でもある。歴

郊外

史がある神社仏閣、洋館や教会がある異人館、
六甲山牧場を代表とする山の自然、須磨海岸
を代表とする海の自然、そして王子動物園、
須磨海浜水族園、布引ハーブ園などの施設で

フルーツパーク

須磨海岸

総合運動公園野
球場

六甲山牧場

ある。これらの観光資源も神戸のイメージを
形成するためには不可欠である。かしの・山

有馬温泉

旧

新

口（2012）は歴史がある神社が求心力になる

神戸ハーバーラ
ンド

異人館

と述べている。その中で、西から順番に生田

南京町

神社、湊川神社、長田神社は、初詣の三社参

神戸三国志ガー
デン

元町高架下

鉄人28号

りとして広く宣伝されている。寺院では有馬
温泉にある温泉寺や須磨寺は有名である。歴
史のあるものや従来の自然だけではなく、新
しい名所も生まれてきている。たとえば長田
区の鉄人28号の巨大な像はJR線を走る電車

街中
図２
図２神戸市の観光資源の新旧比較例
神戸市の観光資源の新旧比較例

内からも見ることが出来る８）。同じ長田区に

表的なものを挙げてみた。横軸には新旧をと

は三国志演義ミュージアム、神戸三国志ガー

り、縦軸には郊外と街中をとって作成をして

デンもある。「三国志ジオラマ館」「三国志体

みた。街中は三宮、元町、神戸などの駅に近

験館」
「三国志交流館」「三国志庭園館」の４

く、神戸市の中心街をイメージしている。そ

施設から成り立っている 。ここは大正筋商

れに対して郊外は、自然が豊かな神戸市の西

店街の途中にある。なお、大正筋商店街は、

区や北区をイメージしている。もちろん、す

阪神・淡路大震災で大きな被害を受けた商店

べてを図表に示しているのではなく、あくま

９）

街でもある 。よって、以前とは異なるたた

で例示である。街中ではないが、たとえば灘

ずまいの近代的な感じのする商店街になった。

区に位置する王子動物園も古くから開園され

後半で取り上げる水道筋商店街は比較的に震

ている。

10）

災の被害がすくなかったので、今でも昔のた
たずまいを残している店が存在している。

関西の３大動物園といわれている王子動物
園の発祥は1928年に諏訪山公園内に開設され

このように神戸市の観光資源は歴史のある

た諏訪山動物園であった。それが1951年に移

ものばかりではなく、新しい施設や名所もつ

転し、現在の灘区で1951年３月21日に開園さ

くりだされ、新旧の資源を確保している。三

れた。前年の1950年にこの地では日本貿易産

宮から元町にかけての繁華街、神戸ハーバー

業博覧会が開催されており、その跡地に移っ

ランドなどショッピング場所も新旧がある。

たのである。新の代表格としては動物園から

前田・佐々木（2006）によると、地域振興に

道路を隔てて南側に位置する横尾忠則現代美

は新しいものと古いものが混在していながら

術 館 で あ る。 旧 兵 庫 県 立 近 代 美 術 館 を リ

も、あらたなまなざしの必要性が指摘されて

ニューアルして2012年11月に開館した。道路

いる。変化しながらも、たえず一定のブラン

を１つはさんで、新旧の観光施設が並んでい

ド観を保つ都市は、努力をしているのである。

るのである。

図２に神戸市の観光資源の新旧比較として代
4
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商店街に行った経験がある者ばかりではない。

２．神戸の商店街

あくまで神戸にある商店街のイメージという

2.1. 商店街のイメージ調査の概要

想定の元での回答である。そのため、どうし

関西圏（兵庫県、大阪府、京都府、奈良

ても質問に回答ができない場合を考えて、３

県）に在住の大学生を対象に、神戸の商店街

はどちらでもない、あるいはわからないとい

のイメージ調査を実施した。対象人数は500

う回答も用意をした。なお、５段階の意味は

人（男女それぞれ250人）
、回収率は72.5％、

以下のとおりである。

そのうち記述ミスを省いたので、有効な回答

１：まったくそうではない（まったくそのよ
うには思わない）

は349となった。内訳は女子170、男子179と

２：ややそうではない（ややそのようには思

なった。回収率が高い理由としては、大学の

わない）

ゼミの教員を通じてのアンケート協力とした

３：どちらでもない（知らない、わからな

からである。あるいはクラブなどのグループ

い）

に依頼をしたので、回収率が高くなったと考
えられる。なお、学生サンプルについては阿

４：ややそうである（ややそのように思う）

部（2013）が妥当性を述べている。フェイス

５：まったくそうである（まったくそのとお

シート（属性）の質問項目は、性別、年齢層、

りだと思う）

自由に使用できる１ヶ月のこづかい、イン

１と２は否定的な回答、４と５は肯定的な

ターネットの利用状況、買い物頻度、主たる

回答、３はニュートラルでどちらでもない、

買い物場所、商店街への認知度とした。商店

あるいはわからないという回答とした。

街に関する質問事項43項目に関しては５段階
尺度によって回答をしてもらった。これは杉

2.2. イメージ調査の結果

村（1989）も調査の客観性の重要性をといて

さて、神戸の商店街に対するイメージに関

おり、数値化には意味があると考えたからで

する質問43項目は以下の図表３のとおりであ

ある。これらの項目は、先行研究と神戸のイ

る。なお右列には男女別に５段階評価の平均

メージから得たワードをもとに筆者が作成を

得点を、小数点第２位を四捨五入した形で示

した。また、回答者は実際に神戸市に在住し

した。また平均値の差の検定結果は＊は５％、

ている者もおり、近くの商店街をよく知って

＊＊は１％での有意差がある。無印は差がな

いる者も含まれてはいるが、必ずしも神戸の

かったことを示している。

表１

神戸の商店街に対する学生のイメージ

項目
１：暗いイメージがある
２：シャッターが閉まっている店が多い
３：自転車が多い
４：下品な感じがする
５：顧客が高齢者である
６：品物の値段が安い
７：元気な感じがある
８：アーケードがある
９：新鮮な野菜がある
10：洋装店がある

男子（SD）
3.7（0.9）
3.7（0.8）
3.2（0.7）
3.1（0.7）
3.8（0.4）
3.5（0.6）
2.8（0.4）
4.3（0.4）
3.5（0.8）

女子（SD）
3.6（0.8）
3.5（0.7）
3.3（0.9）
3.2（0.8）
3.6（0.5）
3.6（0.5）
3.0（0.5）
4.2（0.5）
3.6（0.7）
2.7（0.7）

検定

2.8（0.8）
5
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11：レトロな感じがする
12：古い
13：さびれている感じがする
14：にぎやかな感じがする
15：飲み屋がある
16：整然としている
17：歴史を感じる
18：女性が多い
19：電飾されている
20：店が小さい
21：ドラッグストアがある
22：飲食店が多い
23：喫茶店が多い
24：クリーニング店がある
25：花屋がある
26：イベントがある
27：歳末大売出しがある
28：正月が休み
29：休憩所がある
30：ケーキ屋がある
31：楽しい感じがする
32：さびしい感じがする
33：危険な感じがする
34：治安が悪い
35：商品の品質が悪い
36：店頭が暗い
37：派手な感じがする
38：看板が多い
39：店主が親切
40：あたたかい雰囲気
41：顔見知りが多い
42：近代的である
43：モダンである

4.0（0.2）
3.4（0.8）
2.1（0.7）
2.8（0.5）
3.7（0.6）
3.8（0.4）
2.8（1.1）
4.0（0.3）
3.9（0.2）
2.4（0.7）
3.5（0.5）
3.4（0.9）
3.4（0.7）
4.0（0.3）
3.5（1.0）
2.9（0.8）
3.4（0.6）
2.1（0.6）
3.8（0.5）
1.6（0.9）
2.0（0.7）
3.6（0.8）
3.3（0.6）
1.9（0.6）
3.6（0.4）
3.6（0.5）
3.0（1.0）
4.0（0.5）
1.7（0.7）
1.6（0.7）

4.0（0.3）
4.0（0.3）
3.3（0.7）
2.3（0.8）
3.8（0.6）
2.6（0.5）
3.8（0.5）
3.2（0.4）＊
3.1（1.1）
3.9（0.2）
3.9（0.2）
2.3（0.7）
2.8（0.8）
3.3（0.6）
3.6（0.7）
3.3（0.6）
4.1（0.2）
3.8（1.0）
3.1（0.7）
3.5（0.7）
2.8（0.7）
3.6（0.5）
1.8（0.7）
2.2（0.6）
3.4（0.6）
3.4（0.5）
2.1（0.7）
3.4（0.5）
3.8（0.7）
3.1（1.0）
3.8（0.4）
1.8（0.8）
1.8（0.6）

4.0（0.3）

3.1（0.8）

＊

3.0（0.8）

43項目のそれぞれに対して、男女差に着目

は商店街の「人」に対するイメージは高齢者

をした。つまり、男子大学生たちと女子大学

のイメージであった。これらの２つの項目以

生たちが抱くイメージに差があるのか否かを

外には有意な男女差がみられなかったので、

平均値の差の検定を用いて調べた。その結果、

他の41項目は男子大学生も女子大学生も同じ

「飲み屋がある」「女性が多い」の２項目に

傾向があると言える。

５％の有意差がみられた。男子大学生たちは

43項目の中で平均値の最低値は1.6であっ

商店街のイメージに「飲み屋がある」と思っ

た。男子大学生たちの「危険な感じがする」

ているが、女子大学生たちはどちらでもない

と「モダンである」の２項目となった。つま

（わからない）という回答が平均的であった。

り、男子大学生たちは商店街を危険な場所だ

また、男子大学生たちは商店街には「女性が

とは思っていないし、モダンであるとも思っ

多い」と思っているが、女子大学生たちはど

ていないという結果である。女子大学生たち

ちらでもないに近く、女性が多いとは思って

の平均値の最低値は1.8で男子大学生たちと

いないという結果となった。女子大学生たち

同じく「モダンである」ともうひとつは「近

6
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代的である」の２項目となった。つまり、女

生たちが持っており、それがイメージを形成

子大学生たちは商店街をモダンでも近代的で

している。男子も女子も平均値が3.9である。

もないと思っているのである。

男女間にも有意差はない。次に「店が小さ

43項目の中で最高値は「アーケードがあ

い」というイメージも男女差はなく、商店街

る」という男子大学生たちの平均値で4.3で

内に店が軒を並べているイメージを学生たち

あった。５段階尺度の4.3という数値は、多

は有している。「レトロな感じがする」ある

くの男子大学生たちが４ないしは５という数

いは「古い」は共に3.9の平均値をもち、学

値で評価したことがわかる。つまり、男子大

生たちは商店街に対してレトロや古いという

学生たちは商店街のイメージとして「アー

イメージを持っていることがわかる。

ケードがある」が一番強いイメージであると
いう結果となった。女子大学生も同様で最高
値は4.2であったが、この項目が「アーケー
ドがある」であった。

2.3. イメージ分析
平均値と標準偏差から大学生たちが抱く商
店街へのイメージの特徴は明らかになった。

標準偏差（SD）が高かった項目と低かっ

ここでは、５段階尺度で回答をしてもらった

た項目に着目をした。標準偏差の数値が高い

１から５までの数値をデータとして、バリ

と意見がわかれ、低いと同じ意見が多いとい

マックス回転を用いた主因子法による因子分

うことを示している。

析を実施した11）。芝（1979）によると主因子

標準偏差の数値が高い項目は上位から「電

法は「全変量の分散のうち第１因子によって

飾されている」「正月休みがある」「あたたか

説明される分を最大とするように因子を定め

い雰囲気」であった。これらは男女共に標準

る方法」である。なお、「飲み屋がある」「女

偏差が1.0以上である。電飾は実際に商店街

性が多い」の２項目には５％の有意差が得ら

で見たことがある大学生は４あるいは５と回

れたので、因子分析に使用する項目はこれら

答するが、商店街ではなく、むしろ電飾には

の２つの項目を省いて41項目を用いた。男女

ルミナリエのようなイベントのイメージが強

の合計の有効な回答は349（内訳は女子170、

いようである。「正月に休みがある」も商店

男子179）で標本数があまり大きくないこと

街の中にあるチェーン店は全国の基準で運営

と、関西圏（兵庫県、大阪府、京都府、奈良

されている場合が多く、必ずしも正月休みが

県）に在住の大学生を対象にしており、全国

あるとは限らない。そこで商店街内のすべて

的な傾向があるとはいえないことから、ここ

がシャッターで閉ざされているわけではない

では傾向を見るにとどめる。寄与率10％以上、

ので、ここでも回答のばらつきが見られた。

固有値1.2以上を考察対象とすると、４つの

「あたたかい雰囲気」は感受性の問題でもあ

因子が得られた。それらを表２に分析結果と

り、回答は個人差が大きい。

して示した。なお、表２は紙面上、重要な箇

標準偏差の数値が低い項目は上位から「ド

所のみをクローズアップした。

ラッグストアがある」「店が小さい」「歳末大

第 １ 因 子 は「 レ ト ロ な 感 じ が す る 」「 古

売出しがある」「レトロな感じがする」「古

い」「歴史を感じる」「店が小さい」「喫茶店

い」であった。これらは男女共に標準偏差が

が多い」という項目の因子負荷量が高くなっ

0.3以下である。ドラッグストア（薬局を含

た。これらの共通点から、レトロ因子と名づ

む）は商店街にはあるという記憶を多くの学

けた。なぜならば、レトロは古いという言葉
7
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表２
項目
11：レトロな感じがする
12：古い
17：歴史を感じる
20：店が小さい
23：喫茶店が多い
27：歳末大売出しがある
26：イベントがある
６：品物の値段が安い
38：看板が多い
41：顔見知りが多い
39：店主が親切
40：あたたかい雰囲気
８：アーケードがある
29：休憩所がある

分析結果：各因子の負荷量

第１因子
0.801
0.756
0.702
0.668
0.524
0.122
0.084
0.020
－0.102
0.017
0.011
0.075
－0.002
－0.007

第２因子
－0.003
－0.010
－0.015
0.021
0.002
0.702
0.651
0.512
0.508
－0.005
－0.108
－0.008
0.012
0.017

第３因子
0.025
0.014
0.016
0.024
－0.100
－0.002
－0.005
0.007
0.042
0.600
0.521
0.501
0.258
0.146

第４因子
0.108
0.110
0.009
0.001
－0.002
0.025
0.030
0.018
－0.002
0.033
0.042
0.014
0.522
0.500

を含み、歴史を感じるということからも回顧

た。これらの共通点から、設備因子と名づけ

主義（なつかしさ）を感じていることがうか

た。特にアーケードは商店街のシンボル的存

がえる。そこで「レトロ」というネーミング

在である。
これらの４つの因子が商店街イメージを構

とした。
第２因子は「歳末大売り出しがある」「イ

成する代表的な因子となる。図３に示した。

ベントがある」「品物の値段が安い」「看板が
多い」という項目の因子負荷量が高くなった。

第1因子

これらの共通点から、マーケティング因子と

「レトロ」

名づけた。歳末大売出しやイベントは集客方
法である。看板は広告である。廣田・石井
（2004）によると、マーケティングの基本４

第4因子
「設備」

商店街の
イメージ

項目には製品（product）、政策（promotion）、
政 策・ 流 通（place）、 価 格（price） が あ る。

第3因子
「人情」

これらをマーケティングの４Pという12）。集
客は広告を伴い、価格はマーケティングの基
礎であることから、第２因子をマーケティン
グの因子とした。

第2因子
「マーケテ
ィング」

図３

分析結果：商店街イメージを構成する４つの
因子

図 3 分析結果：商店街イメージを構成する 4 つの因子

第３因子は「顔見知りが多い」「店主が親

切」
「あたたかい雰囲気」という項目の因子

図３に示したように学生たちは商店街のイ

負荷量が高くなった。これらの共通点から、

メージを「レトロ」「マーケティング」「人

人情因子と名づけた。いずれの項目も人との

情」「設備」から構成されているとした。こ

かかわりである。また、親切やあたたかい雰

れらの要因が個別の商店街にどの程度、当て

囲気は感情である。

はまるのかを次節で検討していく。

第４因子は「アーケードがある」「休憩所
がある」という項目の因子負荷量が高くなっ
8
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３．灘区水道筋商店街
3.1. 水道筋商店街の名前の由来
水道筋商店街は兵庫県神戸市灘区に位置す

2014. 2

され、次の頁にはそれらの住所と電話番号が
掲載されている。たとえば、３頁の最初に官
公庁施設として、灘区役所

神ノ木通３丁目

６-18、電話871-5101とあり、次の行には保健

る。最寄り駅はJR灘駅あるいは阪急王子公

部（保健所）岸地通１丁目１-４

電話871-

園駅である。市バスの路線は91.92.100.102系

5101とある。ちなみに現在の灘区役所の住所

統が走行ルートである。神戸市灘区は、明治

は、灘区桜口町４-２-１

22年に神戸市に市制がしかれた後、昭和４年

る。保健部も今は灘区桜口町の区役所内にあ

（1929年）４月１日に西郷町、西灘村、六甲

る。金融機関は銀行として、みなと銀行水道

村の１町２村が神戸市に編入して誕生した。

筋支店、富士銀行灘支店、大正銀行灘支店の

商店街は、都賀川西側沿いにある現在の灘警

３つの銀行が掲載されている。富士銀行は現

察署の山側を西に向かって両側に立ち並んだ

在、みずほ銀行となった。信用金庫として、

電話843-7001であ

店舗から成立している 。水道筋という名称

兵庫信用金庫五毛支店、神戸信用金庫西灘支

は、大正15年（1925年）から実施された神戸

店、日新信用金庫西灘支店、淡路信用金庫灘

市の第２回水道拡張工事に由来している。千

支店、播州信用金庫灘支店の５つの信用金庫

刈水源地から上ヶ原（西宮）を経て、会下山

が掲載されている。４頁目にはパンダのイラ

（ 兵 庫 ） ま で 水 道 管 が 引 か れ、 昭 和 ５ 年

ストをあしらい、マイバッグでの買い物を奨

（1930年）に工事が完了した。この引かれた

励し、また、商店街と市場内の具体的な店舗

水道管の上に昭和６年（1931年）にできた商

数と掲載頁の案内がなされていた。（表３）

13）

店街なので「水道筋商店街」と名づけられた
のである。この商店街の山側には畑原市場と

表３に示されているとおり、店舗数の合計
は445であった。

灘中央市場が存在しており、現在でも商業地

この頃の灘中央地区まちづくり協議会は、

域である。正確には、この地域には、水道筋

年間イベントとして「なだ桜まつり」「まち

６丁目商店街、エルナード水道筋、水道筋１

づくりマーケット」「灘のまち区ルーン作

丁目商店街、灘センター商店街、灘中央筋商

戦」などを提案していた。また、普段の活動

店街、畑原市場、東畑原市場、畑原東商店街

としてエコボックス（空き缶、ペットボトル

という合計８つの商店街や市場が集積してい

回収機）設置や、商業部会や住宅部会などの

る。

会議をもっていた。５頁から21頁までは図表
内に示したように、445店舗の具体的な場所

3.2. 水道筋商店街での活性化のための取り
組み

とそれぞれの店の広告が掲載されている。最
終の22頁と23頁には医療機関・歯科・処方箋

水道筋商店街では活性化のための取り組み

薬局の地図とそれぞれの住所と電話番号が掲

として大学との連携や、行政との連携なども

載されていた。藤原・中谷（2007）によると

実施している。ここではその中から比較的新

高齢者の地域における保健・医療などのサー

しいものをいくつか例示する。

ビスが今後の社会の中でより重要になること

１）2001年 に は「 水 道 筋 か い わ い マ ッ プ

を指摘している。商店街では、共通に「すい

2001」が作成された。総頁は23である。最初

すいカード」というポイントが加算される

に「公共公益施設・金融機関」の地図が掲載

カードがある。加盟店とそうではない店との
9
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表３
商店街

市場

商店街・市場別店舗数と掲載頁

商店街・市場の名称
水道筋１丁目商店街
エルナード水道筋２丁目
（水道筋商店街） ３丁目
４丁目
５丁目
水道筋６丁目商店街
水道筋６丁目駅前商店街
畑原東商店街
灘中央筋商店街
灘センター商店街
東畑原市場
畑原市場
灘中央市場

店舗数
掲載頁
54
20.21
33
19
37
18
33
17
28
16
35
15
20
14
9
13
38
8.9
28
5
22
12
7
10.11
61
6.7
出典：
「水道筋かいわいマップ2001」p.４引用

区別も同時に示されていた。

（2008）も大学・高校と商店街との関わりを

２）エルナード水道筋の取り組みとして、水

重視している。担当者は神戸大学文学部講師、

道筋商店街協同組合は2001年～2003年までの

地域連携センター研究員、同学術推進研究員

２年間で13の具体的なイベントを実施した。

などであった。事業期間は2006年８月１日～

それらは①エルナードデー（毎月第４日曜

2007年３月31日までであった。活動内容は

日）
、②水道筋の秋まつり、③新春福引大会、

「新聞記事その他からわかる水道筋商店街の

④サマーチャレンジ、⑤わらしべ塾、⑥水道

成立史」を作成することであった。その目的

筋アーケード劇場、⑦起業家育成セミナー、

のために「神戸又新日報」（こうべゆうしん

⑧アメリカンフットボールチアリーダー

ダ

にっぽう）を検索し、水道筋商店街の成立過

ンスパフォーマンス、⑨市民救命士講習会、

程、水道管施設工事、個別商店の有無、市電

⑩阪神タイガース井川慶投手トークショー、

などを調べた。織田（2009）によると歴史研

⑪商店主と行く温泉カニ旅行、⑫アメリカン

究の重要性は事象から、現代に施こうして学

フットボールチアパレード、⑬灯の回廊で

ぶことにある。これと並行して地図や絵図、

あった。2004年には春のアメフトまつりなど

写真からも水道筋地域の変遷を調査した。江

が開催された。これらの取り組みの意義とし

戸時代の水道筋周辺地域も調べられ、六甲山

ては「あらゆる角度から街の活性化を行い、

や摩耶山の用益をめぐる添田などもあわせて

存在をアピールすることで新規顧客の増加を

調べられた。これらの歴史的な背景や商店街

促進すると共に、幅広い顧客層に対して街に

の成立史から、歴史的なコンテンツをいかす

対する愛着心を向上させる」とあげられ、こ

提言がなされた。このような総合学習や調査

れが商店街全体の共通認識と掲げられていた。

を片寄（2002）も三田市を例に紹介している。

これらは田中・浜田（1992）が上げた地域振

４）2010年からは「水道筋練習帳」が作成さ

興のための生活文化事業にも含まれている。

れている。これは「街の歩き方ガイド」と位

３）2006年には神戸大学の文学部地域連携セ

置づけられ、「文字」で街を切り取るという

ンターが中心となり「水道筋周辺のむかし」

試みである。１頁には「この本を持って街を

と い う チ ャ レ ン ジ 事 業 が な さ れ た。 三 浦

歩き、いろんな視点から眺める練習をしてみ

10
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てください。漢字を繰り返し書いて覚えるよ

「古き良き」の中には「昭和の雰囲気が残り、

うに、何度も、何度も。
」と紹介文が掲載さ

ノスタルジーを感じさせる」とあるが、まさ

れている。練習帳は昭和30年代後半前後に生

に因子分析結果の第１因子のレトロに相当す

まれた人々には懐かしい漢字の練習をするた

る部分である。また、「子育てのための環境

めの帳面である。それをモチーフにして表紙

がある」も、因子分析結果の第３因子の人情

と裏表紙をつくり、中は「水」
「道」
「山」

に相当する部分である。「もの」の強みとし

「海」
「神」「戸」と続いている。それぞれの

てマンションが増えていること、マンション

テーマにそって記事がまとめられている。ま

の入居率が高いこと、周りに医者の関係が多

た、途中には「エルナード水道筋練習問題」

いこと、銀行が多いことが示されている。医

という頁を設け、そこに質問と解答形式でエ

者つまり医院や金融機関である銀行が多いこ

ルナード商店街の店舗数やもっとも多い業種、

とは施設や設備が充実していることを示して

実施されているイベントが理解できる工夫が

いる。これも第４因子の設備をあらわしてい

なされている。また、後半には「古」「長」

ることになる。

「鉄」とテーマが続いていく。15頁の「古」

さて、商店街には平日でも比較的に人が多

は、子供の遊具（戦車とハトの乗り物）が紹

く、昔からのなじみの顧客も多い。また、食

介されている。総頁数は30で最期の29から30

料品が比較的安価であることも紹介されてい

頁にはエルナード水道筋マップとして各店舗

る。このように多く人が集う集客力や価格の

の 名 前 が 並 ん で 掲 載 さ れ て い る。 杉 村

ことは第２因子のマーケティングに直結した

（1993）によると、マップは商店街調査には

要因である。特に集客のために、年間を通じ

必須のものである。この練習帳形式はその後

て イ ベ ン ト を 開 催 し て い る。 石 原・ 石 井

も受け継がれ、2011年には水道筋（子育て）

（1992）によると積極的なイベントは商店街

（住まい）（料理）練習帳として発行、2012

の実力であるとイベントの重要性を指摘して

年には水道筋（おしゃれ）（行楽）練習帳と

いる。水道筋商店街内には「汗かきえびす」

して発行された。

があることから「10日えびす祭」が開催され

５）2012年には水道筋商店街協同組合が「水

る。また、アメリカンフットボールが商店街

道筋商店街（エルナード水道筋）まち再生プ

近くの王子スタジアムで開催されるので、そ

ラン」を作成している（2003年３月作成総頁

れらを連携して「アメフト祭」も開催されて

数 。この中には「水道筋商店街の現状と課

いる。アメフトは大学と直結しているが、商

題」
「水道筋商店街の魅力」「まち再生のテー

店街には月に２回、日曜日には神戸大学から

マ」
「今後、検討すべき取組」の４つのテー

学生たちが、休憩所を設けてお茶のサービス

マが挙げられていた。

がある。12月には餅つきをして、ついた餅を

15）

「水道筋商店街の現状と課題」の中で、後

販売している14）。青木（2011）は、このよう

継者問題もふれられている。後継者問題は多

な顧客との価値やコンセプトの共創が関係性

くの商店街や個店、あるいは伝統工芸品を作

の構築・維持をすると述べている。

成する店などの共通した問題でもある。本書

「まち再生のテーマ」のコンセプトとして

の３頁には「水道筋商店街の魅力」の中で、

は「安全・安心」「おもてなし」「環境（エ

強みとして、明るい、安全、好立地、古き良

コ）」「遊芸」の４つがあげられている（図

きという４つが挙げられている。この中で

４）。「遊芸」の説明としては７頁に「時には
11
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番・警察署、バス停、大きな信号も記されて

安全・安心

おもてなし

水道筋商店街
環境(エコ)

遊芸

おり、役立つ情報も盛り込まれている。この
地図をもっていれば、買い物だけではなく、
観光もできる。ネーミングのとおり散歩を意
識している出来ばえとなっている。何よりも
カラー版で見やすく、また小さく折りたたん
でいるので携帯しやすい。
このパンフレットの中には、JR灘駅～水

図４

水道筋商店街（エルナード水道筋）まち再生
プラン

道筋～摩耶ケーブル駅を結ぶ坂バスの紹介が
バスの写真を添えて掲載されている。坂バス

出典：水 道筋商店街協同組合、「水道筋商店街（エ
図 4 水道筋商店街（エルナード水道筋）まち再生プラン
ルナード水道筋）「まち再生プラン」2012年、
出典：水道筋商店街協同組合、
「水道筋商店街（エルナード水道筋）
「まち再生プラン」2012
p.７より抜粋
年、ｐ.7 より抜粋

は最新情報のひとつである。この坂バスは１

非日常的な空間として、来街者がわくわくす

光バス（株）の発表に基づくと坂バスの意義

るような「遊芸」時間を提供する商店街をめ

は以下のように書かれている。「「灘区」は坂

時間に３本（20分毎）、７時から21時の間運
行されている。2013年４月24日付、みなと観

ざします」とある 。安全対策としては水道

道が多い地域であり、将来の高齢化社会、地

筋商店街内には、汗かきえびす前に交番があ

域の活性化を考えると、商店街や駅などに容

る。また、防犯カメラの設置もなされている。

易に行くことができるよう、南北の移動をス

防犯カメラの設置場所や台数については引き

ムーズにする新たな公共交通機関が求められ

続き「今後、検討すべき取組」にも含まれて

ています。」つまりここで示されている南北

いる。今後は、さらに命や健康についての推

の南に水道筋商店街や阪神岩屋（ただし岩屋

進策が検討されることであろう。商店街を訪

経由のみ）が、北に摩耶ケーブルが位置づけ

れる顧客にも高齢化の傾向は見られるからで

られている。確かに水道筋商店街などで買い

ある。課題にもあげられている「通行」の項

物をした後に、荷物を持って坂道を登ってい

目の中にも「高齢者等の安全は歩行環境の確

くことは、高齢者にとっては容易ではない。

保」がある。高齢者になると、道が平坦であ

このように高齢化社会という社会環境の変化

るばかりではなく、道幅も広い方が歩行しや

と共に、交通網も対応していかなければなら

すい。特に杖などを使用していると、よろめ

ない。また、それによって、水道筋商店街に

いたりすることもあるので、狭い道は危険で

は新たな顧客も増加していくのである。もち

ある。

ろん、新たなというよりも、若い頃ならば徒

６）2013年６月には第３版の「水ブラマップ

歩圏であった商店街に再び、顧客が戻ってく

水道筋イベント・散歩マップ

るというイメージもある。

15）

2013」が作成

された。現在、えみや洋服店の前にラックが
設置され、そこにフリーペーパーのように置
かれている。この中にはエルナード水道筋の

４．考察：商店街における地域ブランド
構築について

マップとして各店舗の名前が書かれているだ

神戸の都市ブランドの要素は図１に示した

けではなく、季節ごとの行事や近隣の神社の

よ う に、「 洋 風 」「 お し ゃ れ 」「 ア ー ト 」 で

由来なども記されている。また、学校、交

あった。神戸の商店街イメージは因子分析に

12
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より図表５から「レトロ」
「マーケティン

「アート」と「マーケティング」はアート

グ」
「人情」「設備」の４因子であった。これ

的な仕掛けを考えることで、いわゆるイベン

らの結果から、水道筋商店街を分析すると、

トになる可能性が高い。辻・梅村（2006）に

次のような考察が可能になる。

よると、アートは身近なものから、博物館や

神戸都市ブランドの要素の「洋風」と「レ

美術館で展示されるような高度なものもある。

トロ」の部分からは、具体的にはパン屋や洋

価格帯も幅が広い。そこで何かアート的な製

菓子店が求められる。水道筋商店街にはパン

品を常設にして売り出すことは、困難である。

屋は老舗を含めて複数店舗あるが、洋菓子店

よって、商店街の取組としては、イベント期

が少ない。誘致するのであるならば常設の洋

間内の特別な時間、特別な空間提供が出来る

菓子店でスイーツの特選品をつくることがブ

と考えられる。たとえば、定休日には軒先を

ランドイメージをあげることになるであろう。 貸してハンドメイド作品の展示即売会なども
「アート」と「レトロ」の部分からは具体

考えられよう。ハンドメイド作家たちはアー

的な店舗としては雑貨店が該当する。雑貨店

ケードがある場所での出店は喜ばしいことで

について、水道筋商店街内にはすでに100円

ある。天候に左右されないので、計画がたて

均一ショップを含めれば複数店舗が存在して

やすく、室内ほどではないが、作品の汚れも

いるが、アクセサリーやインテリアを主力と

少なくなるからである。

はしていない。個性のある作家がつくるよう

地域ブランドを構築するためには、その地

な手づくり感のある雑貨品は、ハンドメイド

域のイメージを大切にしながら、その地域に

カーニバルなどの世の中のイベントをみると

しかない製品やサービスを生み出す必要があ

流行である。そのような雑貨店は神戸市であ

る。この場合、神戸というおしゃれで洋風な

れば、元町よりに多く存在している。商店街

イメージを残しつつ、どのように水道筋商店

の中にも特徴のある雑貨店は話題になって、

街としての個性を売り出すのかという課題が

集客につながると考える。

ある。水道筋商店街の「レトロ」さや「人

「おしゃれ」と「設備」の部分からはネイ

情」は何によって象徴されるのか、また設備

ル専門店やメイク専門店が考えられる。お

をどのように整えるのか、それらをブランド

しゃれは年齢には関係がない。ネイルやメイ

として広報するわけであるが、誰を重視して、

クというと若い女性を想起しがちであるが、

広報すべきなのかによって、広報媒体は異

フ ァ ッ シ ョ ン に お い て も ユ ニ バ ー サ ル・

なってくるはずである。

に代表されるように、年齢

それらの具体的な取組の糸口として、今回

も性別も身体環境にもかかわらず楽しめる

は神戸のイメージと商店街のイメージ分析か

フ ァ ッ シ ョ ン も あ る。 誰 に で も 楽 し め る

ら、水道筋商店街に着目した。今後の研究の

ファッション空間の創出は商店街ならではの

すすめかたとしては、先に述べたように、水

アイデアで実現できる可能性がある。この誰

道筋商店街のブランド構築のために、水道筋

にでも楽しめるファッションこそが「おしゃ

商店街の個性と資源を整理することが必要で

れ」と「人情」との結びつきにも発展する。

ある。そのためには、商店街内の個店調査と

「人情」はまさに人とのふれあい、あたたか

同時に水道筋商店街周辺の環境も調査をする

さにつながっており、それはある意味では

必要がある。今後は、学生たちと共に、個店

「レトロ」な人間関係でもある。

と周辺調査を実施する予定である。

ファッション

16）

13
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【注】
１）2013年４月中旬から下旬にかけて関西圏に立地して
いる文系共学４大学、合計600人の学生を対象に神
戸のイメージ調査を実施した。回収率は57％（342
人）、そのうち記述ミスをはぶいたので有効回答数
は331となった。回収率が高い理由はゼミナールご
とにアンケート調査を依頼したからである。回答を
データとし、因子分析を用いてイメージを３つの要
因で示した。
２）ビエンナーレは2007年から２年に一度開催される。
もともとビエンナーレの語源は２年に一度というイ
タリア語である。ここから２年に一度開催される美
術展覧会を指す。神戸市は阪神淡路大震災後10年を
機に文化創世都市宣言を行った。その取り組みのひ
とつとして芸術文化の発信としてビエンナーレを開
催している。
３）崎山昌廣監修『神戸学』プロローグ神戸という港町
p.４引用。
４）日本マーケティング・リサーチ協会が1995年に定め
たブランドの定義。そもそもブランドとは、アメリ
カ大陸で牛の放牧が盛んであった頃、牛の持ち主が
誰かわかるように、牛に焼印（burn）を押したこと
が始まりであるという説がある。つまり、自分の牛
と他人の牛の区別をするための印であった。
５）太田修治/中島克己編著（2002）『神戸都市学を考え
る－学際的アプローチ－』ミネルヴァ書房、pp.2831参照。たとえば、本文中に「多くの西欧的都市文
化の流入を促し、これらの都市文化が、神戸の街づ
くりをはじめ、神戸らしい文化の形成に、また、日
本の都市づくりをはじめ、（中略）日本文化の新た
な形成、日本の都市文化の新構築に大きく寄与した
姿を認めることができる」（P.29）とある。
６）辻幸恵著（2008）『京都とブランド－京ブランド解
明・学生の視点－』白桃書房。
７）2010年に辻が関西圏（兵庫県、大阪府、京都府）に
立地する４つの大学に在籍する大学生（女子187、
男子291）からアンケート調査用紙を回収したとこ
ろ、神戸ブランドといって想起するものは衣類、菓
子類、自然が上位を占めた。また菓子類を詳細に質
問した結果、ここに挙げた名前の菓子メーカーの名
前が挙がった。特にケーニヒスクローネは、82％の
学生が名前をあげていた。本店は神戸市東灘区御影
石町４-12-19にある。
８）鉄人28号のモニュメントは神戸市長田区若松町６-３
にある。
９）神戸三国志ガーデンはNPO法人KOBE鉄人PROJECT
が運営をしている。JR新長田駅から歩いて９分、地
下鉄海岸線駒ヶ林駅徒歩１分に立地している。
10）阪神・淡路大震災は1995年１月17日午前５時46分に
兵庫県南部で発生した大規模な地震である。マグニ
チュード7.2、最大震度７であった。1996年５月９日
に消防庁が発表によると被害は、死者6434名、負傷
者47972名であった。
11）因子分析については芝裕順（1979）『因子分析法

第２版』東京大学出版会を参考とした。
ここでは「因子分析モデルのひとつの特徴は、もと
のデータ行列に含まれる変動のうち共通因子による
変動分を分離し、これを説明する因子の構造を明ら
かにすることである」（ｐ.58）と述べられている。
12）廣田章光・石井淳蔵編（2004）『１からのマーケティ
ング 第２版』碩学舎pp.34-37参照。
本書では、マーケティングの４Pと呼ばれる４つの
基本要素をそれぞれ以下のように説明をしている。
「製品政策とは自社がどのような製品（あるいは
サービス）を提供していくかということに関する意
思決定である」（p.34）
「プロモーション政策とは、
自社の製品に関する情報を消費者との間でいかにコ
ミュニケーションしていくかということに関する意
思決定である」（p.35）「流通政策とはどのような道
のりを経て製品を消費者に届けるのかということに
関する意思決定である」（p.36）「価格政策とは製品
をどのような価格にして展開していくかということ
に関する意思決定である」（p.37）
13）灘警察署の住所は神戸市灘区水道筋１丁目24-８であ
る。また、これらの記載は水道筋商店街協同組合が
発行した「健康遊園都市構想 神戸メルヘン街道」
に掲載されている「水道筋商店街の歴史」から筆者
が要約をした。道筋商店街協同組合は神戸市灘区水
道筋４丁目２-６水道筋会館１階にある。
14）2013年は12月８日に餅つきがあった。休憩所では12
月は熱い麦茶が無料で配布されており、長椅子をお
いた休憩所には、食品や飲料などの情報をパネルに
したものが飾られている。
15）非日常的な空間として、2013年には７月20日土曜日
と７月27日の土曜日に夜店がたった。子供たちが対
象である。夏の夜の楽しい夜店でフランクフルト、
かき氷、綿菓子、ポップコーンなどを販売した。冬
には水道筋６丁目商店街がイルミネーションイベン
ト「ルミナーダ」を開催して美しい灯りをともす。
16）ユニバーサル・ファッションとは一般的に年齢、体
型、身体的能力にかかわらず、誰にでも楽しめる装
いのことを指している。
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Local brand construction in a shopping center
The case of the measure of the Suidosuji, Nada-ku, Kobe-shi shopping center
Yukie Tsuji
【Abstract】
I investigated the image of Kobe on 600 students who lived in Kansai area in 2013. The result
was that the images of "Kobe" were "mountains and the sea", "a busy city", and "fashion." Apart
from them, they answered liquor, shopping center, hot springs, and a low-lying area. From the
results, thinking the constituents of brand of Kobe, I can show you the three keywords, "Western
style," "fashion," and "art."
Now, I show you the elements of Kobe's city and the images of shopping centers in Kobe from
the research on students on the first half. On the second half, I describe the Suidosuzi shopping
center of Nada-ku. I view it for the reasons that the shopping center has history, it continues the
collaboration with a university, and so on. I try to fit the factors which I find from the investigation
in the Suidosuzi shopping center. For example, people have the image of "retro" or "Western
style" from bakers and Western-style cake stores. The Suidosuzi shopping center has some bakers
included old stores, but has few Western-style cake stores. If people try to attract visitors and
improve the brand image, they should make special sweets at standing cake shops.
In this way, how we apply the three factors, "Western style," "fashion," and "art," closely is the
problem.
Keywords

Kobe, Image, Shopping center
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