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9 ショッピングモール

はじめに

1990年代末から北谷町の美浜アメリカンビレッジを皮切 りに､沖縄県内には次々にショ

ッピングモール､大型商業施設がオープンし､｢1市町村 1ショッピングモール｣の様相さ

え呈しつつある｡ショッピングモールのある郊外の風景は､いまや沖縄の人々の生活や意識

に深く浸透 し､地域社会のありようを大きく変貌させてきている｡

そこで本調査の間 41-43では､ショッピングモールの利用頻度､利用日的､利用上の主

観､地域や青少年-の影響について質問し､ショッピングモールに対する県民の利用実態や

意識に関する基礎データを得ることを図った｡

9-1 ショッピングモールの利用頻度

ショッピングモール (大型商業施設)の利用頻度については､｢週に 1回以上｣の人が約

3割 (29.7%)､｢2-3週に1回ぐらい｣の人も約 3割いる (29.6%)0｢1ケ月に 1回ぐら

い｣が約 2割 (19.5%)で､月に 1回以上利用する人が､8割近くを占める｡残 り2割のう

ち､｢数ヶ月に 1回｣は 12.3%､｢めったに利用 しない｣人はわずか8.0%にとどまっている｡

いかにショッピングモールが､沖縄県民の生活に浸透 しているかがわかる結果である (図

9-1)｡

80% 0･8%

申週に1回以上

ロ2-3週に1回ぐらい

田1か月に1回ぐらい

口数か月に1回

田めったに利用しない

D無回答

図 9･1 ショッピングモール利用頻度(N=885)

性別に見ると､女性の方が男性より利用頻度が高いことが明らかである｡週に 1回以上

は男性 23.1%に対し､女性 36.2%｡2-3週に 1回以上 (｢週に 1回以上｣｢2-3週に 1回

ぐらい｣の合計)で見ると､男性が 5割に対 し､女性は 7割近くになり､差ははっきり出
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る｡｢めったに利用しない｣女性は4.7%に対し､男性は 11.4%と1割を越えているのは注

目に値する (図9-2)0

(NeB!Bt5,- 29.7(N=% 7,- 23..-(N=5." 6.,0% 20% ≡;::2.6-::: ●過に1回以上E32-3遇に1回ぐらい囚1か月に1回ぐらい8数か月に1回白めつたに利用しないロ無回答～

;;::27.0.::::

::..32.1..

図9-2 ､

40% 60% 80% 1

年齢別に見ると､若い世代ほど､利用頻度が高くなる傾向が明らかに見られる (図9-3)0
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9-2 ショッピングモールの利用日的

ショッピングモールに何を求めていくかという､利用の目的 ･動機を聞いた問いでは､複

数回答で最大3つまで選んでもらった｡回答が多い順に並べると､｢ほしい品物を買うこと｣

が83.4%と圧倒的に多く､｢いろいろな品物を見て回ること｣54.1%､｢飲食すること｣24.1%､

｢映画鑑賞｣14.7%､｢ひまな時間をつぶすこと｣12.0%､｢人と会ってすごすこと (友人 ･

恋人 ･家族など)｣ll.8%と続く｡それ以外の回答が少ないのは､｢非日常的な雰囲気を楽し

むこと｣｢情報収集｣はあくまで副次的な要因にとどまり､｢習いごと(語学･パソコンなど)｣

を目的にする人は一部の限られた人たちだからだろう (図 9-4)0
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性別で見たときに突出して差が出るのは､｢いろいろな品物を見て回ること｣であり､男

性 46.9%に対し､女性は61.2%にも達する｡やはりウインドー ･ショッピングは､女性の

得意とするところである｡他に女性が男性を若干上回るのは､買い物 ･映画 ･人と会う･非

日常的雰囲気を楽しむ､などである｡一方､男性が少 し上回るのは､飲食 ･時間つぶし･情

報収集などである (図9･5)0

年齢別で見たときに際立つのは､20代において､｢人と会ってすごす｣｢非日常的な雰囲
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気を楽しむ｣｢ひまな時間をつぶす｣が､やや高くなっていることである｡やはり若者は､

ショッピングモールの空間がもつ漠然とした非日常感それ自体を､積極的に楽しむ傾向があ

ることを表すデータといえようO-方､｢飲食｣は 20代 20.3%に対して 30代 30.6%､40

代 25.7%と高く､｢映画鑑賞｣は飲食ほどではないが､20代 13.5%に対して30代 15.7%､

40代 18.9%とやや高めになっている｡常識的に考えれば､30-40代は20代よりお金を持

っている場合が多く､その分飲食や映画にお金をかける余裕があることになる｡漠然とした

非日常的空間を楽しむ 20代に対して､30-40代は買い物以外に飲食や映画という具体的

な目的意識を持って､ショッピングモールに来ている面があるといえよう｡

9-3 ショッピングモールに対する利用上の主観

(ア)ショッピングモールは便利である

｢とてもそう思 う｣46.3%､｢まあそう思う｣45.4%と､合わせて9割以上の人が､ショ

ッピングモールが ｢便利である｣と考えている｡利便性はやはり､ショッピングモール利用

において広く受け入れられた要素であるようだ (図9-6)0

性別では､男性より女性の方が､｢便利である｣と考えている人が多い｡｢とてもそう思う｣

と積極的に利便性を評価している人が､男性 39.1%に対し､女性は53.3%と過半数である｡

女性がショッピングモールの利便性を享受する主役であることが､このデータからうかがえ

る (図9-7)｡
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回 ■そう思うロまあそう思うE3あまりそう思わない田そう思わない口無回答0%

(N=885)

:.:一:49.0-:-:-

(N=5.8, 53.3 ･:42.0.:.:.::こ.3.6
0% 20% 40% 60,i 80,̀ 10

年齢別では､間41の利用頻度と同様､若い世代ほどショッピングモールの利便性を肯定

している傾向が見られる｡20代では､｢とてもそう思 う｣が 56.3%と唯一過半数を超えて

いる｡ショッピングモールの利便性は､女性 ･若者が特に受け入れ､享受しているのである

(図9-8)｡

合計(N=885)…20歳代(N=192)30歳代(N=216)40歳代(N=222)㌍昔......-J60歳代(N=41)0% 10%

56.つ -:.:38.0:一二.:
45_ 二:.:46,8-::
7 ==-=49,.- ;;;≡;醍:p"還gl
6. 一二一二-48.8-二-二 ;;;:;悶…lHl
20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 10

(イ)ショッピングモールの施設内にいると居心地がいい

6割近くがショッピングモールの居心地のよさを認めているものの､｢とてもそう思 う｣

は 11.2%にとどまり､｢まあそう思 う｣が 47.3%なので､積極的に認めている人はそれほど

多くもない｡｢あまりそう思わない｣人も34.2%いるので､利便性はあっても同時に快適さ

- 107-



も感 じている人は､一部にすぎないことになる｡では､どうい う人が居心地よさを感 じ､ま

たどうい う人が感 じてないのだろうか (図 9･9)0

性別では､やはり男性より女性の方が ｢居心地がいい｣と肯定的に評価する人の割合が高

い｡ただ､その差は ｢とてもそう思 う｣より ｢まあそ う思 う｣に表れてお り(男性 41.0%に

対 し女性 53.6%)､利便性 と比べればはっきりした要素ではないことの表れでもあるだろう

(図 9-10)0

■そう思う口まあそう思うE3あまりそう思わないのそう思わない口無回答0%

(N% i8+5) 1..2 二 .二.二47.3-二一二

:.:.:41.0.:.:

(N=548)冒 :.二一53,6:-:-

0% 20% 40% 60% 80% 10
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年齢別では 20代から50代まで､年が上がるにつれて少 しずつ､否定的な回答が多くな

っている｡ショッピングモールは年配の人にとって､どこか若い人向けで落ち着かない感 じ

がするのかもしれない｡ただし60代は､｢まあそう思 う｣が 58.5%にも達 している｡これ

はおそらく､ケース数の少なさが影響 しているのだろうが､それを考慮に入れてもやや意外

な結果ではある (図9-ll)0

(ウ)ショッピングモールに行くときは楽しい気持ちになる

｢とてもそう思う｣17.5%､｢まあそう思 う｣49.7%と､(イ)の居心地よさと似た傾向だ

が､｢とてもそう思 う｣人がやや多くなっている (図 9-12)0

2,0% 申そう思う

4,4% 17.5%
ロまあそう思う

26_3% 田あまりそう思わない

皿そう思わない

□無回答

49.7%図 9-12 (ウ)ショッピングモ-ルに行くときは楽しい気持ちになる
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およそ3人に2人が楽しい気持ちになっていることになり､ショッピングモールが非日常

的な楽しみの感覚を呼び起こす効果をもつことがわかる｡

性別 :これも男性より女性の方が肯定的な回答が多く､しかも利便性 ･居心地より差が大

きくなる点は注目に値する｡｢とてもそう思 う｣が男性 12.8%に対し女性 22.1%､｢まあそ

う思 う｣が男性 43.2%に対 し女性 56.0%で､合わせると 20ポイン ト以上の差が開く｡他

方､｢あまりそう思わない｣は女性 18.5%に対し､男性 34.3%と､倍近い割合の人が選んで

いる｡明らかに男性より女性の方が､ショッピングモールの空間を楽しんですごしている(図

9-13)0 (ア)(イ)(ウ)の性別クロス集計からは､ショッピングモールがジェンダー的に

みて､利便性 ･快適性 ･楽しさいずれの点からも､女性がより主役になりやすい､女性に親

和的な空間であることが浮かび上がってくる｡

年齢別 :20代に ｢とてもそう思 う｣比率が高く､3割にまで達 している(30.7%)0｢とて

もそう思 う｣と｢まあそう思 う｣を合わせてみると､上の世代に行くにつれて比率が下がり､

｢あまりそう思わない｣人が増えている (図 9-14)0｢ショッピングモールに行くときに楽

しくなるのは､若い人ほどそうである｣と一般的には言えそうだ｡ただし､40代以上の ｢と

てもそう思 う｣人の割合が､40代-50代-60代と上がるにつれて高くなっていることに

も注意しよう｡これは､いま指摘 した一般的な傾向がみられる中でも､人によっては高齢層

の中にもショッピングモールを楽 しむ人が確実にいるのだ､という事実を指 し示している｡
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(ア)(イ)(ウ)が回答者個人の利用上の主観を聞いたのに対 し､次の (ェ)(オ)(カ)

は､ショッピングモールと周辺地域の関係についての印象を聞いている｡

(エ)ショッピングモールは市町村のイメージづくりに貢献 している

｢とてもそ う思 う｣16.6%､｢まあそ う思 う｣47.0%と､6割以上の人が､市町村のイメ

ージづくりにショッピングモールが貢献 していると考えている (図 9･15)｡たしかに北谷町

のアメリカンビレッジ以来この数年､那覇市 ･旧具志川市 (現 うるま市)･名護市 ･南風原

町 ･西原町 ･豊見城市などでは､ショッピングモールが市町村のイメージを刷新 し､地域の

雰囲気をガラッと変える役割を果たしてきている｡
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多くの県民が､そのようなショッピングモールが地域に及ぼすインパク ト(象徴的な効果)

があることを､実際に感 じとっているのである｡

(ェ)については､性別でそれほど回答に大きな差は見られないが､わずかに女性の方が､

ショッピングモールの市町村イメージ効果があると肯定的に考える人が多い (図9･16)0

年齢別でも､それほど大きなちがいを見てとることはできない｡強いて言 うなら､20-

30代が ｢とてもそう思 う｣にやや傾いているのに対 して､40-50代は ｢まあそう思う｣の

方に傾きがちという程度である (図 9-17)0
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(オ)ショッピングモールは経済活性化 ･地域振興に貢献している

｢とてもそう思う｣21.6%､｢まあそう思 う｣56.0%と､(エ)のイメージづくり以上に､

ショッピングモールの経済効果を肯定している人は多く､4人に3人を越えている (図

9-18)0 (ェ)とちがって市町村に限定しない形で経済活性化 ･地域振興とのつながりを聞

いているわけだが､ショッピングモールが地域経済の起爆剤的な位置づけを与えられ､住民

にも実際そう受け取られていることがわかる｡

性別では (エ)と同様の傾向が見られ､わずかながら男性より女性の方が､ショッピング

モールの経済効果を認める人が多い (図9-19)0

17.33_221.
EPそう思う

ロまあそう思う

EBあまりそう思わない

皿そう思わない

□無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

図 9-19 (オ)経済活性化 ･地域振興に貢献 している 性別(N=885)
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年齢別でもさほど大きなちがいは見られないが､30代において ｢とてもそう思 う｣､40

代で ｢まあそう思 う｣に少 し回答が集中しているのが目立つ｡40代で ｢あまりそう思わな

い｣人はわずか 10.8%で､50代の半分程度にとどまっている (図 9-20)0

(力)ショッピングモールは地域の人々の結びつきをうながすことに貢献している

人々の結びつきの面では､｢とてもそう思 う｣9.0%､｢まあそう思 う｣30.6%と､(エ)(オ)

に比 して肯定的な回答が大きく減る｡｢あまりそう思わない｣が 45.4%と半数近く､｢全く

そう思わない｣も 12.7%で 10%を越える (図 9･21)｡
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地域の人々が集まりにぎわい､地域の商業 ･雇用 ･消費 ･買い物の場として､ショッピン

グモールが ｢地域のセンター｣的な役割をいまや担いつつあるとはいっても､地域の人々の

結びつきを促進するような機能を果たす場になるわけではない｡(カ)の回答結果､また (ェ)

(オ)と (カ)の肯定的な回答の開き具合は､この事実を如実に表している｡

性別ではこれも (ェ)(オ)同様､わずかだが女性の方が肯定的な回答が多い｡顕著なち

がいは｢全くそう思わない｣で､女性 9.2%に対し､男性は 16.2%にも及んでいる(図9-22)0

女性より男性の方が､ショッピングモールに人の結びつきを求めては行かない傾向を反映し

ているのではないだろうか｡

5.3 16.2

●そう思う

ロまあそう思う

田あまりそう思わない

皿そう思わない

ロ無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

図 9-22 (カ)地域の人々の結びつきをうながすことに貢献している 性別(N=885)

年齢別では､それほど大きな差異は見られない｡｢あまりそう思わない｣50代は､半数以
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上に達 している (図 9-23)｡他方､60代はケース数が他より少ないとはいえ､｢まあそう思

う｣が 4割近くと､意外に多くなっている｡肯定的な回答をした人たちが､ショッピング

モールからどんなふ うに人の結びつきを見出しているのか､興味のわくところである｡

9-4 ショッピングモールの地域や青少年におよぼす影響

(ア)～ (カ)は､ショッピングモールの利用上の利点や地域貢献について､｢プラス面

があるかどうか｣という聞き方をした｡これに対 し以下では､ショッピングモールが地域 ･

青少年に与える影響について､｢プラス ･マイナス両面の影響があるかどうか｣という聞き

方をし､｢とてもプラス｣｢ややプラス｣｢影響はない｣｢ややマイナス｣｢とてもマイナス｣

のプラス ･マイナス5段階評価の選択肢から､回答 してもらう形をとっている｡

(キ)ショッピングモールが周辺地域の雰囲気に与えた影響

｢とてもプラス｣10.3%､｢ややプラス｣43.2%､とプラス評価が5割強なのに対し､｢や

やマイナス｣16.3%､｢とてもマイナス｣2.1%とマイナス評価は2割弱にとどまり､周辺地

域の雰囲気にはマイナスよりプラスの影響があったと考える人が多い｡その一方､｢影響は

ない｣と考える人も 26.2%と多く､4人に 1人はプラスにもマイナスにも影響 していない

と考えていることがわかる (図 9-24)0

19ヽ

2･1% 10.3%

■とてもプラスと思う

ロややプラスと思う

囚影響はないと思う

皿ややマイナスと思う

ロとてもマイナスと思う

ロ無回答

図 9-24 (キ)周辺地域の雰囲気に与えた影響 (N=885)

性別では､男性 と女性の間でほとんど差は見られず､ほぼ等 しい傾向である (図 9-25)0

年齢別に見ても､それほど大きな差があるわけではないが､どちらかというと若い人はやや

プラス､もしくは ｢影響はない｣と考える傾向があるといえよう｡20代は ｢ややプラスと

思 う｣が 49.5%にも達するのに対 し､｢ややマイナスと思う｣はわずか 11.5%｡対して 60

代の ｢ややマイナス｣は 22.0%にも上り､40代でも 19.8%と2割近い｡｢影響はないと思
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う｣は20代 29.7%､30代 29.6%と､40代以上より高めになっている (図9-26)0

合計
(N=885)

20歳代

(N=192)

30歳代
(N=216)

40歳代
(N=222)

50歳代
(N=214)
60歳代

(N=41)

.dBjj] 394 296 1761＼9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 9-26 (キ)周辺地域の雰囲気に与えた影響 年齢別(N=885)

Elとてもプラスと思う

ロややプラスと思う

EB影響はないと思う

C]ややマイナスと思う

□とてもマイナスと思う

□無回答

(ク)ショッピングモールが地元の商店に与えた影響

この問いにはマイナス影響の回答が圧倒的に多く､｢ややマイナス｣48.5%､｢とてもマイ

ナス｣36.6%と､合わせて 8割 5分もの回答者が､ショッピングモールが地元の商店に打

撃を与えていると考えている｡｢影響はない｣と思う人は､わずか8.9%しかいない(図9-27)0
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性別では､男女間で決定的な差があるわけではないが､否定的な回答において､男性の方

が ｢とてもマイナス｣と答える人の割合が高くなっている｡｢ややマイナス｣は男性 43.9%

に対 し女性 52.9%だが､｢とてもマイナス｣は女性 33.3%に対 し､男性 40.0%と逆転 して

いる｡男性の方が､ショッピングモールの地元商店-の悪影響を､より深刻にとらえている

(図 9･28)0

合計(N=885)男(N=437)女(N=448)0 ■とてもプラスと思う口ややプラスと思うEg影響はないと思う皿ややマイナスと思うロとてもマイナスと思う□無回答0%

召済 ;fl"ffI"IIIⅢ 隅 MflfmMl""…"塁 雫

三三!N § IJIIII :ミ…ミ…≡SSSSS………ミ…;;;≡;;;……SSS…………ミ…ミ……ミミミ
3.9SS9.2 3.9 ＼"""-"＼-叫0.0""""＼"＼＼＼"＼

≡:;N …HH ::::::こここ:::::::ここ::こ::ここここここここここ

召 常 l"""""IM"I"llllm llmf m m lfllfmM璽 璽

20% 40% 60% 80% 10

年齢別では､20代に目立った特徴が見られ､｢とてもマイナスと思 う｣という否定的な回

答が他に比べ極端に低く､その分 ｢ややマイナスと思 う｣が 53.6%､｢影響はない｣が 13.5%
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と高くなっている｡若い世代は､ショッピングモールの地元商店-の影響を比較的楽観視す

る傾向があるようだ｡これに対して60代は､｢とてもマイナス｣｢ややマイナス｣を合わせ

ると 9割以上が､ショッピングモールがマイナス影響を地元商店にもたらしていると答え

ている (図9-29)0

＼､､､≠≠＼≠､≠≠､366t､≠≠≠≠≠≠､､､

こここここここここここ26_0:ここここここここここ

≠ヽ≠､≠≠､≠､､､≠≠41.7､≠､≠≠＼≠≠≠≠､≠

ここ:::::::III::::39.3::::::ここ:ここ:::

■とてもプラスと思う

□ややプラスと思う

EB影響はないと思う

Dややマイナスと思う

□とてもマイナスと思う

□無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 9･29 ショッピングモールが(ク)地元の商店に与えた影響 年齢別(N=885)

(ケ)ショッピングモールが青少年の育成に与えた影響

｢ややマイナス｣39.4%､｢とてもマイナス｣8.5%で､合わせると半分近くの人が青少年

にマイナスと考えている｡ただし､｢影響はないと思う｣人も43.3%と最も多い回答で､マ

イナス派と影響なし派に二分 している状況である (図9-30)0
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｢とてもマイナス｣が少ないことからしても､青少年育成-の悪影響はそれほど深刻にあ

るとは考えられていないことがわかる｡(キ)周辺地域の雰囲気にはプラス影響､(ク)地元

商店にはマイナス影響 とい う回答が集中したのに対 して､(ケ)はその中間にあって ｢影響

なし｣派が最も多く､続いて ｢ややマイナス｣が多くなるような状況である｡

性別 :男女間で､回答にそれほど顕著な差は見られない｡ごくわずかに女性の否定的な回

答の比率が高く､男性の ｢影響はない｣が少 し高い傾向にあるが､微差である (図 9･31)0

合計(N=885)男(N=437)女(N=448)0 lHHll…J.#LiHHHH……巨 ●とてもプラスと思う田ややプラスと思うES)影響はないと思う皿ややマイナスと思うE]とてもマイナスと思う□無回答0%

FHllHllli:i.:iHlHHH…ll順:7:薫

… … lIHHfHHlHHHlHlHF巨 書

20% 40,i 60% 80% ー0

年齢別 :20代､30代の ｢ややプラス｣が､40代､50代よりやや高い｡20代の否定的な

回答が他より少ない分､｢影響はない｣に多く集まっている (図 9･32)0
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(ク)の地元商店-の影響と考え合わせても､若者はショッピングモールの影響をネガテ

ィブに考えるのを避け､影響はないと考えたい傾向が､上の世代よりも強いようだ｡

小括

以上､間 41-43の回答結果からは､沖縄の県民生活や地域社会において､ショッピング

モールの存在が大きな影響力をもつその諸相が明らかになってきた｡

回答の主流的な動向を再び描いておくならば､回答者の多くは､1か月に 1回以上ショッ

ピングモールを利用している｡その目的は買い物やウインドー ･ショッピング､飲食､映画

鑑賞が多い｡ショッピングモールの利便性 ･快適性 ･楽しみは広く受け入れられており､特

に女性がその主役となっている｡

ショッピングモールは､市町村のイメージづくりや経済活性化 ･地域振興に貢献する象徴

的･経済的な起爆剤の役割を果たしていると認められているが､地域の人々の結びつきを促

すコミュニティ機能は､認められていない｡周辺地域の雰囲気にはプラス影響を与えたが､

地元商店にはマイナス影響を与え､青少年育成には無関係かマイナス影響のどちらか､と考

えられている趨勢がある｡

ショッピングモールに対しては､いまや人びとに受け入れられ楽しまれ､地域社会にかな

り定着してきたポジティブな側面と､地域社会の商店街を解体する脅威となったり､郊外の

均質的で無機的な風景を促進 したりするネガティブな側面とが､人びとの意識においても両

立し､その両面が同時にイメージされているようなところがある｡地域の開発やまちづくり

において､ショッピングモールの建設を起爆剤とするような画一的な手法が続くことには若

干の違和感や不安があることは否めない｡しかしながら今後も､その方向が繰 り返し踏襲さ

れていく可能性は高い｡そして､利便性 ･快適性 ･娯楽性といった生活者 ･消費者向けの実

用的なメリットという名のもとに､依然やはり開発主義が隠蔽されつつ肯定･承認されてい

く､暗黙で自明なまま進行するプロセスを､決して軽視してはならないだろう｡その意味で

も､沖縄におけるショッピングモールと地域社会との関係は､今後も注目と考察 ･議論を展

開していくべき､ますます重要な課題であり続けるように思われる｡

(多田 治)

- 121-


