
．問題意識

研究の背景

我々の生活の基盤である地域社会を取り巻く環境は大きく変化している。その一つは人口

構造の変化である。日本の多くの地域では、高齢人口割合の増加が急速に進んでいる。地方

部や都市部の別を問わず、地域社会におけるこのような人口構造上の問題は、大きな地域の

問題として認識されていることは周知である。また、日常生活における変化としては、生活

するための物資を購入する買物環境を提供する商業環境に関する諸条件の変化をあげること

ができる。商業統計の報告をみても、小規模小売業の減少傾向には歯止めはかかっていな

い。地域商業の中心的な役割を担ってきた小規模小売店の急激な減少と、それにともなう商

店街の衰退、弱体化は、地域社会に大きな影響を与えている。高度成長期における多くの起

業によって増加してきた小規模小売業ではあるが、今後予想されるのは、これら経営者の高

齢化に伴う廃業である。経営悪化による廃業もさることながら、経営者の高齢化、そして経

営を引き継ぐ人材不足、すなわち後継者の不在は、今後もさらに地域社会の買物環境を支え

てきた中小小売業の減少を予想させる。

また、いまや地方部、都市部を問わず人々の買物場所の中心的な存在となりつつある大規

模小売店についても、多くの問題を抱えている。中心市街地に立地する大規模小売店のなか

には、郊外立地への大規模小売店を核とした巨大な商業施設の開発によって、業績の悪化に

あえいでいる店舗も少なくはない。大型小売業の過剰な出店によるオーバーストア状況に今

後は、中心市街地の大規模小売店の退店の増加が懸念される。
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問題意識と研究目的

商業と生活を取り巻く環境の変化は、地域社会に対して大きな影響を与える。前段で指摘

したような様々な問題によって、地域における消費者の買物行動および消費者を取り巻く買

物環境が将来にわたって現状のまま維持されるとは考えにくい。消費者の買物行動と買物環

境は時間の経過とともに変化する。

地域社会の高齢化とは、すなわち地域に高齢の生活者が増加するということである。高齢

になることで、人々の買物行動は変わる。買物行動において、最も大きな影響が出ると思わ

れる点は、買物行動域が縮小することであろう。高齢化することで、体力の衰えとともに

人々の行動範囲は、若い頃に比べて狭小になることが考えられる。買物行動においても、わ

ざわざ遠くまで買物に出かけることは、高齢者は若年者に比べて困難も多くなるだろう。地

域社会の高齢化と、これまで身近な存在、近隣に立地する便利な買物施設としての役割を

担ってきた中小小売業の衰退は、地域社会における買物環境を大きく変える可能性がある。

すなわち、今後、多くの地域において、人々の日常の買物が不便を増していく状況に陥る可

能性が高くなるということである。さらに、その状況に加えて中心市街地や駅前の大規模小

売店の退店が進めば、地域の買物環境は大きく悪化することが予想されるのである。

良好な買物環境は、暮らしやすい“まち”をつくりあげる重要な基盤ともいえる。ゆえ

に、良好な買物環境を維持していくこと、良好な買物環境をつくりあげていくことは、地域

社会にとっての喫緊の課題ともいえる。しかしながら、これらの問題が将来的に遅かれ早か

れ発生するということは、ある程度予想はできるものの、どの地域でどの程度の買物利便性

の低下が発生するかを知る術は今のところない。ただ、これらの問題を事前に知ることは大

変重要である。商業施設がなくなることで起きる買物環境の悪化が、日常生活、とくに食料

品などの毎日の買物であるならば、その問題はきわめて深刻といえる。事前にリスクを把握

することで問題への対処を探ることが本研究の意図するところである。

本研究の目的は、地域における商業施設の評価を明確にすることにある。本研究で考える

商業施設の評価は、どれほど効率的に業績をあげているのかといった経営の視点からの評価

ではない。地域における買物利便性という視点で、いかに地域に対して貢献しているか、買

物利便性を地域住民に対して提供しているかを基準とする。地域で生活する人々に対して、

多くの買物利便性を提供しているほど高く評価されると考える。

上記のような研究において、本稿では商業施設の長期的価値を評価するために、商業施設

がどれほどの利便性を地域の消費者に対して提供しているのかをあるモデルと実証データを

使用し、測定を試みる。さらにモデルと実証データによって算出された指標の意味を検討

し、商業施設の長期的価値を考察する。

．仮説の設定

先に述べた問題意識に基づき、モデルには つの重要な視点を組み込むこととした。すな

わち、 つは、現時点だけではなく、将来的な消費者の買物利便に応える商業環境の確保に

関する視点である。現時点における商業施設の利便性が良好であったとしても、その利便性
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がどのように変化していくかは不明である。商業施設の評価は、その施設が存続し続け、継

続的に地域に利便性を提供し続けてこそ高く評価できる。一時的に高い利便性を提供したと

しても、早計に高い評価を与えるべきではないだろう。スクラップアンドビルドによる不採

算店の撤収は、企業経営上は止むを得ない行動ではあるが、地域に与える影響は多大であ

る。継続的に利便性を提供する商業施設であるかによって、その評価を見極める視点は重要

である。

つは、現状の商業施設の配置状況と地域の年齢別にみた人口構成を考慮することであ

る。年齢によって、商業施設が提供する利便性には違いが存在する。若年者は、遠くまで買

物に出向することにはあまり抵抗を感じないだろう。中心部に住んでいても郊外にまで買物

に出ることはそれほど苦にはならない。高齢者の場合は状況が異なる。長距離の移動の苦労

は大きい。自動車での買物が日常的になったとはいえ、高齢者は遠くの商業施設まで出向す

るのは、それほど楽なことではない ）。このような状況のとき、ある商業施設の配置状況が

与える買物利便性というものは、その地域の人口の年齢構成によって異なることがわかるだ

ろう。ゆえに、本稿で提示するモデルに、年齢による商業施設までの距離抵抗の差異を組み

込むこととする。

．モデルの提示

利便性モデル

本稿で提案するモデルを以下に提示する。ある地域に消費者が存在しており、その消費者

が利用できる商業施設 （ ）が 店舗存在していると考える。な

お、存在するすべての商業施設は 店舗である。商業施設 を利用する消費者 は、商業施

設 があることによって何らかの効用が与えられていると考える。つまり、商業施設 があ

ることで日常の買物がとても便利になり、たくさんの商品の中から好きな商品を選んで買う

ことができるといったような効用である。その効用をここでは利便性と言い換えてあらわす

こととする。消費者が得ることのできる利便性は、商業施設の商品構成の充実度に比例し、

商業施設までの距離の長さに反比例すると仮定しよう。ここで商業施設 の魅力、例えば商

品構成の充実度としよう。それを とし、さらに、商業施設 を利用する消費者 と商業施

設 までの距離を とすれば、ある消費者 の商業施設 によってもたらされる利便性

を 式のように定義する。なお、ここで、 および はパラメータである。商業施設の魅力

が高まれば利便性 は高まる、消費者と商業施設までの距離 が大きくなれば利便性 は

低くなるという一般的なグラビティ型のモデル ）で想定される関係を仮定している。ゆえ

）日本経済新聞夕刊（平成 年 月 日付 ページ、平成 年 月 日付 ページ）において“買物難
民”といわれる買物に苦慮する消費者が、高齢化が進む地域で多数出てきていることが指摘されている。
今後、近隣に商業施設のない一部の地域で高齢者が日常の買物に支障をきたす可能性が高い。
） （ ）、 （ ）、中西正雄（ ）、山中均之（ ）などの研究が
先行的に多数存在する。



に 、 となる。

年齢による距離抵抗、商業施設の魅力度の違い

さらに、消費者の年齢によって距離抵抗が異なることを考慮して、消費者 の年齢 （

）における距離抵抗パラメータを とすれば、消費者 の得られる

利便性 は 式のようになる ）。また、商業施設の魅力 に関しても、同様の施設であっ

ても若年者と高齢者での違いが存在すると仮定すれば、魅力パラメータは となる。

ここで消費者 は 箇所の商業施設を利用できる。そこで、消費者 がその地域で得られ

る利便性 は 式のように表せる。

将来に渡って発生する利便性の考慮

さらに消費者 が地域 に居住したすべての期間で得られる利便性を考える。 時点（

）における消費者の利便性を とする。消費者 が地域 に居住しているす

べての期間における利便性 をとあらわせば、 は 式のように定義できる。ここで、す

べての期間における利便性を長期的利便性とよぶこととする。

地域 （ ）に住む消費者が 人存在しているとき、消費者 が居住する地

域 の利便性は、地域 に住む消費者 人全員について消費者一人ひとりの長期的利便性を

合計したものとなる。すなわち、地域 の長期的利便性 は式 のように表せる。

この が、その地域がもつ長期的利便性を示している。数値が高いことは、その地域が

長期的な視点みて買物利便性が高い地域であることを意味する。ただし、 を消費者 の数

人分の利便性を合算することからわかるように、地域に住まう消費者の数が多ければ多い

ほど利便性は増加していくこととなる。消費者一人あたりの利便性を考慮するならば、

を指標としなければならないだろう。また、地域内での利便性指標のばらつき、すな
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）山中（ ）の研究によって、買回品、最寄品といった商品の種類によってパラメータが異なることに
ついては、既に明らかにされている。
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指標については、使用者の目的によってどのような指標を採用するかが異なってくる。そ

れは、指標を使用して地域を考察する主体となるコミュニティや自治体が、自らのまちづく

りのために何を重視するのかが採用する指標を決めるということである。それぞれの主体が

関係する地域全体の利便性を向上させたいのか、地域の平均的な利便性水準を高めたいの

か、地域内での利便性格差を縮小させたいのかなど、それぞれの主体の意図するところに

よって、扱う指標が異なるということを意味する。

わち利便性格差に注目すれば、分散 を指標としてみることもできる。

．使用データ

利便性測定のためのデータ

モデルのパラメータを推定するために使用するデータは、平成 年大阪府内の地方自治体

で実施された消費者に対する買物動向調査によって収集されたもの、ならびに経済産業省の

商業統計表によって得られる商業集積の売場面積および小売業の商店数を利用する。

パラメータ推定のために使用する情報は以下の通りである。

まずは、買物動向調査によって収集したデータについてである。ここで扱うのは、自記式

アンケート調査の形態で留め置き郵送回収によって集められた ケースである。まずは

出向商業集積である。休日に最もよく出向する商業集積地をなじみのあると思われる地域

ヶ所を列挙して回答者に選択記入させる方法をとった。休日の出向であるので買回品、専

門品、娯楽サービスなどの消費を想定している。次に、出向頻度である。選択した商業集積

地への出向頻度を つのカテゴリー、すなわち 週に 回以上、 月に 回、 月に

回、 ヶ月に 回、 それ以下、を選択肢として提示して回答者に選択記入させた。

さらに出向頻度は、数値化して扱うためそれぞれのカテゴリー対して、代表値を任意で定め

て間隔尺度として扱うこととした。カテゴリーと数値の対応は次のとおりである。 週

回以上 には 、 月に 回 には 、 月に 回 には 、 ヶ月に

回 には 、 それ以下 には をそれぞれ与えて変換してある。

前述の提示モデルでは、年齢によるパラメータの違いを組み込むことを想定していること

を宣言した。年齢層によってケースは大きくグループ分けされている。 歳未満が

ケース、 歳以上 ケースである。推定には、この つのグループを使用する。

商業集積に関する情報は、商業統計表を加工して作成する必要がある。商業統計表からパ

ラメータ推定に使用できるデータにするために、データの整備をおこなった。出向地である

商業集積地の売場面積を充実度とみなしてパラメータを推定することを考えて、平成 年度

商業統計表（集積地別集計表）のデータを使って ヶ所の商業集積に関して小売業の売場面

積を抜き出した。さらに、平成 年の実態に合わせるために平成 年度以降の大規模小売施

設の開設、退店による売場面積の増減を反映させて実態に沿った商業集積毎の売場面積デー

タを作成した。

最後は、買物行動の起点を定め、起点から出向地までの距離データを用意することであ



る。各サンプルは、町丁目レベルまでの住所を把握してあるので、それを小学校区レベルに

データを変換した。この結果、 町丁目エリアは、ほぼ 分の となる小学校区 エリア

にまとめられた。行動の起点と終点を整理すれば、 通りの組み合わせができる。この

通りの起点終点の組み合わせすべてにおいて距離データを準備する。なお、ここでの

距離は直線距離である ）。

パラメータの推定

ある地域の消費者 が商業施設 を選択する確率 を、選択効用モデルに基づいて定義

する。すなわち、消費者 が利用可能なすべての商業施設 から得られる利便

性 と商業施設 から得られる利便性 によって選択確率 は式 のように定義で

きる。

ここで、商業施設 への出向頻度 はデータにより既知である。利用できるすべての商

業施設への出向頻度 も既知である。このとき商業施設 の選択比率 は、式 の

ようである。

ここで選択比率を選択確率（ ）とみなし、対数尤度関数を 式のように定義し

て、対数尤度関数を最大化するパラメータ および を求める。

．検 証

推定結果

パラメータの推定は、サンプルを つのグループに分けて行った。 歳未満のサンプルを

プールしたグループと 歳以上のサンプルをプールしたグループである。この手続きは、高

齢化することによって行動範囲が狭くなるという仮説を検証するためである。距離抵抗パラ
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）時間距離を使用する方法もあるが作業効率性を考慮して簡便的に直線距離を利用する。
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メータの値が高齢者でより大きければこの仮説を支持することになる。

パラメータの推定結果を以下の表 に示す。

魅力パラメータの符号は正、距離パラメータの符号は負であり、モデルで設定した条件を

満たしており妥当といえる。また、距離パラメータに関しては 、 と

いう結果となった。 という関係は、高齢化することによって行動範囲が狭くなる、

すなわち距離に対する抵抗が大きくなるという仮説を支持する結果となった。

利便性指標の算出

上記で推定したパラメータを使用して地域の利便性算出を試みる。消費者一人ひとりにつ

いて利便性を算出して合計していくのが式 の本来の手続きであるが、ここでは手続きを簡

略化して、地域毎（小学校区毎）に利便性を算出していくこととする。消費者が地域に一様

に人口分布していると仮定して、距離測定に使用した地域の代表点に人口の重みをもたせる

こととした。推定されたパラメータと直線距離、売り場面積によって地域毎（小学校区毎）

の利便性を算出する。

ここで分析対象となった自治体全体の利便性を算出した結果は表 、表 のようである。

表 、表 においては、小学校区 区それぞれについて算出した利便性を合計した数値、校

区の平均値と標準偏差を示している。 歳未満の利便性は、 区の合計で であった。

それに対して 歳以上の利便性は である。

歳の人口と 歳以上の人口が示してある。自治体全体（ 小学校区）の利便性を求

めるために、年齢層毎の利便性と年齢層毎の人口を掛け合わせたものを全体の利便性指標と

して示している。指標の値は、 となっている。さらに全体の利便性指標を全体人

口で除した一人あたりの利便性指標は、 となる。

表 には、長期的利便性を評価するために、時間の経過で年齢構成が変化することを想定

表 パラメータ推定結果

魅力パラメータ

（ ）

距離パラメータ

（ ）
対 数 尤 度

歳未満（ ）

歳以上（ ）

表 利便性算出結果

小学校区

歳未満

利便性

歳以上

利便性
歳

人口

年 月

歳以上

人口

年 月

全体の

利便性指標

一人あたり

利便性指標

合計

小学校区平均

標準偏差

注）人口データは平成 年住民基本台帳による



した指標を算出している。ここでは、 歳未満の人口構成比が ポイント減少し、 歳以上

の人口構成比が ポイント増加することを仮定している。つまり 年 月時点で 歳未満

の人口構成比は ％であるが、高齢化によって ％まで減少し、逆に ％であった

歳以上の人口構成比が ％にまで増加するという条件のもとで利便性の変化を見ようとし

ている。

その結果、全体の利便性指標は となった。 年 月の利便性指標と比べれば

（ ％）の減少である。ただ、全体的な人口の減少によって全体の利便性指標は

低下するため、人口減少の影響であるのか、一人ひとりの利便性が低下しているのかを確認

する。それが 年後の一人あたりの利便性指標である。 ポイントの人口構成比変化を想定

した 年後の一人あたりの利便性指標は、 となっている。指標の変化としては 年

月の から の減少である。つまり一人あたりの利便性も低下するということ

がわかる。人口の高齢化によって、 年後には、当該自治体では明らかに利便性指標が減

少、言いかえれば 利便性が低下する ということがいえる。

また、長期的利便性の評価のために、わずかに 期分ではあるが、利便性指標を合計した

ものを表 の 列に示した。

表 に つの小学校区だけを抜き出して利便性指標の算出結果を示した。表 、表 はこ

れら地域毎の数値を合計したものである。各地域毎に年齢層毎の利便性を示してある。地域

と地域 には全体の利便性指標（ 列）に大きな違いがある。地域 に比べて地域 が大

変利便性が高い地域であることが利便性 、 の値に違いがある点からわかる。地域

は、地域 と比較して魅力的な商業集積が近くに多く存在することが予想できる。さらに、

地域 の人口が地域 と比較して 倍以上の多さであることも影響している。

表 には、表 と同様に、 年後の変化をみるための数値を示した。各地域で、利便性や

人口構成比、人口が異なるために、 歳未満と 歳以上の人口構成比に ポイントの変化が

あることを見込んだ時の、全体の利便性指標の変化は違ってくる。ただ、すべての地域で同

様の人口構成比の変化を見込んでいるため、利便性指標は揃って減少している ）。
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表 利便性算出結果

小学校区

年後の全体の

利便性指標

｛ ｝

｛ ｝

年後の

一人あたりの

利便性指標

一人あたりの

利便性指標の

変化

年と 年後

時点をあわせた

地域の利便性

合計

小学校区平均

標準偏差

注）人口データは平成 年住民基本台帳による

）仮に、特定の地域だけが若年人口が大きく増加した場合には、その地域だけ利便性指標が上昇すること
もありうる。



地域における商業環境の長期的価値の推定（酒井）

長期的な評価のために 列で を見れば 期分の差が合わさって、地域間で大きな差が

できていることがわかる。すべての地域で人口構成比の変化を同様に見込んでいるため、差

は開くばかりである。指標がスケールフリーの性質を持っていることに注意することが必要

である。

．まとめ

本稿では、地域の買物利便性といった視点から、地域の商業環境を長期的に評価すること

を試みた。商業施設を便利に利用できる環境を評価するために、グラビティ型の店舗選択モ

デルを援用して地域の利便性を算出する手続きを提案した。提案したモデルは、 つの考え

表 地域別の利便性算出結果

地 域
歳未満

利便性

歳以上

利便性
歳

人口

年 月

歳以上

人口

年 月

全体の

利便性指標

一人あたり

利便性指標

地域

地域

地域

地域

地域

地域

地域

注）人口データは平成 年住民基本台帳による

表 地域別の利便性算出結果

地 域
年後の全体の

利便性指標

｛ ｝

｛ ｝

年後の

一人あたりの

利便性指標

一人あたりの

利便性指標の

変化

年と 年後

時点をあわせた

地域の利便性

地域

地域

地域

地域

地域

地域

地域

注）人口データは平成 年住民基本台帳による



方に基づいて用意した。まず、第一に地域の買物利便性を、現時点だけでなく、将来的な消

費者の買物利便性にまで広げて検討する視点を持っていること、第 に、地域特性を考慮し

た分析手法を導入していること、すなわち地域の年齢別人口構成を考慮に入れている点であ

る。これは、年齢が高くなるに従って、行動範囲が狭くなることを想定している。住居の近

隣に立地する中小商店が減少していくなかで、日々の買物に苦慮する高齢者が表れていると

いう社会問題に注目して、商業環境の評価は、長期的にさらに高齢者の買物行動の特性を十

分に考慮に入れる必要があるという問題意識からであった。

モデルを提示した後、ある自治体で行われた買物動向調査という実証データを使用して、

パラメータを推定した。モデルに組み込んである距離抵抗と商業集積の魅力にかかる係数を

知るためである。また、高齢者になるほど広い範囲で移動することが難しくなるという仮定

をおいて進めているため、パラメータは 歳未満の年代と 歳以上の年代に分けて推定し

た。次に、 つのグループ毎に推定されたパラメータを使用して、地域の買物利便性を算出

した。これは買物利便性が高いほど、その地域の商業環境は高く評価できるというためであ

る。さらに、人口構成比の変化を見込んで 期分の長期的な視点を組み込む試みを行った。

指標はスケールフリーの性質を持っており、解釈には注意が必要となるが、時系列での増加

および減少を評価することはできる。結果、高齢化が進めば地域全体の利便性は低下するこ

とがわかった。

地域内における一人あたりの買物利便性の格差是正 を目指すのか 長期的にみて利便

性指標が減少する地域の商業環境改善 に取り組むのか、 地域全体の利便性指標の改善

を目指すのか、その目的によって指標を評価することができる。商業環境をどのように評価

するかは、評価する主体に委ねなければならない。

地域における実際の買物利便性の感覚とここで算出した指標との整合性をとる作業、すな

わちキャリブレーションが必要であり、指標の解釈もさらに精査することも課題である。多

くの課題を残しているが、本稿では、地域の商業環境を評価する一つの手法を提案すること

ができたことを一定の成果と考える。
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