
歩行者通行量との相関を踏まえた通りの名称の認知度と賃料および地価の関係分析

Analysis of the relationship between recognition of the names of streets and rents as well as land prices based 
on the correlation with the numbers of pedestrians
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       This study aimed to analyze the relationship between recognition of the names of streets and rents as well 
as land prices. The article used the numbers of hits by Google and Twitter as indicators for the recognition, 
analyzed its correlation with the numbers of the pedestrians, and conducted a multiple regression analysis of the 
rents and land prices. The explanatory valuables consisted of the recognition, characters of buildings, locations, 
shapes of the streets and the numbers of the pedestrians. The result showed that the rent was associated with the 
characters of the building, and the land price  with the recognition.
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１．はじめに

1.1　背景と目的

　店舗を出店する際、場所は重要である。一般的には、都

市における駅周辺や、幹線道路沿線など、多くの人が集ま

る利便性の高い地区に店舗が集積する。自治体の都市計画

でも、都市においては駅周辺地区が商業を振興すべき地区

に指定される例が極めて多い。

　しかし、原宿のキャットストリートのように、表通りか

ら一本脇道に入った通りのなかにも店舗が集積し、買い物

客でにぎわっているものもある。この理由の一つとして、

「キャットストリート」という通りの名称の認知度の高さ

が、店舗と買い物客の集積力となっていることが予想され

る。

　そこで本研究では、通りの名称の認知度の高さが沿線で

の商売を有利にし、それに伴って沿線の賃料および地価を

上昇させるという仮説を検証するために、実証分析を行う

ことを目的とする。通りの名称の認知度が賃料および地価

に与える影響を明らかにすることで、都市計画において魅

力的な商業空間を創造するために有意義な情報を提供する

ことが期待できる。特に本研究では、中心市街地活性化政

策等を意識して、都市中心部で、徒歩利用を中心とした商

業業務地区において実証分析を行う。

1.2　既往研究の状況

　本研究に関連する既往研究としては、都市中心部の商業

業務地区の不動産価格、すなわち地価や賃料に影響を与え

る要因を探った研究や、商店街等の地域ブランドがもたら

す効果の分析が挙げられる。そのうち、本研究と関係が深

い最近の既往研究として、都心部の商業業務地区の歩行者

通行量と店舗賃料の関係性について小松ら（2013）1) が行

ったものがある。結果として、歩行者通行量が店舗賃料の

価格形成要因であることが確認された。

　しかし、直接に通りの名称の認知度に着目した研究は見

当たらない。

２．研究方法

2.1　研究方法

　通りの名称の認知度が賃料および地価に与える影響を明

らかにするため、認知度の指標を説明変数の一つに加え、

賃料および地価を目的変数にして、変数増減法による重回

帰分析を行う。認知度の指標は、名称をGoogleで検索し

てヒットした件数である「Google件数」と、Twitterに

おいて名称を含むツイートがされた件数である「Twitter

件数」を用いる。

2.2　対象都市の選定

　小松らの研究 1)2) から、歩行者通行量が店舗賃料の形成

に影響を与えていることが確認されているので、本研究で

も、歩行者通行量のデータを形成要因に加えて分析を行う。

そこで、対象地域としては全国の政令市・中核市のうち、

歩行者通行量調査が中心市街地の広範囲で行われている都

市とした。この条件から選定したのは、福岡市（天神地区・

博多地区）、さいたま市（大宮地区・浦和地区）、浜松市、

熊本市、高松市の５都市である。

2.3　賃料と地価の価格形成要因の検討

　小松らの研究 1)2) や、徐ら(2010)3) の研究を参考にして

形成要因を選定した。賃料の価格形成要因は、建築物の要

因（面積、竣工年等）、立地の要因（歩行者通行量、駅ま

での時間等）、街路形状の要因（道路幅員、通り延長等）、

名称の認知度の要因（Google件数、Twitter件数等）の

４つの観点からなるとし、地価の価格形成要因はここから

建築物の要因を除いた3つの観点からなるとする（表１）。

さらに、Google件数とTwitter件数は長い通りほど増加
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員については、Google Map から簡易的に計測した。

Twitterのツイート数は、「TOPSY.com」にて、2013年 11

月から 2014年 10月までのツイートを検索した。検索で

きないツイートは除外して分析を行った。

３．分析と結果

3.1　認知度と歩行者通行量の相関関係

　はじめに、認知度が賃料および地価に及ぼす影響を予測

するために、歩行者通行量（平日・休日）と認知度の指標

の相関分析を行う。

　認知度に関する各項目とその相関の持つ意味について

は、以下のように想定した。Google件数は、商店、飲食店、

オフィス等のウェブサイトや訪問体験等、非常に多彩な内

容を含んでいるので、その通りに存在するコンテンツ、す

なわち商店、飲食店、オフィス等の総量を表していると予

想される。Twitter件数は、主に訪問について言及してい

ると思われることから、その通りの商業施設の集積量を表

していると予想される。

　よって、Google件数とTwitter件数の相関が高ければ、

コンテンツに占める商業施設の割合が大きいため「繁華

街」の傾向があり、相関が低ければ商業施設の割合が小さ

いため「オフィス街」の傾向があると予想される。そして、

Google件数と歩行者通行量の相関が高ければ、コンテン

ツの立地と歩行者通行が一致しており、相関が低いと不一

致である。

　また、Twitterはその特性から、コンテンツの魅力や非

日常性を内包しているものと考えられる。そのため、歩行

者通行量とTwitter件数の相関が高ければ、多様なコン

テンツを求めて域外から来街者が訪れるような「よそ行き」

な街であり、相関が低ければ、地域の住民が日常の用事を

済ませるために訪れるような「普段使い」な街であると考

えられる。

　各対象都市の相関係数を表４に示す。相関係数の絶対値

が0.3以上は薄い灰色、0.5以上は濃い灰色で示している。

Google件数とTwitter件数の相関も表示している。なお、

分析対象とする賃料と路線価では、標本となる地点が異な

る。このため、歩行者量と認知度の相関についても、賃料

に合わせて店舗を標本とした場合と、路線価に合わせて路

線を標本とした場合に分けた。そのどちらも、都市ごとの

相関の有無について大きくは同じ傾向が見られた。

　賃料については、天神、博多、熊本、高松ではGoogle

件数とTwitter件数に相関が見られた。福岡と天神では、

認知度と歩行者量のほとんどの組み合わせで相関が見られ

た。博多と高松では、平日と休日で状況が異なり、休日歩

行者量と認知度で相関が見られた。熊本では、Google/通

り延長と歩行者量において負の相関が見られた。

　路線価については、天神、博多、高松ではGoogle件数

と Twitter件数で高い相関が見られた。高松では、認知

度と歩行者量のほとんどすべての組み合わせで相関が見ら

れた。熊本では、Google/通り延長と歩行者量において負

の相関が見られた。

　歩行者通行量については、自治体や商工会が行っている

調査のデータを用いた。自治体によって最新版の調査年月

日と調査時間帯が異なっているが、やむを得ないものとし

てそのまま使用する（表３）。

　通りの名称については、自治体や商工会が公開している

ものと、路線価図に掲載されているものを用いた。道路幅

調査年月日 時間帯 調査者

平成24年3月7日（水）

平成24年3月11日（日）

平成24年3月13日（火）

平成24年3月20日（火・祝）

大宮 平成22年10月17日（日）

浦和 平成22年10月19日（火）

平成25年10月18日（金）

平成25年10月27日（日）

平成25年10月18日（金）

平成25年10月20日（日）

平成26年5月21日（水）

平成26年5月25日（日）
高松

天神

博多

福岡

さいたま

浜松

熊本

10～19時

8～20時

8～21時

10～21時

7～20時

高松商工会議所・高松市・

高松中央商店街振興組合

熊本商工会議所・熊本市

浜松市産業部

さいたま市経済局

福岡市住宅都市局

表３．歩行者通行量調査データの概要

サイト名 運営者 URL

at home ㈱アットホーム http://www.athome.co.jp/
ふれんず 福岡県宅地建物取引業協会 http://www.f-takken.com/

at home ㈱アットホーム http://www.athome.co.jp/

at home ㈱アットホーム http://www.athome.co.jp/

at home ㈱アットホーム http://www.athome.co.jp/
明和不動産 ㈱明和不動産 https://www.meiwa.jp/

at home ㈱アットホーム http://www.athome.co.jp/
高松商工会議所 高松商工会議所 http://www.takacci.or.jp/index.html

福岡（天神・博多）

さいたま（大宮・浦和）

浜松

熊本

高松

表２．賃料データ出所（2014 年 10 月～ 12 月閲覧）

2.4　使用データ

　賃料については、主に株式会社アットホームが運営して

いるウェブサイト「at home」に掲載されているデータを

用い、補足的に宅建協会や地元の不動産会社、商工会議所

のウェブサイトのデータも加えて用いた（表２）。掲載デ

ータには、賃料・管理費、町丁目までの所在地と地図、面

積、交通、築年数等の項目がある。賃料は単位面積当たり

に基準化して目的変数とした。

　地価については、国税庁の路線価図に掲載されている路

線価を用いた。路線価は面積で基準化されているので、そ

のまま目的変数として用いた。

面積 [㎡]

竣工年 [年]

階数 [階]

契約階数 [階]

駅までの時間 [分]

歩行者平日 [人]

歩行者休日 [人]

歩行者平均 [人]

道路幅員 [m]

歩道幅員 [m]

通り延長 [m]

Google件数 [件]

Twitter件数 [件]

Google/通り延長 [件/m]

Twitter/通り延長 [件/km]

建築物の要因

立地の要因

街路形状の要因

名称の認知度の要因

単

位

面

積

当

た

り

賃

料

[円/㎡]

路

線

価

[千円/㎡]

表１．賃料と路線価の価格形成要因

すると考えられるので、通り延長で除した値を形成要因に

加えた。以下、Google/延長、Twitter/延長と表記する。
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　以上をまとめると次のようになる。賃料と路線価で都市

ごとの相関の有無の傾向は類似しており、相関係数は正負

を含めて様々であるが、絶対値は最大でも0.75であり、

0.5未満が大部分である。

3.2　認知度と歩行者通行量の相関による対象都市の分類

　以上の相関の傾向を整理して都市ごとの特徴を把握する

ため、歩行者通行量と認知度の指標の各項目の相関係数を

用いて、主成分分析を行って、都市の分類を行った。各主

成分の寄与度は、賃料においては主成分１が42.56、主成

分２が28.38、主成分３が19.55、路線価においては主成

分１が41.68、主成分２が26.98、主成分３が20.32であ

った。どちらも主成分２までで約７割の累積寄与率になる

ことから主成分１、２を用いた。

　賃料について因子負荷量分布（図１、表５）を見る

と、主成分１方向（X軸）に Google 件数と歩行者量、

Twitter件数と歩行者量の相関が分布し、主成分２方向（Y

軸）にGoogle件数とTwitter件数の相関が分布している。

これは、認知度と歩行者量の相関の方が、Google件数と

Twitter件数の相関よりも、都市ごとに大きな開きがある

ことを示唆している。

　賃料について地区別の主成分得点分布（図２、表７）を

見ると、天神、博多、福岡、高松と浦和、浜松は逆方向に

あると言える。天神、博多、福岡、高松は、Googleと歩行者、

Twitterと歩行者、Googleと Twitterのすべてで相関関

係が存在する方向に分布しており、店舗立地と歩行者通行

が一致している「よそ行き」な性質を持つ「繁華街」とい

う分類ができる。

　浦和、浜松は、Google と歩行者、Twitter と歩行者、

Googleと Twitterのすべてで相関が無い方向に分布して

おり、店舗立地と歩行者通行が一致していない「普段使い」

な性質を持つ「オフィス街」という分類ができる。

　熊本は、Googleと Twitterのみ相関が有る方向に分布

し、店舗立地と歩行者通行が一致しない「普段使い」な性

質を持つ「繁華街」という分類になった。これから、歩行

者量調査が行われた中心市街地に集積している店舗の業種

が特徴的であることが考えられる。熊本において歩行者量

調査が行われた時間帯は8時から20時であるが、その時

間以外の深夜帯に街が賑わうような飲食店の割合が多いと

推測できる。

　路線価について因子負荷量分布（図３、表６）を見ると、

主成分１方向（X軸）に、Google と Twitter、Twitter

と歩行者量の相関が分布し、主成分２方向（Y軸）に

Googleと歩行者量の相関が分布している。これは、路線

価の標本単位でみれば、商業店舗の集積とコンテンツの総

量、歩行者量の相関の方が、コンテンツの総量と歩行者量

との相関よりも大きな開きがあることを示唆している。

　路線価についての地区別の主成分得点分布（図４、表７）

を見ると、高松、福岡と浦和と熊本の位置関係は賃料の場

合と変わらない。大宮はGoogleと歩行者量のみ相関があ

る方向に分布し、店舗立地と歩行者通行が一致する「普段

0.21 0.31

平日 休日 平日 休日

Google件数 0.31 0.30 Google件数 0.09 0.02

Twitter件数 0.38 0.51 Twitter件数 0.29 0.37

Google/延長 0.46 0.56 Google/延長 0.22 0.25

Twitter/延長 0.61 0.75 Twitter/延長 0.47 0.62

0.54 0.58

平日 休日 平日 休日

Google件数 0.71 0.73 Google件数 0.18 0.17

Twitter件数 0.35 0.42 Twitter件数 0.28 0.33

Google/延長 0.49 0.54 Google/延長 0.15 0.19

Twitter/延長 0.68 0.76 Twitter/延長 0.49 0.61

0.60 0.71

平日 休日 平日 休日

Google件数 0.23 0.41 Google件数 0.23 0.24

Twitter件数 0.07 -0.06 Twitter件数 -0.01 -0.09

Google/延長 0.28 0.61 Google/延長 0.44 0.51

Twitter/延長 0.29 0.36 Twitter/延長 0.24 0.19

-0.30 0.00

平日 休日 平日 休日

Google件数 0.31 0.30 Google件数 0.46 0.46

Twitter件数 -0.14 -0.14 Twitter件数 0.04 0.02

Google/延長 0.65 0.63 Google/延長 0.61 0.59

Twitter/延長 -0.07 -0.07 Twitter/延長 0.07 0.05

-0.51 -0.74

平日 休日 平日 休日

Google件数 0.24 0.18 Google件数 0.30 0.30

Twitter件数 -0.19 -0.20 Twitter件数 -0.27 -0.30

Google/延長 0.64 0.60 Google/延長 0.57 0.53

Twitter/延長 -0.15 -0.16 Twitter/延長 -0.26 -0.29

-0.13 0.01

平日 休日 平日 休日

Google件数 -0.51 0.02 Google件数 -0.21 -0.14

Twitter件数 -0.04 0.00 Twitter件数 0.15 0.07

Google/延長 0.16 -0.02 Google/延長 0.10 0.08

Twitter/延長 0.03 0.04 Twitter/延長 0.10 0.01

0.10 0.15

平日 休日 平日 休日

Google件数 -0.09 -0.13 Google件数 0.16 0.02

Twitter件数 -0.18 -0.32 Twitter件数 -0.18 -0.24

Google/延長 -0.01 -0.03 Google/延長 0.32 0.19

Twitter/延長 -0.13 -0.27 Twitter/延長 -0.10 -0.14

0.73 0.30

平日 休日 平日 休日

Google件数 -0.26 -0.30 Google件数 -0.30 -0.34

Twitter件数 -0.18 -0.25 Twitter件数 0.06 0.01

Google/延長 -0.47 -0.47 Google/延長 -0.40 -0.42

Twitter/延長 -0.26 -0.31 Twitter/延長 -0.10 -0.14

0.87 0.89

平日 休日 平日 休日

Google件数 0.29 0.46 Google件数 0.44 0.43

Twitter件数 0.22 0.59 Twitter件数 0.54 0.56

Google/延長 0.39 0.51 Google/延長 0.55 0.44

Twitter/延長 0.21 0.53 Twitter/延長 0.56 0.52

Google,Twitter相関

Google,Twitter相関

Google,Twitter相関

Google,Twitter相関

Google,Twitter相関

浜松

Google,Twitter相関

Google,Twitter相関

Google,Twitter相関

浦和

大宮

Google,Twitter相関

Google,Twitter相関

Google,Twitter相関

高松

熊本

賃料 路線価

福岡

Google,Twitter相関

Google,Twitter相関

Google,Twitter相関

Google,Twitter相関

さいたま

Google,Twitter相関

Google,Twitter相関

Google,Twitter相関

博多

天神

表４．歩行者量と認知度の指標の相関係数
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している。

3.3　認知度の指標を考慮した重回帰分析の結果

　続いて、賃料や路線価の形成要因を明らかにするため、

各対象都市において賃料と路線価を目的変数とし、表１の

価格形成要因を説明変数として、変数増減法による重回帰

分析を行った。その際、変数編入基準（Pin）および編入

除去基準（Pout）は 0.20とした。

　はじめに、説明変数間の多重共線性の確認を行った。賃

料においては、浦和の通り延長とGoogle件数の相関が高

主成分1 主成分2 主成分3 寄与率

歩行者休日 歩行者平日 0.69 0.17 -0.31 0.60

Google件数 歩行者平日 -0.14 -0.96 -0.12 0.96

Twitter件数 歩行者平日 -0.75 -0.03 0.55 0.86

Google/延長 歩行者平日 0.03 -0.98 -0.12 0.96

Twitter/延長 歩行者平日 -0.73 -0.23 0.64 0.99

Google件数 歩行者休日 -0.12 -0.97 -0.05 0.97

Twitter件数 歩行者休日 -0.69 -0.07 0.62 0.86

Google/延長 歩行者休日 0.05 -0.97 0.00 0.94

Twitter/延長 歩行者休日 -0.64 -0.21 0.71 0.95

Google件数 Twitter件数 -0.96 0.08 0.13 0.94

Google/延長 Google件数 -0.24 -0.28 -0.81 0.80

Twitter/延長 Google件数 -0.95 -0.04 -0.03 0.90

Google/延長 Twitter件数 -0.96 -0.01 -0.13 0.94

Twitter/延長 Twitter件数 0.15 -0.25 -0.80 0.72

Twitter/延長 Google/延長 -0.98 -0.01 0.04 0.96

41.68 26.98 20.32

路線価

寄与率

主成分1 主成分2 主成分3 寄与率

歩行者休日 歩行者平日 0.15 -0.19 -0.92 0.90

Google件数 歩行者平日 -0.81 0.06 -0.56 0.98

Twitter件数 歩行者平日 -0.83 0.46 0.21 0.95

Google/延長 歩行者平日 -0.80 -0.55 -0.12 0.96

Twitter/延長 歩行者平日 -0.88 0.35 0.14 0.92

Google件数 歩行者休日 -0.94 0.08 -0.12 0.90

Twitter件数 歩行者休日 -0.78 0.39 0.27 0.84

Google/延長 歩行者休日 -0.86 -0.31 -0.26 0.90

Twitter/延長 歩行者休日 -0.90 0.39 0.17 0.99

Google件数 Twitter件数 -0.07 0.98 -0.05 0.97

Google/延長 Google件数 -0.09 0.24 -0.87 0.82

Twitter/延長 Google件数 -0.38 0.90 -0.10 0.97

Google/延長 Twitter件数 0.20 0.64 0.68 0.90

Twitter/延長 Twitter件数 0.56 -0.52 0.08 0.59

Twitter/延長 Google/延長 -0.20 0.81 0.54 0.99

42.56 28.38 19.55寄与率

賃料

表５．因子負荷量（賃料） 表６．因子負荷量（路線価）

図１．因子負荷量分布（賃料）

図２．主成分得点分布（賃料）

図３．因子負荷量分布（路線価）

図４．主成分得点分布（路線価）

使い」な性質を持つ「オフィス街」という分類ができる。

普段使いの店舗が集積する通りに人が集まる近隣センター

のような用途であると推測できる。天神、博多、浜松は中

央に固まって分布している。

　以上をまとめると次のようになる。賃料と路線価で

は、ともに主成分２までで概ねの分布傾向が説明できる。

Twitter、Googleの件数と歩行者平日、休日に着目して

軸の意味付けを行った結果をみると、賃料と路線価ではい

くつか違いがみられるものの、概略の都市別の傾向は類似
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く、路線価においては、歩行者平日と歩行者平均等の相関

が高く（表８）多重共線性問題が起こると考えられる。そ

こで、Google件数、Twitter件数、歩行者平均の３項目

を説明変数から外して分析を行った。

　重回帰分析の結果を表９に示す。決定係数は、福岡と高

松の賃料では低いが、他は0.45を上回り、路線価が相対

的に高い。

　賃料についての結果は次のようになった。重回帰式に最

も多く編入されていたのは契約階数で、博多を除く８都市

で見られた。次いで、駅までの時間が６都市、竣工年が５

都市であった。

　通りの認知度に関する説明変数としては、天神、さいた

ま、浦和でTwitter/延長、大宮、浦和でGoogle/延長が

編入された。これらの影響度、符号について詳細を確認す

ると、次のとおりである。Twitter/延長についての標準

化偏回帰係数は、天神では-0.34、さいたまでは-0.34、

浦和では-0.37であった。Google/延長についての標準

化偏回帰係数は、大宮では0.54、浦和では-0.20であった。

　Twitter/延長については、編入された3都市すべてで

標準化偏回帰係数の符号が負であり、賃料に負の影響を与

えている。Twitter/延長は通りの商業店舗の集積密度を

表しているので、つまり商業店舗が密集すればするほど賃

料が下がる、ということを表している。図２によればオフ

ィス街としての性格が強いと思われる浦和、さいたま、大

宮は、建築物に対する需要として、オフィスの重要性がよ

り高いとも推測される。天神は、表５から、Twitter/延

長と歩行者量の相関が高いため、解釈が困難になっている

可能性がある。

　歩行者量の変数の結果は次のようになる。歩行者平日は

浦和で編入され、歩行者休日は天神と浜松で編入されて

いる。各標準偏回帰係数は、浦和が-0.45、天神が0.46、

浜松が0.22であった。

　休日の歩行者量は、賃料に正の影響を与えている。一方

で、「普段使い」の「オフィス街」という分類である浦和

の平日の歩行者量は負の影響を与えており、この点からも

商業よりオフィス需要の重要性が高いと推察される。

　全体としては、賃料の場合は、形成要因について、契約

階数や竣工年といった建築物の要因や、駅までの時間とい

った立地の要因が占める割合が大きい。ここで、契約階数

と竣工年はすべての都市で同方向の影響を及ぼすが、駅ま

での時間については、浜松市だけ他の都市と影響の方向が

逆であることから、浜松市においては駅を中心とした繁華

街が形成されていないことが伺える。認知度に関する要因

は、これらに比べて影響は小さい。

　路線価の場合の重回帰式には、認知度の項目が浦和と高

松以外の７都市に編入されている。Google/延長は博多、

大宮、浜松、熊本に編入されており、Twitter/延長は福

岡、天神、博多、さいたま、大宮、浜松に編入されてい

る。標準化偏回帰係数は、Google/延長の博多では0.35、

大宮では-0.20、浜松では-0.45、熊本では0.14であり、

Twitter/延長の福岡では0.20、天神では0.20、博多で

は-0.39、さいたまでは0.45、大宮では0.21、浜松では

-0.45であった。

　歩行者量の変数について見ると、図４で「繁華街」に

分類された高松、福岡、天神の３都市は、歩行者休日の

標準化偏回帰係数が高松が1.55、福岡が 0.63、天神が

0.70と各都市の中で編入されている変数のうち最も路線

価に与える正の影響が大きかった。また、福岡と天神では

Twitter/延長が編入され、路線価に正の影響を与えてい

る。「繁華街」に分類された都市では、休日の来街者の通

行量の多さや、店舗の集積密度の高さが路線価の形成に関

係している。

　一方で、「オフィス街」に分類されたのはさいたま、大宮、

浦和の３都市である。標準化偏回帰係数は、さいたまが平

日0.46、浦和が平日0.97、休日-0.42、大宮が休日0.53

であった。同じ「オフィス街」の分類であるが、浦和と大

宮は性格が異なる都市であると考えられる。浦和は歩行者

平日が正の影響、歩行者休日が負の影響であった。県庁が

置かれていることもあり、オフィス街としての性格が強く、

平日と土日で歩行者の通行が大きく変わり、路線価は平日

の状況に重きを置いて評価されていると推測される。

　大宮は歩行者休日とTwitter/延長が路線価に正の影響

を与えており、繁華街の天神と同じ傾向である。それにも

かかわらず、図４の分類では繁華街とは正反対に位置した。

この理由としては、大宮と天神の来街者の目的の違いがあ

り、東京郊外の商業中心地という性格を持つ「普段使い」

の大宮へ来街する場合にはTwitterで店舗情報の発信を

行う動機が弱いということが推測される。

　賃料と路線価を全体として見た場合、認知度に関する要

因は、少なくない都市において影響を及ぼしているもの

の、その意味合いは都市によって異なっていると推測され

相関係数

浦和（賃料） 通り延長 Google件数 0.89

道路幅員 歩道幅員 0.64

歩道幅員 Twitter/延長 0.60

通り延長 Google件数 0.73

Twitter件数 Twitter/延長 0.82

Twitter件数 Twitter/延長 0.99

歩行者平日 歩行者平均 0.99

天神（路線価） 歩行者平日 歩行者平均 0.99

熊本（路線価） 歩行者平日 歩行者平均 1.00

さいたま（路線価） 歩行者平日 歩行者平均 1.00

浜松（路線価）

浦和（路線価）

変数

表８．多重共線性の検討

賃料 主成分1 主成分2 路線価 主成分1 主成分2

福岡 -2.92 0.36 福岡 -0.19 0.21

天神 -3.62 1.37 天神 -0.50 0.06

博多 -0.93 1.55 博多 -1.93 -0.69

さいたま -0.29 -2.62 さいたま 1.48 -2.41

大宮 0.11 -3.74 大宮 4.90 -1.86

浦和 1.33 -1.36 浦和 1.27 1.81

熊本 4.76 2.61 熊本 -0.12 4.39

浜松 2.91 -0.24 浜松 0.03 0.46

高松 -1.37 2.07 高松 -4.94 -1.95

表７．主成分得点
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福岡

（賃料）

偏回帰

係数

標準化偏

回帰係数
Ｐ値

福岡

（路線価）

偏回帰

係数

標準化偏

回帰係数
Ｐ値

契約階数 -417.17 -0.15 0.033 歩行者休日 94 0.63 0.000

竣工年 79.02 0.13 0.074 駅までの時間 -204722 -0.28 0.000

駅までの時間 -300.88 -0.10 0.160 Twitter/延長 268 0.20 0.009

通り延長 47 0.15 0.015

決定係数 0.05 分散P値 0.027 決定係数 0.66 分散P値 0.000

天神

（賃料）

偏回帰

係数

標準化偏

回帰係数
Ｐ値

天神

（路線価）

偏回帰

係数

標準化偏

回帰係数
Ｐ値

契約階数 -554.73 -0.56 0.000 歩行者休日 99 0.70 0.000

道路幅員 -45.17 -0.33 0.000 駅までの時間 -230711 -0.27 0.001

歩行者休日 0.14 0.46 0.000 通り延長 63 0.23 0.010

竣工年 48.92 0.31 0.001 Twitter/延長 246 0.20 0.032

Twitter/延長 -925.76 -0.34 0.013 歩道幅員 -50069 -0.12 0.166

階数 110.18 0.13 0.100

決定係数 0.47 分散P値 0.000 決定係数 0.63 分散P値 0.000

博多

（賃料）

偏回帰

係数

標準化偏

回帰係数
Ｐ値

博多

（路線価）

偏回帰

係数

標準化偏

回帰係数
Ｐ値

なし 道路幅員 48793 0.70 0.000

駅までの時間 -123649 -0.34 0.003

Google/延長 464 0.35 0.010

Twitter/延長 -2853 -0.39 0.014

通り延長 -33 -0.12 0.155

歩行者休日 25 0.14 0.195

決定係数 - 分散P値 - 決定係数 0.91 分散P値 0.000

さいたま

（賃料）

偏回帰

係数

標準化偏

回帰係数
Ｐ値

さいたま

（路線価）

偏回帰

係数

標準化偏

回帰係数
Ｐ値

駅までの時間 -424.59 -0.43 0.000 歩行者平日 22 0.46 0.000

契約階数 -515.03 -0.50 0.000 道路幅員 28181 0.51 0.000

Twitter/延長 -1.14 -0.34 0.000 Twitter/延長 348 0.45 0.000

階数 244.75 0.24 0.012 駅までの時間 -108631 -0.36 0.000

竣工年 19.09 0.15 0.079 通り延長 -108 -0.20 0.000

道路幅員 27.85 0.12 0.158 歩道幅員 -34584 -0.26 0.000

決定係数 0.62 分散P値 0.000 決定係数 0.91 分散P値 0.000

大宮

（賃料）

偏回帰

係数

標準化偏

回帰係数
Ｐ値

大宮

（路線価）

偏回帰

係数

標準化偏

回帰係数
Ｐ値

契約階数 -509.47 -0.62 0.000 駅までの時間 -150663 -0.52 0.000

Google/延長 1.12 0.54 0.000 Google/延長 -97 -0.20 0.045

歩行者休日 19 0.53 0.000

道路幅員 19939 0.44 0.000

Twitter/延長 156 0.21 0.019

決定係数 0.46 分散P値 0.000 決定係数 0.94 分散P値 0.000

浦和

（賃料）

偏回帰

係数

標準化偏

回帰係数
Ｐ値

浦和

（路線価）

偏回帰

係数

標準化偏

回帰係数
Ｐ値

道路幅員 126.74 0.34 0.018 歩行者平日 56 0.97 0.003

歩行者平日 -0.38 -0.45 0.000 歩道幅員 16722 0.37 0.026

Google/延長 -4.48 -0.20 0.138 歩行者休日 -21 -0.42 0.191

駅までの時間 -546.57 -0.60 0.000

階数 476.11 0.33 0.007

契約階数 -292.78 -0.20 0.058

Twitter/延長 -1.16 -0.37 0.005

決定係数 0.88 分散P値 0.000 決定係数 0.65 分散P値 0.000

浜松

（賃料）

偏回帰

係数

標準化偏

回帰係数
Ｐ値

浜松

（路線価）

偏回帰

係数

標準化偏

回帰係数
Ｐ値

面積 -20.91 -0.46 0.000 歩道幅員 18784 0.59 0.000

竣工年 39.57 0.35 0.001 Twitter/延長 -83 -0.37 0.000

駅までの時間 383.81 0.44 0.000 Google/延長 -94 -0.45 0.000

契約階数 -377.30 -0.33 0.005 歩行者平日 29 0.90 0.001

歩行者休日 0.11 0.22 0.064 歩行者休日 -14 -0.65 0.006

決定係数 0.61 分散P値 0.000 決定係数 0.67 分散P値 0.000

熊本

（賃料）

偏回帰

係数

標準化偏

回帰係数
Ｐ値

熊本

（路線価）

偏回帰

係数

標準化偏

回帰係数
Ｐ値

契約階数 -499.41 -0.46 0.000 歩行者平日 32 0.89 0.000

歩道幅員 70.68 0.27 0.007 駅までの時間 -27344 -0.11 0.040

面積 -5.78 -0.27 0.004 Google/延長 25 0.14 0.011

竣工年 30.29 0.25 0.013 通り延長 271 0.14 0.041

駅までの時間 -232.97 -0.20 0.050

決定係数 0.45 分散P値 0.000 決定係数 0.94 分散P値 0.000

高松

（賃料）

偏回帰

係数

標準化偏

回帰係数
Ｐ値

高松

（路線価）

偏回帰

係数

標準化偏

回帰係数
Ｐ値

面積 -5.37 -0.41 0.002 歩行者休日 30 1.55 0.000

駅までの時間 -155.99 -0.23 0.080 歩行者平日 -22 -0.81 0.000

契約階数 -192.81 -0.18 0.164 道路幅員 5255 0.31 0.000

決定係数 0.23 分散P値 0.005 決定係数 0.90 分散P値 0.000

表９．重回帰式る。たとえば、熊本の路線価においては、Google件数と

歩行者通行量の相関がわずかに負であるが、重回帰式には

歩行者平日とGoogle/延長が編入され、どちらも路線価

に正の影響を与えている。すなわち、熊本では歩行者量と

Googleが異なる意味合いを持ち、両方が路線価の形成要

因となっている。これに対して高松の路線価においては歩

行者通行量とGoogle、Twitterそれぞれに中程度の相関

が見られ、歩行者量のみ重回帰式に編入されている。つま

り、高松では歩行者量とGoogle、Twitterが同じような

意味合いを持っている。このように、路線価の形成要因は

各都市によっては異なり、Googleや Twitterのデータ自

体が持つ意味合いや、路線価の形成要因に及ぼす影響も各

都市によって異なると考えられる。

　これは、賃料の場合でも同様であり、例えば天神では、

歩行者量とTwitterの相関があるが、重回帰式には歩行

者休日とTwitter/延長の両方が編入された。歩行者量と

Twitterの持つ意味合いが異なることが伺える。

４．おわりに

　本研究では、認知度の指標と歩行者通行量の相関係数を

比較することで、都市の性質を分類した。この分類を踏ま

えつつ、重回帰分析により、各対象都市の賃料および地価

の形成要因を探った。

　これらの結果から、通りの名称の認知度は、各都市によ

って異なる意味合いではあるが、賃料および地価と関連性

があると考えられる。賃料では、建築物の要因が与える影

響が大きいが、路線価では、認知度の指標が歩行者量や立

地等と同程度の影響を与えていて、認知度はより小さい影

響を及ぼしている。

　今後の課題としては、賃料データをより大量に収集して

分析精度を上げること、通りごとの建物利用の把握など、

オフィスと店舗の関係をより精緻に分析する枠組みを構築

することが挙げられる。
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