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相互の馴化と浸透に着目した複合商業施設再開発区域と周辺の商業集積の変遷分析
Analysis on the Change in Commercial Clusters of Urban Redevelopment Areas for Commercial 
complexes and their Neighborhoods Focusing on Mutual Acclimation and Penetration
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The purpose of this study is to analyze how the commercial clusters redeveloped newly and their existing 
neighborhoods are segregted, are harmonized with, become one commercial cluster while repeating separation 
and fusion and also, how do these spread out and infiltrate. To This end, this study focused on commercial 
complexes that have been increasing among redevelopment projects recently, and analyzed the commercial 
clusters in olinas Kinshicho and its neighborhood. The result showed that the redeveloped commercial complex 
can be harmonized with its neighborhoods, but can tend to generate a cluster with specific types of facilities. 
This leads to different development between the redeveloped commercial complex and its neighborhood as well 
as among types of facilities. This means that such projects have difficulties in mutual penetration.
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１．はじめに
１．１　研究の背景
　日本では多くの再開発事業（以下、再開発）が行われて
きているが、時代とともに再開発を取り巻く環境は変化し
てきた。８０年代後半から９０年のバブル期では、東京都
心部を中心にオフィス需要が拡大し、需要を超過したオフ
ィスビルの開発が進められた。バブル崩壊後は、床需要は
冷え込み、地価は急激に下落し、再開発の保留床の処分が
困難と化した１）。そのため、事業計画の大幅な見直し、及
び中止となるケースも増加した。その後、東京などの大都
市では、都心回帰の流れ、また、不動産証券化市場の熟成
などといった影響から、オフィスのみならず、住宅、商業
の床需要が再び拡大、上昇する傾向にある。一方、地方都
市では、衰退が続き、依然として床需要は低迷し、再開発
事業の保留床処分は難しい現状である。
　その結果、今日の再開発は大都市では大規模高容積化、
地方都市では、身の丈にあった低容積化という２極化にあ
る。それに加え、各地区の状況に応じ工夫をこらした事業
が進められ、再開発は多種多様化している。特に近年は、
保留床の処分といった事業採算性を確保するべく、収益性
の高いオフィス、住宅、商業施設を複合した再開発が多く、
その中でも顕著なのが複合商業施設の再開発である。商業
施設も古くは、商店街といった小規模店舗に始まり、スー
パーやショッピングモールへの集積と変化してきた。それ
が、９０年代後半からショッピングモールやオフィス、ア
ミューズメント施設を一箇所に集積し、その相乗効果によ
って集客力向上を狙った大型の複合商業施設への展開が進
み今日に至る。
　複合商業施設は、その性質から、テーマ性、斬新さや空

間デザインなどばかり注目されてしまう傾向があるが、本
来、商業施設は人々の生活に不可欠な施設の１つでもある
ため、その用途配分、内容も重要な指標であり、複合商業
施設の再開発は周辺地域にも様々な影響を与えると考えら
れる。例えば、再開発による店舗の出退店によって街に様々
な人々を集め、地域の活性化が見込まれる一方、街に馴染
まない店舗の出店によって、最終的にテナントの撤退や空
き床の発生、それらに伴い商業施設、ひいては街全体の衰
退を招いてしまうことも有り得る。こういった問題を防ぐ
ためには、再開発区域とその周辺地域の相互の商業集積の
変遷を把握し、街一体で見たときの適切な商業集積の促進
と制御の程度を探る必要があると考えられる。
１．２　研究の位置づけと目的
　再開発とその周辺地域の経年変化を評価する研究は数多
く行われており、その評価指標としては、宮澤、有賀によ
る人口動態からの評価２）や、紙野、金による土地利用変
化からの評価３）、沼田、小場瀬による地価動向の変化から
の評価４）など多様である。また、商業集積に関する研究
も、稲坂、貞広による商業集積の拡大方向に着目したもの５）

や伊藤、曲渕らによる店舗の持続と交替に着目したもの６）

など数多く存在する。しかし、再開発区域とその周辺地域
の相互の商業集積の変遷に着目した研究は少なく、商業集
積内の店舗の馴化及び浸透に着目し、さらにそれを視覚的
に示した研究は見当たらない。
　以上から、本研究では再開発によって新たに形成された
商業集積地と既存の商業集積地が相互にどのような棲み分
けを行い、年月を経てどういった融合と分離を繰り返しな
がら１つの商業集積として馴染み、どのように広がり浸透
して行くのかを視覚的に示し分析することを目的とする。
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表 1　業種種別

図 1　対象敷地
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２．分析対象地
　分析対象地として選定したのは、東京都墨田区錦糸にあ
るオリナス錦糸町（以下、オリナス）及び、その周辺であ
る半径４００m 圏内の範囲である。オリナスは２００６
年に工場跡地を再開発し開業したものであり、オフィス、
住居、映画館、商業施設を複合させた再開発施設である。
この施設を選定した理由として、変遷を追うためにある程
度の年月が経過した施設であり、その店舗データを揃える
ことが可能であること。そして駅前再開発ではないという
点である。これは、駅前、駅近という圧倒的に有利な立地
の影響を避けて、純粋に再開発施設とその周辺の関係をみ
る必要があると考えたからである。
　以上から、オリナスは竣工を加味して現在までに１０年
以上経過していること、最寄り駅より徒歩５分と駅直結型
ではない位置に立地することから対象地として選定した。
　なお、周辺地域を半径４００m 圏内と設定したのは、
圏内に駅が含まれないこと、そして石原らによる日常生活
圏域の研究７）において、パーソントリップ調査から分析
を行った結果、徒歩の移動が最も多いのは徒歩５分圏であ
り、概ね４００m 程度とされており、そこから採用した。
また、再開発施設内の通路においては、通り抜けなどとし
ても利用することができることから、周辺地域の道路と同
様に施設内の通路も街区として扱うこととする（図１）。

３.　調査方法
３. １　電話帳データ
　 前述の対象地において、２００２年（着工時）、
２００６年（竣工時）、２００９年（中間期）、２０１３年

（研究時点で最新）での４時点での施設分布の変化を比較
する。対象地のうちオリナスを除く施設の位置は、過去の
タウンページ電話帳８−１４）より事業者名、住所、業種名を
抽出し、その情報から緯度経度情報を算出しデータベース
を作成した。そして GIS ソフトである ArcGIS を用いて
時空間点分布図を作成する。オリナス内のテナントデータ
に関しては２０１３年時点分はホームページ１５）のフロア
ガイドより抽出、２００６年開業時のテナントに関しては、
オリナスのグランドオープンに向けて発行された広告で、
墨田区民に向けて発行されているすみだ TOWN 情報紙

「AVENUE」１６）に掲載されていたものを参照し、データ
を整理した。また、２００９年のデータは、オリナス開業
以降、テナントの入れ替わりが細かく行われおり、その時

期は曖昧な点も多かったため、２００６年と２０１３年の
時の施設件数の中間値をデータとして使うこととした。
　なお、タウンページには約２０００の業種が登録されて
おり、非常に細分化されている。本研究では、地域住民や
来街者が利用することを主としているので、そういった
人々が利用する頻度が高いと考えられる業種として３０種
に絞った。そして、さらにそれらを明確な目的を持って行
く頻度が高いサービス品店、明確な目的を持ちながらも近
くで購入する頻度の高い最寄品店、明確な目的がなくとも
行く可能性があり、商品を比較検討し購入する頻度の高い
買回り品店として３つに分類した（表１）。

３. ２　施設分布点の変遷
　作成した時空間点分布の点は施設代表点になっているた
め、それらの点をそこから最寄りの道路縁上に移動させた。
これは、商業施設は基本的に人口や幹線道路、交差点の位
置といった様々な要素を考慮にいれた立地を行っているた
め、対象地域のスケールにおいて、より正確な店舗の馴化
と浸透を図るためには、単純な直線距離ではなく、道路距
離で分析を行うことが適切と考えたからである。
　以上から、施設件数は年々減少していることが分かる（図
２）。その内訳は、サービス品店は再開発に合わせて減少
したが、年々少しずつ増加してきていることがわかり、そ
れを牽引しているのはオリナス内における増加であること
は顕著である。最寄品店はオリナス完成以後、大きく減少
したが、２００９年以降は増加に転じている。一方、オリ
ナス内における最寄品店は減少傾向にあり、対照的な結果
であることがわかる。買回り品店については全体的に縮小
傾向である。これは近年の国内の経済状況より、全国的に
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図３　施設分布

図 2　施設数の推移
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見ても買回り品店の減少進んでおり１７）、ある程度は予想
された結果といえる。しかし、オリナス内においての買回
り品店の数は開店時のテナント数より増加しており、年々
進行している縮小は周辺地域によるものであることがわか
る。なお、オリナス１階部分のみに着目し、そのテナント
配置を見てみると、上記のオリナス内での変遷とは反対に
サービス品店が減少し、最寄品店が増加している。これは、
施設立地の条件としては１階が最も好条件であるため、上
の階にあったテナントが下の階に降りてきて、その後撤退
するという構図だと考えられる。
　次に施設分布点の配置の変遷を考える。サービス品店は
全体的な配置の印象に大きな変化はない。しかし、オリナ
ス内及びオリナスに隣接した区画におけるサービス品店は
安定していない印象を与える。最寄品店は当初、再開発施
設の南北方面に点在していたが、年々その数を減らしなが
らも、その配置は東西方面にも展開していることがわかる。
さらには２０１３年時点では、再び南北方面にも回復され
てきていることがわかる。買回り品店は当初、駅のある南
側に多かったが、オリナス完成後、オリナス内及びその北
東方向にも広がりをみせるようになった。しかし、次第に
施設数は減っており、集客力が強いと考えられる幹線道路
沿いや駅に近い店舗が残るようになり、全体的には縮小傾
向であることがわかる（図３）。
　以上を踏まえると、２００６年のオリナス開業とともに

その周辺にあったサービス品店と買回り品店は、オリナス
内に吸収されたととらえることができる。しかしその後、
周辺地域において、サービス品店は再開発前の状態に回復
する傾向がある一方、買回り品店は再開発施設に吸収され
た後、周辺も店舗数は減り続けているという違いが見られ
る。また、最寄品店はその影響を受けずらく、再開発施設
内においての最寄品店は減少傾向である点やその分布から
も定着は難しいことが見受けられ、対照的に周辺地域にお
いては広がっている傾向にあるととらえることができる。
4.　分析方法
4.  1　カーネル密度推定
　カーネル密度推定は、ある事象における離散的な点デー
タの分布から、その事象の確率密度を推定する代表的な手
法である１８- ２０）。各点ごとにカーネルと呼ばれる関数を
おき、そのすべてのカーネルを足し合わせることで算出さ

サービス品店

最寄品店

買回り品店

2002 2006 2009 2013
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図４　最近接距離の平均値

図５　最近接距離の最大値

れる合計値で確率密度分布を作成することができる。これ
を用い店舗分布の推定することによって、個々の店舗のバ
ッファから形成される商業集積に加え、店舗密度による連
結度合いを測ることも可能となるため、この手法を採用し
た。本分析では、平面上でに確率密度推定となるため、カ
ーネル関数 K(x) は２次元ガウス型カーネルとし、２次元
正規分布を用いる。以上より、施設 i におけるカーネル関
数 Ki(x) と（１）式で表される。ただし、x は各グリッド
の中心点、xi は施設 i の中心点、パラメーターは h とする。
　また、（１）式で表される施設 i を中心とした各カーネ
ルを足し合わせてできる全体の確率密度推定 f(x) は、施設
の総数を n とすると（２）式で表される。

　（１）、（２）の式からもわかるように、カーネル密度推
定では、カーネル関数のバンド幅と呼ばれるパラメータ h
の値によって密度分布曲線の形状が大きく左右する。この
値は点を中心としたカーネル関数の範囲と大きさを規定し
ており、空間的な影響度をどれくらい反映させるかを決め
るパラメータとなる。密度推定において、この値が大きい
ほど弱い影響力を広範囲に与え、全体的な傾向をとらえた
密度を算出でき、小さいほど強い影響を狭い範囲に与える
と捉えることができるため局所的な影響の強さを捉えるこ
とができる。以下に本研究においての適切なバンド幅の決
定方法においても説明を行う。さらに、施設点におけるカ
ーネル密度関数を推定し、それによってできた時系列ごと
の店舗密度地図を比較する。
4.  2　バンド幅の設定方法　　
　バンド幅の設定方法に当たっては様々な手法が存在し、
絶対的なものはない。一般的にはプラグイン法など数理的
に求めるが、これらの方法は平均積分二乗誤差が最小にな
るような値をバンド幅として採用している。しかしこの値
であると、分布の起伏が激しい場合、適切なバンド幅を与
えることができないとされ、位置の検討などには不十分で
ある。したがって、本分析においては上記のバンド選択法
は適切ではないと考え、各施設の店舗領域から、最適なバ
ンド幅のパラメータを算出することとした。店舗領域とい
うと商圏が該当するが、経済産業省による「商業環境の
現状分析」２１）によると、一般的に最寄品店及びサービス
品店における商圏は５００m ー１km、買回り品店で ± ５
km とされており、本研究のスケールにおいて商圏をバン
ド幅として採用してしまうと、大都市において一般的な徒
歩移動の観点から異なった集積と捉えられる。または地理
的に離れた商業集積も一つの商業集積として統合されてし
まう可能性があり、分析として粗い結果となる可能性があ
ると判断し、不採用とした。そこで、業種種別ごとに各施
設点から最も近接する点を抽出し、その２点間の距離を出
し、その中における最大距離をバンド幅として採用するこ

ととした。こうすることにより、施設同士がどの程度の距
離間隔にあるのかの概算することができ、競合する店舗で
ありながらも、同じ商業集積の中で成り立つという店舗領
域で集積の広がりをみることが可能となる。
4.  3　最近接距離の変遷
　最近接距離の変化を見ると、その平均値においては、す
べての施設点間で計測すると、施設点間の距離にあまり変
化はないことがわかる。つまり、テナントを新たに入れる
場所を作るというよりは、同じ場所にテナントが施設種別
を変えながら入っているということが予測できる。その内
訳をみると、施設間距離は、オリナス開業と同時に３種別
ともに長くなったが、その増加幅は最寄品店が最も大きい。
２０１３年時点では、サービス品店及び最寄品店において
は、その距離は狭まったが、買回り品店は増加した（図４）。
　最大値においては、全ての施設点間の距離は年々狭まっ
ている。サービス品店では、オリナス完成で施設間距離が
狭まったが、次第に距離が長くなっている。最寄品店は、
オリナス完成と同時に施設自体が間引きされたため、最大
値も大きくなったが、２０１３年時点では縮小傾向である。
買回り品店は、他の２種と比べてもあまり増減がない印象
である。それに対し施設数は減少しているため、店舗はあ
る程度集合していることが予測できる（図５）。
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５. 　分析結果
　以上の条件で、カーネル密度推定を行った結果で得た確
率密度分布図が次頁の通りである（図６）。
　全施設においては、オリナス開業以降、もともと駅前に
集中していたものが少しずつオリナス側にも移動してきた
ことがわかる。しかし２００９年以降、その集中の局所化
が進行しつつ、東西方向に減縮傾向である一方で、駅及び
オリナス、さらには幹線道路沿いといった堅実な箇所への
施設配置が進んでいることが考えられる。
　以下、施設数の変遷も踏まえ、確率密度分布の施設種類
ごとの動向を記す。
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図６　カーネル密度分布
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5.1　サービス品店
　オリナス開業と同時に施設数は減少したが、その配置
はもともと駅周辺に集中していたものが拡散し、東西方
向が減縮しつつも、北側に広がるようになった。しかし、
２００９年以降は開発前の密度分布と類似してきており、
減縮した駅前や東西方向の店舗が再び戻ってきている傾向
がある。これは、サービス品という性質上、顧客が固定し
ているためと推測できる。一方、オリナス内におけるサー
ビス品店の数は増加に転じており、これは、他の２種を入
れるよりも、採算性という面では堅実に一定の顧客を得る

ことが可能なためだと考えられる。したがって、再開発に
より周辺から施設の吸収が生じていることがわかる。
5.2　最寄品店
　オリナス開業以前は局所的に集積したものが各地に配置
されているという状態であった。しかし、オリナス開業と
同時に１つの集積としてまとまり、施設数は減ったもの
の、大きく緩やかな広がりを持つことになった。その傾向
は２００９年時点まで続いていたが、２０１３年では施設
数が回復し、それらが元の位置へと戻った。この影響で、
局所的な集積、さらには、広がりがなくなり、結果として
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再開発以前の状態に戻りつつある。オリナス内においては、
その施設数は減少していく一方であり、増加に転じている
サービス品店にその場所を譲る構図であり、再開発施設の
ように一箇所に集約させる配置においての最寄品店の固定
化は難しいことがわかる。したがって、最寄品店は街中に
小規模かつ局所的に収集させ、そのクラスターを一定間隔
で分散させる方が機能することが示唆された。
5.3　買回り品店
　もともと駅を中心に１つの集積として大きく広がってお
り、オリナス開業によってオリナス内における買回り品店
との連鎖も見受けられる。しかし、駅及びオリナスは一貫
して一定数を維持し続け、その集積の密度は高く成長して
いくのに対し、周辺地域の集積は衰退傾向にある。そもそ
も再開発施設は一般的に、にぎわいや集客が期待できる買
回り品店の割合を大きくする傾向がある。さらに、図２に
も現れているように、買回り品店は総数の減少、すなわち
集約化が進んでいる。この状況では、大量かつ大型のテナ
ントを集約できる再開発施設や駅前は対応が可能である
が、その周辺地域では難しく、結果的に撤退へとつながり
周辺地域における衰退は著しい。以上より、買回り品店は
単独での成立は難しく、集積することで生き残れるという
性質を持っていると推測できる。そのため、再開発施設内
に生成された買回り品店の集積は維持できるが、それが周
辺に浸透及び馴化することは難しいと推測できる。

6.　まとめ
　本研究では、再開発区域と周辺の商業集積の変遷の様態
を探るため、電話帳データを用い、オリナス錦糸町及びそ
の周辺における施設数及びその分布のデータベースを作成
し、カーネル密度推定によって分析した。その結果、対象
地域では商業施設数は減少傾向であるが、その施設配置は
一極集中型であったのが分散型へと変化していた。このこ
とから、再開発が商業集積の広がりに影響し、市街地再開
発として一定の効果はあると考えられる。しかし、その内
訳をみると、サービス品店は再開発区域と周辺の両方に立
地するものの、最寄品店は再開発区域からは流出し、買い
回り品店は再開発区域に集約されるという、施設種別ごと
の偏りが生じていた。また、再開発施設内での有利な階へ
の集中がみられることもわかった。したがって、再開発は
周辺地域に馴化することはできるが、特定の施設種別に
偏った集積を生む傾向があり、結果的には再開発と周辺地
域また施設種別ごとにおいても異なった展開をするため、
相互の浸透という点では困難が残ることが示唆された。
　本研究の課題として以下の三点があげられる。一点目は、
施設の分布を床面積も考慮に入れた調査することである。
近年は大型専門店などを導入する店舗が多いという状況も
あり、同じ施設の出退店でも床面積の大きさでその影響度
は異なると考えられる。したがって、単純に施設数による
変遷だけではなく、床面積の変遷を含めることで、より正
確な分析ができると考えられる。二点目は高さ方向を含め、

三次元での分析である。本研究では、オリナス内における
高さ方向の変遷の調査は行ったが、周辺を含めて分析まで
は至っていないため、今後の課題といえる。三点目は、他
の再開発との比較である。施設数や施設点間距離、確率密
度などによる変化の幅は、再開発ごとにどの程度であるの
か、どのくらいの経年で施設分布が安定するのかという点、
またそれは、再開発ごとに共通していることなのか、土地
固有の問題であるのかなど考察は、今後の課題である。 
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