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地方都市における市街地再開発事業と周辺商業集積の変化の関連性

－商業集積の施設数変化に着目して－

The relationships between the construction of large-scale buildings by redevelopment projects and 
the changes in commercial accumulation around them of local cities in Japan. 

: Focusing on changes in the number of facilities in commercial accumulation 
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Miyamoto Yuki *･Yoshikawa Tohru**･Sanuki Ryo** 

This study aims to clarify the relationships between the construction of large-scale buildings by redevelopment 
projects and the changes in the number of stores around them in central districts of local cities in Japan. In this study, 
these relationships were clarified by using multiple regression analysis whose objective variable is the rate of change 
in the number of facilities before and after the completion of the project. The result of the analysis showed that the 
characteristics of the buildings by redevelopment projects have an impact on the area within 400 meters from the 
redeveloped sites, but its impact is small in the area within 800 meters from the sites. 
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1. はじめに 
市街地再開発事業（以下、再開発事業と呼ぶ）は、近年その手

法が多様化し1)、住宅主体の事業や公共施設を導入した事業も多

く見られるようになった。再開発事業の周辺への影響は、多くの

研究がなされてきたが、施設数変化に着目した研究は見られない。

そこで本研究は、多様化した再開発事業と周辺商業集積の変化の

関連性を施設数変化に着目して明らかにすることを目的とする。 
 関連研究として、増山ら 2)は公示地価を、小林ら 3)は路線価を

元に再開発事業による地価・不動産価格への影響を明らかにした。

また、木多ら 4)、相吉ら 5)は、ショッピングセンターの竣工前後

における周辺の施設の変化を追っている。いずれも本研究との類

似性があるものの、再開発事業と周辺商業集積の変化に着目した

研究ではなく、その点が本研究の独自性である。 
2.. 研究手法 
2-1. 対象事業 
以下の条件によって56事業を選定した（表1）。 

①人口100万人未満の都市で行われたもの 
②2010年8月から2016年7月までに竣工したもの 
③機関紙「市街地再開発」6)からデータが得られるもの 
 このうち①は、研究目的を踏まえると、大都市では都市構造が

複雑であり、再開発事業の影響を抽出するのが困難であると考え

られるためである。また②は、詳細な位置情報が得られる商業集

積統計7)を利用できるのが2010年以降であることによる。 
2-2. 分析の範囲 
再開発区域の外周から 400m以内の区域（以下、400m区域と

呼ぶ）、400mを超え800m以内の区域（以下、800m区域と呼ぶ） 、
事業と同一市域で上記の区域を除いた区域（以下、非再開発区域

と呼ぶ）の3区域に分ける。 

表1 対象事業の一覧 

2-3. 重回帰分析 -目的変数- 
本研究は重回帰分析によって、再開発事業と周辺商業集積の施

設数変化の関係性を把握する。目的変数として下記によって

Y1,Y2を算出する。①分析区域の面積が敷地外周からの距離で定

まり、敷地面積に依存することを考慮し、施設数の増減率（以下、

施設増減率と呼ぶ）求める。なお、各区域の竣工1年前での施設

数を基準とし、竣工3年後の増減率を求める。②市域全体での趨

勢の影響を除くため、以下に従って施設増減率の差を求める。 
Y1 = （400m区域 施設増減率）−（非再開発区域 施設増減率） 
Y2 = （800m区域 施設増減率）−（非再開発区域 施設増減率) 
また施設の業種による違いを考慮するため、施設を分類する。

具体的には、明確な目的を持って行く可能性の高いサービス店、

明確な目的を持ちながらも近くで購入する可能性の高い最寄り
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 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

し購入する可能性の高い買周り品店の3つに分類した。これらは、

商業集積統計に登録されている業種を元に分類した（表2）。 
表2 施設分類 

2-4. 重回帰分析 -説明変数 
説明変数を表 3 に示す。このうち平均地価は 400m 区域及び

800m区域内に存在する標準地の地価の平均とする。なお、本研

究では公示地価と都道府県地価については区別せずに同一のも

のとして扱う。また、都市雇用圏ダミーは、金本ら8)によって定

義された都市雇用圏を参考にして作成したダミー変数である。具

体的には、都市雇用圏の中心市と考えられる都市で行われた事業

の値を0、周辺市で行われた事業の値を1とした。加えて、各用

途地域に関する変数については、区域内での面積比率を数値とす

る。なお、白地地域がある区域では白地地域の面積を除いた上で

面積比率を算出する。 
回帰分析の前にこれらの説明変数に対して、赤池情報量基準に

基づいた変数増減法による変数選択を適用した。 
表3 説明変数一覧 

3. 結果と考察 
3-1. 400m区域 

400ｍ区域での結果を表 4 に示す。灰色の欄は 5％有意に達し

なかった説明変数である。 
サービス店については決定係数からやや高い説明力が得られ

た。建築物に関わる変数に着目すると、敷地面積と容積率が負、

建蔽率が正となった。これより、敷地面積や容積率、すなわちボ

リュームが大きい建築物ほど周辺の施設を吸収して減らし、逆に

公開空地が狭いと地域と連担して回遊性を高め、施設を増やすの

ではないかと推測される。また、商業床面積と公共床面積の係数

は正であり、これは建築物の目的地としての中心性を高め、周辺

に滞在する人が増えることが施設を増やすのではないかと推測

される。区域に関する変数では住居系・商業系・工業系の全ての

用途地域が負の係数となった。これは、住居系では施設の規模・

用途が制限されるため小規模施設が減少すること、商業系では施

設の競合が激しいことが起因していると推測される。特にサービ

ス店の場合、この商業系の面積比率が高いと施設が大きく減少す

ることが、係数の値から読み取れる。また、工業系である準工業

地域は商業地域に近い性質をもつため、商業地域と同様の理由で

係数が負となったと考えられる。 
 最寄り品店でも同様にやや高い説明力が得られた。建築物に関

わる変数のうち容積率、公共床面積の解釈はサービス店と同様で

ある。また、建蔽率と細長比の係数はどちらも正であり、その値

も大きい。建蔽率は公開空地が少ないほど、細長比は細長いほど

正に働くことから、どちらも空地の在り方によって都市の回遊性

が高まると施設増加に結びつくと推測される。最寄り品店は、近

隣住民の生活に密接した施設が多く、都市を回遊し多業種の店舗

を次々と訪問すると想定されることから、都市の回遊性の高まり

が正に大きく働くと考えられる。区域に関する変数のうち、住居

系の解釈についてはサービス店と同様である。また、商業系では

近隣商業地域が選択され、係数は正となった。近隣商業地域は、

地域に根ざした施設が多く、特に最寄り品店の場合、再開発によ

る影響を受けにくいことが正となった理由と考えられる。平均地

価、最寄り駅距離は、どちらも係数は負となった。前者は、最寄

り品店は販売単価が低いため地価が高い地域への立地が難しい

こと、後者は、近年の駅前の重要性の高まりが起因したと推測さ

れる。 
 買回り品店については、中程度の説明力が得られた。説明変数

のうち、最高階数と住宅床面積は相関係数が 0.88 と高く、多重

共線性が疑われ解釈が難しい。住宅床面積を目的変数、最高階数

を説明変数とする単回帰式を勘案して両変数の係数を総合すれ

ば正となることから、住宅が多く最高階数も高い建築物は正の影

響をもつ可能性が示唆される。また、平均階数は、高いほど施設

が減少する結果となった。平均階数は容積率との相関が 0.90 で

あることから、容積率が大きいほど施設が減少すると推測される。

用途地域に関する変数では、第一種住居地域と近隣商業地域が有

意となった。これは住居系では競合が少ないこと、近隣商業地域

では地域に根差した施設が多いことが正となったことに起因し

ていると推測される。 
表4 400m区域 回帰結果 
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 3-2. 800m区域

800m区域での結果を表5に示す。800m区域では400m区域に

比べて決定係数が低く、建築物に関わる変数の影響も小さいこと

から、事業の影響は500m以内であるとする既往の知見9)が裏付

けられた。 
表5 800m区域 回帰結果 

サービス店では決定係数が2割を下回り、極めて低い値が得ら

れた。建築物に関わる変数は1つも選択されなかったため、800m
区域のサービス店では再開発事業の影響が極めて小さいと推測

される。区域に関わる変数である第2種中高層住居専用地域と商

業地域に関する値の解釈は 400m 区域と同様である。すなわち、

住居系では施設の規模・用途が制限されるため小規模施設が減少

すること、商業系では施設の競合が激しいことが起因していると

推測される。 
 最寄り品店では中程度の決定係数が得られた。建築物に関わる

変数については細長比を除いて、係数は小さく、建築物の影響が

400m区域に比べて比較的小さいことがうかがえる。細長比につ

いては、例外的に値が高くなった。これは細長比が他の変数の代

理変数として働いている可能性も考えられるが、現状では細長比

との相関係数が0.76である住宅床面積割合や0.80である平均階

数以外は代理変数として検討できず、今後さらなる説明変数の探

求が望まれる結果となった。また、区域に関する説明変数のうち、

住居系である第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用

地域では係数が正をとり、第一種中高層住居専用地域では負をと

ることが分かった。また準住居地域では係数が正をとり、これは

準住居地域が近隣商業地域と似た性質を持っていることが起因

していると推測される。 
 買回り品店でも中程度の説明力が得られた。建築物に関わる変

数に着目すると、建蔽率の係数が負となった。これは400m区域

で考慮していた都市の回遊性に対する影響が 800m 区域では小

さく、建築物の二次元的なボリュームの大きさの影響が強いこと

が起因していると考えられる。すなわち、建築物の二次元的なボ

リュームが大きいほど周囲の施設を減らすということが推測さ

れる。ただし、係数の値は小さいため、800m 区域での建蔽率の

影響は区域に関する説明変数に比べて極端に小さいと考えられ

る。区域に関する説明変数については住居系の第二種住居地域の

係数が正となった。これは最寄り品店での住居系の解釈と同様で

あると考えられる。 また、工業系については準工業地域と工業

専用地域で係数が負、工業地域で係数が正となった。 準工業地

域については、同地域内に住宅地が広がっていることもあり、商

業地域に近い性質をもつため係数が負となったと考えられる。そ

して、工業地域と工業専用地域については区域内にこれらの地域

が存在する事業自体少ないことから、特異な性格を持つ事業の代

理変数となっている可能性が示唆された(表6)。 
表6 施設増減率と工業系用途地域の対応表 

注）表中の色については、Excelの条件付き書式で最大値を赤、最小値を

青、中間値を白に設定し、カラースケーリングを行なった。 
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 4. 総括と課題 
事業の建築物と区域に関わる変数が周辺の施設にもたらす影

響の概要が把握できた。まず、400m区域では説明変数のうち建

築物に関わる変数が多く選択され、係数の値も区域に関わる変数

に比べて値の大きなものが多くなった。この結果から、事業の建

築物の特性と 400m 区域の商業集積の変化の関連性の高さが明

らかになった。一方、800m区域では最寄り品店の分析における

細長比を除いて、400m区域よりも建築物に関わる変数が選択さ

れず、選択された変数の係数の値も小さかった。この結果から、

事業の建築物の特性と 800m 区域の商業集積の変化の関連性は

小さく、事業の影響は500m以内であるとする既往の知見9)が裏

付けられた。 
残る課題は下記の通りである。まず、本研究で得られた結果は

関連性を示すものであり、必ずしも因果性を保証するものではな

いので、この結果を踏まえた因果性を推測する手法の適用が望ま

れる。また、本研究で例外的な値を示した細長比が代理している

変数を明らかにし、決定係数をより高めるため、他の説明変数の

探求が望まれる。 
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