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We quantified energy-saving effect and CO2 Reduction effect by going out to local shopping streets.  In order to examine the effects, 

we carried out a questionnaire survey for the inhabitants around the shopping area. We checked housing types and areas, shopping 

activities, electrical equipment, conditions of on and off of switch during shopping. Based on these data, we calculated the effects, and 

local shipping districts has made energy savings more than shopping in other commercial areas. 
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1．研究背景と目的 

 近年、全国的な商店街衰退を背景に、商店街の有する機能の在

り方が見直されている。これにより、低炭素まちづくりの一環と

して、商店街のエコ機能についても関心が高まっている。そこで

本研究では、都市の賑わいを低下させることなく、無意識に環境

負荷低減が期待できる活動を抽出した。その結果、地元商店街の

持つ「外出促進効果」を例に取り、『地元商店街へ来街し、自宅を

空けることによる省エネ効果』及び『自動車利用抑制効果』とし

て CO2削減量を算出する。さらに、地元商店街を利用する人と、

地元商店街以外を利用する人の買い物行動を比較し、地元商店街

を利用する人の省エネ効果を明らかにすることが目的である。 
 
2．既存研究との位置づけ  

 既存研究では杵淵・竹村らの研究において、潜在的に環境

負荷低減効果が見込める商店街での活動をリストアップし、川

崎市全239商店街の環境配慮活動への関心についての調査を行

っている。しかし、リストアップした活動は、環境負荷低減効

果が潜在的に見込める可能性はあるが、実際に数値としてCO2

削減効果があるかは明らかではない。また、自動車利用抑制効

果に関する既存研究としては、消費者の買い物行動を、サイバ

ースペース上に変換することにより考えられるCO2削減量の算

出について、植田・山室・谷口らの研究が挙げられる。しか

し、空間代替という面では本研究と同様であるが、都市機能の

向上に不可欠である、消費者の外出促進については考慮されて

いない。さらに、低炭素技術導入に関する既存研究として、居

住者の生活スケジュールからエネルギー需要を推計することに

よりCO2排出量を算出した、森田・金岡らの研究が挙げられ

る。しかし、これらは世帯別単位でのエネルギー需要に焦点を

当てており、より広範囲な街区での検証は行われていない。よ

って本研究では商店街のエコ機能の効果を数値化することによ

り、商店街活性化及び環境負荷低減という双方の観点から、「外

出促進効果」が有効であるかを明らかにしていく。 
 

 

3．調査対象地と研究方法 

3-1．対象地の選定理由 

 商店街の「外出促進効果」を検証するにあたり、周辺地域住民

によく利用され、商業活動の活発な商店街を選定する必要性があ

る。そこで我々は、杵淵・竹村らの研究でリストアップされたデ

ータをもとに、モトスミ・ブレーメン通り商店街及び、当商店街

と隣接している井田中ノ町商栄会、モトスミ・オズ通り商店街周

辺地域を対象地として選定した。（以下、３商店街をまとめて『元

住吉商店街』とする。）また、近隣の武蔵小杉駅周辺を含め、自動

車移動が考えられる大型商業施設が多数点在していることから、

店舗型の大型商業施設と商店街での買い物行動を比較できるこ

とも選定理由として挙げられる。 

【表1】対象商店街概要 

 
3-2．調査方法 

 本研究では商店街周辺地域住民向けにアンケート調査を行っ

た。アンケートは、木月一丁目、木月二丁目全域と、井田中ノ町、

木月三丁目、木月住吉町の一部地域に配布。配布基準は元住吉駅

周辺商店街から南北に約300m圏内とした。概要については【表2】、

配布範囲は【図1】の通りである。 

【表2】アンケート調査概要 
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【図1】アンケート配布範囲と３商店街の分布 

 

4．元住吉商店街とその他の買い物先での買い物行動比較 

4-1．アンケート回答者の属性 

 本アンケート調査では家の中で最も買い物をする方に回答を

求めた為、回答者の性別属性は、女性の割合が高くなっている。 

【表3】アンケート回答者の属性 

 

4-2．元住吉商店街以外での買い物先 

 元住吉商店街以外での買い物先としては、武蔵小杉駅周辺エリ

アが全体の約半数（43.2％）を占めた。理由としては、元住吉商

店街周辺地域から自転車・徒歩圏内で移動が可能であり、豊富な

商店を集約している大型商業施設が、多数あることが考えられる。 

 

【図 2】元住吉商店街以外での買い物先（※以下、これらの買い

物エリアを総称して「商店街以外」とする）  

【表4】買い物先への移動手段 

 

 

 【表 4】は、回答者の買い物先への移動手段を表したものである。

元住吉商店街以外の買い物先への移動手段については、買い物先

までに要する全ての交通手段を網羅するため、複数回答形式とし

た。よって、「徒歩＋電車」「徒歩＋バス」のようなケースが多く

みられるため、「徒歩」の回答割合が高くなっている。 

 また、武蔵小杉駅周辺エリアへの買い物について、徒歩と自転

車の割合が高いこともこちらの表で明らかとなっている。 

4-3．回答者の買い物行動の実態 

 以下の表は元住吉商店街と商店街以外の利用頻度及び、平均滞

在時間を比較したものである。回答者の元住吉商店街利用頻度は

非常に高いことがいえる。しかし、商店街以外は大型商業施設の

買い物先を含んでいるため、平均滞在時間については元住吉商店

街より高い結果となった。 

【表5】回答者の買い物行動の実態 

 
4-4．買い物先別の滞在時間 

 以下の表は【表 5】のデータをもとに、元住吉商店街とその他

の買い物先での１ヶ月あたりの買い物時間を比較したものであ

る。この表により、元住吉商店街周辺地域住民は地元の商店街を

メインに利用している比率が高いことが分かる。 

【表6】１ヶ月合計の買い物時間の分布 

 

 

5．外出行動による自宅の省エネ効果検証 

5-1．CO2削減量算出方法 

 本研究では、回答者の外出行動により考えられる省エネ効果を

検証する。そこでアンケートにおいて、外出前後での電気機器使
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 用状況を調査し、外出時に稼動させていない電気機器の省エネ量

を、CO2削減量として算出した。算定式は環境省の公表する『温室

効果ガス排出量の算定方法』をもとに、以下のように算出した。 

 また、式⑴の CO2排出係数においては、川崎市で最もシェア率

の高い東京電力の数値[0.505kg-CO2/kWh]を採用し、月間買い物滞

在時間については滞在時間と移動時間の和を代入した。ただし、

アンケート配布地域は元住吉商店街から徒歩約１０分圏内であ

るため、元住吉商店街での買い物の移動時間については考慮しな

いこととした。また外出後に電気機器がOFFであれば“1”を入力

し、CO2削減量として計算し、ONであれば“-1”を入力することに

より CO2排出量として、CO2削減量の合計値から差し引くこととし

た。回答者の外出後の電気機器 OFF 率は以下の【表 9】の通りであ

る。 

【表7】回答者の外出後の電気機器使用実態 

 

 

 

※元住吉商店街での買い物の場合移動時間は考慮しない。買い物先への移動時間につい

ては、アンケートによる個別回答にもとづく 

【図3】CO2削減量算出フロー 

 各部屋別電気機器消費電力は、電気機器や部屋の大きさに応じ

て数値が異なるため、次項にて定義する。 

5-2．電気機器消費電力規格の定義 

 本研究の省エネ効果検証は照明機器、空調機器、テレビのみを

対象項目とした。対象項目の選定理由は、経済産業省の公表する、

家庭部門機器別電気使用量において冷蔵庫を除く上位３項目に

あたる為である。 

また、照明機器、空調機器については部屋の広さに応じて消費

電力が異なるため、アンケートにおいて、LDK及び主寝室の広さ

についても調査を行った。照明機器における部屋別畳数に応じた

平均消費電力は以下の通りである。 
【表 8】アンケート結果から得られた部屋別及び畳数別平均消費

電力(照明機器) 

 
 さらに、空調機器とテレビの消費電力規格の数値は以下の表を

参照している。 
【表9】空調機器とテレビの消費電力規格の数値 

 
【表10】経済産業省のデータをもとにした畳数別消費電力規格 

 

5-3．外出行動による省エネ効果の算出 

 照明機器に関しては【表8】、空調機器に関しては【表10】を参考に、

各戸の畳数に応じて式⑴の電気機器消費電力規格に数値を代入し、

テレビに関しては【表9】の数値を代入した省エネ効果モデルが次の

[モデル１]である。なお、畳数が不明な回答に関しては【表8】の総計

から平均消費電力を式⑴に代入した。 

【表11】省エネ効果［モデル１］ 

 

 また、今回のアンケート調査では【表 10】のデータに偏りが多く、

サンプル数も少なかった為、経済産業省が公表する、照明機器の消

費電力目安【表 12】を参考に、各戸の部屋別畳数に応じて式⑴に代

入し、空調機器とテレビについては[モデル１]と同じ数値を代入した

省エネ効果モデルが[モデル２]である。 

以上より、［モデル１］［モデル２］ともにデータに大きな差異

が生じなかったことから、[モデル１]のデータの妥当性があるこ

とが言える。［モデル１］の買い物における外出行動の CO2削減

量は、元住吉商店街と商店街以外の合計で約12.1kg-CO2／  

CO2削減量(kg-CO2)                    式⑴ 

＝Σ{各部屋別電気機器消費電力規格(kW)×月間買い物滞在時間(h)

×CO2排出係数(kg-CO2/kWh)×外出前後での電気機器使用状況}                
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 【表12】省エネ効果［モデル２］ 

 

（1 ヶ月・世帯）の削減となった。参考までに、電気部門におけ

るCO2排出量は約206.7kg-CO2／（1ヶ月・世帯）となっており、

買い物における外出行動によって約 5.6%のCO2削減効果が見込

める結果となった。また、元住吉商店街を利用することにより、

元住吉商店街以外の買い物先を利用した場合と比較して、約

0.3kg-CO2／（1ヶ月・世帯）の削減が見込める結果となった。要

因としては、元住吉商店街以外での買い物の場合、移動手段とし

て自動車を利用するケースがみられ、その分のCO2排出量が起因

していると考えられる。補注⑵ 
【表13】各モデルのデータ出典元のまとめ 

 

 [モデル２]はあくまで、［モデル１］の照明機器消費電力規格の

数値に妥当性があるかを検証する為に作成したモデルである。よ

って［モデル１］と［モデル２］の違いは照明機器の消費電力規

格の数値のみで、その他の電気機器の消費電力規格については、

［モデル１］［モデル２］ともに、同等の数値を式⑴に代入し、CO2

削減量を算出している。 

5-4．元吉商店街周辺地区全体でのCO2削減量想定 

 5-3 におけるCO2削減量はアンケート回答者のみであるため、

元住吉商店街周辺地域全体の町丁目に範囲を広げ、街全体のCO2

削減量を想定した。 

 
【図4】CO2削減量想定範囲概要 

【表14】元住吉商店街周辺地域全体でみたCO2削減量の算出 

 

【表 14】は 5-3 の[モデル１]をもとに、元住吉商店街周辺地域の住

宅形態別一世帯あたりのCO2削減量を、【図4】中の表で示した世帯

数とかけ合わせることにより、広範囲の街区での CO2 削減量を算出

した。 

 

6．まとめ 

 元住吉商店街周辺地域の住民の元住吉商店街の利用率は非常

に高く、平日、休日ともに頻度高く利用されている。一回当たり

の滞在時間は平日、休日ともには 30 分程度が多く滞在時間は長

くはない。一方、一駅隣に大型商業施設が複数立地するものの地

元商店街以外の商業利用は限定的である。また、本地域では様々

な環境配慮活動への関心も高く、外出時の照明機器の消灯率は高

く、空調設備でも9割程度が実施している。 
 本地域では、地元商店街における買い物でも、商店街以外の買

い物でも省エネ効果、CO2 削減効果に大きな差異がなかったが、

一方で、一軒家と集合住宅では概ね2倍程度の大きな違いが確認

された。アンケート調査に基づくモデル２では、元住吉商店街で

の買い物による外出行動で一軒家では7.6 kg-CO2／（1ヶ月・世

帯）で一般家庭の3.7％にあたるCO2削減となっている。地元商

店街で、このような買い物による省エネ効果を呼びかけることに

より省エネと商店街活性化の両立が期待できる。 
  
【補注】 

（1） 環境配慮活動とは、環境に配慮して自発的に行う生活行動、購入行

動、交通行動、環境保全活動への参加などを指すが、潜在的環境配

慮活動とは一般にエコという認識のない活動をエコという観点から

評価することで、エコに貢献できる活動、または、既存の活動にエ

コ効果を付加した活動を指す。 

（2） 自動車移動によるCO2排出量の計算式は以下の通りある。 

燃費については燃費情報サイトの「e燃費」を参照し、神奈川県の平

均燃費である11.66km/Lを採用した。 
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