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1. はじめに 
1-1. 研究の背景と目的 
	 地方都市やニュータウンの中心市街地は、経済活動とし

ての場のみにとどまらず、様々な人々が集い・憩い・語ら

いの空間として機能し、「まちの顔」として機能してきた。

しかし、モータリゼーションの進展、消費者のライフスタ

イルの変化が進み、中心市街地での購買行動は減りつつあ

る。加えて、昨今では、都市機能の無秩序な拡散や中心市

街地における居住人口の減少、空き店舗等の商業機能の低

下などをはじめとする中心市街地の空洞化が全国共通の深

刻な課題となっている。 
	 このような状況に対して、2006年のまちづくり三法の改
正を受けて、全国の自治体では、都市計画法による大規模

集客施設の郊外立地の制限や、中心市街地活性化法による

中心市街地活性化基本計画と活性化策に取り組んできた。

これらの取り組みにより、一部の自治体では、中心市街地

での大型店の新規出店があり、また大規模商業施設の郊外

立地に対しても一定のコントロールが図られている。 
	 しかしながら、既に進行した郊外化の影響、消費者の百

貨店離れや百貨店の産業構造改革により、地方や郊外都市

の中心市街地に立地する大型店舗の撤退が相次いでおり(1)、

これらの自治体ではその対応に苦慮している。大型店舗の

撤退から跡地利用が決まるまでの間に、中心市街地の歩行

者通行量の減少や公共空間での活動の低下が進み、近接す

る商店街の衰退や消費の域外流出などの負の影響が連鎖す

ることで、中心市街地の衰退を一層加速させることが懸念

される。しかしながら、大型店舗の撤退前後の中心市街地

の変化を分析した研究蓄積は十分でない(2)。 
	 そこで、本研究では、大型商業施設撤退事例として2017
年2月末に撤退した茨城県つくば市の中心市街地に立地す

る西武百貨店筑波店（以下、西武筑波）を対象とし、大型

店舗の撤退が中心市街地に及ぼす影響について、特に歩行

者通行量と公共空間の賑わいの変化に着目した分析を行う

ことを目的とする。具体的には、西武筑波の撤退前後にお

いて、中心市街地の歩道や広場といった公共空間の歩行者

通行量や通行量密度がどのように変化したかを分析し、撤

退の影響を受ける空間範囲や通行方向を把握した。またこ

の分析結果を受けた大型店舗撤退の影響の緩和方法を検討

し、地方都市やニュータウンにおいて大型商業施設の撤退

が引き起こす中心市街地の衰退への対策並びに、撤退以降

の中心市街地の賑わい創出の方法を提案する。 
 
1-2. 本研究の位置づけ 
	 中心市街地の大型商業施設の撤退に関する研究としては、

甲府市中心市街地を対象に、大型店舗の撤退後の買い物動

向、地価下落、歩行量変化等への影響と跡地活用プロセス

の考察を行った小林他の研究 1)、全国の地方都市の大型店

舗撤退と跡地利用を網羅的に把握した川嶋他の研究 2)、大

型店撤退への行政等の対応状況を把握した井上他の研究 3)

などがあげられる。これらの研究では大型店舗の撤退が中

心市街地の衰退につながるとの問題意識を持つものの、跡

地利用に焦点をあてた分析となっており、大型店舗の撤退

の中心市街地への影響については十分に分析されていない。 
	 中心市街地内での歩行者通行量や回遊行動に関する研究

としては、神戸市都心部を対象として来街者へのアンケー

ト調査から、回遊時間、回遊距離と訪問店舗数、消費金額

に着目して回遊行動の要因を分析した小谷他の研究 4)、熊

本市を対象に、来街者ヒアリング調査と提示巡回ゲートカ

ウント（GC）調査により、来街者を回遊・消費傾向にもと
づくグループに分類した来街者数推計を行い、来街者の回
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遊・消費行動活性化の要因を考察した川口他の研究 5)、八

戸市を対象に来街者の追跡調査と小規模店経営者へのアン

ケート調査から、歩行者通行量を増加させる街路特性と店

舗特性を分析した石川の研究 6)などがあげられる。しかし

これらの研究では、歩行者通行量や回遊行動を活性化する

ための条件の検討は行われているものの、大型店舗の撤退

自体が中心市街地の歩行者通行量や回遊行動をどのように

変化させるのかについては分析されていない。 
	 中心市街地の歩行者通行量と大型店舗の関係に関する研

究としては、岡山市の大型店舗の出店による面的な歩行者

通行量の変化を分析した谷本他の研究 7)があるが、本研究

で対象とする大型店舗の撤退とは逆の事例となっている。 
	 以上から、本研究では、中心市街地の歩行者通行量や賑

わいが大型店舗の撤退によってどのように変化するのか、

店舗撤退前後の歩行者通行量と公共空間の人の分布の変化

に着目して明らかにするとともに、影響を緩和するために

取りうる方法の検討を行う。 
 
2. 調査対象地の概要 
	 本研究が対象とするつくば市に位置する筑波研究学園都

市は、東京一極集中による過密の緩和、研究・教育機能の

集約による科学技術の振興と高等教育の充実を目的として、

1963年に建設が閣議了解され、1960年代後半から90年代
にかけて主要な施設や基盤が建設された。 
	 つくば市の中心市街地は、筑波研究学園都市の中心部に

位置するつくばセンター地区（図 1）で、幅広い緑地帯を
持つ広福員道路に囲まれた南北約2km、東西約1km程度の
エリアである。学園都市を南北に貫く広幅員のペデストリ

アンデッキと、中心市街地内の施設や大小さまざまな公園

をつなぐ緑道が整備され、歩車分離が徹底した緑豊かな環

境を提供している。 
	 つくばセンター地区中心部には 2005 年に開業したつく
ばエクスプレス（以下TXと称す）の終着駅であるつくば
駅と市内外各方面に行く路線バスのターミナルがある交通

の結節点である。またつくば都市交通センターが所有する

立体駐車場など4000台分以上の駐車場が整備されている。 
	 本研究で扱う西武筑波を始め多くの商業誌施設が駅周辺

に集中し、さらにペデストリアンと接続するセンター広場

やコンサートホールを含むつくばセンタービル、つくば市

立図書館や県立美術館、世界最大級のプラネタリウムや科

学・技術の展示場を有するエキスポセンター、つくば国際

会議場、アリーナやホールのあるつくばカピオなど公共施

設が多数立地している。その周りには、研究所勤務の公務

員や研究者向けの宿舎と小規模公園と緑道で構成される閑

静な住宅地が形成されているが、国の方針により、宿舎の

大半は既に廃止又は2020年までに廃止が予定されている。 
	 西武筑波は、つくばセンター地区の大規模商業施設であ

るCREOの核テナントとして、1985年に開業した（表 1）。
開業当時は中心市街地周辺が渋滞で停滞するほどの集客が

あり、1991年には過去最高となる248億円の売り上げを記

録している。CREOとQ’tは筑波都市整備株式会社が所有
し、他にもつくばセンタービルなどを運営している。CREO
には、筑波西武以外にイオンや衣料店などの小規模専門店

が入居していた。後述するように、西武筑波の商業環境が

激変し、売り上げがピーク時の半分にまで落ち込んでいる。

このような状況から、西武筑波は2017年2月28日に撤退
した。なお、本調査の実施後、2018年 1月31日にイオン
及び小規模専門店全店が撤退し、CREOは全館閉鎖となっ
ている。 
 

 
図 1 調査対象地 

 
表 1 西武筑波の概要 8) 

撤退店舗名称 ⻄武百貨店筑波店 

開店⽇ / 閉店⽇ 1985年3⽉8⽇ / 2017年2⽉ 28⽇ 
店舗⾯積 16,688m2 
売場⾯積 26,905m2 
建物構造 地上1階~6階 
駐⾞台数 約4000台(3) 

 

 
図 2 西武筑波 9) 

 
2-1. TX沿線の商業環境変化 
	 筑波研究学園都市建設時は「陸の孤島」といわれていた

筑波だが、2005年のTX開通で、東京へのアクセスが容易
となり、就労・通学・買い物で東京都心に定期的に行く人

が増えている。また TX沿線では、八潮や三郷などのベッ
ドタウンに加え、流山や柏の葉などでは郊外ショッピング
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モールの開発が相次いで行われてきた。 
	 つくば駅周辺では、西武筑波の入居していた CREO が
TX 開業に合わせて大規模改装し、立体駐車場に併設され
たMOGと、新規に建設されたQ’tの３つ商業施設からな
るつくばクレオスクエア(4)が駅隣接型の大型商業施設とし

ての立地している。隣駅である研究学園駅周辺では iiasつ
くば、コストコやホームセンター、大型家電量販店などの

ロードサイドショップの進展が相次ぎ、競争が激化した。 
	 また、鉄道路線から離れた郊外部では、2010年前後を境
に、高速道路のインターチェンジやジャンクション付近や

バイパス沿いにつくばイオン、イオンモール土浦、あみプ

レミアム・アウトレットなど大型商業施設が開業した。こ

れらの複合的な影響で、つくば駅隣接の大型商業施設は競

争力を失い撤退が余儀なくされており、駅中心部の空洞化

は避けられない状況となっていた。 
	 つくば市では、このような状況に対応するため、つくば

センター地区のビジョン策定や、まちづくり交付金等を活

用した再整備を進めてきた。またつくばセンター広場を中

心とする公共空間を対象に賑わい創出のための社会実験が

行われており、簡易路上店舗や集客を見込むイベントなど

を実施している。 
 
3. 大型店舗撤退前後におけるつくばセンター地区周辺の

通行量変化 
3-1. 調査・分析手法の概要 
	 西武筑波の撤退前後でのつくばセンター地区の通行量変

化を把握するため、断面歩行者・自転車通行量調査からつ

くば駅周辺の賑わいの変化を把握する。つくば市では、中

心市街地の活性化の取り組みの観測と評価のため、2011年
から断面歩行者・自転車通行量調査を行ってきた。本研究

では、西武筑波撤退による長期的な通行量の増減把握を行

うため、つくば市の行った調査方法・地点を踏襲して、つ

くばセンター地区内の通行量調査を行う。 
	 本研究で行う断面歩行者・自転車通行量調査（以下、通

行量調査と称す）は、表 2に示す西武筑波撤退前後の計8
日間に実施した(5)。調査地点は図 3に示す計6箇所を設定
した。計測方法は、各地点に調査員1人ずつを配置し、10
時から17時までの7時間を30分ごとに、地点を通過する
歩行者・自転車通行について、方向、性別、属性を目視に

より計測した。各調査日の天候は概ね快晴であった。 
	

表 2 通行量調査概要 
通⾏量調査 撤退前調査 撤退後調査 

調査⽇ 平⽇ 2/2 4/27 
休⽇ 1/28, 1/29, 2/25 3/4, 4/29, 4/30 

調査地点 計6地点（数取器を⽤い、⽅向別で計測） 
調査時間 10時〜17時（30分ごとに集計） 
計測対象 歩⾏者及び⾃転⾞利⽤者 
調査項⽬ 性別（男⼥）／属性（⼦ども・⼤⼈・⾼齢者） 

 
図 3 通行量調査地点 

 
3-2. 通行量の経年変化 
	 2011 年からつくば市が実施してきた通行量調査の結果
に加え、今回調査した西武筑波撤退直後の平日・土曜日（撤

退直前及び撤退直後）の調査結果を示す（図 4）。地点毎で
増減が見られる箇所と見られない箇所に大別される。地点

2（休日調査）では2015年の調査で休日に通行量が急増し
ていることが見て取れる。これはバスターミナルとセンタ

ー広場をつなぐ位置に2015年9月に開業した商業施設BiVi
による影響であり、商業施設の新設により通行量が倍以上

に増加したケースである。上記を除いた他の調査地点を見

ると、つくば市実施による2011年から2015年までの大き
な通行量の増減は確認されない結果となっている。 
	 西武筑波撤退前後での通行量調査の結果も踏まえた場合、

調査地点1と地点4は通行量の増減は確認されなかった。
この2地点は、つくばセンター広場両端に位置し、筑波研
究学園都市を南北に貫くペデストリアンデッキ上にあり、

市内の主要な移動経路となっていることに加えて、西武筑

波から距離を有するために影響が少なかったものと考えら

れる。地点6は近年の土曜日の通行量が多く、他の公共施
設利用者と駐車場をつなぐ動線上にあるため、影響が少な

いと推察される。 
	 撤退の影響が顕著に現れたのは、西武筑波とつくばセン

タービルをつなぐ調査地点3や、西武筑波に最も近く、駐
車場との動線上にある地点5で、特に休日の調査で通行量
が著しく減少する結果となった（詳細は3-3.にて後述する）。 
 
3-3. 西武筑波撤退前後での通行量変化 
	 西武が撤退した2017年2月28日の前後4日間の調査か
ら計 6 調査地点合計の通行量変化を見たものが図 5 であ
る。撤退前4日間の合計通行量が89,375人であったのに対
し、撤退後では 64,563人と 3割程度の減少が確認される。 
	 撤退直前の調査（2017年2月25日（土））では30,879人
と全調査日の中で最も通行量が多い。これは撤退直前の駆

け込み需要や記念来訪の影響であると考えられる。 
	 他方で、撤退直後（2017年 3月 4日（土））では 18,811
人と4割程度に落ち込んでいる。 
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図 4 調査地点毎の通行量経年変化 
（平日は木曜、休日は土曜に実施） 

 

 

 
図 5 撤退前後での通行量変化（6地点合計） 

	  
平日（木曜）のサンプル数は休日（土日）の半数程度と

なっており、撤退前後の調査において共通の結果が得られ

ている。 
 
3-4. 調査地点毎での通行量変化 
	 調査全地点の撤退前後での通行量変化を見る。なお、西

武筑波へ向かう方向をA、その反対をBとして調査地点ご
とに番号を降っている。 
	 もっとも通行量の多い西武筑波とセンタービル広場を結

ぶ調査地点 3A では撤退前 11,749 人であり、撤退後では
8,344人となっている。3Bでは撤退前 10,178人であるが、
撤退後7,360人と調査地点 3では 3割程度の減少が確認さ
れている（表 3）。6箇所の調査地点の中で、撤退の影響が
顕著な地点が調査地点5である。立体駐車場から西武筑波
へ向かう地点 5A では、撤退前 11,748 人から撤退後には
3,618人と7割程度の減少も見られ、反対方向の地点5Bで
は、9,885人から撤退後の4,005人と6割程度の減少となっ
ている。調査地点3及び調査地点5では西武筑波へ近接し
ているため、特にその影響が強いものと想定される。 
	 他方で、調査地点1や調査地点2など南北に渡るペデス
トリアンデッキの調査地点では通行量の大きな変化はなく、

1 割程度の減少程度に留まっている結果が得られた。都市
の南北方向の通行量は安定しており、西武筑波の直接的な

影響は少なかったと推察される。 
	 これらの結果から、西武筑波の通行量への影響は局地的

であることが分かった。 
 

表 3 調査地点毎の通行量変化(6) 
地点 １A 1B 2A 2B 3A 3B 

前 6,343 4,928 4,901 4,938 11,749 10,178 
後 5,646 4,782 4,196 4,943 8,344 7,360 

減少 11% 4% 14% 0% 29% 28% 

地点 4A 4B 5A 5B 6A 6B 

前 6,707 6,331 11,748 9,885 6,307 5,360 
後 5,787 5,705 3,618 4,005 5,235 4,942 

減少 14% 10% 69% 60% 17% 8% 
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	 撤退の影響が顕著な調査地点3並びに調査地点5を調査 
日別に見ると、撤退直前の2月25日（土）の調査で全地点
通行量のピークを迎えている（図 6）。また、調査地点3及
び調査地点5いずれも西武筑波へ向かう方向の通行量が多
く見られる。撤退直後の3月4日（土）の調査では通行量
の減少が著しく、西武筑波へ向かう調査地点 3Aでは 5割
程度、調査地点 5Aでは 8割程度と通行量に大きな変化が
起きている。撤退直後の大きな通行量変化が起きた後、4月
27日（木）の調査では調査地点3は1,000人前後、調査地
点5では400人前後の通行量が確認されている。 
 

 

図 6 影響が著しい地点での調査日別の通行量変化 
 

3-5. 一時的な通行量増加とその要因 
	 西武筑波撤退前後での通行量調査において、撤退の影響

を受けているにも関わらず、一時的な通行量の増加が認め

られる場合があった。その要因を明らかにするとともに、

その影響度を把握する。周囲に立地する公共施設やつくば

センター広場では、時期を問わずスポーツ・健康から文化・

芸術などをはじめとした多種多様なイベントが催されてお

り、その開催前後において、地点毎で通行量が増加してい

る可能性がある。 
	 イベント開催前後において通行量が一時的に増加する地

点が見受けられる（図 7、図 8）。調査地点4Aでは平均100
人程度の通行量であったが、15時から 30分間の間に 354
人の人々がつくばセンター方面へ移動している結果が明ら

かとなった。この増加の要因はセンター地区南部に位置す

るつくば国際会議場で実施された TOEIC の試験によるも
のと考えられ、試験会場からつくば駅へ移動していく人々

が一時的に増加したものと推察される。 
	 同年 4月 29日（土）の調査地点 5でもその傾向が見ら
れ、11時30分と14時30分からの各30分間においてアニ
メキャラクターのイベント開催による通行量の一時的な増

加があった（図 9）。地点5は周辺駐車場からイベント会場
への動線上にあり、多くの人が通行したと考えられる。 

	 調査期間中、つくばセンター地区内の施設や公共空間の

イベント前後で一時的な通行量の増加が何度も確認されて

いる。すなわち定期的なイベントの開催が、センター地区

の来街者増加や通行量増加に寄与することが期待される。

しかしながら、イベント終了後は速やかに帰路につく人が

多く、センター地区の安定的な賑わい創出にはつながって

いないと推察される。 
 

 
図 7 イベント開催時での通行量調査結果 

 

 
図 8 イベント開催時での通行量調査結果 

 

 
図 9 イベント時の写真（筆者撮影） 

 
4. 大型商業施設撤退前後におけるつくばセンター地区周

辺の来街者実態把握 
4-1. 調査・分析手法の概要 
	 前述した断面通行量調査では地点毎での歩行者・自転車

量を計測しているが、つくばセンター地区内全体の来街者

の分布を把握できているわけではない。西武筑波撤退によ

る賑わい変化を把握するためには地区内の来街者の分布を

詳細に計測する必要がある。 
	 面的な歩行者通行量調査の方法として、谷本他のゲート
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カウント調査と内挿法による推計7)や、濱名他8)や朴他9)の

研究による写真を用いた歩行者数計測結果を用いた賑わい

の定量化などがあるが、いずれも大量の調査員の確保が必

要となる。そこで本研究では、歩行者通行量や分布を測る

簡易な方法として国土技術政策総合研究所都市研究部都市

施設研究室が作成した「戦略的ストリート形成のための賑

わいづくり施策「発見」マニュアル」11)の手法を採用した。

この調査方法は、対象地区内を動きながらビデオ撮影し、

地図上でデータ化を行い、区間ごとの歩行者密度の算出や

変化量の分析を行うものである。 
	 ビデオ撮影は、通行量調査と同じ撤退前調査及び撤退後

調査各4日間で実施した。調査ルートは、つくばセンター
地区2階部に位置するペデストリアンデッキ及び、地上部
のつくばセンター広場並びにつくばクレオスクエア外縁部

を周る３つのルートとした（図 10）。なおマニュアルでは
自転車に固定したビデオで高速撮影する方法を提案してい

るが、今回の調査対象地内は通行量が多く、一定速度での

自転車走行が難しかったため、早歩きでの撮影とした。撮

影したデータは、ArcGISを用いて地図上にプロットし、歩
行者の位置情報や撤退前後での歩行者密度を算出し、賑わ

いを歩行者密度（人/m2）として定義した。歩行者密度を算

出する際は、各ルートに位置する店舗入り口や交差点等を

分節する区間としてバッファを作成、歩行者を計測したの

ち、分節区間の面積で除算することで算出している。 
 

表 4 ビデオ調査概要 
ビデオ調査 撤退前調査 撤退後調査 

調査⽇ 平⽇ 2/2 4/27 
休⽇ 1/28, 1/29, 2/25 3/4, 4/29, 4/30 

調査ルート 計3ルート 
調査時間 10時〜17時 
計測対象 歩⾏者及び⾃転⾞利⽤者 
調査項⽬ 性別/グループ⼈数/属性/状態 

 
 

 
図 10 調査地点及び撮影ルート 

 

4-2. 西武筑波撤退前後の賑わい変化 
	 はじめに西武筑波撤退直前直後の賑わいの変化を把握す

る。図 11は西武筑波撤退直前（2017年2月25日）のビデ
オ調査の結果から、歩行者密度（人/㎡）を算出し可視化し
たものである。凡例の数値が大きくなるほど対象となる通

りの歩行者量が多く、6つの範囲を選定している。 
	 歩行者密度が最も高い地点は西武筑波周辺に集中してい

る結果となり、特に北 1駐車場までの通り（調査地点 5）
で歩行者の集中度合いが特に高く、ペデストリアンデッキ

全体でも歩行者密度は地上部と比較して高い結果にある。 
	 図 12は撤退直後（2017年3月4日）のビデオ調査をも
とに歩行者密度を数値化したものである。撤退直前の歩行

者密度と比較して、ペデストリアンデッキの歩行者量の変

動が生じており、特に西武筑波隣接地の歩行者量が減少し

ていることがわかる。他方で南北のペデストリアンデッキ

では、歩行者密度の大きな変化は観測されておらず、撤退

後でも大きな影響は受けていないことが確認できた。 
	

 
図 11 撤退直前歩行者密度（2017年2月25日） 

	

 
図 12 撤退直後歩行者密度（2017年3月4日） 

	

	

4-3. 西武筑波撤退による歩行者密度変化 
	 ここでは撤退前後での歩行者量の増減を分析するため、

西武筑波撤退後の歩行者量を撤退前の歩行者量で除算して、
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歩行者量増減率を算出した。算出に際して、撤退前及び撤

退後の平日・休日を含めた計8日間の調査合計を用い、6つ
の範囲を選定している（見方として例えば、撤退後①ルー
トの青色部分は撤退前の5割以下の通行量と読み取る）。 
	 西武筑波撤退の影響が大きく見られる箇所は西武筑波周

辺及びつくばセンター広場の一部に集中している結果とな

った。なお、西武筑波周辺部では撤退前の歩行者量と比較

して撤退後では4割から5割程度の歩行者量となっている
場所も見受けられており、その場所はペデストリアンデッ

キ内である。地上部のつくばクレオスクエア周辺部では撤

退の影響が見受けられる箇所と大きく変化の見られない箇

所があり、影響を受ける地点は主に店舗入り口周辺部であ

る（図 13）。 
 

	
図 13 西武筑波撤退前後での歩行者量変化 

	

	 通行量調査及びビデオ調査の結果を踏まえ、調査地点1
や調査地点4など南北のペデストリアンデッキ及び、地上
部のつくばセンター広場周辺では大きな変化が観測されな

い結果となった。撤退後でも南北の通行量は維持されてい

ることがここからもわかり、つくばセンター地区の賑わい

創出を図るためにはこの通行量を維持し、また滞留を促す

仕掛けを用意するなど、賑わいにつなげていくことが重要

と考えられる。 
	 他方で、交差点付近やバス乗り場などの交通結節の場で

は、鉄道やバスの到着時間によって歩行者量が左右される

ため、西武筑波撤退の影響について詳細に明らかにするこ

とはできなかった。 
 
5. 結論 
	 本研究は、つくばセンター地区を対象に、大型商業施設

撤退による中心市街地の衰退について、撤退前後の断面歩

行者通行量の変化の分析や、ビデオ調査を用いた賑わい分

布の変化の分析を行い、大型商業施設利用者によるニュー

タウン中心部の賑わいへの影響範囲と影響緩和の手がかり

を検討した。 
	 以下、本研究で得られた知見を取りまとめ、本研究の結

論とする。 

I. 大型店舗撤退に伴う来街者数の変化を把握するため、

断面通行量を、店舗周辺の計6地点の調査地点で、方
向別に観測し、撤退の影響が強く見られる地点及び、

撤退の影響が弱い地点、撤退の影響が見受けられない

地点の計3通りの地点があることを明らかにした。 
II. 撤退の影響が強い地点は、駐車場等から大型店舗への

動線となる調査地点であり、平日・休日ともに、撤退

直前の調査では、駆け込み需要による通行量の急激な

増加が確認されており、撤退後に通行量が急落する結

果が得られている。通行量の減少が強い地点では撤退

後3割程度まで落ち込んでいる地点も確認され、周辺
店舗での来店者数の減少等が危惧される。 

III. 中心市街地を貫く都市軸に重なる調査地点では、平
日・休日共に撤退による通行量の変化は確認されない

結果となり、撤退の影響は局所的であることが明らか

になった。 
IV. 中心市街地内でのイベントによって、2~3倍程度の通

行量が一時的に増加していることを確認した。つくば

センター地区周辺には科学や学術に関する施設が多

数立地し、イベントも多いことから、つくばセンター

地区を通過している人々が多いものと推察される。し

かし、イベント終了後、すぐに通行量が減少しており、

来街者が中心市街地に滞留する仕掛けを用意し、にぎ

わい創出につなげることが望まれる。 
V. 撤退前後での通行量の分布では、撤退直前の歩行者密

度が大型店舗周辺で高く、通行量が集中していること

を明らかにした。また撤退後、西武筑波周辺で撤退後

3割程度まで落ち込んでいる地点も確認された。一方、
都市軸上の通行量密度は撤退の影響をあまり受けて

いないことも確認され、この通行量を賑わいにつなげ

る仕掛けが必要とされている。 
	 本研究の知見は、つくばセンター地区の場所性に依存し

ているが、大型店舗の撤退前後の通行量の変化を丁寧に読

み取り、影響の範囲を明確することや影響を受けない通行

量や一時的な通行量を賑わい創出に活かすことは、一般的

な中心市街地でも応用可能と考える。 
	 今回の調査では、属性別の通行量も概ね全体と同じ傾向

にあることを確認しているが、より詳細な分析は今後の課

題である。また通行量を賑わいにつなげる方法やその効果

についても今後検討をしていく必要がある。また本研究で

は、大型店舗撤退が通行量に与えた影響のみに着目してい

るが、通行量が減少した結果、中心市街地の他の店舗の撤

退や縮小も見受けられ、撤退の影響の多面的な分析を行う

必要がある。 
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【補注】 
(1) 最近、撤退した店舗には、下記のものがある。 

撤退⽇ 撤退店舗名 位置 

2017年2⽉ ⻄武筑波 茨城県つくば市 
2017年2⽉ ⻄武⼋尾 ⼤阪府⼋尾市 
2017年3⽉ 三越千葉 千葉県千葉市 
2017年3⽉ 三越多摩センター 東京都多摩市 
2017年7⽉ 堺北花⽥阪急 ⼤阪府堺市 
2017年8⽉ ⻄武⼩⽥原 神奈川県⼩⽥原市 
2017年8⽉ ⻄武船橋 千葉県船橋市 
2017年9⽉ 伊勢丹松⼾ 千葉県松⼾市 

 
(2) 例えば、文献1)、2)、3)が該当するが、これらは主として跡

地利用に焦点をあてて分析している。 
(3) つくば都市交通センター所有の駐車場から算出。 
(4) 筑波都市整備株式会社が所有する複合型のショッピングセ

ンターを指す。西武筑波も2017年2月まで入居していた。 
(5) 調査日は次の条件で決定した。まず西武筑波が撤退した2017

年2月28日（火）の直前直後の土曜日に設定した。次に撤
退前後 1－2か月の間で、調査エリア全面を使用したまつり
などのイベントが開催されていない平日（木曜日）及び週末

（土曜日・日曜日）を選択した。平日を木曜日としたのは、

つくば市の調査日選択と合わせるためである。 
(6) 前：西武筑波撤退前調査計4日間の合計通行量。 

後：西武筑波撤退後調査計4日間の合計通行量。 
減少：撤退前比較による撤退後の通行量減少率。 
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