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1. 序論

1-1.研究の背景と目的

　本研究では、観光地や大型ショッピングセンター ( 以下、SC

と呼ぶ ) に訪れた際に目的のものに加えて他のものも購入する行

動について、都市・地域における施設立地との関係から分析する。

　買い物は私たちの生活において欠かせない行動であり，現代社

会において買い物の手段は電子商取引や移動スーパーなど、多様

化する一方である。しかし，店頭に自ら足を赴いて手に取って購

入するという買い物行動は、単に生活に必須の行動というだけで

はなく，普遍的な娯楽とも言える。このため、私たちは生活して

いく中で、買い物に出かけ、つい購買予定外の商品に目を奪われ

購買することも多い。実際に、計画的でない購買（以下、非計画

購買と呼ぶ）が消費者の購買活動の 87% を占めているという調査

結果がある 1)。この結果は、計画を立てないで購買する消費者や、

計画を立てていても計画に沿った購買を行なわない消費者が多く

いることを示唆している。なかでも、観光地や郊外の大型 SC は、

現在の我が国の生活には欠かせない施設であり、そこでは、「せ

っかく来たから」「めったに訪れないから」と、目的の物に加え

て他の物も購入する行動が観察される。その要因として、普段で

は体験できない非日常の環境にいることで、埋没費用 ( 以下、サ

ンクコストと呼ぶ ) に行動を左右されてしまうことが挙げられ

る。サンクコストも様々な要素が挙げられる。なかでも、都市・

地域における施設立地の観点からは、「移動時間、移動手段、地

形など自宅から目的施設までの移動の際に負荷になる要素（以下、

到達困難度と呼ぶ）」というサンクコストに行動を左右されて、

到達困難度と購買意欲に正の相関があるのではないかと予想され

る。そこで、本研究では、到達困難度のうち購買意欲に対して「ど

のような要素が関連しているのか」、「どの要素が影響力を有する

か」を明らかにすることで、消費者の非計画購買と都市・地域に

おける施設立地の関係について知見を得ることを目的とする。

1-2. 既往研究と本研究の位置付け

　非計画購買に着目した買い物行動に関する既往の研究は多岐に

わたる。森田ら 2) は、価格割引や陳列、接客などのいかなる店

舗属性が消費者の非計画購買を促進し、売上高の上昇を図れるか

を分析した。下畑ら 3) は、観光地での土産店に訪れる買い物客

を対象として、商品への注目回数、店内滞在時間、店員との会話

時間などを要因として取り上げて、購入率との相関を検証した。

また、島村ら 4) は、大学生を対象とし、土産購入時の環境や商

品の要因が購買行動にどのくらい影響を与えているか分析してい

る。しかし、これらを含めた既往研究は消費者の属性を限定して

いることに加え、消費者が施設に至るまでの到達困難度に関する

行動背景や心理を考慮していない。また、買い物行動と施設立地

の関係について、浅野ら 5) は地方都市の食料品店を対象とし、

市街化区域内外とで買い物アクセシビリティがどう変化するかを

定量的に評価している。しかし、最寄り品店のみを対象としてい

ることに加え、非計画購買を考慮していない。以上を踏まえ、本

研究では環境が変化する日常 ( 自宅 ) から非日常 ( 施設 ) までの

到達困難度が非計画購買に与える影響に着目し、要素の抽出や影

響力の定量化を行う。

2. 調査

2-1.分析対象施設

　本研究では、東京首都圏の周囲、北方に立地する K アウトレッ

トモールを対象とした。観光地全般や通常の大型 SC ではなくア

ウトレットモールを選定した理由は次のとおりである。第一に、

家族や友人への土産のような計画的な購買に限らず、買い回り品

や最寄り品など様々なジャンルの商品が販売されており、目的以

外の非計画購買が起こりやすいと予想される。第二に、観光地全

般では「買う」に加え、「食べる」「見る」などの様々な行動がイ

メージされる一方で、アウトレットモールでは「買う」つまり買
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在時間」「ショッピング頻度」「来場頻度」の順に影響力が高いこ

とがわかる。交通の要素は、「移動手段」が高い影響力を示し、

特に自動車（高速道）で移動した来場者は目的以外のものを買い

やすいことがわかる。

　Q9-3 と Q10 の結果を比較すると、共通していたのは「滞在時間」

で、概ね施設に長く滞在していると非計画的な購買をしやすいと

いう結果が得られた。また、交通の要素については、Q9-3 と Q10

とでは異なり、「施設まで時間をかけて移動した場合」もしくは「交

通状況に苦労して来場した場合」は予算を超過して目的のものを

買いやすいこと、「高速道を利用し、自動車で来場した場合」は

目的以外のものを買うことに大きく影響を与えていた。

4-2. ロジスティック回帰分析

　ロジスティック回帰分析において、共変量間に強い相関がある

と解析が不可能であったり、たとえ結果が求められたとしても偏

回帰係数の信頼性は低くなったりする。そのため、分散拡大係数

（以下、VIF と呼ぶ）を算出して、共変量間に多重共線性の恐れ

が大きいかどうかを事前に確認した。その結果、全要素が VIF＜

2 であったため、共変量間の多重共線性の恐れは少ないと判断さ

れる。

4-2-1. 目的変数「Q10: 目的以外のものを購入した来場者」につ

いて

　目的変数を来場前に計画になかったものを購入した、つまり非

計画購買である「Q10: 目的以外のものを購入した場合」とし、

説明変数に「全要素」を用いて解析を行い、 AIC で抽出された説

明変数を表 6,7 に示す。表 6 は移動手段を 4 つの変数に、表 7 は

移動手段を３つの変数に分類し、解析した結果である。両結果共

に、P 値やオッズ比から、特に相関が強かった「Q14: 滞在時間

[3]」は正の値であることから、施設に「3 時間以上滞在してい

た来場者」は、目的以外のものを買う傾向があることがわかる。

また「Q4: 方位」についても、「北陸、中部、近畿方面からの来場者」

は特に目的以外のものを買いやすいという結果となった。交通に

ついて、表 6 では「Q2: 移動手段 [1]」と「Q2: 移動手段 [2]」が

AIC で採用されており、P 値やオッズ比からも、「高速道を利用し

自動車で訪れた来場者」は目的以外のものを買いやすいという結

果が示された。逆に「新幹線または高速バスを利用した来場者」
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3. 分析

3-1. 分析方法

　現地調査から集計したデータを用いて、相関関係の有無や相関

の強弱を定量的に示すため、数量化理論 II 類とロジスティック

回帰分析の２つの手法を用いて解析を行う。

　まず概要を把握するために、本研究の目的に直接関係する質問

である「目的のものの購入金額は予算を超過したか」、「目的以外

のものを購入したか」、「目的以外のものの合計購入金額」に対し

て、アンケートで問うた「買い物情報」と「交通情報」がどのく

らいの説明力を持つのかを、数量化理論II類を用いて解析する8)。

　次に数量化理論 II 類の結果を踏まえて、詳細な解析として、「説

明変数のなかでもどの要素が大きな正負の相関を持つのか」を明

らかにするために、ロジスティック回帰分析を行う。ロジスティ

ック回帰分析では、上記のように関係式に用いた説明変数の目的

変数に対する影響度を明らかにできるため、本研究では、赤池情

報量規準（以下、AIC と呼ぶ）による変数増減法によって相関関

係が高い要素を抽出する。この際に、抽出されるそれぞれの説明

変数は、「選択肢 -1」の数となる。

示す。全体の相関比 ( 正判別率 ) が 70% を超える結果となった。

これは、調査対象者の全要素の情報を得ることで、その対象者が

目的のものを予算を超えて購入するかの有無を、情報が得られな

い場合の 50% に対して、70% の確率で予測することができること

を意味する。また、レンジより、目的変数に対して「来場頻度」「交

通状況」「移動時間」の順に影響力が高いことがわかる。カテゴ

リによっては回答数が極端に少ないものもあり、スコアのばらつ

きから信憑性にかけるものもあるが、「予算額の超過」に対して、

交通の要素が大きく影響を与えていることが示唆された。

4-1-2. 目的変数「Q10: 目的以外のものの購入の有無」について

　目的変数を「Q10: 目的以外のものの購入の有無」について、

説明変数を「全要素」とし、数量化理論 II 類を行った結果を表

4 に示す。全体の相関比 ( 正判別率 ) が 71% となった。また、レ

ンジについて Q9-3 に比べて偏りが少なく、目的変数に対して「滞

は負の値を示し、目的以外のものを買いにくい。移動手段だけで

見ると自動車で高速道を利用した場合、自身あるいは同乗者が運

転していることや高速での運転により、施設まで労力をかけて来

場したことから、衝動的な購買意欲が高まったと推測できる。ま

た、表 7 では、「移動時間と交通状況を合わせた Q3.Q5」が採用

されており、なかでも「移動時間が 2 時間以上で交通状況に問題

があった来場者」が、目的以外のものの購入に対して、最も強い

正の相関を示している。次に強い正の相関を示したものは「移動

時間が 2 時間以上で交通状況に問題がなかった来場者」となり、

「移動時間が 2 時間以内で交通状況に問題があった来場者」は負

の相関を示した。この結果から、移動時間が 2 時間以上の来場者

は交通状況に関わらず、目的以外のものを購入していることがわ

かり、特に「移動時間が 2 時間以上で交通状況に問題があった、

すなわち到達困難度が高いと考えられる来場者」の方が、衝動的

な購買に強い相関を示していることが示唆された。

4-2-2. 目的変数「Q9-2&10: 目的と目的以外のものの購入」につ

いて

　目的変数として、「Q9-2: 目的のものの購入の有無」と「Q10:

目的以外のものの購入の有無」を３つの変数に組み合わせて用い

た。説明変数は「全要素」を用いて、多項ロジスティック回帰分

析を行った。 AICで抽出された相関の強い説明変数を表8に示す。

結果は、Q10 同様に「Q14: 滞在時間」が強い相関を示し、新たに

「Q13: 年齢層」の指標が抽出された。「20〜50 代の来場者」は目

的のもの、もしくは目的以外のものの何かしらを購入しており、

「60 代以上の来場者」は目的のものと目的以外のものの両方を購

入する傾向がある。また、到達困難度について「Q5: 交通状況」

が抽出されており、「交通状況に問題がなかった来場者」と「購買」

に負の相関を示している。つまり、交通状況に問題がなかった来

場者は購買をせず、交通状況に苦労した来場者は購買している。

4-2-3. 目的変数「Q9-3: 目的のものの合計購入金額」について

　目的変数を「Q9-3: 目的のものの購入金額が予算を超過したか

の有無」とし、説明変数を「全要素」用いて解析を行い、AIC で

抽出された説明変数を表 9 に示す。その結果、「Q2: 移動手段

[1]」と「Q2: 移動手段 [3]」が抽出された。「移動手段が自動車

(高速道 )、公共交通機関（新幹線、電車、高速バス）での来場者」は、

い物行動が多いと考えられる。第三に、通常の大型SCとは違った、

アウトレットモールのならではの非日常的環境によって、予算よ

り金額の大きな非計画購買が誘発されやすいと予測される 6)7)。

　また、Kアウトレットモールを選定した理由は次の通りである。

第一に、全国の大型 SC やアウトレットモールのなかでも来場者

数が多い施設であるため、より多くのサンプルを収集できること

が挙げられる。第二に、都心から地方まで様々な地域から、自動

車や電車、新幹線など多岐にわたる交通手段で来場者が訪れてい

ることが挙げられる。このことから、移動時間や移動手段のサン

プルの極端な偏りを防ぐことで、相関関係が抽出しやすくなると

期待される。

2-2. 調査方法

　分析を行うにあたって、現実の来場者の買い物行動と施設立地

に関わる交通情報についてのサンプルが必要であることから、K

アウトレットモール内で来場者に直接ヒアリングを行い、加えて

後日郵送あるいは WEB にて回答可能なアンケート配布を行った。

調査日は多数の来客が予想される週末の 11/17( 土 )、３連休中

日で大型バーゲン中の 11/24( 土 ) の日程で実施した。

　調査にあたって、ヒアリングは 5 人の調査員が施設の出口付近

に立ち、帰宅客に対して、事前に用意したアンケート項目 ( 表１

〜3) を口頭または手書きで回答してもらう形式とした。その場

での回答ができない来場者に対しては、WEB 回答が可能な QR コ

ード付きのアンケート用紙を同封した封筒を配布した。アンケー

ト内容については、表 1〜3に示した通りで、表 1は「性別」、「年

齢層」、「滞在時間」など来場者の「基礎情報」についての設問が

6 項目、表 2 は「移動時間」、「移動手段」など来場者の到達困難

度に関わる「交通情報」についての設問が 4 項目、表 3 は「買い

物の有無」、「合計購入金額」など来場者の施設内での「買い物情報」

についての設問が6項目の計16 項目の設問を用いた。その結果、

計 260 サンプルのデータを回収した。

2-3. 調査結果の概要

　ヒアリング調査で回収した計 260 サンプルを設問の選択肢ごと

に集計したものを表 1〜3に示した。以下、結果の概要を述べる。

　表 2 について、「Q2：自宅から施設までの移動手段」では自動

車が全体の 78% を占め、公共交通機関が 20％を占める結果とな

った。対象地付近は新幹線と電車が停車する駅があり、都内から

アウトレット行きのバスも出ているなど、来場するための移動手

段は多岐にわたる。しかし、移動手段が自動車に偏っているのは、

「Q4：施設からみた自宅の方面」の集計結果より、自動車保有率

が高い北関東や北陸からも多数の来場者が来たからだと考えられ

る。また、「Q5: 来場時の交通状況」については、渋滞や山道、

遅延など交通状況に問題があった来場者は全体の 54% と半数以上

であった。その要因として、対象地の周囲が山に囲まれているこ

とに加え、調査日の一方が連休の中日かつセール期間中のため混

雑したことが挙げられる。また、表 3 の「Q8：事前に目的のもの

があったか」と「Q9-2：目的のものを購入したか」について、事

前に目的のものを決めていた来場者は全体の 66% だったが、その

中で目的のものを買った人は 89% であり、ほとんどの人が目的通

りの買い物をしている。

目的のものの予算額を超えて購入しており、「徒歩、自転車、自

動車 ( 一般道 ) での来場者」は、目的のものを予算内の額で購入

している。

4-2-4. 目的変数「Q11: 目的以外のものの合計購入金額」につい

て

　目的変数を「Q11: 目的以外のものの合計購入金額」とし、説

明変数を「全要素」用いて解析を行い、AIC で抽出された説明変

数を表 10 に示す。合計購入金額について、飲食や土産などの買

い物を区別させるため、目的以外のものの金額の境界を 1 万円に

設定した。結果から、「滞在時間が 1 時間以上の来場者」、「女性

の来場者」、「北陸・中部・近畿方面からの来場者」が共に正の相

関を示した。また、到達困難度について、「移動時間が 2 時間以

上の来場者」が正の相関で、Q10 同様に移動時間が 2 時間未満の

来場者は目的以外のものを購入しないという傾向が伺われる。移

動手段については、「自動車（高速道）、公共交通機関（新幹線、電車、

高速バス）での来場者」は目的以外のものの合計購入金額が 1 万

円を超え、「徒歩、自転車、自動車 ( 一般道 ) での来場者」は 1

万円以下の目的以外のものの買い物をすることがわかった。

5.　まとめ

　本研究では、「自宅から買い物施設までの到達困難度と購買意

欲は正の相関があるのではないか」という仮説から、『都市・地

域における施設立地』と『消費者の非計画購買』の関係について

知見を得ることを目的とし、K アウトレットモール内でのアンケ

ート調査によって得られた来場者情報を、数量化 II 類とロジス

ティック回帰分析を用いて分析した。その際に、都市・地域にお

ける施設立地に関して、「自宅から施設に至るまでの移動時間や

交通状況」などの交通に関わる要素に焦点をあて、非計画購買に

ついては、「目的のものを予算を超えて購入すること」と「目的

になかったものを購入すること」に焦点をあて、相互の関連を考

察した。

　分析結果から、標本の不足によって一部結果に不明確さが生じ

るものもあったが、どの目的変数に対しても交通に関わる要素、

つまり「到達困難度」が購買意欲に影響を与えていることがわか

った。施設までの移動時間について、数量化理論 II 類では「移

動時間が 1 時間未満もしくは 5 時間以上」で目的のものを予算を

超えて購入することに影響を与える。ロジスティック回帰分析で

は「移動時間が 2 時間以上」で目的以外のものの購入と合計購入

金額に影響を与えていた。これらの結果から、自宅から施設まで

の移動時間が近い、もしくは遠すぎると、荷物が多くなっても困

らない、もしくは時間をかけてきた等という無意識的な感情が購

買意欲を掻き立てたと推察される。逆に移動時間が 1〜2 時間の

場合、程よく近いとまた来られるだろうという考えから、購買意

欲が掻き立てられにくいのかもしれない。移動手段について、数

量化理論 II 類では「移動手段が自動車（高速道）、新幹線、高速

バス」が目的のものを予算を超えて購入することに影響を与える。

ロジスティック回帰分析では「移動手段が自動車（高速道）」が

目的以外のものの購入、「移動手段が自動車（高速道）、公共交通

機関 ( 新幹線、電車、高速バス )」が合計購入金額がより高くな

る方向に影響を与えていた。これらの結果から、長距離移動の際

3-2. 分析に用いる変数

　変数については、表 3 の「Q8〜Q11」を目的変数に、表 1 と表

２の「Q1〜Q7」と「Q12〜Q14」を説明変数として用いた。

　数量化 II 類とロジスティック回帰分析共に、カテゴリ変数を

用いて解析する手法のため、人数データからダミー変数に変換し

た。その際に、設問項目の関係性をより明確化するために、内容

が近い選択肢同士の統合を行った。その結果を表 5に示す。

4. 結果と考察

4-1. 数量化理論 II

4-1-1. 目的変数「Q9-3: 目的のものの合計購入金額」について

　目的変数を「Q9-3: 目的のものの合計購入金額が予算額を超過

したかの有無」について、説明変数を「基礎情報と交通情報 (以下、

全要素と呼ぶ )」とし、数量化理論 II 類を行った結果を表 4 に

表 1　基礎情報についての調査項目と集計結果 (単位：人） 

1人 8 1～3日に1回 1 1～3日に1回 8

2人 141 週に1回 7 週に1回 48

3人 41 2週に1回 6 2週に1回 51

4人 40 1～3か月に1回 59 1～3か月に1回 126

5人以上 30 半年に1回 65 半年に1回 18

年に1回 52 年に1回 3

ほとんど来ない 31 ほとんどしない 6

初めて来た 39

男 128 10代 15 30分未満 7

女 132 20代 93 30分～1時間未満 7

30代 51 1～2時間未満 53

40代 46 2～3時間未満 65

50代 39 3時間以上 128

60代以上 16

Q6:当施設への来場頻度 Q7:普段のショッピング頻度

Q12:性別 Q13:年齢層 Q14:当施設での滞在時間

Q1:来場時の人数

表 2　交通情報についての調査項目と集計結果 (単位：人 )

表 3　買い物情報についての調査項目と集計結果 (単位：人 )

徒歩or自転車のみ 3 30分未満 4 交通渋滞 70

自動車（一般道のみ） 71 30分～1時間未満 36 山道や狭道 49

自動車（高速道を利用） 132 1～2時間未満 92 混雑 3

新幹線 39 2～3時間未満 86 渋滞＋山道 16

電車 7 3～5時間未満 35 遅延＋混雑 3

バス 8 5時間以上 7 当てはまらない 119

東方面(北関東) 57

南東方面(1都4県) 112

北or西方面(北陸、中部) 91

Q2:来場時の主な移動手段 Q3:自宅から施設までの移動時間 Q5:来場時の交通状況

Q4:施設からみた自宅の方面

はい 160 はい 143 はい 180

いいえ 100 いいえ 17 いいえ 80

目的のものなし 100

5千円未満 18 5千円未満の超過 25 5千円未満 31

5千～1万未満 43 5千～1万未満の超過 20 5千～1万未満 39

1～3万未満 56 1～3万未満の超過 12 1～3万未満 70

3～5万未満 17 3～5万未満の超過 6 3～5万未満 27

5～10万未満 13 5～10万未満の超過 6 5～10万未満 7

10万以上 4 10万以上の超過 2 10万以上 6

予算を決めていない 9 予算を超えなかった 70 購入していない 80

目的のものなし 100 予算を決めていない 2

購入していない 117

Q9-3:目的のものの合計購入

金額が予算を超えたか

Q9-2:目的のものを購入したか

Q11：目的以外のものの

Q8:目的のもの決めていたか Q10:目的以外のものを購入したか

Q9-1:目的のものの

合計予算額 合計購入金額

に用いる移動手段が購買意欲に強く影響を与えているこ

とが推測される。また、首都圏周囲に位置する K アウト

レットモールのように様々な交通手段で来場が可能な施

設でも、自動車（高速道）が購買意欲に対して影響力を

持っていた。これは、帰宅時に購入したものの持ち帰り

に手間がかからないためである可能性がある。交通状況

については、ロジスティック回帰分析から「交通状況に

問題があった場合」が目的のものの購入と目的以外のも

のの購入の両変数に正の影響を与えていた。これらの結

果から、施設に至るまでの交通状況に問題があったこと

は、「せっかく苦労してここまで来たのだから」という意

識で、目的のものと目的以外のものの両方、もしくはど

ちらかを購入してしまうと推測できる。

　以上から本研究では、首都圏周囲に立地するアウトレ

ットモールにおいて、非線形的ではあるが、購買意欲に

対して少なからず到達困難度が影響を与えていることが

示唆される結果が得られた。

　今後の課題としては、以下が挙げられる。本研究では

サンプル数が限られていたため、統計的な有意性が高く

ない説明変数も見られた。そのため、サンプル数を増や

した上で、説明変数に移動金額や移動距離などの要素を

加えてより詳細に検討することが考えられる。また、通

常の大型 SC や首都圏内に立地するアウトレットモールで

は違う結果が得られることも考えられるため、本研究と

は違う地域特性を持った施設とを比較することも将来の

課題である。
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在時間」「ショッピング頻度」「来場頻度」の順に影響力が高いこ

とがわかる。交通の要素は、「移動手段」が高い影響力を示し、

特に自動車（高速道）で移動した来場者は目的以外のものを買い

やすいことがわかる。

　Q9-3 と Q10 の結果を比較すると、共通していたのは「滞在時間」

で、概ね施設に長く滞在していると非計画的な購買をしやすいと

いう結果が得られた。また、交通の要素については、Q9-3 と Q10

とでは異なり、「施設まで時間をかけて移動した場合」もしくは「交

通状況に苦労して来場した場合」は予算を超過して目的のものを

買いやすいこと、「高速道を利用し、自動車で来場した場合」は

目的以外のものを買うことに大きく影響を与えていた。

4-2. ロジスティック回帰分析

　ロジスティック回帰分析において、共変量間に強い相関がある

と解析が不可能であったり、たとえ結果が求められたとしても偏

回帰係数の信頼性は低くなったりする。そのため、分散拡大係数

（以下、VIF と呼ぶ）を算出して、共変量間に多重共線性の恐れ

が大きいかどうかを事前に確認した。その結果、全要素が VIF＜

2 であったため、共変量間の多重共線性の恐れは少ないと判断さ

れる。

4-2-1. 目的変数「Q10: 目的以外のものを購入した来場者」につ

いて

　目的変数を来場前に計画になかったものを購入した、つまり非

計画購買である「Q10: 目的以外のものを購入した場合」とし、

説明変数に「全要素」を用いて解析を行い、 AIC で抽出された説

明変数を表 6,7 に示す。表 6 は移動手段を 4 つの変数に、表 7 は

移動手段を３つの変数に分類し、解析した結果である。両結果共

に、P 値やオッズ比から、特に相関が強かった「Q14: 滞在時間

[3]」は正の値であることから、施設に「3 時間以上滞在してい

た来場者」は、目的以外のものを買う傾向があることがわかる。

また「Q4: 方位」についても、「北陸、中部、近畿方面からの来場者」

は特に目的以外のものを買いやすいという結果となった。交通に

ついて、表 6 では「Q2: 移動手段 [1]」と「Q2: 移動手段 [2]」が

AIC で採用されており、P 値やオッズ比からも、「高速道を利用し

自動車で訪れた来場者」は目的以外のものを買いやすいという結

果が示された。逆に「新幹線または高速バスを利用した来場者」

1. 序論

1-1. 研究の背景と目的

　本研究では、観光地や大型ショッピングセンター ( 以下、SC

と呼ぶ ) に訪れた際に目的のものに加えて他のものも購入する行

動について、都市・地域における施設立地との関係から分析する。

　買い物は私たちの生活において欠かせない行動であり，現代社

会において買い物の手段は電子商取引や移動スーパーなど、多様

化する一方である。しかし，店頭に自ら足を赴いて手に取って購

入するという買い物行動は、単に生活に必須の行動というだけで

はなく，普遍的な娯楽とも言える。このため、私たちは生活して

いく中で、買い物に出かけ、つい購買予定外の商品に目を奪われ

購買することも多い。実際に、計画的でない購買（以下、非計画

購買と呼ぶ）が消費者の購買活動の 87% を占めているという調査

結果がある 1)。この結果は、計画を立てないで購買する消費者や、

計画を立てていても計画に沿った購買を行なわない消費者が多く

いることを示唆している。なかでも、観光地や郊外の大型 SC は、

現在の我が国の生活には欠かせない施設であり、そこでは、「せ

っかく来たから」「めったに訪れないから」と、目的の物に加え

て他の物も購入する行動が観察される。その要因として、普段で

は体験できない非日常の環境にいることで、埋没費用 ( 以下、サ

ンクコストと呼ぶ ) に行動を左右されてしまうことが挙げられ

る。サンクコストも様々な要素が挙げられる。なかでも、都市・

地域における施設立地の観点からは、「移動時間、移動手段、地

形など自宅から目的施設までの移動の際に負荷になる要素（以下、

到達困難度と呼ぶ）」というサンクコストに行動を左右されて、

到達困難度と購買意欲に正の相関があるのではないかと予想され

る。そこで、本研究では、到達困難度のうち購買意欲に対して「ど

のような要素が関連しているのか」、「どの要素が影響力を有する

か」を明らかにすることで、消費者の非計画購買と都市・地域に

おける施設立地の関係について知見を得ることを目的とする。

1-2. 既往研究と本研究の位置付け

　非計画購買に着目した買い物行動に関する既往の研究は多岐に

わたる。森田ら 2) は、価格割引や陳列、接客などのいかなる店

舗属性が消費者の非計画購買を促進し、売上高の上昇を図れるか

を分析した。下畑ら 3) は、観光地での土産店に訪れる買い物客

を対象として、商品への注目回数、店内滞在時間、店員との会話

時間などを要因として取り上げて、購入率との相関を検証した。

また、島村ら 4) は、大学生を対象とし、土産購入時の環境や商

品の要因が購買行動にどのくらい影響を与えているか分析してい

る。しかし、これらを含めた既往研究は消費者の属性を限定して

いることに加え、消費者が施設に至るまでの到達困難度に関する

行動背景や心理を考慮していない。また、買い物行動と施設立地

の関係について、浅野ら 5) は地方都市の食料品店を対象とし、

市街化区域内外とで買い物アクセシビリティがどう変化するかを

定量的に評価している。しかし、最寄り品店のみを対象としてい

ることに加え、非計画購買を考慮していない。以上を踏まえ、本

研究では環境が変化する日常 ( 自宅 ) から非日常 ( 施設 ) までの

到達困難度が非計画購買に与える影響に着目し、要素の抽出や影

響力の定量化を行う。

2. 調査

2-1. 分析対象施設

　本研究では、東京首都圏の周囲、北方に立地する K アウトレッ

トモールを対象とした。観光地全般や通常の大型 SC ではなくア

ウトレットモールを選定した理由は次のとおりである。第一に、

家族や友人への土産のような計画的な購買に限らず、買い回り品

や最寄り品など様々なジャンルの商品が販売されており、目的以

外の非計画購買が起こりやすいと予想される。第二に、観光地全

般では「買う」に加え、「食べる」「見る」などの様々な行動がイ

メージされる一方で、アウトレットモールでは「買う」つまり買

3. 分析

3-1. 分析方法

　現地調査から集計したデータを用いて、相関関係の有無や相関

の強弱を定量的に示すため、数量化理論 II 類とロジスティック

回帰分析の２つの手法を用いて解析を行う。

　まず概要を把握するために、本研究の目的に直接関係する質問

である「目的のものの購入金額は予算を超過したか」、「目的以外

のものを購入したか」、「目的以外のものの合計購入金額」に対し

て、アンケートで問うた「買い物情報」と「交通情報」がどのく

らいの説明力を持つのかを、数量化理論II類を用いて解析する8)。

　次に数量化理論 II 類の結果を踏まえて、詳細な解析として、「説

明変数のなかでもどの要素が大きな正負の相関を持つのか」を明

らかにするために、ロジスティック回帰分析を行う。ロジスティ

ック回帰分析では、上記のように関係式に用いた説明変数の目的

変数に対する影響度を明らかにできるため、本研究では、赤池情

報量規準（以下、AIC と呼ぶ）による変数増減法によって相関関

係が高い要素を抽出する。この際に、抽出されるそれぞれの説明

変数は、「選択肢 -1」の数となる。

示す。全体の相関比 ( 正判別率 ) が 70% を超える結果となった。

これは、調査対象者の全要素の情報を得ることで、その対象者が

目的のものを予算を超えて購入するかの有無を、情報が得られな

い場合の 50% に対して、70% の確率で予測することができること

を意味する。また、レンジより、目的変数に対して「来場頻度」「交

通状況」「移動時間」の順に影響力が高いことがわかる。カテゴ

リによっては回答数が極端に少ないものもあり、スコアのばらつ

きから信憑性にかけるものもあるが、「予算額の超過」に対して、

交通の要素が大きく影響を与えていることが示唆された。

4-1-2. 目的変数「Q10: 目的以外のものの購入の有無」について

　目的変数を「Q10: 目的以外のものの購入の有無」について、

説明変数を「全要素」とし、数量化理論 II 類を行った結果を表

4 に示す。全体の相関比 ( 正判別率 ) が 71% となった。また、レ

ンジについて Q9-3 に比べて偏りが少なく、目的変数に対して「滞

は負の値を示し、目的以外のものを買いにくい。移動手段だけで

見ると自動車で高速道を利用した場合、自身あるいは同乗者が運

転していることや高速での運転により、施設まで労力をかけて来

場したことから、衝動的な購買意欲が高まったと推測できる。ま

た、表 7 では、「移動時間と交通状況を合わせた Q3.Q5」が採用

されており、なかでも「移動時間が 2 時間以上で交通状況に問題

があった来場者」が、目的以外のものの購入に対して、最も強い

正の相関を示している。次に強い正の相関を示したものは「移動

時間が 2 時間以上で交通状況に問題がなかった来場者」となり、

「移動時間が 2 時間以内で交通状況に問題があった来場者」は負

の相関を示した。この結果から、移動時間が 2 時間以上の来場者

は交通状況に関わらず、目的以外のものを購入していることがわ

かり、特に「移動時間が 2 時間以上で交通状況に問題があった、

すなわち到達困難度が高いと考えられる来場者」の方が、衝動的

な購買に強い相関を示していることが示唆された。

4-2-2. 目的変数「Q9-2&10: 目的と目的以外のものの購入」につ

いて

　目的変数として、「Q9-2: 目的のものの購入の有無」と「Q10:

目的以外のものの購入の有無」を３つの変数に組み合わせて用い

た。説明変数は「全要素」を用いて、多項ロジスティック回帰分

析を行った。 AICで抽出された相関の強い説明変数を表8に示す。

結果は、Q10 同様に「Q14: 滞在時間」が強い相関を示し、新たに

「Q13: 年齢層」の指標が抽出された。「20〜50 代の来場者」は目

的のもの、もしくは目的以外のものの何かしらを購入しており、

「60 代以上の来場者」は目的のものと目的以外のものの両方を購

入する傾向がある。また、到達困難度について「Q5: 交通状況」

が抽出されており、「交通状況に問題がなかった来場者」と「購買」

に負の相関を示している。つまり、交通状況に問題がなかった来

場者は購買をせず、交通状況に苦労した来場者は購買している。

4-2-3. 目的変数「Q9-3: 目的のものの合計購入金額」について

　目的変数を「Q9-3: 目的のものの購入金額が予算を超過したか

の有無」とし、説明変数を「全要素」用いて解析を行い、AIC で

抽出された説明変数を表 9 に示す。その結果、「Q2: 移動手段

[1]」と「Q2: 移動手段 [3]」が抽出された。「移動手段が自動車

(高速道 )、公共交通機関（新幹線、電車、高速バス）での来場者」は、

い物行動が多いと考えられる。第三に、通常の大型SCとは違った、

アウトレットモールのならではの非日常的環境によって、予算よ

り金額の大きな非計画購買が誘発されやすいと予測される 6)7)。

　また、Kアウトレットモールを選定した理由は次の通りである。

第一に、全国の大型 SC やアウトレットモールのなかでも来場者

数が多い施設であるため、より多くのサンプルを収集できること

が挙げられる。第二に、都心から地方まで様々な地域から、自動

車や電車、新幹線など多岐にわたる交通手段で来場者が訪れてい

ることが挙げられる。このことから、移動時間や移動手段のサン

プルの極端な偏りを防ぐことで、相関関係が抽出しやすくなると

期待される。

2-2. 調査方法

　分析を行うにあたって、現実の来場者の買い物行動と施設立地

に関わる交通情報についてのサンプルが必要であることから、K

アウトレットモール内で来場者に直接ヒアリングを行い、加えて

後日郵送あるいは WEB にて回答可能なアンケート配布を行った。

調査日は多数の来客が予想される週末の 11/17( 土 )、３連休中

日で大型バーゲン中の 11/24( 土 ) の日程で実施した。

　調査にあたって、ヒアリングは 5 人の調査員が施設の出口付近

に立ち、帰宅客に対して、事前に用意したアンケート項目 ( 表１

〜3) を口頭または手書きで回答してもらう形式とした。その場

での回答ができない来場者に対しては、WEB 回答が可能な QR コ

ード付きのアンケート用紙を同封した封筒を配布した。アンケー

ト内容については、表 1〜3に示した通りで、表 1は「性別」、「年

齢層」、「滞在時間」など来場者の「基礎情報」についての設問が

6 項目、表 2 は「移動時間」、「移動手段」など来場者の到達困難

度に関わる「交通情報」についての設問が 4 項目、表 3 は「買い

物の有無」、「合計購入金額」など来場者の施設内での「買い物情報」

についての設問が6項目の計16 項目の設問を用いた。その結果、

計 260 サンプルのデータを回収した。

2-3. 調査結果の概要

　ヒアリング調査で回収した計 260 サンプルを設問の選択肢ごと

に集計したものを表 1〜3に示した。以下、結果の概要を述べる。

　表 2 について、「Q2：自宅から施設までの移動手段」では自動

車が全体の 78% を占め、公共交通機関が 20％を占める結果とな

った。対象地付近は新幹線と電車が停車する駅があり、都内から

アウトレット行きのバスも出ているなど、来場するための移動手

段は多岐にわたる。しかし、移動手段が自動車に偏っているのは、

「Q4：施設からみた自宅の方面」の集計結果より、自動車保有率

が高い北関東や北陸からも多数の来場者が来たからだと考えられ

る。また、「Q5: 来場時の交通状況」については、渋滞や山道、

遅延など交通状況に問題があった来場者は全体の 54% と半数以上

であった。その要因として、対象地の周囲が山に囲まれているこ

とに加え、調査日の一方が連休の中日かつセール期間中のため混

雑したことが挙げられる。また、表 3 の「Q8：事前に目的のもの

があったか」と「Q9-2：目的のものを購入したか」について、事

前に目的のものを決めていた来場者は全体の 66% だったが、その

中で目的のものを買った人は 89% であり、ほとんどの人が目的通

りの買い物をしている。

目的のものの予算額を超えて購入しており、「徒歩、自転車、自

動車 ( 一般道 ) での来場者」は、目的のものを予算内の額で購入

している。

4-2-4. 目的変数「Q11: 目的以外のものの合計購入金額」につい

て

　目的変数を「Q11: 目的以外のものの合計購入金額」とし、説

明変数を「全要素」用いて解析を行い、AIC で抽出された説明変

数を表 10 に示す。合計購入金額について、飲食や土産などの買

い物を区別させるため、目的以外のものの金額の境界を 1 万円に

設定した。結果から、「滞在時間が 1 時間以上の来場者」、「女性

の来場者」、「北陸・中部・近畿方面からの来場者」が共に正の相

関を示した。また、到達困難度について、「移動時間が 2 時間以

上の来場者」が正の相関で、Q10 同様に移動時間が 2 時間未満の

来場者は目的以外のものを購入しないという傾向が伺われる。移

動手段については、「自動車（高速道）、公共交通機関（新幹線、電車、

高速バス）での来場者」は目的以外のものの合計購入金額が 1 万

円を超え、「徒歩、自転車、自動車 ( 一般道 ) での来場者」は 1

万円以下の目的以外のものの買い物をすることがわかった。

5.　まとめ

　本研究では、「自宅から買い物施設までの到達困難度と購買意

欲は正の相関があるのではないか」という仮説から、『都市・地

域における施設立地』と『消費者の非計画購買』の関係について

知見を得ることを目的とし、K アウトレットモール内でのアンケ

ート調査によって得られた来場者情報を、数量化 II 類とロジス

ティック回帰分析を用いて分析した。その際に、都市・地域にお

ける施設立地に関して、「自宅から施設に至るまでの移動時間や

交通状況」などの交通に関わる要素に焦点をあて、非計画購買に

ついては、「目的のものを予算を超えて購入すること」と「目的

になかったものを購入すること」に焦点をあて、相互の関連を考

察した。

　分析結果から、標本の不足によって一部結果に不明確さが生じ

るものもあったが、どの目的変数に対しても交通に関わる要素、

つまり「到達困難度」が購買意欲に影響を与えていることがわか

った。施設までの移動時間について、数量化理論 II 類では「移

動時間が 1 時間未満もしくは 5 時間以上」で目的のものを予算を

超えて購入することに影響を与える。ロジスティック回帰分析で

は「移動時間が 2 時間以上」で目的以外のものの購入と合計購入

金額に影響を与えていた。これらの結果から、自宅から施設まで

の移動時間が近い、もしくは遠すぎると、荷物が多くなっても困

らない、もしくは時間をかけてきた等という無意識的な感情が購

買意欲を掻き立てたと推察される。逆に移動時間が 1〜2 時間の

場合、程よく近いとまた来られるだろうという考えから、購買意

欲が掻き立てられにくいのかもしれない。移動手段について、数

量化理論 II 類では「移動手段が自動車（高速道）、新幹線、高速

バス」が目的のものを予算を超えて購入することに影響を与える。

ロジスティック回帰分析では「移動手段が自動車（高速道）」が

目的以外のものの購入、「移動手段が自動車（高速道）、公共交通

機関 ( 新幹線、電車、高速バス )」が合計購入金額がより高くな

る方向に影響を与えていた。これらの結果から、長距離移動の際

3-2. 分析に用いる変数

　変数については、表 3 の「Q8〜Q11」を目的変数に、表 1 と表

２の「Q1〜Q7」と「Q12〜Q14」を説明変数として用いた。

　数量化 II 類とロジスティック回帰分析共に、カテゴリ変数を

用いて解析する手法のため、人数データからダミー変数に変換し

た。その際に、設問項目の関係性をより明確化するために、内容

が近い選択肢同士の統合を行った。その結果を表 5に示す。

4. 結果と考察

4-1. 数量化理論 II

4-1-1. 目的変数「Q9-3: 目的のものの合計購入金額」について

　目的変数を「Q9-3: 目的のものの合計購入金額が予算額を超過

したかの有無」について、説明変数を「基礎情報と交通情報 (以下、

全要素と呼ぶ )」とし、数量化理論 II 類を行った結果を表 4 に

表 4「Q9-3: 目的のものの合計購入金額」と「Q10: 目的以外のものの購入の有無」に関する要因分析結果

超過した⇔超過してない 買った⇔買ってない

に用いる移動手段が購買意欲に強く影響を与えているこ

とが推測される。また、首都圏周囲に位置する K アウト

レットモールのように様々な交通手段で来場が可能な施

設でも、自動車（高速道）が購買意欲に対して影響力を

持っていた。これは、帰宅時に購入したものの持ち帰り

に手間がかからないためである可能性がある。交通状況

については、ロジスティック回帰分析から「交通状況に

問題があった場合」が目的のものの購入と目的以外のも

のの購入の両変数に正の影響を与えていた。これらの結

果から、施設に至るまでの交通状況に問題があったこと

は、「せっかく苦労してここまで来たのだから」という意

識で、目的のものと目的以外のものの両方、もしくはど

ちらかを購入してしまうと推測できる。

　以上から本研究では、首都圏周囲に立地するアウトレ

ットモールにおいて、非線形的ではあるが、購買意欲に

対して少なからず到達困難度が影響を与えていることが

示唆される結果が得られた。

　今後の課題としては、以下が挙げられる。本研究では

サンプル数が限られていたため、統計的な有意性が高く

ない説明変数も見られた。そのため、サンプル数を増や

した上で、説明変数に移動金額や移動距離などの要素を

加えてより詳細に検討することが考えられる。また、通

常の大型 SC や首都圏内に立地するアウトレットモールで

は違う結果が得られることも考えられるため、本研究と

は違う地域特性を持った施設とを比較することも将来の

課題である。
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在時間」「ショッピング頻度」「来場頻度」の順に影響力が高いこ

とがわかる。交通の要素は、「移動手段」が高い影響力を示し、

特に自動車（高速道）で移動した来場者は目的以外のものを買い

やすいことがわかる。

　Q9-3 と Q10 の結果を比較すると、共通していたのは「滞在時間」

で、概ね施設に長く滞在していると非計画的な購買をしやすいと

いう結果が得られた。また、交通の要素については、Q9-3 と Q10

とでは異なり、「施設まで時間をかけて移動した場合」もしくは「交

通状況に苦労して来場した場合」は予算を超過して目的のものを

買いやすいこと、「高速道を利用し、自動車で来場した場合」は

目的以外のものを買うことに大きく影響を与えていた。

4-2. ロジスティック回帰分析

　ロジスティック回帰分析において、共変量間に強い相関がある

と解析が不可能であったり、たとえ結果が求められたとしても偏

回帰係数の信頼性は低くなったりする。そのため、分散拡大係数

（以下、VIF と呼ぶ）を算出して、共変量間に多重共線性の恐れ

が大きいかどうかを事前に確認した。その結果、全要素が VIF＜

2 であったため、共変量間の多重共線性の恐れは少ないと判断さ

れる。

4-2-1. 目的変数「Q10: 目的以外のものを購入した来場者」につ

いて

　目的変数を来場前に計画になかったものを購入した、つまり非

計画購買である「Q10: 目的以外のものを購入した場合」とし、

説明変数に「全要素」を用いて解析を行い、 AIC で抽出された説

明変数を表 6,7 に示す。表 6 は移動手段を 4 つの変数に、表 7 は

移動手段を３つの変数に分類し、解析した結果である。両結果共

に、P 値やオッズ比から、特に相関が強かった「Q14: 滞在時間

[3]」は正の値であることから、施設に「3 時間以上滞在してい

た来場者」は、目的以外のものを買う傾向があることがわかる。

また「Q4: 方位」についても、「北陸、中部、近畿方面からの来場者」

は特に目的以外のものを買いやすいという結果となった。交通に

ついて、表 6 では「Q2: 移動手段 [1]」と「Q2: 移動手段 [2]」が

AIC で採用されており、P 値やオッズ比からも、「高速道を利用し

自動車で訪れた来場者」は目的以外のものを買いやすいという結

果が示された。逆に「新幹線または高速バスを利用した来場者」

1. 序論

1-1. 研究の背景と目的

　本研究では、観光地や大型ショッピングセンター ( 以下、SC

と呼ぶ ) に訪れた際に目的のものに加えて他のものも購入する行

動について、都市・地域における施設立地との関係から分析する。

　買い物は私たちの生活において欠かせない行動であり，現代社

会において買い物の手段は電子商取引や移動スーパーなど、多様

化する一方である。しかし，店頭に自ら足を赴いて手に取って購

入するという買い物行動は、単に生活に必須の行動というだけで

はなく，普遍的な娯楽とも言える。このため、私たちは生活して

いく中で、買い物に出かけ、つい購買予定外の商品に目を奪われ

購買することも多い。実際に、計画的でない購買（以下、非計画

購買と呼ぶ）が消費者の購買活動の 87% を占めているという調査

結果がある 1)。この結果は、計画を立てないで購買する消費者や、

計画を立てていても計画に沿った購買を行なわない消費者が多く

いることを示唆している。なかでも、観光地や郊外の大型 SC は、

現在の我が国の生活には欠かせない施設であり、そこでは、「せ

っかく来たから」「めったに訪れないから」と、目的の物に加え

て他の物も購入する行動が観察される。その要因として、普段で

は体験できない非日常の環境にいることで、埋没費用 ( 以下、サ

ンクコストと呼ぶ ) に行動を左右されてしまうことが挙げられ

る。サンクコストも様々な要素が挙げられる。なかでも、都市・

地域における施設立地の観点からは、「移動時間、移動手段、地

形など自宅から目的施設までの移動の際に負荷になる要素（以下、

到達困難度と呼ぶ）」というサンクコストに行動を左右されて、

到達困難度と購買意欲に正の相関があるのではないかと予想され

る。そこで、本研究では、到達困難度のうち購買意欲に対して「ど

のような要素が関連しているのか」、「どの要素が影響力を有する

か」を明らかにすることで、消費者の非計画購買と都市・地域に

おける施設立地の関係について知見を得ることを目的とする。

1-2. 既往研究と本研究の位置付け

　非計画購買に着目した買い物行動に関する既往の研究は多岐に

わたる。森田ら 2) は、価格割引や陳列、接客などのいかなる店

舗属性が消費者の非計画購買を促進し、売上高の上昇を図れるか

を分析した。下畑ら 3) は、観光地での土産店に訪れる買い物客

を対象として、商品への注目回数、店内滞在時間、店員との会話

時間などを要因として取り上げて、購入率との相関を検証した。

また、島村ら 4) は、大学生を対象とし、土産購入時の環境や商

品の要因が購買行動にどのくらい影響を与えているか分析してい

る。しかし、これらを含めた既往研究は消費者の属性を限定して

いることに加え、消費者が施設に至るまでの到達困難度に関する

行動背景や心理を考慮していない。また、買い物行動と施設立地

の関係について、浅野ら 5) は地方都市の食料品店を対象とし、

市街化区域内外とで買い物アクセシビリティがどう変化するかを

定量的に評価している。しかし、最寄り品店のみを対象としてい

ることに加え、非計画購買を考慮していない。以上を踏まえ、本

研究では環境が変化する日常 ( 自宅 ) から非日常 ( 施設 ) までの

到達困難度が非計画購買に与える影響に着目し、要素の抽出や影

響力の定量化を行う。

2. 調査

2-1. 分析対象施設

　本研究では、東京首都圏の周囲、北方に立地する K アウトレッ

トモールを対象とした。観光地全般や通常の大型 SC ではなくア

ウトレットモールを選定した理由は次のとおりである。第一に、

家族や友人への土産のような計画的な購買に限らず、買い回り品

や最寄り品など様々なジャンルの商品が販売されており、目的以

外の非計画購買が起こりやすいと予想される。第二に、観光地全

般では「買う」に加え、「食べる」「見る」などの様々な行動がイ

メージされる一方で、アウトレットモールでは「買う」つまり買

3. 分析

3-1. 分析方法

　現地調査から集計したデータを用いて、相関関係の有無や相関

の強弱を定量的に示すため、数量化理論 II 類とロジスティック

回帰分析の２つの手法を用いて解析を行う。

　まず概要を把握するために、本研究の目的に直接関係する質問

である「目的のものの購入金額は予算を超過したか」、「目的以外

のものを購入したか」、「目的以外のものの合計購入金額」に対し

て、アンケートで問うた「買い物情報」と「交通情報」がどのく

らいの説明力を持つのかを、数量化理論II類を用いて解析する8)。

　次に数量化理論 II 類の結果を踏まえて、詳細な解析として、「説

明変数のなかでもどの要素が大きな正負の相関を持つのか」を明

らかにするために、ロジスティック回帰分析を行う。ロジスティ

ック回帰分析では、上記のように関係式に用いた説明変数の目的

変数に対する影響度を明らかにできるため、本研究では、赤池情

報量規準（以下、AIC と呼ぶ）による変数増減法によって相関関

係が高い要素を抽出する。この際に、抽出されるそれぞれの説明

変数は、「選択肢 -1」の数となる。

示す。全体の相関比 ( 正判別率 ) が 70% を超える結果となった。

これは、調査対象者の全要素の情報を得ることで、その対象者が

目的のものを予算を超えて購入するかの有無を、情報が得られな

い場合の 50% に対して、70% の確率で予測することができること

を意味する。また、レンジより、目的変数に対して「来場頻度」「交

通状況」「移動時間」の順に影響力が高いことがわかる。カテゴ

リによっては回答数が極端に少ないものもあり、スコアのばらつ

きから信憑性にかけるものもあるが、「予算額の超過」に対して、

交通の要素が大きく影響を与えていることが示唆された。

4-1-2. 目的変数「Q10: 目的以外のものの購入の有無」について

　目的変数を「Q10: 目的以外のものの購入の有無」について、

説明変数を「全要素」とし、数量化理論 II 類を行った結果を表

4 に示す。全体の相関比 ( 正判別率 ) が 71% となった。また、レ

ンジについて Q9-3 に比べて偏りが少なく、目的変数に対して「滞

は負の値を示し、目的以外のものを買いにくい。移動手段だけで

見ると自動車で高速道を利用した場合、自身あるいは同乗者が運

転していることや高速での運転により、施設まで労力をかけて来

場したことから、衝動的な購買意欲が高まったと推測できる。ま

た、表 7 では、「移動時間と交通状況を合わせた Q3.Q5」が採用

されており、なかでも「移動時間が 2 時間以上で交通状況に問題

があった来場者」が、目的以外のものの購入に対して、最も強い

正の相関を示している。次に強い正の相関を示したものは「移動

時間が 2 時間以上で交通状況に問題がなかった来場者」となり、

「移動時間が 2 時間以内で交通状況に問題があった来場者」は負

の相関を示した。この結果から、移動時間が 2 時間以上の来場者

は交通状況に関わらず、目的以外のものを購入していることがわ

かり、特に「移動時間が 2 時間以上で交通状況に問題があった、

すなわち到達困難度が高いと考えられる来場者」の方が、衝動的

な購買に強い相関を示していることが示唆された。

4-2-2. 目的変数「Q9-2&10: 目的と目的以外のものの購入」につ

いて

　目的変数として、「Q9-2: 目的のものの購入の有無」と「Q10:

目的以外のものの購入の有無」を３つの変数に組み合わせて用い

た。説明変数は「全要素」を用いて、多項ロジスティック回帰分

析を行った。 AICで抽出された相関の強い説明変数を表8に示す。

結果は、Q10 同様に「Q14: 滞在時間」が強い相関を示し、新たに

「Q13: 年齢層」の指標が抽出された。「20〜50 代の来場者」は目

的のもの、もしくは目的以外のものの何かしらを購入しており、

「60 代以上の来場者」は目的のものと目的以外のものの両方を購

入する傾向がある。また、到達困難度について「Q5: 交通状況」

が抽出されており、「交通状況に問題がなかった来場者」と「購買」

に負の相関を示している。つまり、交通状況に問題がなかった来

場者は購買をせず、交通状況に苦労した来場者は購買している。

4-2-3. 目的変数「Q9-3: 目的のものの合計購入金額」について

　目的変数を「Q9-3: 目的のものの購入金額が予算を超過したか

の有無」とし、説明変数を「全要素」用いて解析を行い、AIC で

抽出された説明変数を表 9 に示す。その結果、「Q2: 移動手段

[1]」と「Q2: 移動手段 [3]」が抽出された。「移動手段が自動車

(高速道 )、公共交通機関（新幹線、電車、高速バス）での来場者」は、

い物行動が多いと考えられる。第三に、通常の大型SCとは違った、

アウトレットモールのならではの非日常的環境によって、予算よ

り金額の大きな非計画購買が誘発されやすいと予測される 6)7)。

　また、Kアウトレットモールを選定した理由は次の通りである。

第一に、全国の大型 SC やアウトレットモールのなかでも来場者

数が多い施設であるため、より多くのサンプルを収集できること

が挙げられる。第二に、都心から地方まで様々な地域から、自動

車や電車、新幹線など多岐にわたる交通手段で来場者が訪れてい

ることが挙げられる。このことから、移動時間や移動手段のサン

プルの極端な偏りを防ぐことで、相関関係が抽出しやすくなると

期待される。

2-2. 調査方法

　分析を行うにあたって、現実の来場者の買い物行動と施設立地

に関わる交通情報についてのサンプルが必要であることから、K

アウトレットモール内で来場者に直接ヒアリングを行い、加えて

後日郵送あるいは WEB にて回答可能なアンケート配布を行った。

調査日は多数の来客が予想される週末の 11/17( 土 )、３連休中

日で大型バーゲン中の 11/24( 土 ) の日程で実施した。

　調査にあたって、ヒアリングは 5 人の調査員が施設の出口付近

に立ち、帰宅客に対して、事前に用意したアンケート項目 ( 表１

〜3) を口頭または手書きで回答してもらう形式とした。その場

での回答ができない来場者に対しては、WEB 回答が可能な QR コ

ード付きのアンケート用紙を同封した封筒を配布した。アンケー

ト内容については、表 1〜3に示した通りで、表 1は「性別」、「年

齢層」、「滞在時間」など来場者の「基礎情報」についての設問が

6 項目、表 2 は「移動時間」、「移動手段」など来場者の到達困難

度に関わる「交通情報」についての設問が 4 項目、表 3 は「買い

物の有無」、「合計購入金額」など来場者の施設内での「買い物情報」

についての設問が6項目の計16 項目の設問を用いた。その結果、

計 260 サンプルのデータを回収した。

2-3. 調査結果の概要

　ヒアリング調査で回収した計 260 サンプルを設問の選択肢ごと

に集計したものを表 1〜3に示した。以下、結果の概要を述べる。

　表 2 について、「Q2：自宅から施設までの移動手段」では自動

車が全体の 78% を占め、公共交通機関が 20％を占める結果とな

った。対象地付近は新幹線と電車が停車する駅があり、都内から

アウトレット行きのバスも出ているなど、来場するための移動手

段は多岐にわたる。しかし、移動手段が自動車に偏っているのは、

「Q4：施設からみた自宅の方面」の集計結果より、自動車保有率

が高い北関東や北陸からも多数の来場者が来たからだと考えられ

る。また、「Q5: 来場時の交通状況」については、渋滞や山道、

遅延など交通状況に問題があった来場者は全体の 54% と半数以上

であった。その要因として、対象地の周囲が山に囲まれているこ

とに加え、調査日の一方が連休の中日かつセール期間中のため混

雑したことが挙げられる。また、表 3 の「Q8：事前に目的のもの

があったか」と「Q9-2：目的のものを購入したか」について、事

前に目的のものを決めていた来場者は全体の 66% だったが、その

中で目的のものを買った人は 89% であり、ほとんどの人が目的通

りの買い物をしている。

目的のものの予算額を超えて購入しており、「徒歩、自転車、自

動車 ( 一般道 ) での来場者」は、目的のものを予算内の額で購入

している。

4-2-4. 目的変数「Q11: 目的以外のものの合計購入金額」につい

て

　目的変数を「Q11: 目的以外のものの合計購入金額」とし、説

明変数を「全要素」用いて解析を行い、AIC で抽出された説明変

数を表 10 に示す。合計購入金額について、飲食や土産などの買

い物を区別させるため、目的以外のものの金額の境界を 1 万円に

設定した。結果から、「滞在時間が 1 時間以上の来場者」、「女性

の来場者」、「北陸・中部・近畿方面からの来場者」が共に正の相

関を示した。また、到達困難度について、「移動時間が 2 時間以

上の来場者」が正の相関で、Q10 同様に移動時間が 2 時間未満の

来場者は目的以外のものを購入しないという傾向が伺われる。移

動手段については、「自動車（高速道）、公共交通機関（新幹線、電車、

高速バス）での来場者」は目的以外のものの合計購入金額が 1 万

円を超え、「徒歩、自転車、自動車 ( 一般道 ) での来場者」は 1

万円以下の目的以外のものの買い物をすることがわかった。

5.　まとめ

　本研究では、「自宅から買い物施設までの到達困難度と購買意

欲は正の相関があるのではないか」という仮説から、『都市・地

域における施設立地』と『消費者の非計画購買』の関係について

知見を得ることを目的とし、K アウトレットモール内でのアンケ

ート調査によって得られた来場者情報を、数量化 II 類とロジス

ティック回帰分析を用いて分析した。その際に、都市・地域にお

ける施設立地に関して、「自宅から施設に至るまでの移動時間や

交通状況」などの交通に関わる要素に焦点をあて、非計画購買に

ついては、「目的のものを予算を超えて購入すること」と「目的

になかったものを購入すること」に焦点をあて、相互の関連を考

察した。

　分析結果から、標本の不足によって一部結果に不明確さが生じ

るものもあったが、どの目的変数に対しても交通に関わる要素、

つまり「到達困難度」が購買意欲に影響を与えていることがわか

った。施設までの移動時間について、数量化理論 II 類では「移

動時間が 1 時間未満もしくは 5 時間以上」で目的のものを予算を

超えて購入することに影響を与える。ロジスティック回帰分析で

は「移動時間が 2 時間以上」で目的以外のものの購入と合計購入

金額に影響を与えていた。これらの結果から、自宅から施設まで

の移動時間が近い、もしくは遠すぎると、荷物が多くなっても困

らない、もしくは時間をかけてきた等という無意識的な感情が購

買意欲を掻き立てたと推察される。逆に移動時間が 1〜2 時間の

場合、程よく近いとまた来られるだろうという考えから、購買意

欲が掻き立てられにくいのかもしれない。移動手段について、数

量化理論 II 類では「移動手段が自動車（高速道）、新幹線、高速

バス」が目的のものを予算を超えて購入することに影響を与える。

ロジスティック回帰分析では「移動手段が自動車（高速道）」が

目的以外のものの購入、「移動手段が自動車（高速道）、公共交通

機関 ( 新幹線、電車、高速バス )」が合計購入金額がより高くな

る方向に影響を与えていた。これらの結果から、長距離移動の際

3-2. 分析に用いる変数

　変数については、表 3 の「Q8〜Q11」を目的変数に、表 1 と表

２の「Q1〜Q7」と「Q12〜Q14」を説明変数として用いた。

　数量化 II 類とロジスティック回帰分析共に、カテゴリ変数を

用いて解析する手法のため、人数データからダミー変数に変換し

た。その際に、設問項目の関係性をより明確化するために、内容

が近い選択肢同士の統合を行った。その結果を表 5に示す。

4. 結果と考察

4-1. 数量化理論 II

4-1-1. 目的変数「Q9-3: 目的のものの合計購入金額」について

　目的変数を「Q9-3: 目的のものの合計購入金額が予算額を超過

したかの有無」について、説明変数を「基礎情報と交通情報 (以下、

全要素と呼ぶ )」とし、数量化理論 II 類を行った結果を表 4 に

表 5 説明変数の定義

に用いる移動手段が購買意欲に強く影響を与えているこ

とが推測される。また、首都圏周囲に位置する K アウト

レットモールのように様々な交通手段で来場が可能な施

設でも、自動車（高速道）が購買意欲に対して影響力を

持っていた。これは、帰宅時に購入したものの持ち帰り

に手間がかからないためである可能性がある。交通状況

については、ロジスティック回帰分析から「交通状況に

問題があった場合」が目的のものの購入と目的以外のも

のの購入の両変数に正の影響を与えていた。これらの結

果から、施設に至るまでの交通状況に問題があったこと

は、「せっかく苦労してここまで来たのだから」という意

識で、目的のものと目的以外のものの両方、もしくはど

ちらかを購入してしまうと推測できる。

　以上から本研究では、首都圏周囲に立地するアウトレ

ットモールにおいて、非線形的ではあるが、購買意欲に

対して少なからず到達困難度が影響を与えていることが

示唆される結果が得られた。

　今後の課題としては、以下が挙げられる。本研究では

サンプル数が限られていたため、統計的な有意性が高く

ない説明変数も見られた。そのため、サンプル数を増や

した上で、説明変数に移動金額や移動距離などの要素を

加えてより詳細に検討することが考えられる。また、通

常の大型 SC や首都圏内に立地するアウトレットモールで

は違う結果が得られることも考えられるため、本研究と

は違う地域特性を持った施設とを比較することも将来の

課題である。
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在時間」「ショッピング頻度」「来場頻度」の順に影響力が高いこ

とがわかる。交通の要素は、「移動手段」が高い影響力を示し、

特に自動車（高速道）で移動した来場者は目的以外のものを買い

やすいことがわかる。

　Q9-3 と Q10 の結果を比較すると、共通していたのは「滞在時間」

で、概ね施設に長く滞在していると非計画的な購買をしやすいと

いう結果が得られた。また、交通の要素については、Q9-3 と Q10

とでは異なり、「施設まで時間をかけて移動した場合」もしくは「交

通状況に苦労して来場した場合」は予算を超過して目的のものを

買いやすいこと、「高速道を利用し、自動車で来場した場合」は

目的以外のものを買うことに大きく影響を与えていた。

4-2. ロジスティック回帰分析

　ロジスティック回帰分析において、共変量間に強い相関がある

と解析が不可能であったり、たとえ結果が求められたとしても偏

回帰係数の信頼性は低くなったりする。そのため、分散拡大係数

（以下、VIF と呼ぶ）を算出して、共変量間に多重共線性の恐れ

が大きいかどうかを事前に確認した。その結果、全要素が VIF＜

2 であったため、共変量間の多重共線性の恐れは少ないと判断さ

れる。

4-2-1. 目的変数「Q10: 目的以外のものを購入した来場者」につ

いて

　目的変数を来場前に計画になかったものを購入した、つまり非

計画購買である「Q10: 目的以外のものを購入した場合」とし、

説明変数に「全要素」を用いて解析を行い、 AIC で抽出された説

明変数を表 6,7 に示す。表 6 は移動手段を 4 つの変数に、表 7 は

移動手段を３つの変数に分類し、解析した結果である。両結果共

に、P 値やオッズ比から、特に相関が強かった「Q14: 滞在時間

[3]」は正の値であることから、施設に「3 時間以上滞在してい

た来場者」は、目的以外のものを買う傾向があることがわかる。

また「Q4: 方位」についても、「北陸、中部、近畿方面からの来場者」

は特に目的以外のものを買いやすいという結果となった。交通に

ついて、表 6 では「Q2: 移動手段 [1]」と「Q2: 移動手段 [2]」が

AIC で採用されており、P 値やオッズ比からも、「高速道を利用し

自動車で訪れた来場者」は目的以外のものを買いやすいという結

果が示された。逆に「新幹線または高速バスを利用した来場者」

1. 序論

1-1. 研究の背景と目的

　本研究では、観光地や大型ショッピングセンター ( 以下、SC

と呼ぶ ) に訪れた際に目的のものに加えて他のものも購入する行

動について、都市・地域における施設立地との関係から分析する。

　買い物は私たちの生活において欠かせない行動であり，現代社

会において買い物の手段は電子商取引や移動スーパーなど、多様

化する一方である。しかし，店頭に自ら足を赴いて手に取って購

入するという買い物行動は、単に生活に必須の行動というだけで

はなく，普遍的な娯楽とも言える。このため、私たちは生活して

いく中で、買い物に出かけ、つい購買予定外の商品に目を奪われ

購買することも多い。実際に、計画的でない購買（以下、非計画

購買と呼ぶ）が消費者の購買活動の 87% を占めているという調査

結果がある 1)。この結果は、計画を立てないで購買する消費者や、

計画を立てていても計画に沿った購買を行なわない消費者が多く

いることを示唆している。なかでも、観光地や郊外の大型 SC は、

現在の我が国の生活には欠かせない施設であり、そこでは、「せ

っかく来たから」「めったに訪れないから」と、目的の物に加え

て他の物も購入する行動が観察される。その要因として、普段で

は体験できない非日常の環境にいることで、埋没費用 ( 以下、サ

ンクコストと呼ぶ ) に行動を左右されてしまうことが挙げられ

る。サンクコストも様々な要素が挙げられる。なかでも、都市・

地域における施設立地の観点からは、「移動時間、移動手段、地

形など自宅から目的施設までの移動の際に負荷になる要素（以下、

到達困難度と呼ぶ）」というサンクコストに行動を左右されて、

到達困難度と購買意欲に正の相関があるのではないかと予想され

る。そこで、本研究では、到達困難度のうち購買意欲に対して「ど

のような要素が関連しているのか」、「どの要素が影響力を有する

か」を明らかにすることで、消費者の非計画購買と都市・地域に

おける施設立地の関係について知見を得ることを目的とする。

1-2. 既往研究と本研究の位置付け

　非計画購買に着目した買い物行動に関する既往の研究は多岐に

わたる。森田ら 2) は、価格割引や陳列、接客などのいかなる店

舗属性が消費者の非計画購買を促進し、売上高の上昇を図れるか

を分析した。下畑ら 3) は、観光地での土産店に訪れる買い物客

を対象として、商品への注目回数、店内滞在時間、店員との会話

時間などを要因として取り上げて、購入率との相関を検証した。

また、島村ら 4) は、大学生を対象とし、土産購入時の環境や商

品の要因が購買行動にどのくらい影響を与えているか分析してい

る。しかし、これらを含めた既往研究は消費者の属性を限定して

いることに加え、消費者が施設に至るまでの到達困難度に関する

行動背景や心理を考慮していない。また、買い物行動と施設立地

の関係について、浅野ら 5) は地方都市の食料品店を対象とし、

市街化区域内外とで買い物アクセシビリティがどう変化するかを

定量的に評価している。しかし、最寄り品店のみを対象としてい

ることに加え、非計画購買を考慮していない。以上を踏まえ、本

研究では環境が変化する日常 ( 自宅 ) から非日常 ( 施設 ) までの

到達困難度が非計画購買に与える影響に着目し、要素の抽出や影

響力の定量化を行う。

2. 調査

2-1. 分析対象施設

　本研究では、東京首都圏の周囲、北方に立地する K アウトレッ

トモールを対象とした。観光地全般や通常の大型 SC ではなくア

ウトレットモールを選定した理由は次のとおりである。第一に、

家族や友人への土産のような計画的な購買に限らず、買い回り品

や最寄り品など様々なジャンルの商品が販売されており、目的以

外の非計画購買が起こりやすいと予想される。第二に、観光地全

般では「買う」に加え、「食べる」「見る」などの様々な行動がイ

メージされる一方で、アウトレットモールでは「買う」つまり買

3. 分析

3-1. 分析方法

　現地調査から集計したデータを用いて、相関関係の有無や相関

の強弱を定量的に示すため、数量化理論 II 類とロジスティック

回帰分析の２つの手法を用いて解析を行う。

　まず概要を把握するために、本研究の目的に直接関係する質問

である「目的のものの購入金額は予算を超過したか」、「目的以外

のものを購入したか」、「目的以外のものの合計購入金額」に対し

て、アンケートで問うた「買い物情報」と「交通情報」がどのく

らいの説明力を持つのかを、数量化理論II類を用いて解析する8)。

　次に数量化理論 II 類の結果を踏まえて、詳細な解析として、「説

明変数のなかでもどの要素が大きな正負の相関を持つのか」を明

らかにするために、ロジスティック回帰分析を行う。ロジスティ

ック回帰分析では、上記のように関係式に用いた説明変数の目的

変数に対する影響度を明らかにできるため、本研究では、赤池情

報量規準（以下、AIC と呼ぶ）による変数増減法によって相関関

係が高い要素を抽出する。この際に、抽出されるそれぞれの説明

変数は、「選択肢 -1」の数となる。

示す。全体の相関比 ( 正判別率 ) が 70% を超える結果となった。

これは、調査対象者の全要素の情報を得ることで、その対象者が

目的のものを予算を超えて購入するかの有無を、情報が得られな

い場合の 50% に対して、70% の確率で予測することができること

を意味する。また、レンジより、目的変数に対して「来場頻度」「交

通状況」「移動時間」の順に影響力が高いことがわかる。カテゴ

リによっては回答数が極端に少ないものもあり、スコアのばらつ

きから信憑性にかけるものもあるが、「予算額の超過」に対して、

交通の要素が大きく影響を与えていることが示唆された。

4-1-2. 目的変数「Q10: 目的以外のものの購入の有無」について

　目的変数を「Q10: 目的以外のものの購入の有無」について、

説明変数を「全要素」とし、数量化理論 II 類を行った結果を表

4 に示す。全体の相関比 ( 正判別率 ) が 71% となった。また、レ

ンジについて Q9-3 に比べて偏りが少なく、目的変数に対して「滞

は負の値を示し、目的以外のものを買いにくい。移動手段だけで

見ると自動車で高速道を利用した場合、自身あるいは同乗者が運

転していることや高速での運転により、施設まで労力をかけて来

場したことから、衝動的な購買意欲が高まったと推測できる。ま

た、表 7 では、「移動時間と交通状況を合わせた Q3.Q5」が採用

されており、なかでも「移動時間が 2 時間以上で交通状況に問題

があった来場者」が、目的以外のものの購入に対して、最も強い

正の相関を示している。次に強い正の相関を示したものは「移動

時間が 2 時間以上で交通状況に問題がなかった来場者」となり、

「移動時間が 2 時間以内で交通状況に問題があった来場者」は負

の相関を示した。この結果から、移動時間が 2 時間以上の来場者

は交通状況に関わらず、目的以外のものを購入していることがわ

かり、特に「移動時間が 2 時間以上で交通状況に問題があった、

すなわち到達困難度が高いと考えられる来場者」の方が、衝動的

な購買に強い相関を示していることが示唆された。

4-2-2. 目的変数「Q9-2&10: 目的と目的以外のものの購入」につ

いて

　目的変数として、「Q9-2: 目的のものの購入の有無」と「Q10:

目的以外のものの購入の有無」を３つの変数に組み合わせて用い

た。説明変数は「全要素」を用いて、多項ロジスティック回帰分

析を行った。 AICで抽出された相関の強い説明変数を表8に示す。

結果は、Q10 同様に「Q14: 滞在時間」が強い相関を示し、新たに

「Q13: 年齢層」の指標が抽出された。「20〜50 代の来場者」は目

的のもの、もしくは目的以外のものの何かしらを購入しており、

「60 代以上の来場者」は目的のものと目的以外のものの両方を購

入する傾向がある。また、到達困難度について「Q5: 交通状況」

が抽出されており、「交通状況に問題がなかった来場者」と「購買」

に負の相関を示している。つまり、交通状況に問題がなかった来

場者は購買をせず、交通状況に苦労した来場者は購買している。

4-2-3. 目的変数「Q9-3: 目的のものの合計購入金額」について

　目的変数を「Q9-3: 目的のものの購入金額が予算を超過したか

の有無」とし、説明変数を「全要素」用いて解析を行い、AIC で

抽出された説明変数を表 9 に示す。その結果、「Q2: 移動手段

[1]」と「Q2: 移動手段 [3]」が抽出された。「移動手段が自動車

(高速道 )、公共交通機関（新幹線、電車、高速バス）での来場者」は、

い物行動が多いと考えられる。第三に、通常の大型SCとは違った、

アウトレットモールのならではの非日常的環境によって、予算よ

り金額の大きな非計画購買が誘発されやすいと予測される 6)7)。

　また、Kアウトレットモールを選定した理由は次の通りである。

第一に、全国の大型 SC やアウトレットモールのなかでも来場者

数が多い施設であるため、より多くのサンプルを収集できること

が挙げられる。第二に、都心から地方まで様々な地域から、自動

車や電車、新幹線など多岐にわたる交通手段で来場者が訪れてい

ることが挙げられる。このことから、移動時間や移動手段のサン

プルの極端な偏りを防ぐことで、相関関係が抽出しやすくなると

期待される。

2-2. 調査方法

　分析を行うにあたって、現実の来場者の買い物行動と施設立地

に関わる交通情報についてのサンプルが必要であることから、K

アウトレットモール内で来場者に直接ヒアリングを行い、加えて

後日郵送あるいは WEB にて回答可能なアンケート配布を行った。

調査日は多数の来客が予想される週末の 11/17( 土 )、３連休中

日で大型バーゲン中の 11/24( 土 ) の日程で実施した。

　調査にあたって、ヒアリングは 5 人の調査員が施設の出口付近

に立ち、帰宅客に対して、事前に用意したアンケート項目 ( 表１

〜3) を口頭または手書きで回答してもらう形式とした。その場

での回答ができない来場者に対しては、WEB 回答が可能な QR コ

ード付きのアンケート用紙を同封した封筒を配布した。アンケー

ト内容については、表 1〜3に示した通りで、表 1は「性別」、「年

齢層」、「滞在時間」など来場者の「基礎情報」についての設問が

6 項目、表 2 は「移動時間」、「移動手段」など来場者の到達困難

度に関わる「交通情報」についての設問が 4 項目、表 3 は「買い

物の有無」、「合計購入金額」など来場者の施設内での「買い物情報」

についての設問が6項目の計16 項目の設問を用いた。その結果、

計 260 サンプルのデータを回収した。

2-3. 調査結果の概要

　ヒアリング調査で回収した計 260 サンプルを設問の選択肢ごと

に集計したものを表 1〜3に示した。以下、結果の概要を述べる。

　表 2 について、「Q2：自宅から施設までの移動手段」では自動

車が全体の 78% を占め、公共交通機関が 20％を占める結果とな

った。対象地付近は新幹線と電車が停車する駅があり、都内から

アウトレット行きのバスも出ているなど、来場するための移動手

段は多岐にわたる。しかし、移動手段が自動車に偏っているのは、

「Q4：施設からみた自宅の方面」の集計結果より、自動車保有率

が高い北関東や北陸からも多数の来場者が来たからだと考えられ

る。また、「Q5: 来場時の交通状況」については、渋滞や山道、

遅延など交通状況に問題があった来場者は全体の 54% と半数以上

であった。その要因として、対象地の周囲が山に囲まれているこ

とに加え、調査日の一方が連休の中日かつセール期間中のため混

雑したことが挙げられる。また、表 3 の「Q8：事前に目的のもの

があったか」と「Q9-2：目的のものを購入したか」について、事

前に目的のものを決めていた来場者は全体の 66% だったが、その

中で目的のものを買った人は 89% であり、ほとんどの人が目的通

りの買い物をしている。

目的のものの予算額を超えて購入しており、「徒歩、自転車、自

動車 ( 一般道 ) での来場者」は、目的のものを予算内の額で購入

している。

4-2-4. 目的変数「Q11: 目的以外のものの合計購入金額」につい

て

　目的変数を「Q11: 目的以外のものの合計購入金額」とし、説

明変数を「全要素」用いて解析を行い、AIC で抽出された説明変

数を表 10 に示す。合計購入金額について、飲食や土産などの買

い物を区別させるため、目的以外のものの金額の境界を 1 万円に

設定した。結果から、「滞在時間が 1 時間以上の来場者」、「女性

の来場者」、「北陸・中部・近畿方面からの来場者」が共に正の相

関を示した。また、到達困難度について、「移動時間が 2 時間以

上の来場者」が正の相関で、Q10 同様に移動時間が 2 時間未満の

来場者は目的以外のものを購入しないという傾向が伺われる。移

動手段については、「自動車（高速道）、公共交通機関（新幹線、電車、

高速バス）での来場者」は目的以外のものの合計購入金額が 1 万

円を超え、「徒歩、自転車、自動車 ( 一般道 ) での来場者」は 1

万円以下の目的以外のものの買い物をすることがわかった。

5.　まとめ

　本研究では、「自宅から買い物施設までの到達困難度と購買意

欲は正の相関があるのではないか」という仮説から、『都市・地

域における施設立地』と『消費者の非計画購買』の関係について

知見を得ることを目的とし、K アウトレットモール内でのアンケ

ート調査によって得られた来場者情報を、数量化 II 類とロジス

ティック回帰分析を用いて分析した。その際に、都市・地域にお

ける施設立地に関して、「自宅から施設に至るまでの移動時間や

交通状況」などの交通に関わる要素に焦点をあて、非計画購買に

ついては、「目的のものを予算を超えて購入すること」と「目的

になかったものを購入すること」に焦点をあて、相互の関連を考

察した。

　分析結果から、標本の不足によって一部結果に不明確さが生じ

るものもあったが、どの目的変数に対しても交通に関わる要素、

つまり「到達困難度」が購買意欲に影響を与えていることがわか

った。施設までの移動時間について、数量化理論 II 類では「移

動時間が 1 時間未満もしくは 5 時間以上」で目的のものを予算を

超えて購入することに影響を与える。ロジスティック回帰分析で

は「移動時間が 2 時間以上」で目的以外のものの購入と合計購入

金額に影響を与えていた。これらの結果から、自宅から施設まで

の移動時間が近い、もしくは遠すぎると、荷物が多くなっても困

らない、もしくは時間をかけてきた等という無意識的な感情が購

買意欲を掻き立てたと推察される。逆に移動時間が 1〜2 時間の

場合、程よく近いとまた来られるだろうという考えから、購買意

欲が掻き立てられにくいのかもしれない。移動手段について、数

量化理論 II 類では「移動手段が自動車（高速道）、新幹線、高速

バス」が目的のものを予算を超えて購入することに影響を与える。

ロジスティック回帰分析では「移動手段が自動車（高速道）」が

目的以外のものの購入、「移動手段が自動車（高速道）、公共交通

機関 ( 新幹線、電車、高速バス )」が合計購入金額がより高くな

る方向に影響を与えていた。これらの結果から、長距離移動の際

3-2. 分析に用いる変数

　変数については、表 3 の「Q8〜Q11」を目的変数に、表 1 と表

２の「Q1〜Q7」と「Q12〜Q14」を説明変数として用いた。

　数量化 II 類とロジスティック回帰分析共に、カテゴリ変数を

用いて解析する手法のため、人数データからダミー変数に変換し

た。その際に、設問項目の関係性をより明確化するために、内容

が近い選択肢同士の統合を行った。その結果を表 5に示す。

4. 結果と考察

4-1. 数量化理論 II

4-1-1. 目的変数「Q9-3: 目的のものの合計購入金額」について

　目的変数を「Q9-3: 目的のものの合計購入金額が予算額を超過

したかの有無」について、説明変数を「基礎情報と交通情報 (以下、

全要素と呼ぶ )」とし、数量化理論 II 類を行った結果を表 4 に

.10% 有意  *5% 有意  **1% 有意 

表 6 「Q10: 目的以外のものを購入するか」について二項ロジスティック回帰分析の結果

表 7 「Q10: 目的以外のものを購入するか」について二項ロジスティック回帰分析の結果

表 8「Q9-2&10: 目的のもの or 目的以外のものの購入の有無」についての多項ロジスティック回帰分析の結果

表 9「Q9-3: 目的のものの合計購入金額」についての多項ロジスティック回帰分析の結果

表 10「Q11: 目的以外のものの合計購入金額」についての多項ロジスティック回帰分析の結果

に用いる移動手段が購買意欲に強く影響を与えているこ

とが推測される。また、首都圏周囲に位置する K アウト

レットモールのように様々な交通手段で来場が可能な施

設でも、自動車（高速道）が購買意欲に対して影響力を

持っていた。これは、帰宅時に購入したものの持ち帰り

に手間がかからないためである可能性がある。交通状況

については、ロジスティック回帰分析から「交通状況に

問題があった場合」が目的のものの購入と目的以外のも

のの購入の両変数に正の影響を与えていた。これらの結

果から、施設に至るまでの交通状況に問題があったこと

は、「せっかく苦労してここまで来たのだから」という意

識で、目的のものと目的以外のものの両方、もしくはど

ちらかを購入してしまうと推測できる。

　以上から本研究では、首都圏周囲に立地するアウトレ

ットモールにおいて、非線形的ではあるが、購買意欲に

対して少なからず到達困難度が影響を与えていることが

示唆される結果が得られた。

　今後の課題としては、以下が挙げられる。本研究では

サンプル数が限られていたため、統計的な有意性が高く

ない説明変数も見られた。そのため、サンプル数を増や

した上で、説明変数に移動金額や移動距離などの要素を

加えてより詳細に検討することが考えられる。また、通

常の大型 SC や首都圏内に立地するアウトレットモールで

は違う結果が得られることも考えられるため、本研究と

は違う地域特性を持った施設とを比較することも将来の

課題である。
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在時間」「ショッピング頻度」「来場頻度」の順に影響力が高いこ

とがわかる。交通の要素は、「移動手段」が高い影響力を示し、

特に自動車（高速道）で移動した来場者は目的以外のものを買い

やすいことがわかる。

　Q9-3 と Q10 の結果を比較すると、共通していたのは「滞在時間」

で、概ね施設に長く滞在していると非計画的な購買をしやすいと

いう結果が得られた。また、交通の要素については、Q9-3 と Q10

とでは異なり、「施設まで時間をかけて移動した場合」もしくは「交

通状況に苦労して来場した場合」は予算を超過して目的のものを

買いやすいこと、「高速道を利用し、自動車で来場した場合」は

目的以外のものを買うことに大きく影響を与えていた。

4-2. ロジスティック回帰分析

　ロジスティック回帰分析において、共変量間に強い相関がある

と解析が不可能であったり、たとえ結果が求められたとしても偏

回帰係数の信頼性は低くなったりする。そのため、分散拡大係数

（以下、VIF と呼ぶ）を算出して、共変量間に多重共線性の恐れ

が大きいかどうかを事前に確認した。その結果、全要素が VIF＜

2 であったため、共変量間の多重共線性の恐れは少ないと判断さ

れる。

4-2-1. 目的変数「Q10: 目的以外のものを購入した来場者」につ

いて

　目的変数を来場前に計画になかったものを購入した、つまり非

計画購買である「Q10: 目的以外のものを購入した場合」とし、

説明変数に「全要素」を用いて解析を行い、 AIC で抽出された説

明変数を表 6,7 に示す。表 6 は移動手段を 4 つの変数に、表 7 は

移動手段を３つの変数に分類し、解析した結果である。両結果共

に、P 値やオッズ比から、特に相関が強かった「Q14: 滞在時間

[3]」は正の値であることから、施設に「3 時間以上滞在してい

た来場者」は、目的以外のものを買う傾向があることがわかる。

また「Q4: 方位」についても、「北陸、中部、近畿方面からの来場者」

は特に目的以外のものを買いやすいという結果となった。交通に

ついて、表 6 では「Q2: 移動手段 [1]」と「Q2: 移動手段 [2]」が

AIC で採用されており、P 値やオッズ比からも、「高速道を利用し

自動車で訪れた来場者」は目的以外のものを買いやすいという結

果が示された。逆に「新幹線または高速バスを利用した来場者」

1. 序論

1-1. 研究の背景と目的

　本研究では、観光地や大型ショッピングセンター ( 以下、SC

と呼ぶ ) に訪れた際に目的のものに加えて他のものも購入する行

動について、都市・地域における施設立地との関係から分析する。

　買い物は私たちの生活において欠かせない行動であり，現代社

会において買い物の手段は電子商取引や移動スーパーなど、多様

化する一方である。しかし，店頭に自ら足を赴いて手に取って購

入するという買い物行動は、単に生活に必須の行動というだけで

はなく，普遍的な娯楽とも言える。このため、私たちは生活して

いく中で、買い物に出かけ、つい購買予定外の商品に目を奪われ

購買することも多い。実際に、計画的でない購買（以下、非計画

購買と呼ぶ）が消費者の購買活動の 87% を占めているという調査

結果がある 1)。この結果は、計画を立てないで購買する消費者や、

計画を立てていても計画に沿った購買を行なわない消費者が多く

いることを示唆している。なかでも、観光地や郊外の大型 SC は、

現在の我が国の生活には欠かせない施設であり、そこでは、「せ

っかく来たから」「めったに訪れないから」と、目的の物に加え

て他の物も購入する行動が観察される。その要因として、普段で

は体験できない非日常の環境にいることで、埋没費用 ( 以下、サ

ンクコストと呼ぶ ) に行動を左右されてしまうことが挙げられ

る。サンクコストも様々な要素が挙げられる。なかでも、都市・

地域における施設立地の観点からは、「移動時間、移動手段、地

形など自宅から目的施設までの移動の際に負荷になる要素（以下、

到達困難度と呼ぶ）」というサンクコストに行動を左右されて、

到達困難度と購買意欲に正の相関があるのではないかと予想され

る。そこで、本研究では、到達困難度のうち購買意欲に対して「ど

のような要素が関連しているのか」、「どの要素が影響力を有する

か」を明らかにすることで、消費者の非計画購買と都市・地域に

おける施設立地の関係について知見を得ることを目的とする。

1-2. 既往研究と本研究の位置付け

　非計画購買に着目した買い物行動に関する既往の研究は多岐に

わたる。森田ら 2) は、価格割引や陳列、接客などのいかなる店

舗属性が消費者の非計画購買を促進し、売上高の上昇を図れるか

を分析した。下畑ら 3) は、観光地での土産店に訪れる買い物客

を対象として、商品への注目回数、店内滞在時間、店員との会話

時間などを要因として取り上げて、購入率との相関を検証した。

また、島村ら 4) は、大学生を対象とし、土産購入時の環境や商

品の要因が購買行動にどのくらい影響を与えているか分析してい

る。しかし、これらを含めた既往研究は消費者の属性を限定して

いることに加え、消費者が施設に至るまでの到達困難度に関する

行動背景や心理を考慮していない。また、買い物行動と施設立地

の関係について、浅野ら 5) は地方都市の食料品店を対象とし、

市街化区域内外とで買い物アクセシビリティがどう変化するかを

定量的に評価している。しかし、最寄り品店のみを対象としてい

ることに加え、非計画購買を考慮していない。以上を踏まえ、本

研究では環境が変化する日常 ( 自宅 ) から非日常 ( 施設 ) までの

到達困難度が非計画購買に与える影響に着目し、要素の抽出や影

響力の定量化を行う。

2. 調査

2-1. 分析対象施設

　本研究では、東京首都圏の周囲、北方に立地する K アウトレッ

トモールを対象とした。観光地全般や通常の大型 SC ではなくア

ウトレットモールを選定した理由は次のとおりである。第一に、

家族や友人への土産のような計画的な購買に限らず、買い回り品

や最寄り品など様々なジャンルの商品が販売されており、目的以

外の非計画購買が起こりやすいと予想される。第二に、観光地全

般では「買う」に加え、「食べる」「見る」などの様々な行動がイ

メージされる一方で、アウトレットモールでは「買う」つまり買

3. 分析

3-1. 分析方法

　現地調査から集計したデータを用いて、相関関係の有無や相関

の強弱を定量的に示すため、数量化理論 II 類とロジスティック

回帰分析の２つの手法を用いて解析を行う。

　まず概要を把握するために、本研究の目的に直接関係する質問

である「目的のものの購入金額は予算を超過したか」、「目的以外

のものを購入したか」、「目的以外のものの合計購入金額」に対し

て、アンケートで問うた「買い物情報」と「交通情報」がどのく

らいの説明力を持つのかを、数量化理論II類を用いて解析する8)。

　次に数量化理論 II 類の結果を踏まえて、詳細な解析として、「説

明変数のなかでもどの要素が大きな正負の相関を持つのか」を明

らかにするために、ロジスティック回帰分析を行う。ロジスティ

ック回帰分析では、上記のように関係式に用いた説明変数の目的

変数に対する影響度を明らかにできるため、本研究では、赤池情

報量規準（以下、AIC と呼ぶ）による変数増減法によって相関関

係が高い要素を抽出する。この際に、抽出されるそれぞれの説明

変数は、「選択肢 -1」の数となる。

示す。全体の相関比 ( 正判別率 ) が 70% を超える結果となった。

これは、調査対象者の全要素の情報を得ることで、その対象者が

目的のものを予算を超えて購入するかの有無を、情報が得られな

い場合の 50% に対して、70% の確率で予測することができること

を意味する。また、レンジより、目的変数に対して「来場頻度」「交

通状況」「移動時間」の順に影響力が高いことがわかる。カテゴ

リによっては回答数が極端に少ないものもあり、スコアのばらつ

きから信憑性にかけるものもあるが、「予算額の超過」に対して、

交通の要素が大きく影響を与えていることが示唆された。

4-1-2. 目的変数「Q10: 目的以外のものの購入の有無」について

　目的変数を「Q10: 目的以外のものの購入の有無」について、

説明変数を「全要素」とし、数量化理論 II 類を行った結果を表

4 に示す。全体の相関比 ( 正判別率 ) が 71% となった。また、レ

ンジについて Q9-3 に比べて偏りが少なく、目的変数に対して「滞

は負の値を示し、目的以外のものを買いにくい。移動手段だけで

見ると自動車で高速道を利用した場合、自身あるいは同乗者が運

転していることや高速での運転により、施設まで労力をかけて来

場したことから、衝動的な購買意欲が高まったと推測できる。ま

た、表 7 では、「移動時間と交通状況を合わせた Q3.Q5」が採用

されており、なかでも「移動時間が 2 時間以上で交通状況に問題

があった来場者」が、目的以外のものの購入に対して、最も強い

正の相関を示している。次に強い正の相関を示したものは「移動

時間が 2 時間以上で交通状況に問題がなかった来場者」となり、

「移動時間が 2 時間以内で交通状況に問題があった来場者」は負

の相関を示した。この結果から、移動時間が 2 時間以上の来場者

は交通状況に関わらず、目的以外のものを購入していることがわ

かり、特に「移動時間が 2 時間以上で交通状況に問題があった、

すなわち到達困難度が高いと考えられる来場者」の方が、衝動的

な購買に強い相関を示していることが示唆された。

4-2-2. 目的変数「Q9-2&10: 目的と目的以外のものの購入」につ

いて

　目的変数として、「Q9-2: 目的のものの購入の有無」と「Q10:

目的以外のものの購入の有無」を３つの変数に組み合わせて用い

た。説明変数は「全要素」を用いて、多項ロジスティック回帰分

析を行った。 AICで抽出された相関の強い説明変数を表8に示す。

結果は、Q10 同様に「Q14: 滞在時間」が強い相関を示し、新たに

「Q13: 年齢層」の指標が抽出された。「20〜50 代の来場者」は目

的のもの、もしくは目的以外のものの何かしらを購入しており、

「60 代以上の来場者」は目的のものと目的以外のものの両方を購

入する傾向がある。また、到達困難度について「Q5: 交通状況」

が抽出されており、「交通状況に問題がなかった来場者」と「購買」

に負の相関を示している。つまり、交通状況に問題がなかった来

場者は購買をせず、交通状況に苦労した来場者は購買している。

4-2-3. 目的変数「Q9-3: 目的のものの合計購入金額」について

　目的変数を「Q9-3: 目的のものの購入金額が予算を超過したか

の有無」とし、説明変数を「全要素」用いて解析を行い、AIC で

抽出された説明変数を表 9 に示す。その結果、「Q2: 移動手段

[1]」と「Q2: 移動手段 [3]」が抽出された。「移動手段が自動車

(高速道 )、公共交通機関（新幹線、電車、高速バス）での来場者」は、

い物行動が多いと考えられる。第三に、通常の大型SCとは違った、

アウトレットモールのならではの非日常的環境によって、予算よ

り金額の大きな非計画購買が誘発されやすいと予測される 6)7)。

　また、Kアウトレットモールを選定した理由は次の通りである。

第一に、全国の大型 SC やアウトレットモールのなかでも来場者

数が多い施設であるため、より多くのサンプルを収集できること

が挙げられる。第二に、都心から地方まで様々な地域から、自動

車や電車、新幹線など多岐にわたる交通手段で来場者が訪れてい

ることが挙げられる。このことから、移動時間や移動手段のサン

プルの極端な偏りを防ぐことで、相関関係が抽出しやすくなると

期待される。

2-2. 調査方法

　分析を行うにあたって、現実の来場者の買い物行動と施設立地

に関わる交通情報についてのサンプルが必要であることから、K

アウトレットモール内で来場者に直接ヒアリングを行い、加えて

後日郵送あるいは WEB にて回答可能なアンケート配布を行った。

調査日は多数の来客が予想される週末の 11/17( 土 )、３連休中

日で大型バーゲン中の 11/24( 土 ) の日程で実施した。

　調査にあたって、ヒアリングは 5 人の調査員が施設の出口付近

に立ち、帰宅客に対して、事前に用意したアンケート項目 ( 表１

〜3) を口頭または手書きで回答してもらう形式とした。その場

での回答ができない来場者に対しては、WEB 回答が可能な QR コ

ード付きのアンケート用紙を同封した封筒を配布した。アンケー

ト内容については、表 1〜3に示した通りで、表 1は「性別」、「年

齢層」、「滞在時間」など来場者の「基礎情報」についての設問が

6 項目、表 2 は「移動時間」、「移動手段」など来場者の到達困難

度に関わる「交通情報」についての設問が 4 項目、表 3 は「買い

物の有無」、「合計購入金額」など来場者の施設内での「買い物情報」

についての設問が6項目の計16 項目の設問を用いた。その結果、

計 260 サンプルのデータを回収した。

2-3. 調査結果の概要

　ヒアリング調査で回収した計 260 サンプルを設問の選択肢ごと

に集計したものを表 1〜3に示した。以下、結果の概要を述べる。

　表 2 について、「Q2：自宅から施設までの移動手段」では自動

車が全体の 78% を占め、公共交通機関が 20％を占める結果とな

った。対象地付近は新幹線と電車が停車する駅があり、都内から

アウトレット行きのバスも出ているなど、来場するための移動手

段は多岐にわたる。しかし、移動手段が自動車に偏っているのは、

「Q4：施設からみた自宅の方面」の集計結果より、自動車保有率

が高い北関東や北陸からも多数の来場者が来たからだと考えられ

る。また、「Q5: 来場時の交通状況」については、渋滞や山道、

遅延など交通状況に問題があった来場者は全体の 54% と半数以上

であった。その要因として、対象地の周囲が山に囲まれているこ

とに加え、調査日の一方が連休の中日かつセール期間中のため混

雑したことが挙げられる。また、表 3 の「Q8：事前に目的のもの

があったか」と「Q9-2：目的のものを購入したか」について、事

前に目的のものを決めていた来場者は全体の 66% だったが、その

中で目的のものを買った人は 89% であり、ほとんどの人が目的通

りの買い物をしている。

目的のものの予算額を超えて購入しており、「徒歩、自転車、自

動車 ( 一般道 ) での来場者」は、目的のものを予算内の額で購入

している。

4-2-4. 目的変数「Q11: 目的以外のものの合計購入金額」につい

て

　目的変数を「Q11: 目的以外のものの合計購入金額」とし、説

明変数を「全要素」用いて解析を行い、AIC で抽出された説明変

数を表 10 に示す。合計購入金額について、飲食や土産などの買

い物を区別させるため、目的以外のものの金額の境界を 1 万円に

設定した。結果から、「滞在時間が 1 時間以上の来場者」、「女性

の来場者」、「北陸・中部・近畿方面からの来場者」が共に正の相

関を示した。また、到達困難度について、「移動時間が 2 時間以

上の来場者」が正の相関で、Q10 同様に移動時間が 2 時間未満の

来場者は目的以外のものを購入しないという傾向が伺われる。移

動手段については、「自動車（高速道）、公共交通機関（新幹線、電車、

高速バス）での来場者」は目的以外のものの合計購入金額が 1 万

円を超え、「徒歩、自転車、自動車 ( 一般道 ) での来場者」は 1

万円以下の目的以外のものの買い物をすることがわかった。

5.　まとめ

　本研究では、「自宅から買い物施設までの到達困難度と購買意

欲は正の相関があるのではないか」という仮説から、『都市・地

域における施設立地』と『消費者の非計画購買』の関係について

知見を得ることを目的とし、K アウトレットモール内でのアンケ

ート調査によって得られた来場者情報を、数量化 II 類とロジス

ティック回帰分析を用いて分析した。その際に、都市・地域にお

ける施設立地に関して、「自宅から施設に至るまでの移動時間や

交通状況」などの交通に関わる要素に焦点をあて、非計画購買に

ついては、「目的のものを予算を超えて購入すること」と「目的

になかったものを購入すること」に焦点をあて、相互の関連を考

察した。

　分析結果から、標本の不足によって一部結果に不明確さが生じ

るものもあったが、どの目的変数に対しても交通に関わる要素、

つまり「到達困難度」が購買意欲に影響を与えていることがわか

った。施設までの移動時間について、数量化理論 II 類では「移

動時間が 1 時間未満もしくは 5 時間以上」で目的のものを予算を

超えて購入することに影響を与える。ロジスティック回帰分析で

は「移動時間が 2 時間以上」で目的以外のものの購入と合計購入

金額に影響を与えていた。これらの結果から、自宅から施設まで

の移動時間が近い、もしくは遠すぎると、荷物が多くなっても困

らない、もしくは時間をかけてきた等という無意識的な感情が購

買意欲を掻き立てたと推察される。逆に移動時間が 1〜2 時間の

場合、程よく近いとまた来られるだろうという考えから、購買意

欲が掻き立てられにくいのかもしれない。移動手段について、数

量化理論 II 類では「移動手段が自動車（高速道）、新幹線、高速

バス」が目的のものを予算を超えて購入することに影響を与える。

ロジスティック回帰分析では「移動手段が自動車（高速道）」が

目的以外のものの購入、「移動手段が自動車（高速道）、公共交通

機関 ( 新幹線、電車、高速バス )」が合計購入金額がより高くな

る方向に影響を与えていた。これらの結果から、長距離移動の際

3-2. 分析に用いる変数

　変数については、表 3 の「Q8〜Q11」を目的変数に、表 1 と表

２の「Q1〜Q7」と「Q12〜Q14」を説明変数として用いた。

　数量化 II 類とロジスティック回帰分析共に、カテゴリ変数を

用いて解析する手法のため、人数データからダミー変数に変換し

た。その際に、設問項目の関係性をより明確化するために、内容

が近い選択肢同士の統合を行った。その結果を表 5に示す。

4. 結果と考察

4-1. 数量化理論 II

4-1-1. 目的変数「Q9-3: 目的のものの合計購入金額」について

　目的変数を「Q9-3: 目的のものの合計購入金額が予算額を超過

したかの有無」について、説明変数を「基礎情報と交通情報 (以下、

全要素と呼ぶ )」とし、数量化理論 II 類を行った結果を表 4 に

に用いる移動手段が購買意欲に強く影響を与えているこ

とが推測される。また、首都圏周囲に位置する K アウト

レットモールのように様々な交通手段で来場が可能な施

設でも、自動車（高速道）が購買意欲に対して影響力を

持っていた。これは、帰宅時に購入したものの持ち帰り

に手間がかからないためである可能性がある。交通状況

については、ロジスティック回帰分析から「交通状況に

問題があった場合」が目的のものの購入と目的以外のも

のの購入の両変数に正の影響を与えていた。これらの結

果から、施設に至るまでの交通状況に問題があったこと

は、「せっかく苦労してここまで来たのだから」という意

識で、目的のものと目的以外のものの両方、もしくはど

ちらかを購入してしまうと推測できる。

　以上から本研究では、首都圏周囲に立地するアウトレ

ットモールにおいて、非線形的ではあるが、購買意欲に

対して少なからず到達困難度が影響を与えていることが

示唆される結果が得られた。

　今後の課題としては、以下が挙げられる。本研究では

サンプル数が限られていたため、統計的な有意性が高く

ない説明変数も見られた。そのため、サンプル数を増や

した上で、説明変数に移動金額や移動距離などの要素を

加えてより詳細に検討することが考えられる。また、通

常の大型 SC や首都圏内に立地するアウトレットモールで

は違う結果が得られることも考えられるため、本研究と

は違う地域特性を持った施設とを比較することも将来の

課題である。
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