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1. 背景と目的
1-1. 研究の背景
近年、地方都市のおかれている状況が厳しさを増すなか、
観光資源による地方都市活性化が注目されている。その背
景として外国人観光客の増加があり、特に地方都市におい
ては観光客等の回遊行動が、時にその都市の人口規模以上
の賑わいを中心市街地にもたらす。その賑わいは、基本的
には住民の都市における利便性を高める効果があると考え
られるため、観光資源への訪問者の回遊性と商業地の賑わ
いの関係を分析することは意義があると考えられる。この
とき、地方都市の中心市街地における観光資源の分布は都
市によって差異が見られ、中心市街地の周囲の徒歩圏に回
遊可能な観光資源が豊富に分布する都市や、観光資源の分
布が偏っている都市がある。そこで本研究では、観光資源
の空間的分布が、地方都市中心市街地の賑わいにどのよう
な影響を与えているかについて分析を行う。
1-2. 本研究の位置付け
本研究に関連する既往研究として、外村ら１）のものが
ある。外村らは観光統計を用いた都市の類型化を行い、主
要観光地が中心市街地から離れている都市ではそうでない
都市と比較して中心市街地の昼間人口や小売販売高が減少
していることを示した。一方で、観光資源や商業集積地は
それぞれ代表的な 1 点のみを扱っており、観光資源の空間
的な分布や回遊性が商業集積の立地や活性化に与えている
影響については詳しく述べられていない。また、分類に用
いている観光統計は、観光客数の集計において、都市ごと
に集計施設の選定基準が異なることと、街並みなどの面的
な観光資源の観光客数は集計できないことという問題点が
ある。対馬ら２）は地方都市における中心市街地の賑わい

と駅との位置関係との関係に着目し、中心市街地と駅前繁
華街の賑やかさを定量的に比較、都市規模などとの関係を
分析した。一方で、都市に２点よりも多くの商業集積地が
ある場合の面的な分析や、観光資源との関係性の分析など
は行われていない。そこで本研究では、都市内における観
光資源の空間的分布と相互の回遊性に着目し、それが商業
集積の立地や賑わいの分散性にもたらす影響を明らかにす
ることを目標とする。
2. 研究方法
2-1. 研究の流れ
研究の流れは次のとおりである、第一に、分析対象とす
る都市を選ぶ。続いて、重回帰分析によって他の要因と比
して観光資源の分布特性が商業集積の賑わいに与えている
影響について考察する。最後にその結果を踏まえ、都市内
の領域を観光資源へのアクセス性によって区分し、それと
商店立地との関係について統計的検定を用いて分析する。
重回帰分析については、AIC を選択基準とした変数増減法
重回帰分析を用いる。説明変数としては、賑わいに影響を
与える要因を表す指標を幅広く検討する。その際に観光資
源をプロットし、都市内におけるそれらの回遊性を測る指
標を導入する。これらの指標を主成分分析によって整理し、
回帰分析に用いる指標を選び出す。目的変数としては、都
市内における主要な商業集積を抽出し、その賑わいと分散
性についての指標を導入する。重回帰分析にあたっては、
全対象都市において商業集積の賑わい分散性などを目的変
数として分析した後に、対象を観光資源が１つ以上ある都
市に絞り、各商業集積の賑わいや都市内における順位など
を目的変数としてさらに分析する。これは、観光資源の多
少が商業集積の賑わいにもたらす影響の大小を都市内のミ

クロなスケールで観察するためである。
2-2. 研究対象都市および観光資源
研究対象都市については、ある地域における中心性を持
つ都市を選定するため、金本ら３）による「大都市雇用圏」
のうち人口が 120 万人以下であるものにおいて、１市で
中心都市をなす 81 都市注１）を選んだ（表１）。観光資源に
ついては、日本交通公社による「観光資源台帳」４）にお
いて資源種別が「人文資源」とされているもののうち、「年
中行事（祭り・伝統行事）」「食」「芸能・興行・イベント」
を除くものを候補とした。その候補のうち、研究対象都市
内にあって、かつ DID から 800m 以内に所在するものを
対象として選んだ。なお、この台帳では観光資源は S,A,B
級に区別されているため、これを考慮した分析を行う。
2-3. 指標の整理
2-3-1. 説明変数に用いる指標
回遊性を測る指標について、本研究では次のように考え
た。回遊可能距離を 1200m（徒歩 15 分圏）と設定し、
隣接する観光資源がそれ以内に存在する場合は線（リンク）
で結ぶという方法で、「観光資源リンク」を定義した（図１）。
これを用い、都市内における観光資源リンクの総延長や数、
ノードあたりのリンク数、リンクで囲まれる面積などの指
標を導入した。なお、回遊性要因のうち、リンク長さ平均

については影響が線形でない可能性を考慮し、ダミー変数
とした。また、周辺要因としては、都市圏人口や DID 人
口密度に加えて一人あたりの自動車保有台数や路面電車の
有無などを導入した。一人あたり自動車台数については、
狭小街路が多い都市では値が小さくなるなど、都市内にお
ける交通特性を表す指標と考えた。これらの指標について、
主成分分析によって類似性を吟味した後、分散拡大要因が
10 を下回るよう、５類型の回遊性指標を含む 16 の指標を
選出した（表２）。
2-3-2. 目的変数に用いる指標
都市内における商業集積の位置については、東京大学空
間情報科学センターによる 2014 年版の商業集積統計を用
い、各都市において商店数が５位までの商業集積注２）を抽
出した。ただし、商業集積統計における商業集積は、幅員
の広い道路を挟むことで別々の商業集積として扱われるこ
とがあるなど非常に詳細な区分がされており、都市スケー
ルでの商業の拠点を見出す際には問題が生じる可能性もあ
る。そこで、抽出した商業集積統計による商業集積の重心
から 400m バッファ（徒歩 5 分圏）を張り、その範囲を
本研究における商業集積と定義した（図２）。また、都市
における代表駅注３）からも同様のバッファを張り、駅周辺
の商業集積とした。なお、商業集積の抽出にあたっては、
領域の大きな重複を避けるため、その重心から 600m 以
内により上位の商業集積の重心または駅が存在する場合は
対象外とする。
次に、都市において最も賑わいのある商業集積を基準と
して、他の商業集積の相対的な賑わいの度合いを表す指標
を導入する。本研究ではこれを「分離度」と呼び、下記
(1) 式によって定義した。また、駅周辺に対する中心市街
地の賑わいを表す指標である「中心市街地優位度」を、下
記（2）式によって定義した。分離度は各商業集積固有の

値であるが、さらに分離度の分散を求めることで、都市ご
との商業集積の賑わいの分散性の指標とした。
商業集積の分離度＝(max(C1,S)-Cn)/max(C1,S)…(1)
　中心市街地優位度＝(C1-S)/max(C1-S)…(2)

C1:１位の商業集積（駅を除く）の商店数
S：駅周辺の商店数

Cn：n位の商業集積の商店数 (2≦n≦5)
中心市街地優位度、分離度の分散、観光資源数によって
対象都市を布置した散布図を図３に示す。これにより、観
光資源が多数ある都市の多くが、駅周辺に対して中心市街
地が優位であることがわかる。これより、観光資源には中
心市街地を活性化させる効果があることが推測できる。一
方で、分離度の分散と観光資源数の間には明確な関係は見
られなかった。
目的変数としては、上記の分離度とその分散、中心市街
地優位度に加え、各都市の DID 内の商店数に占めるその
商業集積の商店数を表す「シェア」を導入した。また、各
商業集積に賑わいが分散しているかを表す指標として、分
離度が一定以下の商業集積の数を加えた。その他、市街地
全体の賑わいを表す指標として、都市圏人口あたりの DID
内商店数を導入したほか、駅周辺と中心市街地に商店分布
が集約されているかを示す「集約度」を導入した（表３）。
3. 分析結果と考察
3-1. 観光資源数や回遊性による賑わい分散性の都市間比較
重回帰分析の結果を表４に示す。全体として、周辺要因
だけでなく観光資源数や回遊性要因も有意性が得られてい
るものが多かった。決定係数を見ると、Y6、Y13、
Y17-Y19 に加え、低位の商業集積の分離度やシェアにお
いて比較的高い値が得られた。このことから、低位の商業
集積の賑わいには高位のものに比べ観光要因の影響が強い
ことが推測される。
比較的高い決定係数が得られたもののうち、観光要因で
有意性が得られた３つ（Y6：分離度の分散、Y13：分離
度10%までの商業集積数、Y17：DID商店数 /都市圏人口）

の標準化偏回帰係数を図５から図７に示す。まず分離度の
分散については、大きな値をとるほど商業集積間での賑わ
いのばらつきが大きいということを示すものである。この
値に対して、DID観光資源数は強い負の影響を与えること
がわかる。一方で、観光資源数は正の影響を与える。この
ことから、DID内に存在する観光資源は商業集積の賑わい
のばらつきを小さくする効果があるが、DID外の観光資源
は逆の影響を持つ可能性があると考察できる。また、「リ
ンク長さ平均1-600m」が正の値を取っていることについ
ては、表４の Y2-Y5において X13d3（リンク長さ平均が
601-800m）の係数が負であり分離度を小さくする効果が

あることと合わせて考察すると、観光資源間の回遊距離は
600-800m 程度が望ましいと推測できる。その他周辺要因
として、路面電車の存在については、図６、図７と合わせ
て考察すると、市街地全体に賑わいをもたらす効果がある
ものと考えられる。また、一人あたり自動車台数 (X2) に
ついて、表４の各分離度、中心市街地優位度に対する影響
と合わせて考察すると、次のようになる。自動車交通の利
便性は中心市街地優位度を低下させ、かつ各商業集積の分
離度とその分散を強めることから、市街地内の商業集積を
衰退させ、かつその市街地の賑わいの中心を駅前に集約す
る効果があると考えられる。また図７より、市街地の商店
全体を減少させる効果もあり、これは郊外の大型ショッピ
ングモール等への流出を示唆している。
分離度 10% 以内の商業集積数については、回遊性の指
標がいくつか有意になった。リンク数 /DID 観光資源数や
リンク長さ平均が正の影響を示したことは、都市内の回遊
性が高いと賑わいの拠点が複数生まれやすいということを
示唆している。一方で、リンク長さ合計は負の影響であっ
た。これは、リンク長さ合計は金沢市が突出して大きな値
をとっており、その金沢市は比較的１位の商業集積へ商店
分布が集約するような構造を持っていることが影響してい
ると考えられる（図４）。DID 商店数 / 人に対しては、観
光資源数は正の影響を持つが S,A 級観光資源数は負の影響
を持つ。これは、S,A 級観光資源が立地する都市はその他
に観光資源が少ない傾向にあり（姫路市の姫路城等）、商
店分布がその周囲に集約されていることが影響していると
考えられる。しかし、高い魅力度を持つ観光資源がある都
市の DID 商店数が、観光資源がない都市と比較しても少
ないということが示唆されたのは、興味深い結果である。
　その他の説明変数を見ると、DID 観光資源数や近接観光

資源数は各商業集積の分離度に対して負、シェアに対して
正の影響を持っており、観光資源が商業集積を活性化させ
ることが考察できる。また、高位の商業集積には近接観光
資源数、低位の商業集積には DID 観光資源数とリンク長
さ平均が影響する傾向にある。このことから、高位の商業
集積の賑わいには観光資源への近接性が影響し、低位の商
業集積の賑わいには都市全体の観光資源の数や回遊性が影
響していると考えられる。中心市街地優位度についても、
決定係数が低いことからさらなる要因が考えられるが、近
接する観光資源があると中心市街地が優位になると考えら
れる。
本分析における課題としては、回遊性指標のうち
X15,X16 は有意になることが少なく、4 位の商業集積の
シェアに対して真逆の影響となっており、解釈が難しいこ
とがあげられる。またリンク長さ平均は、601-800m の距
離帯が最も有意になるケースが多く、賑わいに正の影響を
与えているが、1-600m の距離帯では、賑わいに対して正
負の影響が混在しており、これについても解釈が難しい。
距離帯の区分を見直すことが考えられたが、d2,d3 ともサ
ンプル数が７であり、これ以上は難しいと判断した。また
周辺要因について、一人あたり宿泊業事業所数は中位の商
業集積の賑わいに対して負の影響を持つが、分離度
10%,25% 以内の商業集積数には正の影響を持つことも、
解釈が難しい。
3-2. 観光都市内における商業集積の賑わいへの観光要因
の影響度
前節の考察を踏まえ、都市単位ではなく商業集積単位で
その賑わいへの観光要因の影響度を探るため、観光資源が
１つ以上存在する都市に絞り、全ての商業集積を対象とし
て、重回帰分析を行った。重回帰分析に用いた変数とその
結果を表５に示す。目的変数は前節と同様の分離度とシェ
アに加え、各商業集積の都市内における順位とした。説明
変数は観光資源までの距離、駅からの距離、近接観光資源
数に加え、その商業集積内を観光資源リンクが通過してい
るかを通過あり＝１、通過なし＝０で表したダミー変数で
ある「リンクダミー」の４つとした。
結果については、全体として決定係数が低く、説明力の
高いモデルを作ることはできなかった。これは、商業集積
単位の周辺要因の値を算出するのは非常に難しいため、使
用可能な説明変数が限定されることに起因すると考えられ
る。全体として有意となる項目が少なく、分離度、シェア
ともに４位、５位の商業集積についてはどの説明変数も選
択されなかった。個別の考察としては、まず順位について
はリンクダミーが負、駅からの距離が正の係数になった。
このことから、回遊ルート上に存在する商業集積は賑わい
やすく、駅からの距離が遠い商業集積は賑わいにくいと推
測できる。駅からの距離は、他の目的変数についても同様
の傾向を示した。リンクダミーや近接観光資源数について
は、賑わいを高める効果がわずかながら示唆された。一方、

観光資源までの距離については、２位の商業集積の分離度
に対して負の影響、シェアに対して正の影響となっている。
これは、観光資源までの距離が遠いほど賑わうという結果
となり、想定外であった。この結果については３ -5位で有
意な結果が得られておらず、比較して考察することができ
ないため考察が難しいが、回遊ルート上にあることや近接
する観光資源が多いことと比べ、観光資源までの距離が短
いことは重要ではない可能性がある。
3-3.観光資源へのアクセス性と商店立地についての分析
　前節の重回帰分析では、決定係数が低いことや有意とな
る項目が少なく解釈が難しかったことから、重回帰分析以
外の手法を用いて観光資源の空間的分布と商店立地の関係
を分析することとした。このために、各観光資源から
800mのバッファを張り、DIDの範囲外を除いてそのバッ
ファが重複する数に応じて領域を区分し、領域内の商店密
度を算出する（図８）。このバッファが重複する数と商店密
度の間に関連性があるかを分析する。なお商店密度として
は、商店が立地できない公園などの領域の影響を避けるた
め、商店数を道路距離で除した平均線密度を用いる。また、
駅も集客施設であることから、駅と観光資源を同様に扱い
集計したものと、区別して集計したものを用い、双方につ
いて考察する。
　まず、駅と観光資源を区別して集計した結果を図９、
10に示す。TAは観光資源のことを指して用いた (Tourist 
attractions)。なお、駅 TAとは、駅と観光資源のバッファが
重複する領域を表し、例えば駅 TA３は駅と３つの観光資
源のバッファが重複している領域である。また、０とは
DID内であるがバッファ外である領域、１はバッファ内だ
が他のバッファと重複していない領域を示している。なお、
重複数３以上は、サンプル数が少ないため合算して集計し
た。
　図９より、駅周辺の領域に対して駅と観光資源のバッ
ファが重複している領域は商店密度が高い結果となった。
一方、その重複部分の中では観光資源の数と商店密度の関
係は見られなかった。また図10は、観光資源バッファの
重なりと商店密度の関係を、駅周辺のものと比較したもの

である。これより、観光資源バッファ内、また２つの観光
資源バッファが重なる領域の商店密度は駅周辺と同程度で
あり、３つ以上のバッファが重なる領域ではその倍程度の
値となった。これらの結果より、駅から徒歩圏に観光資源
が立地する場合、駅から観光資源のルート上に商店が立地
しやすいということが考察できる。これは、姫路市におい
て姫路駅に対して姫路城側に商店が多く立地しているなど
の実例が挙げられ、旧来の都市の外縁に駅が立地し、都市
の賑わいが駅に引っ張られる形で現在の商業集積が形成さ
れるという経緯が背景にあると考えられる。また、観光資
源の周辺は駅周辺と同程度に商店が立地しやすいことが推
測できる。これは城など都市の中心部に観光資源が立地す
るケースが多いことや、もともと賑わいのある場所に観光
施設を立地させるケースなども影響しているとも考えられ
る。一方で、重複数３以上で商店密度が高くなることから、
複数の観光資源にアクセスできる場所、観光資源に囲まれ
る場所に商店が立地しやすいことが推測される。
次に、駅と観光資源を合算して集計したものを、区別し
て集計したものと比較して図 11 に示す。この結果より、
前述の考察と同様、複数の観光資源にアクセスできる場所
では商店が立地しやすいことが考察できる。
これらの考察を踏まえ、観光資源が１つ以上立地するす
べての都市の各領域をサンプルとして、Wilcoxon の順位
和検定 9) を用い、重複数によって商店密度の平均値に差が
あるか否かの検定を行った。その結果を表６に示す。駅と
観光資源を合算した場合と観光資源のみの場合のどちらの
ケースでも重複数 0,1,2 と３以上では商店密度の平均値に

い。中心市街地と駅周辺のどちらが賑わうかについては、
観光資源が中心市街地の近くに立地する場合、駅周辺より
も中心市街地が優位となる傾向にある。周辺要因としては、
路面電車は賑わいを市街地に大きく波及させるとともに、
市街地全体の商業を活性化させる効果がある。
一方、商業集積を衰退させる要素としては、自動車交通
の利便性が大きい。自動車の利便性が高いことは、市街地
全体の商業を縮小させるだけでなく、市街地内の賑わいを
駅に集約する。また、魅力度の高い観光資源の存在も、そ
の周囲に商店を集約するためか、市街地全体として見ると
商店数を減少させる効果を持つ。
これらの知見を踏まえ、都市計画への展望として、まず
都市内に新規観光施設を誘致する際、平均回遊距離が
600-800m となるように施設を配置することが考えられ
る。実例として、平成 16 年に開館した金沢２１世紀美術
館は金沢市街地における回遊性を大きく高めたと推測でき
る（図１、図 11）。また、市街地の活性化のために路面電
車を導入することも考えられる。さらに、複数の観光資源
にアクセスできる場所に商業施設等を誘致することで、観
光資源との相乗効果によりさらに回遊性が高まる効果も期
待できる。
今後の課題としては、本研究では商店立地の分析に用い
たデータが 2014 年の商業集積統計のみであるため、複数
の時点での商店立地を比較することにより、観光資源が商
店立地の変化にもたらす影響について詳細な分析を行うこ
とが挙げられる。また、商業集積の設定方法についても、
一定の距離で区切るのではなく、商店の連なりが途切れる
点や商店密度の谷間で区切るなど、より現実的な手法を考
案する余地があると考える。さらに、重回帰分析において
は、以下の点についてさらなる分析が望まれる。まず、自
動車保有台数や魅力度の高い観光資源が DID 内の商店数
に対して負の影響を与えていることが示唆されたことを踏
まえ、DID外（郊外）の商店数も目的変数に加えることで、
商店立地の郊外流出についての考察を深めることができる
と考えられる。また、説明変数の一つとして人口 10 万人
あたり大型小売店数を用いたが、立地環境による区別がな
いため、市街地の活性化ないしは衰退要因として考察する
ことができなかった。そこで、デパートと郊外のショッピ
ングセンターの床面積などを変数とすることができれば、
より多くの知見が得られると考えられる。
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注
１）自動車保有台数のデータが得られない千歳市、沖縄市
は対象から外した。
２）中心市街地の賑わいへの影響が弱いと考えられる、中
心駅または他の商業集積から大きく離れた（8km 以上）
商業集積は対象外とした。
３）各都市 DID 内において乗降客数最大の駅。なお、伊

差があることが示された（1％有意）。ただし、０というの
はバッファ外の領域であり、これだけでは観光資源に近い
場所は商店密度が高いという考察にとどまる。バッファ重
複数と商店密度の関係を述べるためには、0 を除外して検
定を行う必要があると考えられる。そこで、1,2 と３以上
という区分で再度検定を行なった結果、駅と観光資源を合
算した場合は有意とならなかったが、区別した場合では商
店密度の平均値に差があることが示された（5％有意）。こ
れにより、前述の考察と合わせ、複数の観光資源にアクセ
スできる場所では商店が立地しやすいということが示唆さ
れたと言える。
４. 結論
本研究では、都市内における観光資源の空間的分布と相
互の回遊性に着目し、それが商業集積の立地や賑わいの分
散性にもたらす影響を重回帰分析によって分析した後、観
光資源へのアクセス性と商店立地との関係について統計的
検定を用いて分析した。それによって得られた知見を以下
に述べる。
まず、市街地内に存在する観光資源には都市内の商業集
積を活性化する効果がある。また、その観光資源による回
遊性は、都市に複数の賑わいのある商業集積をもたらすこ
とに加え、都市全体の賑わいを増加させる効果もある。そ
の際、観光資源間の平均距離としては 600-800m 程度が
望ましい。商業集積別に見ると、高位の商業集積の賑わい
には観光資源への近接性が影響し、低位の商業集積の賑わ
いには都市全体の観光資源の数や回遊性が影響すると推測
される。また、回遊ルート上にある商業集積は賑わいやす

勢市についてはその差が小さいことから宇治山田駅と伊勢
市駅の２つ、舞鶴市・上越市は市街地成立の経緯からそれ
ぞれ東舞鶴駅と西舞鶴駅、直江津駅と高田駅の２つとした。
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regression analysis was used as the analysis method. The results suggest that cities with high accessibility 
between tourism resources tend to have more prosperous commercial cluster districts. In addition, if tourist 
resources are located near the city center, it tends to prosper compared with the district around the station.

Keywords: tourism resource list, accessibility between tourism resources, commercial cluster districts, multiple regression analysis
観光資源台帳、観光資源の回遊性、商業集積、重回帰分析

* 会員外　東京都立大学大学院都市環境科学研究科建築学域博士前期課程　元学生　修士（工学）　Tokyo Metropolitan University

**   正会員　東京都立大学大学院都市環境科学研究科建築学域　教授　博士（工学）　Tokyo Metropolitan University

*** 正会員　東京都立大学大学院都市環境科学研究科建築学域　助教　博士（工学）　Tokyo Metropolitan University

- 94 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.19, 2020 年 5 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.19, May, 2020 

1.　背景と目的
1-1. 研究の背景
　近年、地方都市のおかれている状況が厳しさを増すなか、
観光資源による地方都市活性化が注目されている。その背
景として外国人観光客の増加があり、特に地方都市におい
ては観光客等の回遊行動が、時にその都市の人口規模以上
の賑わいを中心市街地にもたらす。その賑わいは、基本的
には住民の都市における利便性を高める効果があると考え
られるため、観光資源への訪問者の回遊性と商業地の賑わ
いの関係を分析することは意義があると考えられる。この
とき、地方都市の中心市街地における観光資源の分布は都
市によって差異が見られ、中心市街地の周囲の徒歩圏に回
遊可能な観光資源が豊富に分布する都市や、観光資源の分
布が偏っている都市がある。そこで本研究では、観光資源
の空間的分布が、地方都市中心市街地の賑わいにどのよう
な影響を与えているかについて分析を行う。
1-2. 本研究の位置付け
本研究に関連する既往研究として、外村ら１）のものが
ある。外村らは観光統計を用いた都市の類型化を行い、主
要観光地が中心市街地から離れている都市ではそうでない
都市と比較して中心市街地の昼間人口や小売販売高が減少
していることを示した。一方で、観光資源や商業集積地は
それぞれ代表的な 1 点のみを扱っており、観光資源の空間
的な分布や回遊性が商業集積の立地や活性化に与えている
影響については詳しく述べられていない。また、分類に用
いている観光統計は、観光客数の集計において、都市ごと
に集計施設の選定基準が異なることと、街並みなどの面的
な観光資源の観光客数は集計できないことという問題点が
ある。対馬ら２）は地方都市における中心市街地の賑わい

と駅との位置関係との関係に着目し、中心市街地と駅前繁
華街の賑やかさを定量的に比較、都市規模などとの関係を
分析した。一方で、都市に２点よりも多くの商業集積地が
ある場合の面的な分析や、観光資源との関係性の分析など
は行われていない。そこで本研究では、都市内における観
光資源の空間的分布と相互の回遊性に着目し、それが商業
集積の立地や賑わいの分散性にもたらす影響を明らかにす
ることを目標とする。
2. 研究方法
2-1. 研究の流れ
研究の流れは次のとおりである、第一に、分析対象とす
る都市を選ぶ。続いて、重回帰分析によって他の要因と比
して観光資源の分布特性が商業集積の賑わいに与えている
影響について考察する。最後にその結果を踏まえ、都市内
の領域を観光資源へのアクセス性によって区分し、それと
商店立地との関係について統計的検定を用いて分析する。
重回帰分析については、AIC を選択基準とした変数増減法
重回帰分析を用いる。説明変数としては、賑わいに影響を
与える要因を表す指標を幅広く検討する。その際に観光資
源をプロットし、都市内におけるそれらの回遊性を測る指
標を導入する。これらの指標を主成分分析によって整理し、
回帰分析に用いる指標を選び出す。目的変数としては、都
市内における主要な商業集積を抽出し、その賑わいと分散
性についての指標を導入する。重回帰分析にあたっては、
全対象都市において商業集積の賑わい分散性などを目的変
数として分析した後に、対象を観光資源が１つ以上ある都
市に絞り、各商業集積の賑わいや都市内における順位など
を目的変数としてさらに分析する。これは、観光資源の多
少が商業集積の賑わいにもたらす影響の大小を都市内のミ

クロなスケールで観察するためである。
2-2. 研究対象都市および観光資源
研究対象都市については、ある地域における中心性を持
つ都市を選定するため、金本ら３）による「大都市雇用圏」
のうち人口が 120 万人以下であるものにおいて、１市で
中心都市をなす 81 都市注１）を選んだ（表１）。観光資源に
ついては、日本交通公社による「観光資源台帳」４）にお
いて資源種別が「人文資源」とされているもののうち、「年
中行事（祭り・伝統行事）」「食」「芸能・興行・イベント」
を除くものを候補とした。その候補のうち、研究対象都市
内にあって、かつ DID から 800m 以内に所在するものを
対象として選んだ。なお、この台帳では観光資源は S,A,B
級に区別されているため、これを考慮した分析を行う。
2-3. 指標の整理
2-3-1. 説明変数に用いる指標
回遊性を測る指標について、本研究では次のように考え
た。回遊可能距離を 1200m（徒歩 15 分圏）と設定し、
隣接する観光資源がそれ以内に存在する場合は線（リンク）
で結ぶという方法で、「観光資源リンク」を定義した（図１）。
これを用い、都市内における観光資源リンクの総延長や数、
ノードあたりのリンク数、リンクで囲まれる面積などの指
標を導入した。なお、回遊性要因のうち、リンク長さ平均

については影響が線形でない可能性を考慮し、ダミー変数
とした。また、周辺要因としては、都市圏人口や DID 人
口密度に加えて一人あたりの自動車保有台数や路面電車の
有無などを導入した。一人あたり自動車台数については、
狭小街路が多い都市では値が小さくなるなど、都市内にお
ける交通特性を表す指標と考えた。これらの指標について、
主成分分析によって類似性を吟味した後、分散拡大要因が
10 を下回るよう、５類型の回遊性指標を含む 16 の指標を
選出した（表２）。
2-3-2. 目的変数に用いる指標
都市内における商業集積の位置については、東京大学空
間情報科学センターによる 2014 年版の商業集積統計を用
い、各都市において商店数が５位までの商業集積注２）を抽
出した。ただし、商業集積統計における商業集積は、幅員
の広い道路を挟むことで別々の商業集積として扱われるこ
とがあるなど非常に詳細な区分がされており、都市スケー
ルでの商業の拠点を見出す際には問題が生じる可能性もあ
る。そこで、抽出した商業集積統計による商業集積の重心
から 400m バッファ（徒歩 5 分圏）を張り、その範囲を
本研究における商業集積と定義した（図２）。また、都市
における代表駅注３）からも同様のバッファを張り、駅周辺
の商業集積とした。なお、商業集積の抽出にあたっては、
領域の大きな重複を避けるため、その重心から 600m 以
内により上位の商業集積の重心または駅が存在する場合は
対象外とする。
　次に、都市において最も賑わいのある商業集積を基準と
して、他の商業集積の相対的な賑わいの度合いを表す指標
を導入する。本研究ではこれを「分離度」と呼び、下記
(1) 式によって定義した。また、駅周辺に対する中心市街
地の賑わいを表す指標である「中心市街地優位度」を、下
記（2）式によって定義した。分離度は各商業集積固有の

値であるが、さらに分離度の分散を求めることで、都市ご
との商業集積の賑わいの分散性の指標とした。
商業集積の分離度＝(max(C1,S)-Cn)/max(C1,S)…(1)

　中心市街地優位度＝(C1-S)/max(C1-S)…(2)
C1:１位の商業集積（駅を除く）の商店数

S：駅周辺の商店数
Cn：n位の商業集積の商店数 (2≦n≦5)

中心市街地優位度、分離度の分散、観光資源数によって
対象都市を布置した散布図を図３に示す。これにより、観
光資源が多数ある都市の多くが、駅周辺に対して中心市街
地が優位であることがわかる。これより、観光資源には中
心市街地を活性化させる効果があることが推測できる。一
方で、分離度の分散と観光資源数の間には明確な関係は見
られなかった。
目的変数としては、上記の分離度とその分散、中心市街
地優位度に加え、各都市の DID 内の商店数に占めるその
商業集積の商店数を表す「シェア」を導入した。また、各
商業集積に賑わいが分散しているかを表す指標として、分
離度が一定以下の商業集積の数を加えた。その他、市街地
全体の賑わいを表す指標として、都市圏人口あたりの DID
内商店数を導入したほか、駅周辺と中心市街地に商店分布
が集約されているかを示す「集約度」を導入した（表３）。
3. 分析結果と考察
3-1. 観光資源数や回遊性による賑わい分散性の都市間比較
重回帰分析の結果を表４に示す。全体として、周辺要因
だけでなく観光資源数や回遊性要因も有意性が得られてい
るものが多かった。決定係数を見ると、Y6、Y13、
Y17-Y19 に加え、低位の商業集積の分離度やシェアにお
いて比較的高い値が得られた。このことから、低位の商業
集積の賑わいには高位のものに比べ観光要因の影響が強い
ことが推測される。
比較的高い決定係数が得られたもののうち、観光要因で
有意性が得られた３つ（Y6：分離度の分散、Y13：分離
度10%までの商業集積数、Y17：DID商店数 /都市圏人口）

の標準化偏回帰係数を図５から図７に示す。まず分離度の
分散については、大きな値をとるほど商業集積間での賑わ
いのばらつきが大きいということを示すものである。この
値に対して、DID観光資源数は強い負の影響を与えること
がわかる。一方で、観光資源数は正の影響を与える。この
ことから、DID内に存在する観光資源は商業集積の賑わい
のばらつきを小さくする効果があるが、DID外の観光資源
は逆の影響を持つ可能性があると考察できる。また、「リ
ンク長さ平均1-600m」が正の値を取っていることについ
ては、表４の Y2-Y5において X13d3（リンク長さ平均が
601-800m）の係数が負であり分離度を小さくする効果が

あることと合わせて考察すると、観光資源間の回遊距離は
600-800m 程度が望ましいと推測できる。その他周辺要因
として、路面電車の存在については、図６、図７と合わせ
て考察すると、市街地全体に賑わいをもたらす効果がある
ものと考えられる。また、一人あたり自動車台数 (X2) に
ついて、表４の各分離度、中心市街地優位度に対する影響
と合わせて考察すると、次のようになる。自動車交通の利
便性は中心市街地優位度を低下させ、かつ各商業集積の分
離度とその分散を強めることから、市街地内の商業集積を
衰退させ、かつその市街地の賑わいの中心を駅前に集約す
る効果があると考えられる。また図７より、市街地の商店
全体を減少させる効果もあり、これは郊外の大型ショッピ
ングモール等への流出を示唆している。
分離度 10% 以内の商業集積数については、回遊性の指
標がいくつか有意になった。リンク数 /DID 観光資源数や
リンク長さ平均が正の影響を示したことは、都市内の回遊
性が高いと賑わいの拠点が複数生まれやすいということを
示唆している。一方で、リンク長さ合計は負の影響であっ
た。これは、リンク長さ合計は金沢市が突出して大きな値
をとっており、その金沢市は比較的１位の商業集積へ商店
分布が集約するような構造を持っていることが影響してい
ると考えられる（図４）。DID 商店数 / 人に対しては、観
光資源数は正の影響を持つが S,A 級観光資源数は負の影響
を持つ。これは、S,A 級観光資源が立地する都市はその他
に観光資源が少ない傾向にあり（姫路市の姫路城等）、商
店分布がその周囲に集約されていることが影響していると
考えられる。しかし、高い魅力度を持つ観光資源がある都
市の DID 商店数が、観光資源がない都市と比較しても少
ないということが示唆されたのは、興味深い結果である。
　その他の説明変数を見ると、DID 観光資源数や近接観光

資源数は各商業集積の分離度に対して負、シェアに対して
正の影響を持っており、観光資源が商業集積を活性化させ
ることが考察できる。また、高位の商業集積には近接観光
資源数、低位の商業集積には DID 観光資源数とリンク長
さ平均が影響する傾向にある。このことから、高位の商業
集積の賑わいには観光資源への近接性が影響し、低位の商
業集積の賑わいには都市全体の観光資源の数や回遊性が影
響していると考えられる。中心市街地優位度についても、
決定係数が低いことからさらなる要因が考えられるが、近
接する観光資源があると中心市街地が優位になると考えら
れる。
本分析における課題としては、回遊性指標のうち
X15,X16 は有意になることが少なく、4 位の商業集積の
シェアに対して真逆の影響となっており、解釈が難しいこ
とがあげられる。またリンク長さ平均は、601-800m の距
離帯が最も有意になるケースが多く、賑わいに正の影響を
与えているが、1-600m の距離帯では、賑わいに対して正
負の影響が混在しており、これについても解釈が難しい。
距離帯の区分を見直すことが考えられたが、d2,d3 ともサ
ンプル数が７であり、これ以上は難しいと判断した。また
周辺要因について、一人あたり宿泊業事業所数は中位の商
業集積の賑わいに対して負の影響を持つが、分離度
10%,25% 以内の商業集積数には正の影響を持つことも、
解釈が難しい。
3-2. 観光都市内における商業集積の賑わいへの観光要因
の影響度
前節の考察を踏まえ、都市単位ではなく商業集積単位で
その賑わいへの観光要因の影響度を探るため、観光資源が
１つ以上存在する都市に絞り、全ての商業集積を対象とし
て、重回帰分析を行った。重回帰分析に用いた変数とその
結果を表５に示す。目的変数は前節と同様の分離度とシェ
アに加え、各商業集積の都市内における順位とした。説明
変数は観光資源までの距離、駅からの距離、近接観光資源
数に加え、その商業集積内を観光資源リンクが通過してい
るかを通過あり＝１、通過なし＝０で表したダミー変数で
ある「リンクダミー」の４つとした。
結果については、全体として決定係数が低く、説明力の
高いモデルを作ることはできなかった。これは、商業集積
単位の周辺要因の値を算出するのは非常に難しいため、使
用可能な説明変数が限定されることに起因すると考えられ
る。全体として有意となる項目が少なく、分離度、シェア
ともに４位、５位の商業集積についてはどの説明変数も選
択されなかった。個別の考察としては、まず順位について
はリンクダミーが負、駅からの距離が正の係数になった。
このことから、回遊ルート上に存在する商業集積は賑わい
やすく、駅からの距離が遠い商業集積は賑わいにくいと推
測できる。駅からの距離は、他の目的変数についても同様
の傾向を示した。リンクダミーや近接観光資源数について
は、賑わいを高める効果がわずかながら示唆された。一方、

観光資源までの距離については、２位の商業集積の分離度
に対して負の影響、シェアに対して正の影響となっている。
これは、観光資源までの距離が遠いほど賑わうという結果
となり、想定外であった。この結果については３ -5位で有
意な結果が得られておらず、比較して考察することができ
ないため考察が難しいが、回遊ルート上にあることや近接
する観光資源が多いことと比べ、観光資源までの距離が短
いことは重要ではない可能性がある。
3-3.観光資源へのアクセス性と商店立地についての分析
　前節の重回帰分析では、決定係数が低いことや有意とな
る項目が少なく解釈が難しかったことから、重回帰分析以
外の手法を用いて観光資源の空間的分布と商店立地の関係
を分析することとした。このために、各観光資源から
800mのバッファを張り、DIDの範囲外を除いてそのバッ
ファが重複する数に応じて領域を区分し、領域内の商店密
度を算出する（図８）。このバッファが重複する数と商店密
度の間に関連性があるかを分析する。なお商店密度として
は、商店が立地できない公園などの領域の影響を避けるた
め、商店数を道路距離で除した平均線密度を用いる。また、
駅も集客施設であることから、駅と観光資源を同様に扱い
集計したものと、区別して集計したものを用い、双方につ
いて考察する。
　まず、駅と観光資源を区別して集計した結果を図９、
10に示す。TAは観光資源のことを指して用いた (Tourist 
attractions)。なお、駅 TAとは、駅と観光資源のバッファが
重複する領域を表し、例えば駅 TA３は駅と３つの観光資
源のバッファが重複している領域である。また、０とは
DID内であるがバッファ外である領域、１はバッファ内だ
が他のバッファと重複していない領域を示している。なお、
重複数３以上は、サンプル数が少ないため合算して集計し
た。
　図９より、駅周辺の領域に対して駅と観光資源のバッ
ファが重複している領域は商店密度が高い結果となった。
一方、その重複部分の中では観光資源の数と商店密度の関
係は見られなかった。また図10は、観光資源バッファの
重なりと商店密度の関係を、駅周辺のものと比較したもの

である。これより、観光資源バッファ内、また２つの観光
資源バッファが重なる領域の商店密度は駅周辺と同程度で
あり、３つ以上のバッファが重なる領域ではその倍程度の
値となった。これらの結果より、駅から徒歩圏に観光資源
が立地する場合、駅から観光資源のルート上に商店が立地
しやすいということが考察できる。これは、姫路市におい
て姫路駅に対して姫路城側に商店が多く立地しているなど
の実例が挙げられ、旧来の都市の外縁に駅が立地し、都市
の賑わいが駅に引っ張られる形で現在の商業集積が形成さ
れるという経緯が背景にあると考えられる。また、観光資
源の周辺は駅周辺と同程度に商店が立地しやすいことが推
測できる。これは城など都市の中心部に観光資源が立地す
るケースが多いことや、もともと賑わいのある場所に観光
施設を立地させるケースなども影響しているとも考えられ
る。一方で、重複数３以上で商店密度が高くなることから、
複数の観光資源にアクセスできる場所、観光資源に囲まれ
る場所に商店が立地しやすいことが推測される。
次に、駅と観光資源を合算して集計したものを、区別し
て集計したものと比較して図 11 に示す。この結果より、
前述の考察と同様、複数の観光資源にアクセスできる場所
では商店が立地しやすいことが考察できる。
これらの考察を踏まえ、観光資源が１つ以上立地するす
べての都市の各領域をサンプルとして、Wilcoxon の順位
和検定 9) を用い、重複数によって商店密度の平均値に差が
あるか否かの検定を行った。その結果を表６に示す。駅と
観光資源を合算した場合と観光資源のみの場合のどちらの
ケースでも重複数 0,1,2 と３以上では商店密度の平均値に

い。中心市街地と駅周辺のどちらが賑わうかについては、
観光資源が中心市街地の近くに立地する場合、駅周辺より
も中心市街地が優位となる傾向にある。周辺要因としては、
路面電車は賑わいを市街地に大きく波及させるとともに、
市街地全体の商業を活性化させる効果がある。
一方、商業集積を衰退させる要素としては、自動車交通
の利便性が大きい。自動車の利便性が高いことは、市街地
全体の商業を縮小させるだけでなく、市街地内の賑わいを
駅に集約する。また、魅力度の高い観光資源の存在も、そ
の周囲に商店を集約するためか、市街地全体として見ると
商店数を減少させる効果を持つ。
これらの知見を踏まえ、都市計画への展望として、まず
都市内に新規観光施設を誘致する際、平均回遊距離が
600-800m となるように施設を配置することが考えられ
る。実例として、平成 16 年に開館した金沢２１世紀美術
館は金沢市街地における回遊性を大きく高めたと推測でき
る（図１、図 11）。また、市街地の活性化のために路面電
車を導入することも考えられる。さらに、複数の観光資源
にアクセスできる場所に商業施設等を誘致することで、観
光資源との相乗効果によりさらに回遊性が高まる効果も期
待できる。
今後の課題としては、本研究では商店立地の分析に用い
たデータが 2014 年の商業集積統計のみであるため、複数
の時点での商店立地を比較することにより、観光資源が商
店立地の変化にもたらす影響について詳細な分析を行うこ
とが挙げられる。また、商業集積の設定方法についても、
一定の距離で区切るのではなく、商店の連なりが途切れる
点や商店密度の谷間で区切るなど、より現実的な手法を考
案する余地があると考える。さらに、重回帰分析において
は、以下の点についてさらなる分析が望まれる。まず、自
動車保有台数や魅力度の高い観光資源が DID 内の商店数
に対して負の影響を与えていることが示唆されたことを踏
まえ、DID外（郊外）の商店数も目的変数に加えることで、
商店立地の郊外流出についての考察を深めることができる
と考えられる。また、説明変数の一つとして人口 10 万人
あたり大型小売店数を用いたが、立地環境による区別がな
いため、市街地の活性化ないしは衰退要因として考察する
ことができなかった。そこで、デパートと郊外のショッピ
ングセンターの床面積などを変数とすることができれば、
より多くの知見が得られると考えられる。
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注
１）自動車保有台数のデータが得られない千歳市、沖縄市
は対象から外した。
２）中心市街地の賑わいへの影響が弱いと考えられる、中
心駅または他の商業集積から大きく離れた（8km 以上）
商業集積は対象外とした。
３）各都市 DID 内において乗降客数最大の駅。なお、伊

差があることが示された（1％有意）。ただし、０というの
はバッファ外の領域であり、これだけでは観光資源に近い
場所は商店密度が高いという考察にとどまる。バッファ重
複数と商店密度の関係を述べるためには、0 を除外して検
定を行う必要があると考えられる。そこで、1,2 と３以上
という区分で再度検定を行なった結果、駅と観光資源を合
算した場合は有意とならなかったが、区別した場合では商
店密度の平均値に差があることが示された（5％有意）。こ
れにより、前述の考察と合わせ、複数の観光資源にアクセ
スできる場所では商店が立地しやすいということが示唆さ
れたと言える。
４. 結論
本研究では、都市内における観光資源の空間的分布と相
互の回遊性に着目し、それが商業集積の立地や賑わいの分
散性にもたらす影響を重回帰分析によって分析した後、観
光資源へのアクセス性と商店立地との関係について統計的
検定を用いて分析した。それによって得られた知見を以下
に述べる。
まず、市街地内に存在する観光資源には都市内の商業集
積を活性化する効果がある。また、その観光資源による回
遊性は、都市に複数の賑わいのある商業集積をもたらすこ
とに加え、都市全体の賑わいを増加させる効果もある。そ
の際、観光資源間の平均距離としては 600-800m 程度が
望ましい。商業集積別に見ると、高位の商業集積の賑わい
には観光資源への近接性が影響し、低位の商業集積の賑わ
いには都市全体の観光資源の数や回遊性が影響すると推測
される。また、回遊ルート上にある商業集積は賑わいやす

勢市についてはその差が小さいことから宇治山田駅と伊勢
市駅の２つ、舞鶴市・上越市は市街地成立の経緯からそれ
ぞれ東舞鶴駅と西舞鶴駅、直江津駅と高田駅の２つとした。
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表１　研究対象都市一覧
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図１　観光資源リンク（金沢市の例） 図２　商業集積の抽出（金沢市の例）
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1.　背景と目的
1-1. 研究の背景
　近年、地方都市のおかれている状況が厳しさを増すなか、
観光資源による地方都市活性化が注目されている。その背
景として外国人観光客の増加があり、特に地方都市におい
ては観光客等の回遊行動が、時にその都市の人口規模以上
の賑わいを中心市街地にもたらす。その賑わいは、基本的
には住民の都市における利便性を高める効果があると考え
られるため、観光資源への訪問者の回遊性と商業地の賑わ
いの関係を分析することは意義があると考えられる。この
とき、地方都市の中心市街地における観光資源の分布は都
市によって差異が見られ、中心市街地の周囲の徒歩圏に回
遊可能な観光資源が豊富に分布する都市や、観光資源の分
布が偏っている都市がある。そこで本研究では、観光資源
の空間的分布が、地方都市中心市街地の賑わいにどのよう
な影響を与えているかについて分析を行う。
1-2. 本研究の位置付け
本研究に関連する既往研究として、外村ら１）のものが
ある。外村らは観光統計を用いた都市の類型化を行い、主
要観光地が中心市街地から離れている都市ではそうでない
都市と比較して中心市街地の昼間人口や小売販売高が減少
していることを示した。一方で、観光資源や商業集積地は
それぞれ代表的な 1 点のみを扱っており、観光資源の空間
的な分布や回遊性が商業集積の立地や活性化に与えている
影響については詳しく述べられていない。また、分類に用
いている観光統計は、観光客数の集計において、都市ごと
に集計施設の選定基準が異なることと、街並みなどの面的
な観光資源の観光客数は集計できないことという問題点が
ある。対馬ら２）は地方都市における中心市街地の賑わい

と駅との位置関係との関係に着目し、中心市街地と駅前繁
華街の賑やかさを定量的に比較、都市規模などとの関係を
分析した。一方で、都市に２点よりも多くの商業集積地が
ある場合の面的な分析や、観光資源との関係性の分析など
は行われていない。そこで本研究では、都市内における観
光資源の空間的分布と相互の回遊性に着目し、それが商業
集積の立地や賑わいの分散性にもたらす影響を明らかにす
ることを目標とする。
2. 研究方法
2-1. 研究の流れ
研究の流れは次のとおりである、第一に、分析対象とす
る都市を選ぶ。続いて、重回帰分析によって他の要因と比
して観光資源の分布特性が商業集積の賑わいに与えている
影響について考察する。最後にその結果を踏まえ、都市内
の領域を観光資源へのアクセス性によって区分し、それと
商店立地との関係について統計的検定を用いて分析する。
重回帰分析については、AIC を選択基準とした変数増減法
重回帰分析を用いる。説明変数としては、賑わいに影響を
与える要因を表す指標を幅広く検討する。その際に観光資
源をプロットし、都市内におけるそれらの回遊性を測る指
標を導入する。これらの指標を主成分分析によって整理し、
回帰分析に用いる指標を選び出す。目的変数としては、都
市内における主要な商業集積を抽出し、その賑わいと分散
性についての指標を導入する。重回帰分析にあたっては、
全対象都市において商業集積の賑わい分散性などを目的変
数として分析した後に、対象を観光資源が１つ以上ある都
市に絞り、各商業集積の賑わいや都市内における順位など
を目的変数としてさらに分析する。これは、観光資源の多
少が商業集積の賑わいにもたらす影響の大小を都市内のミ

クロなスケールで観察するためである。
2-2. 研究対象都市および観光資源
研究対象都市については、ある地域における中心性を持
つ都市を選定するため、金本ら３）による「大都市雇用圏」
のうち人口が 120 万人以下であるものにおいて、１市で
中心都市をなす 81 都市注１）を選んだ（表１）。観光資源に
ついては、日本交通公社による「観光資源台帳」４）にお
いて資源種別が「人文資源」とされているもののうち、「年
中行事（祭り・伝統行事）」「食」「芸能・興行・イベント」
を除くものを候補とした。その候補のうち、研究対象都市
内にあって、かつ DID から 800m 以内に所在するものを
対象として選んだ。なお、この台帳では観光資源は S,A,B
級に区別されているため、これを考慮した分析を行う。
2-3. 指標の整理
2-3-1. 説明変数に用いる指標
回遊性を測る指標について、本研究では次のように考え
た。回遊可能距離を 1200m（徒歩 15 分圏）と設定し、
隣接する観光資源がそれ以内に存在する場合は線（リンク）
で結ぶという方法で、「観光資源リンク」を定義した（図１）。
これを用い、都市内における観光資源リンクの総延長や数、
ノードあたりのリンク数、リンクで囲まれる面積などの指
標を導入した。なお、回遊性要因のうち、リンク長さ平均

については影響が線形でない可能性を考慮し、ダミー変数
とした。また、周辺要因としては、都市圏人口や DID 人
口密度に加えて一人あたりの自動車保有台数や路面電車の
有無などを導入した。一人あたり自動車台数については、
狭小街路が多い都市では値が小さくなるなど、都市内にお
ける交通特性を表す指標と考えた。これらの指標について、
主成分分析によって類似性を吟味した後、分散拡大要因が
10 を下回るよう、５類型の回遊性指標を含む 16 の指標を
選出した（表２）。
2-3-2. 目的変数に用いる指標
都市内における商業集積の位置については、東京大学空
間情報科学センターによる 2014 年版の商業集積統計を用
い、各都市において商店数が５位までの商業集積注２）を抽
出した。ただし、商業集積統計における商業集積は、幅員
の広い道路を挟むことで別々の商業集積として扱われるこ
とがあるなど非常に詳細な区分がされており、都市スケー
ルでの商業の拠点を見出す際には問題が生じる可能性もあ
る。そこで、抽出した商業集積統計による商業集積の重心
から 400m バッファ（徒歩 5 分圏）を張り、その範囲を
本研究における商業集積と定義した（図２）。また、都市
における代表駅注３）からも同様のバッファを張り、駅周辺
の商業集積とした。なお、商業集積の抽出にあたっては、
領域の大きな重複を避けるため、その重心から 600m 以
内により上位の商業集積の重心または駅が存在する場合は
対象外とする。
次に、都市において最も賑わいのある商業集積を基準と
して、他の商業集積の相対的な賑わいの度合いを表す指標
を導入する。本研究ではこれを「分離度」と呼び、下記
(1) 式によって定義した。また、駅周辺に対する中心市街
地の賑わいを表す指標である「中心市街地優位度」を、下
記（2）式によって定義した。分離度は各商業集積固有の

値であるが、さらに分離度の分散を求めることで、都市ご
との商業集積の賑わいの分散性の指標とした。
　商業集積の分離度＝(max(C1,S)-Cn)/max(C1,S)…(1)
　中心市街地優位度＝(C1-S)/max(C1-S)…(2)

C1:１位の商業集積（駅を除く）の商店数
S：駅周辺の商店数

Cn：n位の商業集積の商店数 (2≦n≦5)
　中心市街地優位度、分離度の分散、観光資源数によって
対象都市を布置した散布図を図３に示す。これにより、観
光資源が多数ある都市の多くが、駅周辺に対して中心市街
地が優位であることがわかる。これより、観光資源には中
心市街地を活性化させる効果があることが推測できる。一
方で、分離度の分散と観光資源数の間には明確な関係は見
られなかった。
　目的変数としては、上記の分離度とその分散、中心市街
地優位度に加え、各都市の DID 内の商店数に占めるその
商業集積の商店数を表す「シェア」を導入した。また、各
商業集積に賑わいが分散しているかを表す指標として、分
離度が一定以下の商業集積の数を加えた。その他、市街地
全体の賑わいを表す指標として、都市圏人口あたりの DID
内商店数を導入したほか、駅周辺と中心市街地に商店分布
が集約されているかを示す「集約度」を導入した（表３）。
3. 分析結果と考察
3-1. 観光資源数や回遊性による賑わい分散性の都市間比較
重回帰分析の結果を表４に示す。全体として、周辺要因
だけでなく観光資源数や回遊性要因も有意性が得られてい
るものが多かった。決定係数を見ると、Y6、Y13、
Y17-Y19 に加え、低位の商業集積の分離度やシェアにお
いて比較的高い値が得られた。このことから、低位の商業
集積の賑わいには高位のものに比べ観光要因の影響が強い
ことが推測される。
　比較的高い決定係数が得られたもののうち、観光要因で
有意性が得られた３つ（Y6：分離度の分散、Y13：分離
度10%までの商業集積数、Y17：DID商店数 /都市圏人口）

の標準化偏回帰係数を図５から図７に示す。まず分離度の
分散については、大きな値をとるほど商業集積間での賑わ
いのばらつきが大きいということを示すものである。この
値に対して、DID観光資源数は強い負の影響を与えること
がわかる。一方で、観光資源数は正の影響を与える。この
ことから、DID内に存在する観光資源は商業集積の賑わい
のばらつきを小さくする効果があるが、DID外の観光資源
は逆の影響を持つ可能性があると考察できる。また、「リ
ンク長さ平均1-600m」が正の値を取っていることについ
ては、表４の Y2-Y5において X13d3（リンク長さ平均が
601-800m）の係数が負であり分離度を小さくする効果が

あることと合わせて考察すると、観光資源間の回遊距離は
600-800m 程度が望ましいと推測できる。その他周辺要因
として、路面電車の存在については、図６、図７と合わせ
て考察すると、市街地全体に賑わいをもたらす効果がある
ものと考えられる。また、一人あたり自動車台数 (X2) に
ついて、表４の各分離度、中心市街地優位度に対する影響
と合わせて考察すると、次のようになる。自動車交通の利
便性は中心市街地優位度を低下させ、かつ各商業集積の分
離度とその分散を強めることから、市街地内の商業集積を
衰退させ、かつその市街地の賑わいの中心を駅前に集約す
る効果があると考えられる。また図７より、市街地の商店
全体を減少させる効果もあり、これは郊外の大型ショッピ
ングモール等への流出を示唆している。
分離度 10% 以内の商業集積数については、回遊性の指
標がいくつか有意になった。リンク数 /DID 観光資源数や
リンク長さ平均が正の影響を示したことは、都市内の回遊
性が高いと賑わいの拠点が複数生まれやすいということを
示唆している。一方で、リンク長さ合計は負の影響であっ
た。これは、リンク長さ合計は金沢市が突出して大きな値
をとっており、その金沢市は比較的１位の商業集積へ商店
分布が集約するような構造を持っていることが影響してい
ると考えられる（図４）。DID 商店数 / 人に対しては、観
光資源数は正の影響を持つが S,A 級観光資源数は負の影響
を持つ。これは、S,A 級観光資源が立地する都市はその他
に観光資源が少ない傾向にあり（姫路市の姫路城等）、商
店分布がその周囲に集約されていることが影響していると
考えられる。しかし、高い魅力度を持つ観光資源がある都
市の DID 商店数が、観光資源がない都市と比較しても少
ないということが示唆されたのは、興味深い結果である。
　その他の説明変数を見ると、DID 観光資源数や近接観光

資源数は各商業集積の分離度に対して負、シェアに対して
正の影響を持っており、観光資源が商業集積を活性化させ
ることが考察できる。また、高位の商業集積には近接観光
資源数、低位の商業集積には DID 観光資源数とリンク長
さ平均が影響する傾向にある。このことから、高位の商業
集積の賑わいには観光資源への近接性が影響し、低位の商
業集積の賑わいには都市全体の観光資源の数や回遊性が影
響していると考えられる。中心市街地優位度についても、
決定係数が低いことからさらなる要因が考えられるが、近
接する観光資源があると中心市街地が優位になると考えら
れる。
本分析における課題としては、回遊性指標のうち
X15,X16 は有意になることが少なく、4 位の商業集積の
シェアに対して真逆の影響となっており、解釈が難しいこ
とがあげられる。またリンク長さ平均は、601-800m の距
離帯が最も有意になるケースが多く、賑わいに正の影響を
与えているが、1-600m の距離帯では、賑わいに対して正
負の影響が混在しており、これについても解釈が難しい。
距離帯の区分を見直すことが考えられたが、d2,d3 ともサ
ンプル数が７であり、これ以上は難しいと判断した。また
周辺要因について、一人あたり宿泊業事業所数は中位の商
業集積の賑わいに対して負の影響を持つが、分離度
10%,25% 以内の商業集積数には正の影響を持つことも、
解釈が難しい。
3-2. 観光都市内における商業集積の賑わいへの観光要因
の影響度
前節の考察を踏まえ、都市単位ではなく商業集積単位で
その賑わいへの観光要因の影響度を探るため、観光資源が
１つ以上存在する都市に絞り、全ての商業集積を対象とし
て、重回帰分析を行った。重回帰分析に用いた変数とその
結果を表５に示す。目的変数は前節と同様の分離度とシェ
アに加え、各商業集積の都市内における順位とした。説明
変数は観光資源までの距離、駅からの距離、近接観光資源
数に加え、その商業集積内を観光資源リンクが通過してい
るかを通過あり＝１、通過なし＝０で表したダミー変数で
ある「リンクダミー」の４つとした。
結果については、全体として決定係数が低く、説明力の
高いモデルを作ることはできなかった。これは、商業集積
単位の周辺要因の値を算出するのは非常に難しいため、使
用可能な説明変数が限定されることに起因すると考えられ
る。全体として有意となる項目が少なく、分離度、シェア
ともに４位、５位の商業集積についてはどの説明変数も選
択されなかった。個別の考察としては、まず順位について
はリンクダミーが負、駅からの距離が正の係数になった。
このことから、回遊ルート上に存在する商業集積は賑わい
やすく、駅からの距離が遠い商業集積は賑わいにくいと推
測できる。駅からの距離は、他の目的変数についても同様
の傾向を示した。リンクダミーや近接観光資源数について
は、賑わいを高める効果がわずかながら示唆された。一方、

観光資源までの距離については、２位の商業集積の分離度
に対して負の影響、シェアに対して正の影響となっている。
これは、観光資源までの距離が遠いほど賑わうという結果
となり、想定外であった。この結果については３ -5位で有
意な結果が得られておらず、比較して考察することができ
ないため考察が難しいが、回遊ルート上にあることや近接
する観光資源が多いことと比べ、観光資源までの距離が短
いことは重要ではない可能性がある。
3-3.観光資源へのアクセス性と商店立地についての分析
　前節の重回帰分析では、決定係数が低いことや有意とな
る項目が少なく解釈が難しかったことから、重回帰分析以
外の手法を用いて観光資源の空間的分布と商店立地の関係
を分析することとした。このために、各観光資源から
800mのバッファを張り、DIDの範囲外を除いてそのバッ
ファが重複する数に応じて領域を区分し、領域内の商店密
度を算出する（図８）。このバッファが重複する数と商店密
度の間に関連性があるかを分析する。なお商店密度として
は、商店が立地できない公園などの領域の影響を避けるた
め、商店数を道路距離で除した平均線密度を用いる。また、
駅も集客施設であることから、駅と観光資源を同様に扱い
集計したものと、区別して集計したものを用い、双方につ
いて考察する。
　まず、駅と観光資源を区別して集計した結果を図９、
10に示す。TAは観光資源のことを指して用いた (Tourist 
attractions)。なお、駅 TAとは、駅と観光資源のバッファが
重複する領域を表し、例えば駅 TA３は駅と３つの観光資
源のバッファが重複している領域である。また、０とは
DID内であるがバッファ外である領域、１はバッファ内だ
が他のバッファと重複していない領域を示している。なお、
重複数３以上は、サンプル数が少ないため合算して集計し
た。
　図９より、駅周辺の領域に対して駅と観光資源のバッ
ファが重複している領域は商店密度が高い結果となった。
一方、その重複部分の中では観光資源の数と商店密度の関
係は見られなかった。また図10は、観光資源バッファの
重なりと商店密度の関係を、駅周辺のものと比較したもの

である。これより、観光資源バッファ内、また２つの観光
資源バッファが重なる領域の商店密度は駅周辺と同程度で
あり、３つ以上のバッファが重なる領域ではその倍程度の
値となった。これらの結果より、駅から徒歩圏に観光資源
が立地する場合、駅から観光資源のルート上に商店が立地
しやすいということが考察できる。これは、姫路市におい
て姫路駅に対して姫路城側に商店が多く立地しているなど
の実例が挙げられ、旧来の都市の外縁に駅が立地し、都市
の賑わいが駅に引っ張られる形で現在の商業集積が形成さ
れるという経緯が背景にあると考えられる。また、観光資
源の周辺は駅周辺と同程度に商店が立地しやすいことが推
測できる。これは城など都市の中心部に観光資源が立地す
るケースが多いことや、もともと賑わいのある場所に観光
施設を立地させるケースなども影響しているとも考えられ
る。一方で、重複数３以上で商店密度が高くなることから、
複数の観光資源にアクセスできる場所、観光資源に囲まれ
る場所に商店が立地しやすいことが推測される。
次に、駅と観光資源を合算して集計したものを、区別し
て集計したものと比較して図 11 に示す。この結果より、
前述の考察と同様、複数の観光資源にアクセスできる場所
では商店が立地しやすいことが考察できる。
これらの考察を踏まえ、観光資源が１つ以上立地するす
べての都市の各領域をサンプルとして、Wilcoxon の順位
和検定 9) を用い、重複数によって商店密度の平均値に差が
あるか否かの検定を行った。その結果を表６に示す。駅と
観光資源を合算した場合と観光資源のみの場合のどちらの
ケースでも重複数 0,1,2 と３以上では商店密度の平均値に

い。中心市街地と駅周辺のどちらが賑わうかについては、
観光資源が中心市街地の近くに立地する場合、駅周辺より
も中心市街地が優位となる傾向にある。周辺要因としては、
路面電車は賑わいを市街地に大きく波及させるとともに、
市街地全体の商業を活性化させる効果がある。
一方、商業集積を衰退させる要素としては、自動車交通
の利便性が大きい。自動車の利便性が高いことは、市街地
全体の商業を縮小させるだけでなく、市街地内の賑わいを
駅に集約する。また、魅力度の高い観光資源の存在も、そ
の周囲に商店を集約するためか、市街地全体として見ると
商店数を減少させる効果を持つ。
これらの知見を踏まえ、都市計画への展望として、まず
都市内に新規観光施設を誘致する際、平均回遊距離が
600-800m となるように施設を配置することが考えられ
る。実例として、平成 16 年に開館した金沢２１世紀美術
館は金沢市街地における回遊性を大きく高めたと推測でき
る（図１、図 11）。また、市街地の活性化のために路面電
車を導入することも考えられる。さらに、複数の観光資源
にアクセスできる場所に商業施設等を誘致することで、観
光資源との相乗効果によりさらに回遊性が高まる効果も期
待できる。
今後の課題としては、本研究では商店立地の分析に用い
たデータが 2014 年の商業集積統計のみであるため、複数
の時点での商店立地を比較することにより、観光資源が商
店立地の変化にもたらす影響について詳細な分析を行うこ
とが挙げられる。また、商業集積の設定方法についても、
一定の距離で区切るのではなく、商店の連なりが途切れる
点や商店密度の谷間で区切るなど、より現実的な手法を考
案する余地があると考える。さらに、重回帰分析において
は、以下の点についてさらなる分析が望まれる。まず、自
動車保有台数や魅力度の高い観光資源が DID 内の商店数
に対して負の影響を与えていることが示唆されたことを踏
まえ、DID外（郊外）の商店数も目的変数に加えることで、
商店立地の郊外流出についての考察を深めることができる
と考えられる。また、説明変数の一つとして人口 10 万人
あたり大型小売店数を用いたが、立地環境による区別がな
いため、市街地の活性化ないしは衰退要因として考察する
ことができなかった。そこで、デパートと郊外のショッピ
ングセンターの床面積などを変数とすることができれば、
より多くの知見が得られると考えられる。
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注
１）自動車保有台数のデータが得られない千歳市、沖縄市
は対象から外した。
２）中心市街地の賑わいへの影響が弱いと考えられる、中
心駅または他の商業集積から大きく離れた（8km 以上）
商業集積は対象外とした。
３）各都市 DID 内において乗降客数最大の駅。なお、伊

差があることが示された（1％有意）。ただし、０というの
はバッファ外の領域であり、これだけでは観光資源に近い
場所は商店密度が高いという考察にとどまる。バッファ重
複数と商店密度の関係を述べるためには、0 を除外して検
定を行う必要があると考えられる。そこで、1,2 と３以上
という区分で再度検定を行なった結果、駅と観光資源を合
算した場合は有意とならなかったが、区別した場合では商
店密度の平均値に差があることが示された（5％有意）。こ
れにより、前述の考察と合わせ、複数の観光資源にアクセ
スできる場所では商店が立地しやすいということが示唆さ
れたと言える。
４. 結論
本研究では、都市内における観光資源の空間的分布と相
互の回遊性に着目し、それが商業集積の立地や賑わいの分
散性にもたらす影響を重回帰分析によって分析した後、観
光資源へのアクセス性と商店立地との関係について統計的
検定を用いて分析した。それによって得られた知見を以下
に述べる。
まず、市街地内に存在する観光資源には都市内の商業集
積を活性化する効果がある。また、その観光資源による回
遊性は、都市に複数の賑わいのある商業集積をもたらすこ
とに加え、都市全体の賑わいを増加させる効果もある。そ
の際、観光資源間の平均距離としては 600-800m 程度が
望ましい。商業集積別に見ると、高位の商業集積の賑わい
には観光資源への近接性が影響し、低位の商業集積の賑わ
いには都市全体の観光資源の数や回遊性が影響すると推測
される。また、回遊ルート上にある商業集積は賑わいやす

勢市についてはその差が小さいことから宇治山田駅と伊勢
市駅の２つ、舞鶴市・上越市は市街地成立の経緯からそれ
ぞれ東舞鶴駅と西舞鶴駅、直江津駅と高田駅の２つとした。
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X1 都市圏人口３）

X2 一人あたり自動車台数 自動車保有台数５）/都市人口
X3 DID人口密度 DID内の人口密度６）

X4 大店数 10万人当たり大型小売店舗数７）

X5 路面電車有無（ダミー） 路面電車の有無
X6 一人あたり宿泊事業所数 宿泊業事業所数８）/都市人口
X7 駅からの距離 駅から各商業集積までの距離
X8 近接観光資源数 各商業集積から800m以内の観光資源数
X9 観光資源数 観光資源数(DIDから800m以内）
X10 DID観光資源数 DID内の観光資源数
X11
X12 リンク長さ合計 観光資源リンクの長さの合計
X13 リンク長さ平均（ダミー）
d1 リンクなし
d2 1-600m
d3 601-800m

X14 リンク数/DID観光資源数 観光資源リンク数/DID内の観光資源数
X15 リンク面積/リンク長さ合計 リンクで囲まれる面積/リンク長さ合計
X16 リンク面積/リンク数 リンクで囲まれる面積/リンク数

観光資源リンクの長さの平均

周
辺
要
因

S,A級観光資源数

表３　目的変数一覧
Y1 中心市街地優位度 駅の分離度-1位の商業集積の分離度
Y2 分離度_2位 2位の商業集積の分離度
Y3 分離度_3位 3位の商業集積の分離度
Y4 分離度_4位 4位の商業集積の分離度
Y5 分離度_5位 5位の商業集積の分離度
Y6 分散 分離度の分散
Y7 シェア_駅 駅周辺の商店数/DID商店数
Y8 シェア_1位 1位の商業集積の商店数/DID商店数
Y9 シェア_2位 2位の商業集積の商店数/DID商店数
Y10 シェア_3位 3位の商業集積の商店数/DID商店数
Y11 シェア_4位 4位の商業集積の商店数/DID商店数
Y12 シェア_5位 5位の商業集積の商店数/DID商店数
Y13 分離度10 分離度10%までの商業集積の数
Y14 分離度25 分離度25%までの商業集積の数
Y15 分離度50 分離度50%までの商業集積の数
Y16 分離度80 分離度80%までの商業集積の数
Y17 DID商店数/人 DID内の商店数/都市圏人口
Y18 集約度 (１位＋駅の商店数)/DID内の商店数
Y19 集約度/人口 集約度/都市圏人口

目的変数

分
離
度

シ
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ア

表２　説明変数一覧
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1.　背景と目的
1-1. 研究の背景
　近年、地方都市のおかれている状況が厳しさを増すなか、
観光資源による地方都市活性化が注目されている。その背
景として外国人観光客の増加があり、特に地方都市におい
ては観光客等の回遊行動が、時にその都市の人口規模以上
の賑わいを中心市街地にもたらす。その賑わいは、基本的
には住民の都市における利便性を高める効果があると考え
られるため、観光資源への訪問者の回遊性と商業地の賑わ
いの関係を分析することは意義があると考えられる。この
とき、地方都市の中心市街地における観光資源の分布は都
市によって差異が見られ、中心市街地の周囲の徒歩圏に回
遊可能な観光資源が豊富に分布する都市や、観光資源の分
布が偏っている都市がある。そこで本研究では、観光資源
の空間的分布が、地方都市中心市街地の賑わいにどのよう
な影響を与えているかについて分析を行う。
1-2. 本研究の位置付け
本研究に関連する既往研究として、外村ら１）のものが
ある。外村らは観光統計を用いた都市の類型化を行い、主
要観光地が中心市街地から離れている都市ではそうでない
都市と比較して中心市街地の昼間人口や小売販売高が減少
していることを示した。一方で、観光資源や商業集積地は
それぞれ代表的な 1 点のみを扱っており、観光資源の空間
的な分布や回遊性が商業集積の立地や活性化に与えている
影響については詳しく述べられていない。また、分類に用
いている観光統計は、観光客数の集計において、都市ごと
に集計施設の選定基準が異なることと、街並みなどの面的
な観光資源の観光客数は集計できないことという問題点が
ある。対馬ら２）は地方都市における中心市街地の賑わい

と駅との位置関係との関係に着目し、中心市街地と駅前繁
華街の賑やかさを定量的に比較、都市規模などとの関係を
分析した。一方で、都市に２点よりも多くの商業集積地が
ある場合の面的な分析や、観光資源との関係性の分析など
は行われていない。そこで本研究では、都市内における観
光資源の空間的分布と相互の回遊性に着目し、それが商業
集積の立地や賑わいの分散性にもたらす影響を明らかにす
ることを目標とする。
2. 研究方法
2-1. 研究の流れ
研究の流れは次のとおりである、第一に、分析対象とす
る都市を選ぶ。続いて、重回帰分析によって他の要因と比
して観光資源の分布特性が商業集積の賑わいに与えている
影響について考察する。最後にその結果を踏まえ、都市内
の領域を観光資源へのアクセス性によって区分し、それと
商店立地との関係について統計的検定を用いて分析する。
重回帰分析については、AIC を選択基準とした変数増減法
重回帰分析を用いる。説明変数としては、賑わいに影響を
与える要因を表す指標を幅広く検討する。その際に観光資
源をプロットし、都市内におけるそれらの回遊性を測る指
標を導入する。これらの指標を主成分分析によって整理し、
回帰分析に用いる指標を選び出す。目的変数としては、都
市内における主要な商業集積を抽出し、その賑わいと分散
性についての指標を導入する。重回帰分析にあたっては、
全対象都市において商業集積の賑わい分散性などを目的変
数として分析した後に、対象を観光資源が１つ以上ある都
市に絞り、各商業集積の賑わいや都市内における順位など
を目的変数としてさらに分析する。これは、観光資源の多
少が商業集積の賑わいにもたらす影響の大小を都市内のミ

クロなスケールで観察するためである。
2-2. 研究対象都市および観光資源
研究対象都市については、ある地域における中心性を持
つ都市を選定するため、金本ら３）による「大都市雇用圏」
のうち人口が 120 万人以下であるものにおいて、１市で
中心都市をなす 81 都市注１）を選んだ（表１）。観光資源に
ついては、日本交通公社による「観光資源台帳」４）にお
いて資源種別が「人文資源」とされているもののうち、「年
中行事（祭り・伝統行事）」「食」「芸能・興行・イベント」
を除くものを候補とした。その候補のうち、研究対象都市
内にあって、かつ DID から 800m 以内に所在するものを
対象として選んだ。なお、この台帳では観光資源は S,A,B
級に区別されているため、これを考慮した分析を行う。
2-3. 指標の整理
2-3-1. 説明変数に用いる指標
回遊性を測る指標について、本研究では次のように考え
た。回遊可能距離を 1200m（徒歩 15 分圏）と設定し、
隣接する観光資源がそれ以内に存在する場合は線（リンク）
で結ぶという方法で、「観光資源リンク」を定義した（図１）。
これを用い、都市内における観光資源リンクの総延長や数、
ノードあたりのリンク数、リンクで囲まれる面積などの指
標を導入した。なお、回遊性要因のうち、リンク長さ平均

については影響が線形でない可能性を考慮し、ダミー変数
とした。また、周辺要因としては、都市圏人口や DID 人
口密度に加えて一人あたりの自動車保有台数や路面電車の
有無などを導入した。一人あたり自動車台数については、
狭小街路が多い都市では値が小さくなるなど、都市内にお
ける交通特性を表す指標と考えた。これらの指標について、
主成分分析によって類似性を吟味した後、分散拡大要因が
10 を下回るよう、５類型の回遊性指標を含む 16 の指標を
選出した（表２）。
2-3-2. 目的変数に用いる指標
都市内における商業集積の位置については、東京大学空
間情報科学センターによる 2014 年版の商業集積統計を用
い、各都市において商店数が５位までの商業集積注２）を抽
出した。ただし、商業集積統計における商業集積は、幅員
の広い道路を挟むことで別々の商業集積として扱われるこ
とがあるなど非常に詳細な区分がされており、都市スケー
ルでの商業の拠点を見出す際には問題が生じる可能性もあ
る。そこで、抽出した商業集積統計による商業集積の重心
から 400m バッファ（徒歩 5 分圏）を張り、その範囲を
本研究における商業集積と定義した（図２）。また、都市
における代表駅注３）からも同様のバッファを張り、駅周辺
の商業集積とした。なお、商業集積の抽出にあたっては、
領域の大きな重複を避けるため、その重心から 600m 以
内により上位の商業集積の重心または駅が存在する場合は
対象外とする。
次に、都市において最も賑わいのある商業集積を基準と
して、他の商業集積の相対的な賑わいの度合いを表す指標
を導入する。本研究ではこれを「分離度」と呼び、下記
(1) 式によって定義した。また、駅周辺に対する中心市街
地の賑わいを表す指標である「中心市街地優位度」を、下
記（2）式によって定義した。分離度は各商業集積固有の

値であるが、さらに分離度の分散を求めることで、都市ご
との商業集積の賑わいの分散性の指標とした。
商業集積の分離度＝(max(C1,S)-Cn)/max(C1,S)…(1)
　中心市街地優位度＝(C1-S)/max(C1-S)…(2)

C1:１位の商業集積（駅を除く）の商店数
S：駅周辺の商店数

Cn：n位の商業集積の商店数 (2≦n≦5)
中心市街地優位度、分離度の分散、観光資源数によって
対象都市を布置した散布図を図３に示す。これにより、観
光資源が多数ある都市の多くが、駅周辺に対して中心市街
地が優位であることがわかる。これより、観光資源には中
心市街地を活性化させる効果があることが推測できる。一
方で、分離度の分散と観光資源数の間には明確な関係は見
られなかった。
目的変数としては、上記の分離度とその分散、中心市街
地優位度に加え、各都市の DID 内の商店数に占めるその
商業集積の商店数を表す「シェア」を導入した。また、各
商業集積に賑わいが分散しているかを表す指標として、分
離度が一定以下の商業集積の数を加えた。その他、市街地
全体の賑わいを表す指標として、都市圏人口あたりの DID
内商店数を導入したほか、駅周辺と中心市街地に商店分布
が集約されているかを示す「集約度」を導入した（表３）。
3. 分析結果と考察
3-1. 観光資源数や回遊性による賑わい分散性の都市間比較
重回帰分析の結果を表４に示す。全体として、周辺要因
だけでなく観光資源数や回遊性要因も有意性が得られてい
るものが多かった。決定係数を見ると、Y6、Y13、
Y17-Y19 に加え、低位の商業集積の分離度やシェアにお
いて比較的高い値が得られた。このことから、低位の商業
集積の賑わいには高位のものに比べ観光要因の影響が強い
ことが推測される。
比較的高い決定係数が得られたもののうち、観光要因で
有意性が得られた３つ（Y6：分離度の分散、Y13：分離
度10%までの商業集積数、Y17：DID商店数 /都市圏人口）

の標準化偏回帰係数を図５から図７に示す。まず分離度の
分散については、大きな値をとるほど商業集積間での賑わ
いのばらつきが大きいということを示すものである。この
値に対して、DID観光資源数は強い負の影響を与えること
がわかる。一方で、観光資源数は正の影響を与える。この
ことから、DID内に存在する観光資源は商業集積の賑わい
のばらつきを小さくする効果があるが、DID外の観光資源
は逆の影響を持つ可能性があると考察できる。また、「リ
ンク長さ平均1-600m」が正の値を取っていることについ
ては、表４の Y2-Y5において X13d3（リンク長さ平均が
601-800m）の係数が負であり分離度を小さくする効果が

あることと合わせて考察すると、観光資源間の回遊距離は
600-800m 程度が望ましいと推測できる。その他周辺要因
として、路面電車の存在については、図６、図７と合わせ
て考察すると、市街地全体に賑わいをもたらす効果がある
ものと考えられる。また、一人あたり自動車台数 (X2) に
ついて、表４の各分離度、中心市街地優位度に対する影響
と合わせて考察すると、次のようになる。自動車交通の利
便性は中心市街地優位度を低下させ、かつ各商業集積の分
離度とその分散を強めることから、市街地内の商業集積を
衰退させ、かつその市街地の賑わいの中心を駅前に集約す
る効果があると考えられる。また図７より、市街地の商店
全体を減少させる効果もあり、これは郊外の大型ショッピ
ングモール等への流出を示唆している。
分離度 10% 以内の商業集積数については、回遊性の指
標がいくつか有意になった。リンク数 /DID 観光資源数や
リンク長さ平均が正の影響を示したことは、都市内の回遊
性が高いと賑わいの拠点が複数生まれやすいということを
示唆している。一方で、リンク長さ合計は負の影響であっ
た。これは、リンク長さ合計は金沢市が突出して大きな値
をとっており、その金沢市は比較的１位の商業集積へ商店
分布が集約するような構造を持っていることが影響してい
ると考えられる（図４）。DID 商店数 / 人に対しては、観
光資源数は正の影響を持つが S,A 級観光資源数は負の影響
を持つ。これは、S,A 級観光資源が立地する都市はその他
に観光資源が少ない傾向にあり（姫路市の姫路城等）、商
店分布がその周囲に集約されていることが影響していると
考えられる。しかし、高い魅力度を持つ観光資源がある都
市の DID 商店数が、観光資源がない都市と比較しても少
ないということが示唆されたのは、興味深い結果である。
　その他の説明変数を見ると、DID 観光資源数や近接観光

資源数は各商業集積の分離度に対して負、シェアに対して
正の影響を持っており、観光資源が商業集積を活性化させ
ることが考察できる。また、高位の商業集積には近接観光
資源数、低位の商業集積には DID 観光資源数とリンク長
さ平均が影響する傾向にある。このことから、高位の商業
集積の賑わいには観光資源への近接性が影響し、低位の商
業集積の賑わいには都市全体の観光資源の数や回遊性が影
響していると考えられる。中心市街地優位度についても、
決定係数が低いことからさらなる要因が考えられるが、近
接する観光資源があると中心市街地が優位になると考えら
れる。
本分析における課題としては、回遊性指標のうち
X15,X16 は有意になることが少なく、4 位の商業集積の
シェアに対して真逆の影響となっており、解釈が難しいこ
とがあげられる。またリンク長さ平均は、601-800m の距
離帯が最も有意になるケースが多く、賑わいに正の影響を
与えているが、1-600m の距離帯では、賑わいに対して正
負の影響が混在しており、これについても解釈が難しい。
距離帯の区分を見直すことが考えられたが、d2,d3 ともサ
ンプル数が７であり、これ以上は難しいと判断した。また
周辺要因について、一人あたり宿泊業事業所数は中位の商
業集積の賑わいに対して負の影響を持つが、分離度
10%,25% 以内の商業集積数には正の影響を持つことも、
解釈が難しい。
3-2. 観光都市内における商業集積の賑わいへの観光要因
の影響度
前節の考察を踏まえ、都市単位ではなく商業集積単位で
その賑わいへの観光要因の影響度を探るため、観光資源が
１つ以上存在する都市に絞り、全ての商業集積を対象とし
て、重回帰分析を行った。重回帰分析に用いた変数とその
結果を表５に示す。目的変数は前節と同様の分離度とシェ
アに加え、各商業集積の都市内における順位とした。説明
変数は観光資源までの距離、駅からの距離、近接観光資源
数に加え、その商業集積内を観光資源リンクが通過してい
るかを通過あり＝１、通過なし＝０で表したダミー変数で
ある「リンクダミー」の４つとした。
結果については、全体として決定係数が低く、説明力の
高いモデルを作ることはできなかった。これは、商業集積
単位の周辺要因の値を算出するのは非常に難しいため、使
用可能な説明変数が限定されることに起因すると考えられ
る。全体として有意となる項目が少なく、分離度、シェア
ともに４位、５位の商業集積についてはどの説明変数も選
択されなかった。個別の考察としては、まず順位について
はリンクダミーが負、駅からの距離が正の係数になった。
このことから、回遊ルート上に存在する商業集積は賑わい
やすく、駅からの距離が遠い商業集積は賑わいにくいと推
測できる。駅からの距離は、他の目的変数についても同様
の傾向を示した。リンクダミーや近接観光資源数について
は、賑わいを高める効果がわずかながら示唆された。一方、

観光資源までの距離については、２位の商業集積の分離度
に対して負の影響、シェアに対して正の影響となっている。
これは、観光資源までの距離が遠いほど賑わうという結果
となり、想定外であった。この結果については３ -5位で有
意な結果が得られておらず、比較して考察することができ
ないため考察が難しいが、回遊ルート上にあることや近接
する観光資源が多いことと比べ、観光資源までの距離が短
いことは重要ではない可能性がある。
3-3.観光資源へのアクセス性と商店立地についての分析
　前節の重回帰分析では、決定係数が低いことや有意とな
る項目が少なく解釈が難しかったことから、重回帰分析以
外の手法を用いて観光資源の空間的分布と商店立地の関係
を分析することとした。このために、各観光資源から
800mのバッファを張り、DIDの範囲外を除いてそのバッ
ファが重複する数に応じて領域を区分し、領域内の商店密
度を算出する（図８）。このバッファが重複する数と商店密
度の間に関連性があるかを分析する。なお商店密度として
は、商店が立地できない公園などの領域の影響を避けるた
め、商店数を道路距離で除した平均線密度を用いる。また、
駅も集客施設であることから、駅と観光資源を同様に扱い
集計したものと、区別して集計したものを用い、双方につ
いて考察する。
　まず、駅と観光資源を区別して集計した結果を図９、
10に示す。TAは観光資源のことを指して用いた (Tourist 
attractions)。なお、駅 TAとは、駅と観光資源のバッファが
重複する領域を表し、例えば駅 TA３は駅と３つの観光資
源のバッファが重複している領域である。また、０とは
DID内であるがバッファ外である領域、１はバッファ内だ
が他のバッファと重複していない領域を示している。なお、
重複数３以上は、サンプル数が少ないため合算して集計し
た。
　図９より、駅周辺の領域に対して駅と観光資源のバッ
ファが重複している領域は商店密度が高い結果となった。
一方、その重複部分の中では観光資源の数と商店密度の関
係は見られなかった。また図10は、観光資源バッファの
重なりと商店密度の関係を、駅周辺のものと比較したもの

である。これより、観光資源バッファ内、また２つの観光
資源バッファが重なる領域の商店密度は駅周辺と同程度で
あり、３つ以上のバッファが重なる領域ではその倍程度の
値となった。これらの結果より、駅から徒歩圏に観光資源
が立地する場合、駅から観光資源のルート上に商店が立地
しやすいということが考察できる。これは、姫路市におい
て姫路駅に対して姫路城側に商店が多く立地しているなど
の実例が挙げられ、旧来の都市の外縁に駅が立地し、都市
の賑わいが駅に引っ張られる形で現在の商業集積が形成さ
れるという経緯が背景にあると考えられる。また、観光資
源の周辺は駅周辺と同程度に商店が立地しやすいことが推
測できる。これは城など都市の中心部に観光資源が立地す
るケースが多いことや、もともと賑わいのある場所に観光
施設を立地させるケースなども影響しているとも考えられ
る。一方で、重複数３以上で商店密度が高くなることから、
複数の観光資源にアクセスできる場所、観光資源に囲まれ
る場所に商店が立地しやすいことが推測される。
次に、駅と観光資源を合算して集計したものを、区別し
て集計したものと比較して図 11 に示す。この結果より、
前述の考察と同様、複数の観光資源にアクセスできる場所
では商店が立地しやすいことが考察できる。
これらの考察を踏まえ、観光資源が１つ以上立地するす
べての都市の各領域をサンプルとして、Wilcoxon の順位
和検定 9) を用い、重複数によって商店密度の平均値に差が
あるか否かの検定を行った。その結果を表６に示す。駅と
観光資源を合算した場合と観光資源のみの場合のどちらの
ケースでも重複数 0,1,2 と３以上では商店密度の平均値に

い。中心市街地と駅周辺のどちらが賑わうかについては、
観光資源が中心市街地の近くに立地する場合、駅周辺より
も中心市街地が優位となる傾向にある。周辺要因としては、
路面電車は賑わいを市街地に大きく波及させるとともに、
市街地全体の商業を活性化させる効果がある。
一方、商業集積を衰退させる要素としては、自動車交通
の利便性が大きい。自動車の利便性が高いことは、市街地
全体の商業を縮小させるだけでなく、市街地内の賑わいを
駅に集約する。また、魅力度の高い観光資源の存在も、そ
の周囲に商店を集約するためか、市街地全体として見ると
商店数を減少させる効果を持つ。
これらの知見を踏まえ、都市計画への展望として、まず
都市内に新規観光施設を誘致する際、平均回遊距離が
600-800m となるように施設を配置することが考えられ
る。実例として、平成 16 年に開館した金沢２１世紀美術
館は金沢市街地における回遊性を大きく高めたと推測でき
る（図１、図 11）。また、市街地の活性化のために路面電
車を導入することも考えられる。さらに、複数の観光資源
にアクセスできる場所に商業施設等を誘致することで、観
光資源との相乗効果によりさらに回遊性が高まる効果も期
待できる。
今後の課題としては、本研究では商店立地の分析に用い
たデータが 2014 年の商業集積統計のみであるため、複数
の時点での商店立地を比較することにより、観光資源が商
店立地の変化にもたらす影響について詳細な分析を行うこ
とが挙げられる。また、商業集積の設定方法についても、
一定の距離で区切るのではなく、商店の連なりが途切れる
点や商店密度の谷間で区切るなど、より現実的な手法を考
案する余地があると考える。さらに、重回帰分析において
は、以下の点についてさらなる分析が望まれる。まず、自
動車保有台数や魅力度の高い観光資源が DID 内の商店数
に対して負の影響を与えていることが示唆されたことを踏
まえ、DID外（郊外）の商店数も目的変数に加えることで、
商店立地の郊外流出についての考察を深めることができる
と考えられる。また、説明変数の一つとして人口 10 万人
あたり大型小売店数を用いたが、立地環境による区別がな
いため、市街地の活性化ないしは衰退要因として考察する
ことができなかった。そこで、デパートと郊外のショッピ
ングセンターの床面積などを変数とすることができれば、
より多くの知見が得られると考えられる。
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注
１）自動車保有台数のデータが得られない千歳市、沖縄市
は対象から外した。
２）中心市街地の賑わいへの影響が弱いと考えられる、中
心駅または他の商業集積から大きく離れた（8km 以上）
商業集積は対象外とした。
３）各都市 DID 内において乗降客数最大の駅。なお、伊

差があることが示された（1％有意）。ただし、０というの
はバッファ外の領域であり、これだけでは観光資源に近い
場所は商店密度が高いという考察にとどまる。バッファ重
複数と商店密度の関係を述べるためには、0 を除外して検
定を行う必要があると考えられる。そこで、1,2 と３以上
という区分で再度検定を行なった結果、駅と観光資源を合
算した場合は有意とならなかったが、区別した場合では商
店密度の平均値に差があることが示された（5％有意）。こ
れにより、前述の考察と合わせ、複数の観光資源にアクセ
スできる場所では商店が立地しやすいということが示唆さ
れたと言える。
４. 結論
本研究では、都市内における観光資源の空間的分布と相
互の回遊性に着目し、それが商業集積の立地や賑わいの分
散性にもたらす影響を重回帰分析によって分析した後、観
光資源へのアクセス性と商店立地との関係について統計的
検定を用いて分析した。それによって得られた知見を以下
に述べる。
まず、市街地内に存在する観光資源には都市内の商業集
積を活性化する効果がある。また、その観光資源による回
遊性は、都市に複数の賑わいのある商業集積をもたらすこ
とに加え、都市全体の賑わいを増加させる効果もある。そ
の際、観光資源間の平均距離としては 600-800m 程度が
望ましい。商業集積別に見ると、高位の商業集積の賑わい
には観光資源への近接性が影響し、低位の商業集積の賑わ
いには都市全体の観光資源の数や回遊性が影響すると推測
される。また、回遊ルート上にある商業集積は賑わいやす

勢市についてはその差が小さいことから宇治山田駅と伊勢
市駅の２つ、舞鶴市・上越市は市街地成立の経緯からそれ
ぞれ東舞鶴駅と西舞鶴駅、直江津駅と高田駅の２つとした。
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1.　背景と目的
1-1. 研究の背景
　近年、地方都市のおかれている状況が厳しさを増すなか、
観光資源による地方都市活性化が注目されている。その背
景として外国人観光客の増加があり、特に地方都市におい
ては観光客等の回遊行動が、時にその都市の人口規模以上
の賑わいを中心市街地にもたらす。その賑わいは、基本的
には住民の都市における利便性を高める効果があると考え
られるため、観光資源への訪問者の回遊性と商業地の賑わ
いの関係を分析することは意義があると考えられる。この
とき、地方都市の中心市街地における観光資源の分布は都
市によって差異が見られ、中心市街地の周囲の徒歩圏に回
遊可能な観光資源が豊富に分布する都市や、観光資源の分
布が偏っている都市がある。そこで本研究では、観光資源
の空間的分布が、地方都市中心市街地の賑わいにどのよう
な影響を与えているかについて分析を行う。
1-2. 本研究の位置付け
本研究に関連する既往研究として、外村ら１）のものが
ある。外村らは観光統計を用いた都市の類型化を行い、主
要観光地が中心市街地から離れている都市ではそうでない
都市と比較して中心市街地の昼間人口や小売販売高が減少
していることを示した。一方で、観光資源や商業集積地は
それぞれ代表的な 1 点のみを扱っており、観光資源の空間
的な分布や回遊性が商業集積の立地や活性化に与えている
影響については詳しく述べられていない。また、分類に用
いている観光統計は、観光客数の集計において、都市ごと
に集計施設の選定基準が異なることと、街並みなどの面的
な観光資源の観光客数は集計できないことという問題点が
ある。対馬ら２）は地方都市における中心市街地の賑わい

と駅との位置関係との関係に着目し、中心市街地と駅前繁
華街の賑やかさを定量的に比較、都市規模などとの関係を
分析した。一方で、都市に２点よりも多くの商業集積地が
ある場合の面的な分析や、観光資源との関係性の分析など
は行われていない。そこで本研究では、都市内における観
光資源の空間的分布と相互の回遊性に着目し、それが商業
集積の立地や賑わいの分散性にもたらす影響を明らかにす
ることを目標とする。
2. 研究方法
2-1. 研究の流れ
研究の流れは次のとおりである、第一に、分析対象とす
る都市を選ぶ。続いて、重回帰分析によって他の要因と比
して観光資源の分布特性が商業集積の賑わいに与えている
影響について考察する。最後にその結果を踏まえ、都市内
の領域を観光資源へのアクセス性によって区分し、それと
商店立地との関係について統計的検定を用いて分析する。
重回帰分析については、AIC を選択基準とした変数増減法
重回帰分析を用いる。説明変数としては、賑わいに影響を
与える要因を表す指標を幅広く検討する。その際に観光資
源をプロットし、都市内におけるそれらの回遊性を測る指
標を導入する。これらの指標を主成分分析によって整理し、
回帰分析に用いる指標を選び出す。目的変数としては、都
市内における主要な商業集積を抽出し、その賑わいと分散
性についての指標を導入する。重回帰分析にあたっては、
全対象都市において商業集積の賑わい分散性などを目的変
数として分析した後に、対象を観光資源が１つ以上ある都
市に絞り、各商業集積の賑わいや都市内における順位など
を目的変数としてさらに分析する。これは、観光資源の多
少が商業集積の賑わいにもたらす影響の大小を都市内のミ

クロなスケールで観察するためである。
2-2. 研究対象都市および観光資源
研究対象都市については、ある地域における中心性を持
つ都市を選定するため、金本ら３）による「大都市雇用圏」
のうち人口が 120 万人以下であるものにおいて、１市で
中心都市をなす 81 都市注１）を選んだ（表１）。観光資源に
ついては、日本交通公社による「観光資源台帳」４）にお
いて資源種別が「人文資源」とされているもののうち、「年
中行事（祭り・伝統行事）」「食」「芸能・興行・イベント」
を除くものを候補とした。その候補のうち、研究対象都市
内にあって、かつ DID から 800m 以内に所在するものを
対象として選んだ。なお、この台帳では観光資源は S,A,B
級に区別されているため、これを考慮した分析を行う。
2-3. 指標の整理
2-3-1. 説明変数に用いる指標
回遊性を測る指標について、本研究では次のように考え
た。回遊可能距離を 1200m（徒歩 15 分圏）と設定し、
隣接する観光資源がそれ以内に存在する場合は線（リンク）
で結ぶという方法で、「観光資源リンク」を定義した（図１）。
これを用い、都市内における観光資源リンクの総延長や数、
ノードあたりのリンク数、リンクで囲まれる面積などの指
標を導入した。なお、回遊性要因のうち、リンク長さ平均

については影響が線形でない可能性を考慮し、ダミー変数
とした。また、周辺要因としては、都市圏人口や DID 人
口密度に加えて一人あたりの自動車保有台数や路面電車の
有無などを導入した。一人あたり自動車台数については、
狭小街路が多い都市では値が小さくなるなど、都市内にお
ける交通特性を表す指標と考えた。これらの指標について、
主成分分析によって類似性を吟味した後、分散拡大要因が
10 を下回るよう、５類型の回遊性指標を含む 16 の指標を
選出した（表２）。
2-3-2. 目的変数に用いる指標
都市内における商業集積の位置については、東京大学空
間情報科学センターによる 2014 年版の商業集積統計を用
い、各都市において商店数が５位までの商業集積注２）を抽
出した。ただし、商業集積統計における商業集積は、幅員
の広い道路を挟むことで別々の商業集積として扱われるこ
とがあるなど非常に詳細な区分がされており、都市スケー
ルでの商業の拠点を見出す際には問題が生じる可能性もあ
る。そこで、抽出した商業集積統計による商業集積の重心
から 400m バッファ（徒歩 5 分圏）を張り、その範囲を
本研究における商業集積と定義した（図２）。また、都市
における代表駅注３）からも同様のバッファを張り、駅周辺
の商業集積とした。なお、商業集積の抽出にあたっては、
領域の大きな重複を避けるため、その重心から 600m 以
内により上位の商業集積の重心または駅が存在する場合は
対象外とする。
次に、都市において最も賑わいのある商業集積を基準と
して、他の商業集積の相対的な賑わいの度合いを表す指標
を導入する。本研究ではこれを「分離度」と呼び、下記
(1) 式によって定義した。また、駅周辺に対する中心市街
地の賑わいを表す指標である「中心市街地優位度」を、下
記（2）式によって定義した。分離度は各商業集積固有の

値であるが、さらに分離度の分散を求めることで、都市ご
との商業集積の賑わいの分散性の指標とした。
商業集積の分離度＝(max(C1,S)-Cn)/max(C1,S)…(1)
　中心市街地優位度＝(C1-S)/max(C1-S)…(2)

C1:１位の商業集積（駅を除く）の商店数
S：駅周辺の商店数

Cn：n位の商業集積の商店数 (2≦n≦5)
中心市街地優位度、分離度の分散、観光資源数によって
対象都市を布置した散布図を図３に示す。これにより、観
光資源が多数ある都市の多くが、駅周辺に対して中心市街
地が優位であることがわかる。これより、観光資源には中
心市街地を活性化させる効果があることが推測できる。一
方で、分離度の分散と観光資源数の間には明確な関係は見
られなかった。
目的変数としては、上記の分離度とその分散、中心市街
地優位度に加え、各都市の DID 内の商店数に占めるその
商業集積の商店数を表す「シェア」を導入した。また、各
商業集積に賑わいが分散しているかを表す指標として、分
離度が一定以下の商業集積の数を加えた。その他、市街地
全体の賑わいを表す指標として、都市圏人口あたりの DID
内商店数を導入したほか、駅周辺と中心市街地に商店分布
が集約されているかを示す「集約度」を導入した（表３）。
3. 分析結果と考察
3-1. 観光資源数や回遊性による賑わい分散性の都市間比較
重回帰分析の結果を表４に示す。全体として、周辺要因
だけでなく観光資源数や回遊性要因も有意性が得られてい
るものが多かった。決定係数を見ると、Y6、Y13、
Y17-Y19 に加え、低位の商業集積の分離度やシェアにお
いて比較的高い値が得られた。このことから、低位の商業
集積の賑わいには高位のものに比べ観光要因の影響が強い
ことが推測される。
比較的高い決定係数が得られたもののうち、観光要因で
有意性が得られた３つ（Y6：分離度の分散、Y13：分離
度10%までの商業集積数、Y17：DID商店数 /都市圏人口）

の標準化偏回帰係数を図５から図７に示す。まず分離度の
分散については、大きな値をとるほど商業集積間での賑わ
いのばらつきが大きいということを示すものである。この
値に対して、DID観光資源数は強い負の影響を与えること
がわかる。一方で、観光資源数は正の影響を与える。この
ことから、DID内に存在する観光資源は商業集積の賑わい
のばらつきを小さくする効果があるが、DID外の観光資源
は逆の影響を持つ可能性があると考察できる。また、「リ
ンク長さ平均1-600m」が正の値を取っていることについ
ては、表４の Y2-Y5において X13d3（リンク長さ平均が
601-800m）の係数が負であり分離度を小さくする効果が

あることと合わせて考察すると、観光資源間の回遊距離は
600-800m 程度が望ましいと推測できる。その他周辺要因
として、路面電車の存在については、図６、図７と合わせ
て考察すると、市街地全体に賑わいをもたらす効果がある
ものと考えられる。また、一人あたり自動車台数 (X2) に
ついて、表４の各分離度、中心市街地優位度に対する影響
と合わせて考察すると、次のようになる。自動車交通の利
便性は中心市街地優位度を低下させ、かつ各商業集積の分
離度とその分散を強めることから、市街地内の商業集積を
衰退させ、かつその市街地の賑わいの中心を駅前に集約す
る効果があると考えられる。また図７より、市街地の商店
全体を減少させる効果もあり、これは郊外の大型ショッピ
ングモール等への流出を示唆している。
分離度 10% 以内の商業集積数については、回遊性の指
標がいくつか有意になった。リンク数 /DID 観光資源数や
リンク長さ平均が正の影響を示したことは、都市内の回遊
性が高いと賑わいの拠点が複数生まれやすいということを
示唆している。一方で、リンク長さ合計は負の影響であっ
た。これは、リンク長さ合計は金沢市が突出して大きな値
をとっており、その金沢市は比較的１位の商業集積へ商店
分布が集約するような構造を持っていることが影響してい
ると考えられる（図４）。DID 商店数 / 人に対しては、観
光資源数は正の影響を持つが S,A 級観光資源数は負の影響
を持つ。これは、S,A 級観光資源が立地する都市はその他
に観光資源が少ない傾向にあり（姫路市の姫路城等）、商
店分布がその周囲に集約されていることが影響していると
考えられる。しかし、高い魅力度を持つ観光資源がある都
市の DID 商店数が、観光資源がない都市と比較しても少
ないということが示唆されたのは、興味深い結果である。
　その他の説明変数を見ると、DID 観光資源数や近接観光

資源数は各商業集積の分離度に対して負、シェアに対して
正の影響を持っており、観光資源が商業集積を活性化させ
ることが考察できる。また、高位の商業集積には近接観光
資源数、低位の商業集積には DID 観光資源数とリンク長
さ平均が影響する傾向にある。このことから、高位の商業
集積の賑わいには観光資源への近接性が影響し、低位の商
業集積の賑わいには都市全体の観光資源の数や回遊性が影
響していると考えられる。中心市街地優位度についても、
決定係数が低いことからさらなる要因が考えられるが、近
接する観光資源があると中心市街地が優位になると考えら
れる。
　本分析における課題としては、回遊性指標のうち
X15,X16 は有意になることが少なく、4 位の商業集積の
シェアに対して真逆の影響となっており、解釈が難しいこ
とがあげられる。またリンク長さ平均は、601-800m の距
離帯が最も有意になるケースが多く、賑わいに正の影響を
与えているが、1-600m の距離帯では、賑わいに対して正
負の影響が混在しており、これについても解釈が難しい。
距離帯の区分を見直すことが考えられたが、d2,d3 ともサ
ンプル数が７であり、これ以上は難しいと判断した。また
周辺要因について、一人あたり宿泊業事業所数は中位の商
業集積の賑わいに対して負の影響を持つが、分離度
10%,25% 以内の商業集積数には正の影響を持つことも、
解釈が難しい。
3-2. 観光都市内における商業集積の賑わいへの観光要因
の影響度
　前節の考察を踏まえ、都市単位ではなく商業集積単位で
その賑わいへの観光要因の影響度を探るため、観光資源が
１つ以上存在する都市に絞り、全ての商業集積を対象とし
て、重回帰分析を行った。重回帰分析に用いた変数とその
結果を表５に示す。目的変数は前節と同様の分離度とシェ
アに加え、各商業集積の都市内における順位とした。説明
変数は観光資源までの距離、駅からの距離、近接観光資源
数に加え、その商業集積内を観光資源リンクが通過してい
るかを通過あり＝１、通過なし＝０で表したダミー変数で
ある「リンクダミー」の４つとした。
　結果については、全体として決定係数が低く、説明力の
高いモデルを作ることはできなかった。これは、商業集積
単位の周辺要因の値を算出するのは非常に難しいため、使
用可能な説明変数が限定されることに起因すると考えられ
る。全体として有意となる項目が少なく、分離度、シェア
ともに４位、５位の商業集積についてはどの説明変数も選
択されなかった。個別の考察としては、まず順位について
はリンクダミーが負、駅からの距離が正の係数になった。
このことから、回遊ルート上に存在する商業集積は賑わい
やすく、駅からの距離が遠い商業集積は賑わいにくいと推
測できる。駅からの距離は、他の目的変数についても同様
の傾向を示した。リンクダミーや近接観光資源数について
は、賑わいを高める効果がわずかながら示唆された。一方、

観光資源までの距離については、２位の商業集積の分離度
に対して負の影響、シェアに対して正の影響となっている。
これは、観光資源までの距離が遠いほど賑わうという結果
となり、想定外であった。この結果については３ -5位で有
意な結果が得られておらず、比較して考察することができ
ないため考察が難しいが、回遊ルート上にあることや近接
する観光資源が多いことと比べ、観光資源までの距離が短
いことは重要ではない可能性がある。
3-3.観光資源へのアクセス性と商店立地についての分析
前節の重回帰分析では、決定係数が低いことや有意とな

る項目が少なく解釈が難しかったことから、重回帰分析以
外の手法を用いて観光資源の空間的分布と商店立地の関係
を分析することとした。このために、各観光資源から
800mのバッファを張り、DIDの範囲外を除いてそのバッ
ファが重複する数に応じて領域を区分し、領域内の商店密
度を算出する（図８）。このバッファが重複する数と商店密
度の間に関連性があるかを分析する。なお商店密度として
は、商店が立地できない公園などの領域の影響を避けるた
め、商店数を道路距離で除した平均線密度を用いる。また、
駅も集客施設であることから、駅と観光資源を同様に扱い
集計したものと、区別して集計したものを用い、双方につ
いて考察する。
　まず、駅と観光資源を区別して集計した結果を図９、
10に示す。TAは観光資源のことを指して用いた (Tourist 
attractions)。なお、駅 TAとは、駅と観光資源のバッファが
重複する領域を表し、例えば駅 TA３は駅と３つの観光資
源のバッファが重複している領域である。また、０とは
DID内であるがバッファ外である領域、１はバッファ内だ
が他のバッファと重複していない領域を示している。なお、
重複数３以上は、サンプル数が少ないため合算して集計し
た。
　図９より、駅周辺の領域に対して駅と観光資源のバッ
ファが重複している領域は商店密度が高い結果となった。
一方、その重複部分の中では観光資源の数と商店密度の関
係は見られなかった。また図10は、観光資源バッファの
重なりと商店密度の関係を、駅周辺のものと比較したもの

である。これより、観光資源バッファ内、また２つの観光
資源バッファが重なる領域の商店密度は駅周辺と同程度で
あり、３つ以上のバッファが重なる領域ではその倍程度の
値となった。これらの結果より、駅から徒歩圏に観光資源
が立地する場合、駅から観光資源のルート上に商店が立地
しやすいということが考察できる。これは、姫路市におい
て姫路駅に対して姫路城側に商店が多く立地しているなど
の実例が挙げられ、旧来の都市の外縁に駅が立地し、都市
の賑わいが駅に引っ張られる形で現在の商業集積が形成さ
れるという経緯が背景にあると考えられる。また、観光資
源の周辺は駅周辺と同程度に商店が立地しやすいことが推
測できる。これは城など都市の中心部に観光資源が立地す
るケースが多いことや、もともと賑わいのある場所に観光
施設を立地させるケースなども影響しているとも考えられ
る。一方で、重複数３以上で商店密度が高くなることから、
複数の観光資源にアクセスできる場所、観光資源に囲まれ
る場所に商店が立地しやすいことが推測される。
次に、駅と観光資源を合算して集計したものを、区別し
て集計したものと比較して図 11 に示す。この結果より、
前述の考察と同様、複数の観光資源にアクセスできる場所
では商店が立地しやすいことが考察できる。
これらの考察を踏まえ、観光資源が１つ以上立地するす
べての都市の各領域をサンプルとして、Wilcoxon の順位
和検定 9) を用い、重複数によって商店密度の平均値に差が
あるか否かの検定を行った。その結果を表６に示す。駅と
観光資源を合算した場合と観光資源のみの場合のどちらの
ケースでも重複数 0,1,2 と３以上では商店密度の平均値に

い。中心市街地と駅周辺のどちらが賑わうかについては、
観光資源が中心市街地の近くに立地する場合、駅周辺より
も中心市街地が優位となる傾向にある。周辺要因としては、
路面電車は賑わいを市街地に大きく波及させるとともに、
市街地全体の商業を活性化させる効果がある。
一方、商業集積を衰退させる要素としては、自動車交通
の利便性が大きい。自動車の利便性が高いことは、市街地
全体の商業を縮小させるだけでなく、市街地内の賑わいを
駅に集約する。また、魅力度の高い観光資源の存在も、そ
の周囲に商店を集約するためか、市街地全体として見ると
商店数を減少させる効果を持つ。
これらの知見を踏まえ、都市計画への展望として、まず
都市内に新規観光施設を誘致する際、平均回遊距離が
600-800m となるように施設を配置することが考えられ
る。実例として、平成 16 年に開館した金沢２１世紀美術
館は金沢市街地における回遊性を大きく高めたと推測でき
る（図１、図 11）。また、市街地の活性化のために路面電
車を導入することも考えられる。さらに、複数の観光資源
にアクセスできる場所に商業施設等を誘致することで、観
光資源との相乗効果によりさらに回遊性が高まる効果も期
待できる。
今後の課題としては、本研究では商店立地の分析に用い
たデータが 2014 年の商業集積統計のみであるため、複数
の時点での商店立地を比較することにより、観光資源が商
店立地の変化にもたらす影響について詳細な分析を行うこ
とが挙げられる。また、商業集積の設定方法についても、
一定の距離で区切るのではなく、商店の連なりが途切れる
点や商店密度の谷間で区切るなど、より現実的な手法を考
案する余地があると考える。さらに、重回帰分析において
は、以下の点についてさらなる分析が望まれる。まず、自
動車保有台数や魅力度の高い観光資源が DID 内の商店数
に対して負の影響を与えていることが示唆されたことを踏
まえ、DID外（郊外）の商店数も目的変数に加えることで、
商店立地の郊外流出についての考察を深めることができる
と考えられる。また、説明変数の一つとして人口 10 万人
あたり大型小売店数を用いたが、立地環境による区別がな
いため、市街地の活性化ないしは衰退要因として考察する
ことができなかった。そこで、デパートと郊外のショッピ
ングセンターの床面積などを変数とすることができれば、
より多くの知見が得られると考えられる。
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注
１）自動車保有台数のデータが得られない千歳市、沖縄市
は対象から外した。
２）中心市街地の賑わいへの影響が弱いと考えられる、中
心駅または他の商業集積から大きく離れた（8km 以上）
商業集積は対象外とした。
３）各都市 DID 内において乗降客数最大の駅。なお、伊

差があることが示された（1％有意）。ただし、０というの
はバッファ外の領域であり、これだけでは観光資源に近い
場所は商店密度が高いという考察にとどまる。バッファ重
複数と商店密度の関係を述べるためには、0 を除外して検
定を行う必要があると考えられる。そこで、1,2 と３以上
という区分で再度検定を行なった結果、駅と観光資源を合
算した場合は有意とならなかったが、区別した場合では商
店密度の平均値に差があることが示された（5％有意）。こ
れにより、前述の考察と合わせ、複数の観光資源にアクセ
スできる場所では商店が立地しやすいということが示唆さ
れたと言える。
４. 結論
本研究では、都市内における観光資源の空間的分布と相
互の回遊性に着目し、それが商業集積の立地や賑わいの分
散性にもたらす影響を重回帰分析によって分析した後、観
光資源へのアクセス性と商店立地との関係について統計的
検定を用いて分析した。それによって得られた知見を以下
に述べる。
まず、市街地内に存在する観光資源には都市内の商業集
積を活性化する効果がある。また、その観光資源による回
遊性は、都市に複数の賑わいのある商業集積をもたらすこ
とに加え、都市全体の賑わいを増加させる効果もある。そ
の際、観光資源間の平均距離としては 600-800m 程度が
望ましい。商業集積別に見ると、高位の商業集積の賑わい
には観光資源への近接性が影響し、低位の商業集積の賑わ
いには都市全体の観光資源の数や回遊性が影響すると推測
される。また、回遊ルート上にある商業集積は賑わいやす

勢市についてはその差が小さいことから宇治山田駅と伊勢
市駅の２つ、舞鶴市・上越市は市街地成立の経緯からそれ
ぞれ東舞鶴駅と西舞鶴駅、直江津駅と高田駅の２つとした。
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表５　商業集積ごとの賑わいを目的変数とした重回帰分析の結果
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1.　背景と目的
1-1. 研究の背景
　近年、地方都市のおかれている状況が厳しさを増すなか、
観光資源による地方都市活性化が注目されている。その背
景として外国人観光客の増加があり、特に地方都市におい
ては観光客等の回遊行動が、時にその都市の人口規模以上
の賑わいを中心市街地にもたらす。その賑わいは、基本的
には住民の都市における利便性を高める効果があると考え
られるため、観光資源への訪問者の回遊性と商業地の賑わ
いの関係を分析することは意義があると考えられる。この
とき、地方都市の中心市街地における観光資源の分布は都
市によって差異が見られ、中心市街地の周囲の徒歩圏に回
遊可能な観光資源が豊富に分布する都市や、観光資源の分
布が偏っている都市がある。そこで本研究では、観光資源
の空間的分布が、地方都市中心市街地の賑わいにどのよう
な影響を与えているかについて分析を行う。
1-2. 本研究の位置付け
　本研究に関連する既往研究として、外村ら１）のものが
ある。外村らは観光統計を用いた都市の類型化を行い、主
要観光地が中心市街地から離れている都市ではそうでない
都市と比較して中心市街地の昼間人口や小売販売高が減少
していることを示した。一方で、観光資源や商業集積地は
それぞれ代表的な 1 点のみを扱っており、観光資源の空間
的な分布や回遊性が商業集積の立地や活性化に与えている
影響については詳しく述べられていない。また、分類に用
いている観光統計は、観光客数の集計において、都市ごと
に集計施設の選定基準が異なることと、街並みなどの面的
な観光資源の観光客数は集計できないことという問題点が
ある。対馬ら２）は地方都市における中心市街地の賑わい

と駅との位置関係との関係に着目し、中心市街地と駅前繁
華街の賑やかさを定量的に比較、都市規模などとの関係を
分析した。一方で、都市に２点よりも多くの商業集積地が
ある場合の面的な分析や、観光資源との関係性の分析など
は行われていない。そこで本研究では、都市内における観
光資源の空間的分布と相互の回遊性に着目し、それが商業
集積の立地や賑わいの分散性にもたらす影響を明らかにす
ることを目標とする。
2. 研究方法
2-1. 研究の流れ
　研究の流れは次のとおりである、第一に、分析対象とす
る都市を選ぶ。続いて、重回帰分析によって他の要因と比
して観光資源の分布特性が商業集積の賑わいに与えている
影響について考察する。最後にその結果を踏まえ、都市内
の領域を観光資源へのアクセス性によって区分し、それと
商店立地との関係について統計的検定を用いて分析する。
重回帰分析については、AIC を選択基準とした変数増減法
重回帰分析を用いる。説明変数としては、賑わいに影響を
与える要因を表す指標を幅広く検討する。その際に観光資
源をプロットし、都市内におけるそれらの回遊性を測る指
標を導入する。これらの指標を主成分分析によって整理し、
回帰分析に用いる指標を選び出す。目的変数としては、都
市内における主要な商業集積を抽出し、その賑わいと分散
性についての指標を導入する。重回帰分析にあたっては、
全対象都市において商業集積の賑わい分散性などを目的変
数として分析した後に、対象を観光資源が１つ以上ある都
市に絞り、各商業集積の賑わいや都市内における順位など
を目的変数としてさらに分析する。これは、観光資源の多
少が商業集積の賑わいにもたらす影響の大小を都市内のミ

クロなスケールで観察するためである。
2-2. 研究対象都市および観光資源
　研究対象都市については、ある地域における中心性を持
つ都市を選定するため、金本ら３）による「大都市雇用圏」
のうち人口が 120 万人以下であるものにおいて、１市で
中心都市をなす 81 都市注１）を選んだ（表１）。観光資源に
ついては、日本交通公社による「観光資源台帳」４）にお
いて資源種別が「人文資源」とされているもののうち、「年
中行事（祭り・伝統行事）」「食」「芸能・興行・イベント」
を除くものを候補とした。その候補のうち、研究対象都市
内にあって、かつ DID から 800m 以内に所在するものを
対象として選んだ。なお、この台帳では観光資源は S,A,B
級に区別されているため、これを考慮した分析を行う。
2-3. 指標の整理
2-3-1. 説明変数に用いる指標
　回遊性を測る指標について、本研究では次のように考え
た。回遊可能距離を 1200m（徒歩 15 分圏）と設定し、
隣接する観光資源がそれ以内に存在する場合は線（リンク）
で結ぶという方法で、「観光資源リンク」を定義した（図１）。
これを用い、都市内における観光資源リンクの総延長や数、
ノードあたりのリンク数、リンクで囲まれる面積などの指
標を導入した。なお、回遊性要因のうち、リンク長さ平均

については影響が線形でない可能性を考慮し、ダミー変数
とした。また、周辺要因としては、都市圏人口や DID 人
口密度に加えて一人あたりの自動車保有台数や路面電車の
有無などを導入した。一人あたり自動車台数については、
狭小街路が多い都市では値が小さくなるなど、都市内にお
ける交通特性を表す指標と考えた。これらの指標について、
主成分分析によって類似性を吟味した後、分散拡大要因が
10 を下回るよう、５類型の回遊性指標を含む 16 の指標を
選出した（表２）。
2-3-2. 目的変数に用いる指標
　都市内における商業集積の位置については、東京大学空
間情報科学センターによる 2014 年版の商業集積統計を用
い、各都市において商店数が５位までの商業集積注２）を抽
出した。ただし、商業集積統計における商業集積は、幅員
の広い道路を挟むことで別々の商業集積として扱われるこ
とがあるなど非常に詳細な区分がされており、都市スケー
ルでの商業の拠点を見出す際には問題が生じる可能性もあ
る。そこで、抽出した商業集積統計による商業集積の重心
から 400m バッファ（徒歩 5 分圏）を張り、その範囲を
本研究における商業集積と定義した（図２）。また、都市
における代表駅注３）からも同様のバッファを張り、駅周辺
の商業集積とした。なお、商業集積の抽出にあたっては、
領域の大きな重複を避けるため、その重心から 600m 以
内により上位の商業集積の重心または駅が存在する場合は
対象外とする。
　次に、都市において最も賑わいのある商業集積を基準と
して、他の商業集積の相対的な賑わいの度合いを表す指標
を導入する。本研究ではこれを「分離度」と呼び、下記
(1) 式によって定義した。また、駅周辺に対する中心市街
地の賑わいを表す指標である「中心市街地優位度」を、下
記（2）式によって定義した。分離度は各商業集積固有の

値であるが、さらに分離度の分散を求めることで、都市ご
との商業集積の賑わいの分散性の指標とした。
　商業集積の分離度＝(max(C1,S)-Cn)/max(C1,S)…(1)
　中心市街地優位度＝(C1-S)/max(C1-S)…(2)

C1:１位の商業集積（駅を除く）の商店数
S：駅周辺の商店数

Cn：n位の商業集積の商店数 (2≦n≦5)
　中心市街地優位度、分離度の分散、観光資源数によって
対象都市を布置した散布図を図３に示す。これにより、観
光資源が多数ある都市の多くが、駅周辺に対して中心市街
地が優位であることがわかる。これより、観光資源には中
心市街地を活性化させる効果があることが推測できる。一
方で、分離度の分散と観光資源数の間には明確な関係は見
られなかった。
　目的変数としては、上記の分離度とその分散、中心市街
地優位度に加え、各都市の DID 内の商店数に占めるその
商業集積の商店数を表す「シェア」を導入した。また、各
商業集積に賑わいが分散しているかを表す指標として、分
離度が一定以下の商業集積の数を加えた。その他、市街地
全体の賑わいを表す指標として、都市圏人口あたりの DID
内商店数を導入したほか、駅周辺と中心市街地に商店分布
が集約されているかを示す「集約度」を導入した（表３）。
3. 分析結果と考察
3-1. 観光資源数や回遊性による賑わい分散性の都市間比較
　重回帰分析の結果を表４に示す。全体として、周辺要因
だけでなく観光資源数や回遊性要因も有意性が得られてい
るものが多かった。決定係数を見ると、Y6、Y13、
Y17-Y19 に加え、低位の商業集積の分離度やシェアにお
いて比較的高い値が得られた。このことから、低位の商業
集積の賑わいには高位のものに比べ観光要因の影響が強い
ことが推測される。
　比較的高い決定係数が得られたもののうち、観光要因で
有意性が得られた３つ（Y6：分離度の分散、Y13：分離
度10%までの商業集積数、Y17：DID商店数 /都市圏人口）

の標準化偏回帰係数を図５から図７に示す。まず分離度の
分散については、大きな値をとるほど商業集積間での賑わ
いのばらつきが大きいということを示すものである。この
値に対して、DID観光資源数は強い負の影響を与えること
がわかる。一方で、観光資源数は正の影響を与える。この
ことから、DID内に存在する観光資源は商業集積の賑わい
のばらつきを小さくする効果があるが、DID外の観光資源
は逆の影響を持つ可能性があると考察できる。また、「リ
ンク長さ平均1-600m」が正の値を取っていることについ
ては、表４の Y2-Y5において X13d3（リンク長さ平均が
601-800m）の係数が負であり分離度を小さくする効果が

あることと合わせて考察すると、観光資源間の回遊距離は
600-800m 程度が望ましいと推測できる。その他周辺要因
として、路面電車の存在については、図６、図７と合わせ
て考察すると、市街地全体に賑わいをもたらす効果がある
ものと考えられる。また、一人あたり自動車台数 (X2) に
ついて、表４の各分離度、中心市街地優位度に対する影響
と合わせて考察すると、次のようになる。自動車交通の利
便性は中心市街地優位度を低下させ、かつ各商業集積の分
離度とその分散を強めることから、市街地内の商業集積を
衰退させ、かつその市街地の賑わいの中心を駅前に集約す
る効果があると考えられる。また図７より、市街地の商店
全体を減少させる効果もあり、これは郊外の大型ショッピ
ングモール等への流出を示唆している。
　分離度 10% 以内の商業集積数については、回遊性の指
標がいくつか有意になった。リンク数 /DID 観光資源数や
リンク長さ平均が正の影響を示したことは、都市内の回遊
性が高いと賑わいの拠点が複数生まれやすいということを
示唆している。一方で、リンク長さ合計は負の影響であっ
た。これは、リンク長さ合計は金沢市が突出して大きな値
をとっており、その金沢市は比較的１位の商業集積へ商店
分布が集約するような構造を持っていることが影響してい
ると考えられる（図４）。DID 商店数 / 人に対しては、観
光資源数は正の影響を持つが S,A 級観光資源数は負の影響
を持つ。これは、S,A 級観光資源が立地する都市はその他
に観光資源が少ない傾向にあり（姫路市の姫路城等）、商
店分布がその周囲に集約されていることが影響していると
考えられる。しかし、高い魅力度を持つ観光資源がある都
市の DID 商店数が、観光資源がない都市と比較しても少
ないということが示唆されたのは、興味深い結果である。
　その他の説明変数を見ると、DID 観光資源数や近接観光

資源数は各商業集積の分離度に対して負、シェアに対して
正の影響を持っており、観光資源が商業集積を活性化させ
ることが考察できる。また、高位の商業集積には近接観光
資源数、低位の商業集積には DID 観光資源数とリンク長
さ平均が影響する傾向にある。このことから、高位の商業
集積の賑わいには観光資源への近接性が影響し、低位の商
業集積の賑わいには都市全体の観光資源の数や回遊性が影
響していると考えられる。中心市街地優位度についても、
決定係数が低いことからさらなる要因が考えられるが、近
接する観光資源があると中心市街地が優位になると考えら
れる。
　本分析における課題としては、回遊性指標のうち
X15,X16 は有意になることが少なく、4 位の商業集積の
シェアに対して真逆の影響となっており、解釈が難しいこ
とがあげられる。またリンク長さ平均は、601-800m の距
離帯が最も有意になるケースが多く、賑わいに正の影響を
与えているが、1-600m の距離帯では、賑わいに対して正
負の影響が混在しており、これについても解釈が難しい。
距離帯の区分を見直すことが考えられたが、d2,d3 ともサ
ンプル数が７であり、これ以上は難しいと判断した。また
周辺要因について、一人あたり宿泊業事業所数は中位の商
業集積の賑わいに対して負の影響を持つが、分離度
10%,25% 以内の商業集積数には正の影響を持つことも、
解釈が難しい。
3-2. 観光都市内における商業集積の賑わいへの観光要因
の影響度
　前節の考察を踏まえ、都市単位ではなく商業集積単位で
その賑わいへの観光要因の影響度を探るため、観光資源が
１つ以上存在する都市に絞り、全ての商業集積を対象とし
て、重回帰分析を行った。重回帰分析に用いた変数とその
結果を表５に示す。目的変数は前節と同様の分離度とシェ
アに加え、各商業集積の都市内における順位とした。説明
変数は観光資源までの距離、駅からの距離、近接観光資源
数に加え、その商業集積内を観光資源リンクが通過してい
るかを通過あり＝１、通過なし＝０で表したダミー変数で
ある「リンクダミー」の４つとした。
　結果については、全体として決定係数が低く、説明力の
高いモデルを作ることはできなかった。これは、商業集積
単位の周辺要因の値を算出するのは非常に難しいため、使
用可能な説明変数が限定されることに起因すると考えられ
る。全体として有意となる項目が少なく、分離度、シェア
ともに４位、５位の商業集積についてはどの説明変数も選
択されなかった。個別の考察としては、まず順位について
はリンクダミーが負、駅からの距離が正の係数になった。
このことから、回遊ルート上に存在する商業集積は賑わい
やすく、駅からの距離が遠い商業集積は賑わいにくいと推
測できる。駅からの距離は、他の目的変数についても同様
の傾向を示した。リンクダミーや近接観光資源数について
は、賑わいを高める効果がわずかながら示唆された。一方、

観光資源までの距離については、２位の商業集積の分離度
に対して負の影響、シェアに対して正の影響となっている。
これは、観光資源までの距離が遠いほど賑わうという結果
となり、想定外であった。この結果については３ -5位で有
意な結果が得られておらず、比較して考察することができ
ないため考察が難しいが、回遊ルート上にあることや近接
する観光資源が多いことと比べ、観光資源までの距離が短
いことは重要ではない可能性がある。
3-3.観光資源へのアクセス性と商店立地についての分析
　前節の重回帰分析では、決定係数が低いことや有意とな
る項目が少なく解釈が難しかったことから、重回帰分析以
外の手法を用いて観光資源の空間的分布と商店立地の関係
を分析することとした。このために、各観光資源から
800mのバッファを張り、DIDの範囲外を除いてそのバッ
ファが重複する数に応じて領域を区分し、領域内の商店密
度を算出する（図８）。このバッファが重複する数と商店密
度の間に関連性があるかを分析する。なお商店密度として
は、商店が立地できない公園などの領域の影響を避けるた
め、商店数を道路距離で除した平均線密度を用いる。また、
駅も集客施設であることから、駅と観光資源を同様に扱い
集計したものと、区別して集計したものを用い、双方につ
いて考察する。
　まず、駅と観光資源を区別して集計した結果を図９、
10に示す。TAは観光資源のことを指して用いた (Tourist 
attractions)。なお、駅 TAとは、駅と観光資源のバッファが
重複する領域を表し、例えば駅 TA３は駅と３つの観光資
源のバッファが重複している領域である。また、０とは
DID内であるがバッファ外である領域、１はバッファ内だ
が他のバッファと重複していない領域を示している。なお、
重複数３以上は、サンプル数が少ないため合算して集計し
た。
　図９より、駅周辺の領域に対して駅と観光資源のバッ
ファが重複している領域は商店密度が高い結果となった。
一方、その重複部分の中では観光資源の数と商店密度の関
係は見られなかった。また図10は、観光資源バッファの
重なりと商店密度の関係を、駅周辺のものと比較したもの

である。これより、観光資源バッファ内、また２つの観光
資源バッファが重なる領域の商店密度は駅周辺と同程度で
あり、３つ以上のバッファが重なる領域ではその倍程度の
値となった。これらの結果より、駅から徒歩圏に観光資源
が立地する場合、駅から観光資源のルート上に商店が立地
しやすいということが考察できる。これは、姫路市におい
て姫路駅に対して姫路城側に商店が多く立地しているなど
の実例が挙げられ、旧来の都市の外縁に駅が立地し、都市
の賑わいが駅に引っ張られる形で現在の商業集積が形成さ
れるという経緯が背景にあると考えられる。また、観光資
源の周辺は駅周辺と同程度に商店が立地しやすいことが推
測できる。これは城など都市の中心部に観光資源が立地す
るケースが多いことや、もともと賑わいのある場所に観光
施設を立地させるケースなども影響しているとも考えられ
る。一方で、重複数３以上で商店密度が高くなることから、
複数の観光資源にアクセスできる場所、観光資源に囲まれ
る場所に商店が立地しやすいことが推測される。
　次に、駅と観光資源を合算して集計したものを、区別し
て集計したものと比較して図 11 に示す。この結果より、
前述の考察と同様、複数の観光資源にアクセスできる場所
では商店が立地しやすいことが考察できる。
　これらの考察を踏まえ、観光資源が１つ以上立地するす
べての都市の各領域をサンプルとして、Wilcoxon の順位
和検定 9) を用い、重複数によって商店密度の平均値に差が
あるか否かの検定を行った。その結果を表６に示す。駅と
観光資源を合算した場合と観光資源のみの場合のどちらの
ケースでも重複数 0,1,2 と３以上では商店密度の平均値に

い。中心市街地と駅周辺のどちらが賑わうかについては、
観光資源が中心市街地の近くに立地する場合、駅周辺より
も中心市街地が優位となる傾向にある。周辺要因としては、
路面電車は賑わいを市街地に大きく波及させるとともに、
市街地全体の商業を活性化させる効果がある。
　一方、商業集積を衰退させる要素としては、自動車交通
の利便性が大きい。自動車の利便性が高いことは、市街地
全体の商業を縮小させるだけでなく、市街地内の賑わいを
駅に集約する。また、魅力度の高い観光資源の存在も、そ
の周囲に商店を集約するためか、市街地全体として見ると
商店数を減少させる効果を持つ。
　これらの知見を踏まえ、都市計画への展望として、まず
都市内に新規観光施設を誘致する際、平均回遊距離が
600-800m となるように施設を配置することが考えられ
る。実例として、平成 16 年に開館した金沢２１世紀美術
館は金沢市街地における回遊性を大きく高めたと推測でき
る（図１、図 11）。また、市街地の活性化のために路面電
車を導入することも考えられる。さらに、複数の観光資源
にアクセスできる場所に商業施設等を誘致することで、観
光資源との相乗効果によりさらに回遊性が高まる効果も期
待できる。
　今後の課題としては、本研究では商店立地の分析に用い
たデータが 2014 年の商業集積統計のみであるため、複数
の時点での商店立地を比較することにより、観光資源が商
店立地の変化にもたらす影響について詳細な分析を行うこ
とが挙げられる。また、商業集積の設定方法についても、
一定の距離で区切るのではなく、商店の連なりが途切れる
点や商店密度の谷間で区切るなど、より現実的な手法を考
案する余地があると考える。さらに、重回帰分析において
は、以下の点についてさらなる分析が望まれる。まず、自
動車保有台数や魅力度の高い観光資源が DID 内の商店数
に対して負の影響を与えていることが示唆されたことを踏
まえ、DID外（郊外）の商店数も目的変数に加えることで、
商店立地の郊外流出についての考察を深めることができる
と考えられる。また、説明変数の一つとして人口 10 万人
あたり大型小売店数を用いたが、立地環境による区別がな
いため、市街地の活性化ないしは衰退要因として考察する
ことができなかった。そこで、デパートと郊外のショッピ
ングセンターの床面積などを変数とすることができれば、
より多くの知見が得られると考えられる。
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注
１）自動車保有台数のデータが得られない千歳市、沖縄市
は対象から外した。
２）中心市街地の賑わいへの影響が弱いと考えられる、中
心駅または他の商業集積から大きく離れた（8km 以上）
商業集積は対象外とした。
３）各都市 DID 内において乗降客数最大の駅。なお、伊

差があることが示された（1％有意）。ただし、０というの
はバッファ外の領域であり、これだけでは観光資源に近い
場所は商店密度が高いという考察にとどまる。バッファ重
複数と商店密度の関係を述べるためには、0 を除外して検
定を行う必要があると考えられる。そこで、1,2 と３以上
という区分で再度検定を行なった結果、駅と観光資源を合
算した場合は有意とならなかったが、区別した場合では商
店密度の平均値に差があることが示された（5％有意）。こ
れにより、前述の考察と合わせ、複数の観光資源にアクセ
スできる場所では商店が立地しやすいということが示唆さ
れたと言える。
４. 結論
　本研究では、都市内における観光資源の空間的分布と相
互の回遊性に着目し、それが商業集積の立地や賑わいの分
散性にもたらす影響を重回帰分析によって分析した後、観
光資源へのアクセス性と商店立地との関係について統計的
検定を用いて分析した。それによって得られた知見を以下
に述べる。
　まず、市街地内に存在する観光資源には都市内の商業集
積を活性化する効果がある。また、その観光資源による回
遊性は、都市に複数の賑わいのある商業集積をもたらすこ
とに加え、都市全体の賑わいを増加させる効果もある。そ
の際、観光資源間の平均距離としては 600-800m 程度が
望ましい。商業集積別に見ると、高位の商業集積の賑わい
には観光資源への近接性が影響し、低位の商業集積の賑わ
いには都市全体の観光資源の数や回遊性が影響すると推測
される。また、回遊ルート上にある商業集積は賑わいやす

勢市についてはその差が小さいことから宇治山田駅と伊勢
市駅の２つ、舞鶴市・上越市は市街地成立の経緯からそれ
ぞれ東舞鶴駅と西舞鶴駅、直江津駅と高田駅の２つとした。

参考文献
１）外村剛久、宮下清栄 (2012)「観光統計を用いた都市
の類型化による中心市街地分析と中心市街地活性化基本計
画の連携について」都市計画論文集、47 巻 3 号、
p415-420　
２）対馬銀河、吉川徹、讃岐亮 (2017)「駅との位置関係
からみた地方都市中心市街地のにぎやかさを分析する手法
の開発と適用」日本建築学会技術報告集、23 巻 54 号、
p667-670　
３）都市雇用圏データ-東京大学空間情報科学研究センター
http://csis.u-tokyo.ac.jp/UEA/data.htm 2020/1/14 閲覧
４) 観光資源台帳 - 公益財団法人日本交通公社
https://www.jtb.or.jp/research/theme/resource/tourism
-resource-list/　2020/1/14 閲覧
５）各市統計書（2015 年版）における乗用車および軽自
動車の台数
６）人口集中地区データ - 国土数値情報
７）平成 26年経済センサス基礎調査および活動調査 ,
H6132_ 大型小売店数
８）平成 26年経済センサス基礎調査
９）大阪大学医薬学データ用統計解析プログラム
-Wilcoxon の順位和検定
http://www.gen-info.osaka-u.ac.jp/MEPHAS/wilc1.html
　2020/1/14 閲覧
10）秋山祐樹 (2018)「マイクロジオデータを用いた日本
全国の商業集積地域の分布把握」E-journal GEO, 13(1), 
pp.109-126
11）秋山祐樹、仙石裕明、柴崎亮介 (2015)「全国の商業
集積統計とその利用環境」GIS -理論と応用、21(2), 
pp.11-20
12）Akiyama, Y., Sengoku, H.,Hir oyuki, T., Shibasaki, R. 
Development of Commercial Accumulation Polygon Data 
Throughout Japan Based on the Digital Classified Telephone 
Directory. CUPUM2011 (Computers in Urban Planning and 
Urban Management) Proceedings , F-TC-3(1), 2011.

図８　観光資源バッファの例（長崎市）
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図９　駅と観光資源バッファの重なりと商店立地　
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図 10　観光資源バッファの重なりと商店立地（駅との比較）
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1.　背景と目的
1-1. 研究の背景
　近年、地方都市のおかれている状況が厳しさを増すなか、
観光資源による地方都市活性化が注目されている。その背
景として外国人観光客の増加があり、特に地方都市におい
ては観光客等の回遊行動が、時にその都市の人口規模以上
の賑わいを中心市街地にもたらす。その賑わいは、基本的
には住民の都市における利便性を高める効果があると考え
られるため、観光資源への訪問者の回遊性と商業地の賑わ
いの関係を分析することは意義があると考えられる。この
とき、地方都市の中心市街地における観光資源の分布は都
市によって差異が見られ、中心市街地の周囲の徒歩圏に回
遊可能な観光資源が豊富に分布する都市や、観光資源の分
布が偏っている都市がある。そこで本研究では、観光資源
の空間的分布が、地方都市中心市街地の賑わいにどのよう
な影響を与えているかについて分析を行う。
1-2. 本研究の位置付け
本研究に関連する既往研究として、外村ら１）のものが
ある。外村らは観光統計を用いた都市の類型化を行い、主
要観光地が中心市街地から離れている都市ではそうでない
都市と比較して中心市街地の昼間人口や小売販売高が減少
していることを示した。一方で、観光資源や商業集積地は
それぞれ代表的な 1 点のみを扱っており、観光資源の空間
的な分布や回遊性が商業集積の立地や活性化に与えている
影響については詳しく述べられていない。また、分類に用
いている観光統計は、観光客数の集計において、都市ごと
に集計施設の選定基準が異なることと、街並みなどの面的
な観光資源の観光客数は集計できないことという問題点が
ある。対馬ら２）は地方都市における中心市街地の賑わい

と駅との位置関係との関係に着目し、中心市街地と駅前繁
華街の賑やかさを定量的に比較、都市規模などとの関係を
分析した。一方で、都市に２点よりも多くの商業集積地が
ある場合の面的な分析や、観光資源との関係性の分析など
は行われていない。そこで本研究では、都市内における観
光資源の空間的分布と相互の回遊性に着目し、それが商業
集積の立地や賑わいの分散性にもたらす影響を明らかにす
ることを目標とする。
2. 研究方法
2-1. 研究の流れ
研究の流れは次のとおりである、第一に、分析対象とす
る都市を選ぶ。続いて、重回帰分析によって他の要因と比
して観光資源の分布特性が商業集積の賑わいに与えている
影響について考察する。最後にその結果を踏まえ、都市内
の領域を観光資源へのアクセス性によって区分し、それと
商店立地との関係について統計的検定を用いて分析する。
重回帰分析については、AIC を選択基準とした変数増減法
重回帰分析を用いる。説明変数としては、賑わいに影響を
与える要因を表す指標を幅広く検討する。その際に観光資
源をプロットし、都市内におけるそれらの回遊性を測る指
標を導入する。これらの指標を主成分分析によって整理し、
回帰分析に用いる指標を選び出す。目的変数としては、都
市内における主要な商業集積を抽出し、その賑わいと分散
性についての指標を導入する。重回帰分析にあたっては、
全対象都市において商業集積の賑わい分散性などを目的変
数として分析した後に、対象を観光資源が１つ以上ある都
市に絞り、各商業集積の賑わいや都市内における順位など
を目的変数としてさらに分析する。これは、観光資源の多
少が商業集積の賑わいにもたらす影響の大小を都市内のミ

クロなスケールで観察するためである。
2-2. 研究対象都市および観光資源
研究対象都市については、ある地域における中心性を持
つ都市を選定するため、金本ら３）による「大都市雇用圏」
のうち人口が 120 万人以下であるものにおいて、１市で
中心都市をなす 81 都市注１）を選んだ（表１）。観光資源に
ついては、日本交通公社による「観光資源台帳」４）にお
いて資源種別が「人文資源」とされているもののうち、「年
中行事（祭り・伝統行事）」「食」「芸能・興行・イベント」
を除くものを候補とした。その候補のうち、研究対象都市
内にあって、かつ DID から 800m 以内に所在するものを
対象として選んだ。なお、この台帳では観光資源は S,A,B
級に区別されているため、これを考慮した分析を行う。
2-3. 指標の整理
2-3-1. 説明変数に用いる指標
回遊性を測る指標について、本研究では次のように考え
た。回遊可能距離を 1200m（徒歩 15 分圏）と設定し、
隣接する観光資源がそれ以内に存在する場合は線（リンク）
で結ぶという方法で、「観光資源リンク」を定義した（図１）。
これを用い、都市内における観光資源リンクの総延長や数、
ノードあたりのリンク数、リンクで囲まれる面積などの指
標を導入した。なお、回遊性要因のうち、リンク長さ平均

については影響が線形でない可能性を考慮し、ダミー変数
とした。また、周辺要因としては、都市圏人口や DID 人
口密度に加えて一人あたりの自動車保有台数や路面電車の
有無などを導入した。一人あたり自動車台数については、
狭小街路が多い都市では値が小さくなるなど、都市内にお
ける交通特性を表す指標と考えた。これらの指標について、
主成分分析によって類似性を吟味した後、分散拡大要因が
10 を下回るよう、５類型の回遊性指標を含む 16 の指標を
選出した（表２）。
2-3-2. 目的変数に用いる指標
都市内における商業集積の位置については、東京大学空
間情報科学センターによる 2014 年版の商業集積統計を用
い、各都市において商店数が５位までの商業集積注２）を抽
出した。ただし、商業集積統計における商業集積は、幅員
の広い道路を挟むことで別々の商業集積として扱われるこ
とがあるなど非常に詳細な区分がされており、都市スケー
ルでの商業の拠点を見出す際には問題が生じる可能性もあ
る。そこで、抽出した商業集積統計による商業集積の重心
から 400m バッファ（徒歩 5 分圏）を張り、その範囲を
本研究における商業集積と定義した（図２）。また、都市
における代表駅注３）からも同様のバッファを張り、駅周辺
の商業集積とした。なお、商業集積の抽出にあたっては、
領域の大きな重複を避けるため、その重心から 600m 以
内により上位の商業集積の重心または駅が存在する場合は
対象外とする。
次に、都市において最も賑わいのある商業集積を基準と
して、他の商業集積の相対的な賑わいの度合いを表す指標
を導入する。本研究ではこれを「分離度」と呼び、下記
(1) 式によって定義した。また、駅周辺に対する中心市街
地の賑わいを表す指標である「中心市街地優位度」を、下
記（2）式によって定義した。分離度は各商業集積固有の

値であるが、さらに分離度の分散を求めることで、都市ご
との商業集積の賑わいの分散性の指標とした。
商業集積の分離度＝(max(C1,S)-Cn)/max(C1,S)…(1)
　中心市街地優位度＝(C1-S)/max(C1-S)…(2)

C1:１位の商業集積（駅を除く）の商店数
S：駅周辺の商店数

Cn：n位の商業集積の商店数 (2≦n≦5)
中心市街地優位度、分離度の分散、観光資源数によって
対象都市を布置した散布図を図３に示す。これにより、観
光資源が多数ある都市の多くが、駅周辺に対して中心市街
地が優位であることがわかる。これより、観光資源には中
心市街地を活性化させる効果があることが推測できる。一
方で、分離度の分散と観光資源数の間には明確な関係は見
られなかった。
目的変数としては、上記の分離度とその分散、中心市街
地優位度に加え、各都市の DID 内の商店数に占めるその
商業集積の商店数を表す「シェア」を導入した。また、各
商業集積に賑わいが分散しているかを表す指標として、分
離度が一定以下の商業集積の数を加えた。その他、市街地
全体の賑わいを表す指標として、都市圏人口あたりの DID
内商店数を導入したほか、駅周辺と中心市街地に商店分布
が集約されているかを示す「集約度」を導入した（表３）。
3. 分析結果と考察
3-1. 観光資源数や回遊性による賑わい分散性の都市間比較
重回帰分析の結果を表４に示す。全体として、周辺要因
だけでなく観光資源数や回遊性要因も有意性が得られてい
るものが多かった。決定係数を見ると、Y6、Y13、
Y17-Y19 に加え、低位の商業集積の分離度やシェアにお
いて比較的高い値が得られた。このことから、低位の商業
集積の賑わいには高位のものに比べ観光要因の影響が強い
ことが推測される。
比較的高い決定係数が得られたもののうち、観光要因で
有意性が得られた３つ（Y6：分離度の分散、Y13：分離
度10%までの商業集積数、Y17：DID商店数 /都市圏人口）

の標準化偏回帰係数を図５から図７に示す。まず分離度の
分散については、大きな値をとるほど商業集積間での賑わ
いのばらつきが大きいということを示すものである。この
値に対して、DID観光資源数は強い負の影響を与えること
がわかる。一方で、観光資源数は正の影響を与える。この
ことから、DID内に存在する観光資源は商業集積の賑わい
のばらつきを小さくする効果があるが、DID外の観光資源
は逆の影響を持つ可能性があると考察できる。また、「リ
ンク長さ平均1-600m」が正の値を取っていることについ
ては、表４の Y2-Y5において X13d3（リンク長さ平均が
601-800m）の係数が負であり分離度を小さくする効果が

あることと合わせて考察すると、観光資源間の回遊距離は
600-800m 程度が望ましいと推測できる。その他周辺要因
として、路面電車の存在については、図６、図７と合わせ
て考察すると、市街地全体に賑わいをもたらす効果がある
ものと考えられる。また、一人あたり自動車台数 (X2) に
ついて、表４の各分離度、中心市街地優位度に対する影響
と合わせて考察すると、次のようになる。自動車交通の利
便性は中心市街地優位度を低下させ、かつ各商業集積の分
離度とその分散を強めることから、市街地内の商業集積を
衰退させ、かつその市街地の賑わいの中心を駅前に集約す
る効果があると考えられる。また図７より、市街地の商店
全体を減少させる効果もあり、これは郊外の大型ショッピ
ングモール等への流出を示唆している。
分離度 10% 以内の商業集積数については、回遊性の指
標がいくつか有意になった。リンク数 /DID 観光資源数や
リンク長さ平均が正の影響を示したことは、都市内の回遊
性が高いと賑わいの拠点が複数生まれやすいということを
示唆している。一方で、リンク長さ合計は負の影響であっ
た。これは、リンク長さ合計は金沢市が突出して大きな値
をとっており、その金沢市は比較的１位の商業集積へ商店
分布が集約するような構造を持っていることが影響してい
ると考えられる（図４）。DID 商店数 / 人に対しては、観
光資源数は正の影響を持つが S,A 級観光資源数は負の影響
を持つ。これは、S,A 級観光資源が立地する都市はその他
に観光資源が少ない傾向にあり（姫路市の姫路城等）、商
店分布がその周囲に集約されていることが影響していると
考えられる。しかし、高い魅力度を持つ観光資源がある都
市の DID 商店数が、観光資源がない都市と比較しても少
ないということが示唆されたのは、興味深い結果である。
　その他の説明変数を見ると、DID 観光資源数や近接観光

資源数は各商業集積の分離度に対して負、シェアに対して
正の影響を持っており、観光資源が商業集積を活性化させ
ることが考察できる。また、高位の商業集積には近接観光
資源数、低位の商業集積には DID 観光資源数とリンク長
さ平均が影響する傾向にある。このことから、高位の商業
集積の賑わいには観光資源への近接性が影響し、低位の商
業集積の賑わいには都市全体の観光資源の数や回遊性が影
響していると考えられる。中心市街地優位度についても、
決定係数が低いことからさらなる要因が考えられるが、近
接する観光資源があると中心市街地が優位になると考えら
れる。
本分析における課題としては、回遊性指標のうち
X15,X16 は有意になることが少なく、4 位の商業集積の
シェアに対して真逆の影響となっており、解釈が難しいこ
とがあげられる。またリンク長さ平均は、601-800m の距
離帯が最も有意になるケースが多く、賑わいに正の影響を
与えているが、1-600m の距離帯では、賑わいに対して正
負の影響が混在しており、これについても解釈が難しい。
距離帯の区分を見直すことが考えられたが、d2,d3 ともサ
ンプル数が７であり、これ以上は難しいと判断した。また
周辺要因について、一人あたり宿泊業事業所数は中位の商
業集積の賑わいに対して負の影響を持つが、分離度
10%,25% 以内の商業集積数には正の影響を持つことも、
解釈が難しい。
3-2. 観光都市内における商業集積の賑わいへの観光要因
の影響度
前節の考察を踏まえ、都市単位ではなく商業集積単位で
その賑わいへの観光要因の影響度を探るため、観光資源が
１つ以上存在する都市に絞り、全ての商業集積を対象とし
て、重回帰分析を行った。重回帰分析に用いた変数とその
結果を表５に示す。目的変数は前節と同様の分離度とシェ
アに加え、各商業集積の都市内における順位とした。説明
変数は観光資源までの距離、駅からの距離、近接観光資源
数に加え、その商業集積内を観光資源リンクが通過してい
るかを通過あり＝１、通過なし＝０で表したダミー変数で
ある「リンクダミー」の４つとした。
結果については、全体として決定係数が低く、説明力の
高いモデルを作ることはできなかった。これは、商業集積
単位の周辺要因の値を算出するのは非常に難しいため、使
用可能な説明変数が限定されることに起因すると考えられ
る。全体として有意となる項目が少なく、分離度、シェア
ともに４位、５位の商業集積についてはどの説明変数も選
択されなかった。個別の考察としては、まず順位について
はリンクダミーが負、駅からの距離が正の係数になった。
このことから、回遊ルート上に存在する商業集積は賑わい
やすく、駅からの距離が遠い商業集積は賑わいにくいと推
測できる。駅からの距離は、他の目的変数についても同様
の傾向を示した。リンクダミーや近接観光資源数について
は、賑わいを高める効果がわずかながら示唆された。一方、

観光資源までの距離については、２位の商業集積の分離度
に対して負の影響、シェアに対して正の影響となっている。
これは、観光資源までの距離が遠いほど賑わうという結果
となり、想定外であった。この結果については３ -5位で有
意な結果が得られておらず、比較して考察することができ
ないため考察が難しいが、回遊ルート上にあることや近接
する観光資源が多いことと比べ、観光資源までの距離が短
いことは重要ではない可能性がある。
3-3.観光資源へのアクセス性と商店立地についての分析
　前節の重回帰分析では、決定係数が低いことや有意とな
る項目が少なく解釈が難しかったことから、重回帰分析以
外の手法を用いて観光資源の空間的分布と商店立地の関係
を分析することとした。このために、各観光資源から
800mのバッファを張り、DIDの範囲外を除いてそのバッ
ファが重複する数に応じて領域を区分し、領域内の商店密
度を算出する（図８）。このバッファが重複する数と商店密
度の間に関連性があるかを分析する。なお商店密度として
は、商店が立地できない公園などの領域の影響を避けるた
め、商店数を道路距離で除した平均線密度を用いる。また、
駅も集客施設であることから、駅と観光資源を同様に扱い
集計したものと、区別して集計したものを用い、双方につ
いて考察する。
　まず、駅と観光資源を区別して集計した結果を図９、
10に示す。TAは観光資源のことを指して用いた (Tourist 
attractions)。なお、駅 TAとは、駅と観光資源のバッファが
重複する領域を表し、例えば駅 TA３は駅と３つの観光資
源のバッファが重複している領域である。また、０とは
DID内であるがバッファ外である領域、１はバッファ内だ
が他のバッファと重複していない領域を示している。なお、
重複数３以上は、サンプル数が少ないため合算して集計し
た。
　図９より、駅周辺の領域に対して駅と観光資源のバッ
ファが重複している領域は商店密度が高い結果となった。
一方、その重複部分の中では観光資源の数と商店密度の関
係は見られなかった。また図10は、観光資源バッファの
重なりと商店密度の関係を、駅周辺のものと比較したもの

である。これより、観光資源バッファ内、また２つの観光
資源バッファが重なる領域の商店密度は駅周辺と同程度で
あり、３つ以上のバッファが重なる領域ではその倍程度の
値となった。これらの結果より、駅から徒歩圏に観光資源
が立地する場合、駅から観光資源のルート上に商店が立地
しやすいということが考察できる。これは、姫路市におい
て姫路駅に対して姫路城側に商店が多く立地しているなど
の実例が挙げられ、旧来の都市の外縁に駅が立地し、都市
の賑わいが駅に引っ張られる形で現在の商業集積が形成さ
れるという経緯が背景にあると考えられる。また、観光資
源の周辺は駅周辺と同程度に商店が立地しやすいことが推
測できる。これは城など都市の中心部に観光資源が立地す
るケースが多いことや、もともと賑わいのある場所に観光
施設を立地させるケースなども影響しているとも考えられ
る。一方で、重複数３以上で商店密度が高くなることから、
複数の観光資源にアクセスできる場所、観光資源に囲まれ
る場所に商店が立地しやすいことが推測される。
次に、駅と観光資源を合算して集計したものを、区別し
て集計したものと比較して図 11 に示す。この結果より、
前述の考察と同様、複数の観光資源にアクセスできる場所
では商店が立地しやすいことが考察できる。
これらの考察を踏まえ、観光資源が１つ以上立地するす
べての都市の各領域をサンプルとして、Wilcoxon の順位
和検定 9) を用い、重複数によって商店密度の平均値に差が
あるか否かの検定を行った。その結果を表６に示す。駅と
観光資源を合算した場合と観光資源のみの場合のどちらの
ケースでも重複数 0,1,2 と３以上では商店密度の平均値に

い。中心市街地と駅周辺のどちらが賑わうかについては、
観光資源が中心市街地の近くに立地する場合、駅周辺より
も中心市街地が優位となる傾向にある。周辺要因としては、
路面電車は賑わいを市街地に大きく波及させるとともに、
市街地全体の商業を活性化させる効果がある。
　一方、商業集積を衰退させる要素としては、自動車交通
の利便性が大きい。自動車の利便性が高いことは、市街地
全体の商業を縮小させるだけでなく、市街地内の賑わいを
駅に集約する。また、魅力度の高い観光資源の存在も、そ
の周囲に商店を集約するためか、市街地全体として見ると
商店数を減少させる効果を持つ。
　これらの知見を踏まえ、都市計画への展望として、まず
都市内に新規観光施設を誘致する際、平均回遊距離が
600-800m となるように施設を配置することが考えられ
る。実例として、平成 16 年に開館した金沢２１世紀美術
館は金沢市街地における回遊性を大きく高めたと推測でき
る（図１、図 11）。また、市街地の活性化のために路面電
車を導入することも考えられる。さらに、複数の観光資源
にアクセスできる場所に商業施設等を誘致することで、観
光資源との相乗効果によりさらに回遊性が高まる効果も期
待できる。
　今後の課題としては、本研究では商店立地の分析に用い
たデータが 2014 年の商業集積統計のみであるため、複数
の時点での商店立地を比較することにより、観光資源が商
店立地の変化にもたらす影響について詳細な分析を行うこ
とが挙げられる。また、商業集積の設定方法についても、
一定の距離で区切るのではなく、商店の連なりが途切れる
点や商店密度の谷間で区切るなど、より現実的な手法を考
案する余地があると考える。さらに、重回帰分析において
は、以下の点についてさらなる分析が望まれる。まず、自
動車保有台数や魅力度の高い観光資源が DID 内の商店数
に対して負の影響を与えていることが示唆されたことを踏
まえ、DID外（郊外）の商店数も目的変数に加えることで、
商店立地の郊外流出についての考察を深めることができる
と考えられる。また、説明変数の一つとして人口 10 万人
あたり大型小売店数を用いたが、立地環境による区別がな
いため、市街地の活性化ないしは衰退要因として考察する
ことができなかった。そこで、デパートと郊外のショッピ
ングセンターの床面積などを変数とすることができれば、
より多くの知見が得られると考えられる。
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注
１）自動車保有台数のデータが得られない千歳市、沖縄市
は対象から外した。
２）中心市街地の賑わいへの影響が弱いと考えられる、中
心駅または他の商業集積から大きく離れた（8km 以上）
商業集積は対象外とした。
３）各都市 DID 内において乗降客数最大の駅。なお、伊

差があることが示された（1％有意）。ただし、０というの
はバッファ外の領域であり、これだけでは観光資源に近い
場所は商店密度が高いという考察にとどまる。バッファ重
複数と商店密度の関係を述べるためには、0 を除外して検
定を行う必要があると考えられる。そこで、1,2 と３以上
という区分で再度検定を行なった結果、駅と観光資源を合
算した場合は有意とならなかったが、区別した場合では商
店密度の平均値に差があることが示された（5％有意）。こ
れにより、前述の考察と合わせ、複数の観光資源にアクセ
スできる場所では商店が立地しやすいということが示唆さ
れたと言える。
４. 結論
本研究では、都市内における観光資源の空間的分布と相
互の回遊性に着目し、それが商業集積の立地や賑わいの分
散性にもたらす影響を重回帰分析によって分析した後、観
光資源へのアクセス性と商店立地との関係について統計的
検定を用いて分析した。それによって得られた知見を以下
に述べる。
まず、市街地内に存在する観光資源には都市内の商業集
積を活性化する効果がある。また、その観光資源による回
遊性は、都市に複数の賑わいのある商業集積をもたらすこ
とに加え、都市全体の賑わいを増加させる効果もある。そ
の際、観光資源間の平均距離としては 600-800m 程度が
望ましい。商業集積別に見ると、高位の商業集積の賑わい
には観光資源への近接性が影響し、低位の商業集積の賑わ
いには都市全体の観光資源の数や回遊性が影響すると推測
される。また、回遊ルート上にある商業集積は賑わいやす

勢市についてはその差が小さいことから宇治山田駅と伊勢
市駅の２つ、舞鶴市・上越市は市街地成立の経緯からそれ
ぞれ東舞鶴駅と西舞鶴駅、直江津駅と高田駅の２つとした。
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図11　２１世紀美術館開館前の金沢市における観光資源リンク
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