
 

 

 

  

出店規制政策が 

ショッピングセンターの立地 

に与えた影響 

文ゼミ 2017 年度後期共同研究 

村上・飯田 



1 

 

要旨 

 本研究では大規模小売店舗法と改正都市計画法が大型商業施設の郊外への出店

に対してどのような影響を与えたかを分析した。ショッピングセンター（以下 SC）

を対象とした実証分析の結果, どちらも改正前まちづくり３法に比べて, 郊外へ

の出店を妨げる方向に作用したこと, 大規模小売店舗法の仕組みのひとつである

商業活動調整協議会（以下商調協）が強い影響力を持っていたことが明らかになっ

た。商調協の影響力は面積の大きい SC に対して強く働いた。また, 2008 年に施行

された改正都市計画法は比較的小規模な SC に対してしか影響を与えていないこ

とを明らかにした。このことより改正都市計画法が政府の目的通りの効果を発揮

していないことを指摘している。 
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1. はじめに 

 近年, モータリゼーションの急速な進行に伴い, 大型商業施設が郊外地域に進

出する事例が増加している。これを受けて政府は 2006年に都市計画法を改正し(以

下改正都市計画法), 大型商業施設の郊外への立地に対して規制を行った。また, 政

府は以前にも大規模小売店舗法（以下大店法）によって大型店舗の立地に対して規

制を行っており, これらの法律が大型店舗の立地に対してどのような影響を与え

ているかを検証する必要があると考えた。本論文では大店法, 改正都市計画法がシ

ョッピングセンター（以下 SC）の郊外への立地へ与えた影響を, 実際の SC の出

店データをもとに定量的に分析する。 

 

2. 先行研究と本研究の位置づけ 

 大型店出店の影響を定量的に示した分析として, 田渕[2011]がある。田淵は, 改

正都市計画法が大型商業施設の郊外への立地に与える影響を定量的に分析し, 改

正によって郊外では大規模店舗の出店が減少し, 中規模店舗（5,000~10,000 ㎡）

の出店が増加したことを示している。また, 改正に伴う駆け込み建設によって中心

部の大型商業施設は影響を受けており, 中心部を守る「まちづくり 3 法」としての

改正都市計画法は本来の役割を果たせていないと結論付けている。 

  本研究では, 3211 個の個別データ(日本ショッピングセンター協会[2016])等を

活用することで, 法規制の変遷と, 典型的な大型店である SC の出店との関係につ

いて, 実証分析を行い, 先行研究の内容と合致するかどうか, また規制政策が目的

を達成しているかを確かめる。 
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3. 大型店舗に対する出店規制政策の変遷 

  本研究において念頭に置いた３つの法律, 大店法・大規模小売店舗立地法（以下

大店立地法）・都市計画法を中心に, 小売業界における出来事を時系列順に概説す

る。 

3-1. 第二次世界大戦前 

  百貨店は 1878 年日本で初めて設立された後, 全国的に増加した。第一

次世界大戦後不況などを背景に, 高級化路線から大衆化路線へと戦略を

切り替えた百貨店に, 中小小売業者が反発するなか,  1937 年 8 月 14 日, 

百貨店法が成立し, 中小小売業者の保護が図られた(林[2010] 74-77 ペー

ジ) 

3-2. 第二次世界大戦後から第二次百貨店法の制定まで 

  戦後荒廃期, 占領下の 1947 年, 百貨店法は廃止されたが, 百貨店の再

興に伴い, 中小小売業者との対立は再び激しくなり, 1956 年, 百貨店法

（第二次百貨店法とする）が成立した。しかし高度経済成長を背景に百貨

店は拡大を続けた(林[2010] 77-78ページ)。 

3-3. スーパーマーケットの登場 

  第二次百貨店法下でもなお, 百貨店が拡大を続けるなか, 1960 年代半

ば, アメリカ発祥の形態, スーパーマーケット1が日本でも登場し, 全国

                                                      

1 スーパーマーケットとは, 「生鮮食品をはじめとする食品を品揃えの中心としたセルフ

サービス方式の小売店」(日本ショッピングセンター協会[2010] 131 ページ）である。 

 また, セルフサービスとは, 「商品陳列を顧客が商品に自由に手を伸ばすことができる

ように開放陳列（オープンディスプレイ）にし, 商品と顧客が直接対面し, 販売員がその
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に拡大, 衣食住すべてに対応した総合スーパーへと成長した。1960 年代

末には, 専門店や飲食業のテナントを導入した SC（付録 1 参照）も出現

した（林[2010] 78-80ページ） 

  最寄品2を安価で供給するスーパーマーケットに対する中小小売商の反

発は, 主に買回り品3を扱う百貨店に対するもの以上だった。消費者利益

に寄与するものとして, 規制に消極的だった政府だが, 大型スーパーマ

ーケットの中には, 各階ごとに同系列別会社で運営して第二次百貨店法

による店舗面積の規制を免れる疑似百貨店も存在したため, 新たに大店

法が制定されることとなった。 （林[2010] 78-80 ページ ; 岩永[1991] 

26-27ページ ; 岩永[1992] 93 ページ ; 岩永・佐々木[2013] 40, 78 ペー

ジ]） 

3-4. 大店法の制定から 1991 年大店法改正まで 

  大店法は 1973 年 10 月 1 日に制定され翌 1974 年 3 月 1 日から施行さ

れた（小本[1999] 41 ページ）。大店法における規制対象は, 1500 ㎡(政令

指定都市等では 3000 ㎡)以上の面積を有する建物であった4。第 1 条には

                                                      

間に介在しない非対面販売方式をいう。スーパーマーケット, スーパーストアの発達とと

もに普及してきた販売方法である。」（日本ショッピングセンター協会[2010] 136 ページ） 

 

2 最寄品とは, 「スーパーやコンビニエンスストア, 近所の中小小売店などの『最寄りの店

舗』で購入する傾向の強い商品のこと。」（日本ショッピングセンター協会[2010] 217 ペー

ジ） 

3 買回り品とは, 「品質や機能, デザインや価格などの面に関して, 事前に情報を収集した

り, 複数の店舗や類似商品を十分に比較検討したうえで購入する傾向の強い商品。」（日本

ショッピングセンター協会[2010] p.63） 

4 本研究で扱う SC の個別データの内, 店舗面積の最小値は 1500 ㎡である（日本ショッピ
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次の目的が記された（林[2010] 80ページ ; 田村[1981] 3 ページ） 

 

 この法律は, 消費者の利益の保護に配慮しつつ, 大規模小

売店舗における小売業の事業活動を調整することにより, そ

の周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保し, 小売

業の正常な発達を図り, もつて国民経済の健全な進展に資す

ることを目的とする。  

  大店法の目的は, 第一に消費者利益の確保, 第二に中小小売業の事業

機会の適正な確保, 第三に小売業の正常な発達である。しかし, これらの

目的間で生じる軋轢に対する対処について, 大店法には何も規定されず, 

運用に任されることとなった。その運用を担ったのが, 商業活動調整協議

会（以下, 商調協）である（田村[1981] 2ページ ; 木村[2017] 9 ページ）。 

  大店法による規制は, 対象小売業者による, 通商産業大臣への届出の

後, 出店予定地の商工会議所・商工会の意見を聞いてから大規模小売店審

議会が答申を出すという流れで行われた。このとき, 商工会議所・商工会

は, 商調協に意見を求めて意見の集約を図った（林[2010] 81 ページ）。 

 

  商調協は, 当初, 通達レベルでの開催が指導され, 1978 年改正に伴い, 

省令の中で明文化された（林[2010] 81-82ページ）。 

  行政指導により商調協では全会一致が求められたため, 決議円滑化を

                                                      

ングセンター協会[2016]）。SC の店舗面積の定義は, 「飲食業, サービス業を含み, それぞ

れの店舗区画の合計面積をいい, 店舗間の通路を除いた実効の面積のことをいう。」（日本

ショッピングセンター協会[2010] 160-161 ページ）とされている。これには, 店舗間の通

路が含まれておらず, 上述のとおり大店法規制対象建物の面積が 1500 ㎡以上であることか

ら, 本研究の本論で扱う約 3000 個の SCはすべて, 大店法における規制対象に含まれてい

ると想定した。 
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目的とした事前商調協・事々前商調協が, 各地で行われるようになった。

その結果, 大店法下における出店調整は長期化した（田村[1981] 7-8 ペー

ジ ; 林[2010] 82 ページ）。 

   また, 商調協の委員は, 商業者・消費者・学識経験者から構成された。

このうち商業者について, 数の多かった中小小売業者代表委員の商調協

における発言力は, 大型小売業者代表委員に比べて強くなる傾向にあっ

た（岩永[1992] 97 ページ）。 

  その後, 1989年 9月から 1990年 6月にかけて行われた日米構造協議に

おいて, 規制緩和が要求されたこともあり, 1991 年大店法は再び改正さ

れ, 商調協が廃止された他, 調整処理期間が 1 年以内とされるなど, 出店

規制は大幅に弱められた（林[2010] 82-84ページ）。 

3-5. 1991 年大店法改正後から大店法廃止まで 

  中小小売業者の弱体化, 郊外化・中心市街地の衰退などにより, 大店法

の存在意義は低下し, 2000 年 5 月, 大店立地法施行に伴い, 廃止された

（林[2010] 84-87ページ）。 

3-6. 大店法廃止後から新まちづくり３法施行前まで 

  大店法廃止以後, 大規模店舗の出店規制は大店立地法により行われる

ようになった（林[2010] 87 ページ）。 

  まちづくり３法は, 大型店の出店自由化と中心市街地活性化を目指し

て 1998年に制定5された。また, 中心市街地活性化法と都市計画法は 1998

                                                      

5 ただし, 都市計画法は改正である（横内[2006] 1 ページ）。 
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年, 大店立地法は 2000 年にそれぞれ施行された（阪上[2009] 117-118 ペ

ージ）。日本ショッピングセンター協会[2010] 211ページ）では次のよう

に説明されている6(付録２参照)。 

まちづくり３法 

大店法の廃止（
、、、、、、、

2000
、、、、

年）にともなって施行
、、、、、、、、、、

された, まちづ

くりに関する 3 つの法律のこと。ゾーニング（土地の利用

規制）を促進するための『改正都市計画法』, 生活環境への

影響など社会的規制の側面から大規模小売店出店の新たな

調整のしくみを定めた『大規模小売店舗立地法』（大店立地

法）, 空洞化する中心市街地の再活性化を支援する『中心市

街地活性化法』のことをさす。（以下省略, 傍点引用者） 

  大店立地法は, 結果的に, 周辺環境の抵抗が少ない郊外への大型店出

店を促した（林[2010] 88 ページ）。店舗の大型化と郊外化が進むなか, 中

心市街地の衰退が進行したため, 2006 年, 中心市街地活性化法と都市計

画法が改正され, 新しいまちづくり 3法（本稿において, 新まちづくり３

法と呼称する）が制定されることとなった（阪上[2009] 118 ページ）。 

3-7. 新まちづくり３法施行後 

  まちづくり３法改正の要点は, 郊外での大型店出店を制限することで, 

中心市街地への出店を促し, コンパクトシティ7構想を進めることにあっ

                                                      

6 この引用文は, 2006 年改正後のまちづくり 3 法を指すと考えられるが, 引用部について

は, 1998 年施行のまちづくり 3 法の説明としても妥当すると考えられる（岩永・佐々木

[2013] 110-111 ページ ; 日本ショッピングセンター協会[2010] 61 ページ ; 阪上[2009] 

118 ページ）。 

7 コンパクトシティとは, 「高齢化社会, 人口減少社会の到来を機に, まちづくりの視点を

人口増加にともない郊外部に拡大する都市政策から, 商店街や大型店, 行政機能や病院な

どの公共施設や多様な都市機能をコンパクトに都市部に集中することにより, 地球環境に

やさしく, 効率的な都市経営を行い, 持続可能な都市の形成をめざすことをいう。」 （日
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た（阪上[2009] 134-135 ページ）。 

  2006年に改正, 翌 2007年に施行された都市計画法では, 店舗だけでな

く, 映画館, アミューズメント施設, 展示場等を含む延べ床面積が 1 万㎡

以上の大規模店舗が, 郊外に出店する際の規制が強化されることとなっ

た（日本ショッピングセンター協会[2010] 61-62, 165 ページ）。 

 

4. 出店規制政策の効果の実証分析 

4-1. 分析対象の設定 

  今回は大型商業施設の中でも SC を取り上げて分析する。日本ショッピ

ングセンター協会による SC の定義は, 付録 1 で引用したとおりであり, 

本研究での SC の定義はこれに則る。 

  SC の定義より, 店舗面積は 1,500 ㎡以上であるのですべての SC は大

店法の規制対象となっている（付録 1参照）。 

  SC は規模の小さい順に, NSC, CSC, RSC, SRSCに分類することができ

る（付録 3 参照）。本研究では便宜上, 店舗面積による３分類を行い, 店

舗面積 3000-1 万 2500 ㎡のものを NSC（ネイバーフッド型）, 店舗面積

1 万 2500 ㎡-4 万㎡のものを CRC（コミュニティ型）, 4 万㎡以上のもの

を RSC・SRSC（リージョナル型）とした。 

 

4-2. 仮説 

  前章までの議論から次のような仮説を立て, それを検証することで SC

                                                      

本ショッピングセンター協会[2010] 101 ページ） 
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の立地が出店規制政策から受ける影響を評価する。 

仮説 1. 1991 年改正前大店法, 2006 年改正後都市計画法は改正

前まちづくり 3 法に比べて郊外への SC の出店を妨げ

ている。 

仮説 2. 大店法の仕組みの中で商調協の影響は大きい。 

仮説 3. 床面積が大きい店舗に対して規制は強く働く。 

 

仮説 1 と 2は先行研究における定性的な指摘（前章参照）をもとに, 

本研究でそれを実証的に示すために立てた仮説である。仮説 3は, 面積

の大きい店舗の方が中心地域に与える影響が大きいと考えられるので, 

それ適切に規制できているかを検証するために立てた仮説である。 

 

4-3. データと分析方法 

   上記の仮説を, 最小二乗法を使った回帰分析によって検証する。被説明

変数はある年に出店した SCのうち郊外に出店した SCの割合をロジステ

ィック変換したものとする。使用したデータは, 日本ショッピングセンタ

ー協会[2016]である8。資料には, 日本の SC のうち 2016 年 12 月末時点

で営業中の 3,211 店舗について, 市区町村名・SC 名・店舗面積・オープ

ン日がそれぞれ対応する形で並べられている。今回は郊外の定義を人口

集中地区9(以下 DID)の区域外とする。各 SCが DID の内部にあるかどう

かは, 各 SC について市区町村名および SC 名をもとに緯度・経度を特定

                                                      

8なお, 掲載されている SCは 2016 年 12 月末時点で営業中の『ＳＣ定義』に該当する

3211 店舗である（日本ショッピングセンター協会[2016] 24ページ）。従って, 途中で閉店

した SCは分析に含まれていない。 

9 「国勢調査基本単位区及び基本単位区内に複数の調査区がある場合は調査区（以下「基

本単位区等」という。）を基礎単位として, 1)原則として人口密度が 1平方キロメートル当

たり 4,000 人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して, 2)それらの隣接し

た地域の人口が国勢調査時に 5,000 人以上を有するこの地域を『人口集中地区』とした。」

（総務省統計局[日付不明]） 
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し(ジオコーディング10), 地図上にプロットする作業を行い, その位置デ

ータと国土交通省が公開しているDIDのデータ11をQGIS12で重ね合わせ

ることにより判定した。 

大店法, 商調協, 改正都市計画法の影響を見るために, 大店法が成立し

た 1974年以降のデータを用い, 商調協が存在する 1974~91年, 大店法が

改正され, 商調協が廃止された 1992~9 年, 大店法廃止後かつ都市計画法

改正前の 2000~7 年, 都市計画法改正後の 2008~16 年の 4 つの年代に分

け, ~1991 年, 1992~9 年, 2008 年~に対応する 3 つのダミー変数を用い

る。それぞれ規制が働いている時期に 1をとるダミー変数とし, 仮説に従

えば, 係数はそれぞれ負の値をとると予想できる。 

  まずはパネルデータを用いて仮説 1,2 を検証した。次に時系列データを

用いて, ネイバーフッド型, コミュニティ型, リージョナル型, 全体とい

うように面積ごとに 4 つの場合について分析をすることで仮説 3 を検証

した。さらに, 結果の頑健性を示すために, 郊外の定義を変更し, 異なる

データを用いて仮説 1を改正都市計画法に関して再検証した。  

 

4-4. パネルデータによる分析(分析 1) 

                                                      

10 ジオコーディングとは, 住所や地名を, その地点の緯度・経度に変換することである。

アドレスマッチングとも呼ばれる （谷[2010] 1 ページ)。作業には, 谷謙二研究室のWeb

サイト（谷謙二[日付不明]）を使用した。 

11国土交通省が公開しているデータを用いた（国土交通省国土政策局国土情報課[日付不

明]）。 

12 QGISとは, 「オープンソースの地理情報システム (GIS)」である。 

 （QGIS[日付不明]） 
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  仮説 1「大店法, 改正都市計画法の存在は郊外への SC の進出を妨げて

いる。」と仮説 2「大店法の仕組みの中で商調協の影響は大きい。」の二つ

を検証するために, 前述の年別ダミー変数を用いて回帰分析を行い, ダ

ミー変数が有意かどうかと係数の符号を確認する。回帰式の設定は以下

のようにした。 

 

回帰式 ln
𝑦𝑖𝑡

1−𝑦𝑖𝑡
= 𝛼 + 𝛽1𝐷𝑡

−91+𝛽2𝐷𝑡
92−99 + 𝛽3𝐷𝑡

−08 + ∑ 𝛾𝑖𝐷𝑖
6
𝑖=1  

iは地域, tは年度を表す 

 対象年度 1974~2016年 

 サンプル数 21813 

𝑦𝑖𝑡: t年に地域iに出店した SC のうちDID の外に出店した

SC の割合 

 被説明変数は𝑦𝑖𝑡をロジスティック変換したものである。 

 𝐷𝑡
−91: 年 t が 1991 年以前である時に 1 をとるダミー変数 

 𝐷𝑡
92−99: 年 t が 1992~9 年である時に 1をとるダミー変数 

 𝐷𝑡
08−: 年 t が 2008 年以降である時に 1 をとるダミー変数 

𝐷𝑖: それぞれ北海道・東北・関東・中部・近畿・中四国のデ

ータであるとき１をとるダミー変数 

 なおすべて 0 の時は九州のデータを表す。 

 

   推定結果は表 1のとおりである。 

 

                                                      

13 𝑦𝑖𝑡が 0 または１のデータを除いている。以下の分析でも同様である。 
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表 1 分析 1 における推定結果 その１ 

 
     本文 4-4 参照 

(日本ショッピングセンター協会[2016]をもとに作成) 

 

  1991 年以前のダミーが 1%で有意であり, その係数は負であるという

結果が出た。1992~9 年のダミーは有意であるとは認められなかった。

2008 年以降のダミーは 10%で有意であり, 係数は負である。1991 年以前

は大店法のもとで商調協が存在していたので, そのダミー変数の係数が

負で有意であることは商調協の存在が SC の郊外への出店を妨げる効果

を持つことを意味する。また, 2008 年以降には改正都市計画法が施行され

ているので, 同様に上記の結果は改正都市計画法が SCの郊外への出店を

妨げていることを意味している。（仮説 1）また, 商調協廃止後の大店法に

ついては有意に影響を与えているとは言えないことも確認できたので, 

回帰統計
重相関 R 0.731608
重決定 R2 0.53525
補正 R2 0.51514
標準誤差 0.656456
観測数 218

分散分析表

自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F
回帰 9 103.2312 11.47014 26.61690496 3.02E-30
残差 208 89.63434 0.430934
合計 217 192.8656

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95%
切片 -0.24674 0.137105 -1.79962 0.073369527 -0.51703 0.023556
~1991 -0.86808 0.125262 -6.93011 5.17855E-11 -1.11503 -0.62114
1992~9 -0.06213 0.12825 -0.48441 0.62860455 -0.31496 0.190711
2008~ -0.24077 0.133153 -1.80822 0.07201592 -0.50327 0.021732
北海道 -0.11059 0.205402 -0.53841 0.590866331 -0.51553 0.294345
東北 0.954311 0.16773 5.689557 4.28728E-08 0.623642 1.284981
関東 -1.0307 0.159523 -6.4611 7.24157E-10 -1.34518 -0.71621
中部 0.126436 0.152722 0.827885 0.408684667 -0.17465 0.427518
近畿 -0.59344 0.157006 -3.77973 0.000205065 -0.90296 -0.28391
中四国 0.377281 0.154995 2.434146 0.01577078 0.071718 0.682843
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大店法自体ではなく, その仕組みのひとつである商調協が重大な役割を

持っていたことが分かる。（仮説 2）そのほか, 1991年以前のダミーと 2008

年以降のダミーの変数の係数の絶対値を比較することで, 改正都市計画

法よりも 1991 年改正前, すなわち商調協廃止前の大店法の方が郊外への

出店を強く妨げていることが分かる。 

  地域ダミーは北海道と中部地方以外はすべて 5％で有意であり, 関東・

近畿のダミー変数の係数が負だという結果が出た。これはこの２地域は

九州と比較したときに SC の郊外への出店が少ないことを意味している。

これは関東・近畿は都市圏の力が強いため, 郊外よりも中心部に出店する

誘因が大きいことが要因であると考えられる。 

   この分析の頑健性を調べるために同じパネルデータを 2 年ごとにまと

めたものを同じ回帰式で推定した。2016 年のデータは除いている。サン

プル数は 126 である。 

  結果は表 2のとおりである。 
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表 2 分析１における推定結果 その２ 

 
本文 4-4 参照 

(日本ショッピングセンター協会[2016]をもとに作成) 

 

  2008 年以降を表すダミー変数は 5%でも有意になり, 中四国を表すダ

ミー変数は棄却されてしまうという結果となったが, それ以外に全体的

な傾向は変化しておらず, 分析結果の頑健性が確認された。 

 

4-5. ショッピングセンターの規模による影響(分析 2) 

   仮説 3「床面積が大きい店舗に対して規制は強く働く」を検証するため

に, SC を床面積によってネイバーフッド型・コミュニティ型・リージョナ

ル型（スーパーリージョナル型を含む）の 3 つに分類して分析を行った。

データの出典は分析 1と同じである。今回は時系列データとして扱う。回

回帰統計
重相関 R 0.796885
重決定 R2 0.635025
補正 R2 0.606708
標準誤差 0.624814
観測数 126

分散分析表

自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F
回帰 9 78.79292 8.754769 22.4255807 1.26E-21
残差 116 45.28548 0.390392
合計 125 124.0784

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95%
切片 -0.05506 0.179129 -0.3074 0.75909237 -0.40985 0.299724
~1990 -1.33002 0.154848 -8.58925 4.66674E-14 -1.63672 -1.02333
1992~9 -0.0654 0.168661 -0.38777 0.698900234 -0.39945 0.268653
2008~ -0.38232 0.170053 -2.24822 0.026451683 -0.71913 -0.0455
北海道 -0.51936 0.248262 -2.09198 0.038622021 -1.01107 -0.02764
東北 0.611472 0.205556 2.974728 0.00356854 0.204343 1.018601
関東 -1.15795 0.205556 -5.63329 1.25575E-07 -1.56508 -0.75083
中部 -0.01883 0.197962 -0.09513 0.924373119 -0.41092 0.373257
近畿 -0.74557 0.202716 -3.67791 0.00035788 -1.14708 -0.34407
中四国 0.299375 0.197962 1.512284 0.13318118 -0.09271 0.691465
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帰式の設定は以下のようにした。 

 

回帰式 ln
𝑦𝑡

1−𝑦𝑡
= 𝛼 + 𝛽1𝐷𝑡

−91 + 𝛽2𝐷𝑡
92−99 + 𝛽3𝐷𝑡

−08 

tは年度を表す 

 対象年度 1974~2016年 

𝑦𝑡: t年に出店した SC のうち DID の外に出店した SC の割合 

 被説明変数は𝑦𝑡をロジスティック変換したものである。 

 𝐷𝑡
−91: 年 t が 1991 年以前である時に 1 をとるダミー変数 

 𝐷𝑡
92−99: 年 t が 1992~9 年である時に 1をとるダミー変数 

 𝐷𝑡
08−: 年 t が 2008 年以降である時に 1 をとるダミー変数 

 

  推定された式から, 規制があった年度について, 規制がなければ本来

実現していた郊外に出店した SCの割合を求めることができる。規制があ

るときとないときの SC の郊外出店割合の比によって規制の強さを表現

することができる。この比の平均値がネイバーフッド型・コミュニティ

型・リージョナル型で有意に異なるかを検定することで, 仮説 3「床面積

が大きい店舗に対して規制は強く働く」を検証する。つまり, 規制がある

ときの被説明変数の実現値はln
𝑦𝑡

1−𝑦𝑡
= 𝑌𝑡とし, 𝜀𝑡を誤差項としたとき𝑌𝑡 =

𝛼 + 𝛽𝑗 + 𝜀𝑡  (𝑗 = 1,2,3)であるが, 規制がないときにはダミー変数は 0 をと

るので, そのときの被説明変数を�̃�𝑡と表すと�̃�𝑡 = 𝛼 + 𝜀𝑡である。よって

𝑌𝑡 − 𝛽𝑗 = �̃�𝑡という関係が成り立つ。規制があるときの郊外出店割合は

𝑦𝑡 =
𝑒𝑌𝑡

1+𝑒𝑌𝑡
であり, 規制がないときの郊外出店割合は�̃�𝑡 =

𝑒�̃�𝑡

1+𝑒�̃�𝑡
と表せ

る。この比
𝑦𝑡

�̃�𝑡
が規制の強さを表している。分母は規制がなければ本来可能

だった郊外への出店割合であり, 分子は規制があった時の実際の郊外へ

の出店割合なので, その値が小さいほど規制は強い。 
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  まずは分類せずに全体を推定した。結果は表 3のようになった。 

 

表 3 分析２における推定結果 その１（全体） 

 
本文 4-5 参照 

(日本ショッピングセンター協会[2016]をもとに作成) 

 

  1991 年以前のダミーが 1%で有意であり, 係数は負という結果が出た。

一方, 1992~9 年と 2008 年以降のダミーは有意とは認められなかった。こ

れより商調協廃止前の大店法が SC の郊外への出店を阻んでいること確

認できる。 

  次にネイバーフッド型の SC に絞って推定した。サンプル数は 43 であ

る。結果は表 4 のとおりである。 

回帰統計
重相関 R 0.755642
重決定 R2 0.570994
補正 R2 0.537994
標準誤差 0.637667
観測数 43

分散分析表

自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F
回帰 3 21.10674 7.035581 17.30262747 2.66E-07
残差 39 15.85815 0.406619
合計 42 36.96489

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95%
切片 -0.61635 0.225449 -2.73389 0.00936299 -1.07237 -0.16034
~1991 -1.42181 0.270956 -5.24737 5.7223E-06 -1.96987 -0.87375
1992~9 0.233328 0.318834 0.731818 0.468654639 -0.41157 0.87823
2008~ -0.35426 0.30985 -1.14331 0.259878279 -0.98099 0.272476
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表 4 分析２における推定結果 その２（ネイバーフッド型） 

 
本文 4-5 参照 

(日本ショッピングセンター協会[2016]をもとに作成) 

 

  1991 年以前と 2008 年以降のダミー変数が５％で有意かつ係数が負, 

1992~9 年のダミー変数は有意ではないという結果が出た。これより, 商

調協廃止前の大店法と改正都市計画法はネイバーフッド型 SC の郊外へ

の出店が妨げていることが確認できた。 

  続いてコミュニティ型について推定した。サンプル数は 34である。結

果は表 5のとおりである。 

回帰統計
重相関 R 0.65822
重決定 R2 0.433253
補正 R2 0.389657
標準誤差 0.703758
観測数 43

分散分析表

自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F
回帰 3 14.76604 4.922015 9.937939522 5.35E-05
残差 39 19.31573 0.495275
合計 42 34.08178

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95%
切片 -0.78118 0.248816 -3.1396 0.003220158 -1.28446 -0.2779
~1991 -0.96841 0.29904 -3.23841 0.002457344 -1.57328 -0.36355
1992~9 0.515742 0.351879 1.465681 0.150751899 -0.196 1.227485
2008~ -0.75944 0.341965 -2.22081 0.0322417 -1.45113 -0.06775
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表 5 分析２における推定結果 その３（コミュニティ型） 

 
本文 4-5 参照 

(日本ショッピングセンター協会[2016]をもとに作成) 

 

  1991 年以前のダミーのみ有意で係数が負であるという結果が出た。こ

れより, 商調協廃止前の大店法のみコミュニティ型 SCの郊外への出店を

妨げており, 商調協廃止後の大店法や改正都市計画法は有意に影響を与

えているとはいえない。 

   

 次はリージョナル型について推定した。データを確認するとリージョナ

ル型 SC は 1991 年以前には DID の外には 1 つも出店していなかったこ

とが明らかになったので, その期間に対応するダミー変数を外した式に

よって推定した。サンプル数は 23 である。結果は表 6 のとおりである。 

 

回帰統計
重相関 R 0.776588
重決定 R2 0.603088
補正 R2 0.563397
標準誤差 0.542357
観測数 34

分散分析表

自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F
回帰 3 13.40848 4.469494 15.19453064 3.39E-06
残差 30 8.824546 0.294152
合計 33 22.23303

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95%
切片 -0.53644 0.191752 -2.79759 0.008905425 -0.92805 -0.14483
~1991 -1.50885 0.263538 -5.72535 3.01112E-06 -2.04706 -0.97063
1992~9 -0.08754 0.271179 -0.32281 0.749080262 -0.64136 0.466282
2008~ -0.17971 0.263538 -0.6819 0.500531095 -0.71792 0.358509
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表 6 分析２における推定結果 その４（リージョナル型） 

 
本文 4-5 参照 

(日本ショッピングセンター協会[2016]をもとに作成) 

 

  1992~9 年を表すダミー変数と 2008 年以降を表すダミー変数のどちら

も有意とはいえない結果となった。つまり, 商調協廃止後の大店法や改正

都市計画法は有意に影響を与えていないということになる。また, 1991 年

以前に DID の外に一つもリージョナル型 SC が存在しなかったのは, 当

時存在した商調協の力が絶大だったため出店が実質不可能だったからだ

と推測することができる。 

 

  面積ごとに分類して分析した結果, 商調協廃止前の大店法はすべての

分類の SCの郊外への出店に負の影響を与えているが, 改正都市計画法は

一番規模の小さいネイバーフッド型の出店のみに影響を与えていること

が分かった。これは SC の面積が大きくなればなるほど地代が重要な立地

要因になるため, コミュニティ型以上になると改正都市計画法の規制の

回帰統計
重相関 R 0.25888
重決定 R2 0.067019
補正 R2 -0.02628
標準誤差 0.789881
観測数 23

分散分析表

自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F
回帰 2 0.896347 0.448173 0.71832729 0.499724
残差 20 12.47825 0.623913
合計 22 13.3746

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95%
切片 -0.36094 0.279265 -1.29247 0.210929431 -0.94348 0.221596
1992~9 -0.0904 0.426585 -0.21192 0.83431594 -0.98024 0.799439
2008~ 0.359383 0.383813 0.936347 0.360264031 -0.44124 1.160003
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影響が相対的に小さくなってしまうからだと推測できる。 

 

  ネイバーフッド型とコミュニティ型の分析では商調協が SC の郊外へ

の出店へ負の影響を与えていることが分かったのでその影響の大きさを

比較する。商調協の規制の強さを測るために, それぞれ 1991 年以前のデ

ータにおいて 1991年以前を表すダミー変数が 0をとった時の被説明変数

�̃�𝑡を計算し, 商調協があるときとないときの郊外出店割合の比
𝑦𝑡

�̃�𝑡
を導出し

た。この比の平均値がネイバーフッド型とコミュニティ型で有意な差が

認められるかどうかをスチューデントの t 検定によって検定した。結果は

表 7のとおりである。 

表 7 t 検定結果 SC種別間で影響力の有意差は認められるか 

 サンプルサ

イズ 

平均値 標準誤差 標準偏差 

ネイバーフ

ッド型 

18 0.490100 0.168022E-

01 

0.692771E-

01 

コミュニテ

ィ型 

9 0.319159 0.144552E-

01 

0.408855E-

01 

  危険率＝ 0.691608E-06  

本文 4-5 参照 

(日本ショッピングセンター協会[2016]をもとに作成) 

 

  郊外出店の比はネイバーフッド型とコミュニティ型で 1%の有意水準

で異なり, コミュニティ型の方が比が小さいという結果となった。比が小

さい方が大きな影響を受けていることを示すので, 商調協はネイバーフ

ッド型よりもコミュニティ型の SC の出店を強く規制している。また, リ

ージョナル型は商調協存在時に郊外に一つも出店していない事実から, 
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コミュニティ型よりもリージョナル型の出店をさらに強く規制している

と考えられる。以上のことから, 商調協による規制は面積の大きな SCに

対してより強く働いていることが確認できた。（仮説 3） 

 

4-6. 郊外立地の定義の違いが及ぼす影響(分析 3) 

  データの出典は日本ショッピングセンター協会が毎年発行する, その

年にオープンした SC の一覧表（日本ショッピングセンター協会[日付不

明 b]）である。各 SCの立地は, 協会によって「郊外」「周辺」「中心」の

3 つに分類されている14（付録 8-4 参照）。2005 年以降のみ閲覧可能であ

り, 2015 年からは地域の分類方法が変わっているので 2005~13 年のデー

タを用いて地域別のパネルデータを作成した。 

 

回帰式 ln
𝑦𝑖𝑡

1−𝑦𝑖𝑡
= 𝛼 + 𝛽1𝐷𝑡

−08 + ∑ 𝛾𝑖𝐷𝑖
6
𝑖=1  

iは地域, tは年度を表す 

 対象年度15 2005-2013年(2011 年を除く) 

𝑦𝑖𝑡: t年に地域iに出店した SCのうち郊外地域に出店した SC

の割合, または周辺地域に出店した SC の割合 

 被説明変数は𝑦𝑖𝑡をロジスティック変換したものである。 

 𝐷𝑡
08−: 年 t が 2008 年以降である時に 1 をとるダミー変数 

𝐷𝑖: それぞれ北海道・東北・関東・中部・近畿・中四国のデ

ータであるとき１をとるダミー変数 

                                                      

14 中心地域とは, 「当該市・町・村の商業機能が集積した中心市街地」である。周辺地域

とは, 「中心地域に隣接した商業・行政・ビジネス等の都市機能が適度に存在する地域」

である。郊外地域とは, 「都市郊外で住宅地・農地等が展開されている地域」である。(日

本ショッピングセンター協会[日付不明 a]) 

15 日本ショッピングセンター協会[日付不明 b]において, 2011 年度版資料では立地の分類

がなされていなかったため除外している。 
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 なおすべて 0 の時は九州のデータを表す。 

 

   

  まずは𝑦𝑖𝑡を「t年に地域iに出店した SC のうち郊外地域に出店した SC

の割合」として推定した。サンプル数は 41 である。結果は表 8 のとおり

である。 

表 8 分析３における推定結果 その１ 

 
本文 4-6 参照 

（日本ショッピングセンター協会[日付不明 b]をもとに作成） 

 

  2008 年以降のダミーのみ有意で係数は負である。よって改正都市計画

法は SCの郊外への出店を妨げていることが確認できた。なお, 地域別ダ

ミーはすべて有意とはいえない結果となった。 

  次に𝑦𝑖𝑡を「t年に地域iに出店した SC のうち周辺地域に出店した SC の

割合」として推定した。サンプル数は 31である。結果は表 9 のとおりで

回帰統計
重相関 R 0.575172
重決定 R2 0.330823
補正 R2 0.188877
標準誤差 0.729204
観測数 41

分散分析表

自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F
回帰 7 8.674966 1.239281 2.330617974 0.04764
残差 33 17.54739 0.531739
合計 40 26.22236

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95%
切片 1.312933 0.323641 4.056752 0.000286312 0.654479 1.971386
~2008 -0.73133 0.23751 -3.07916 0.004162258 -1.21455 -0.24811
北海道 -0.22813 0.503326 -0.45324 0.653343137 -1.25215 0.795898
東北 0.089517 0.42784 0.209231 0.835554296 -0.78093 0.959965
関東 -0.49854 0.377994 -1.3189 0.196283301 -1.26757 0.2705
中部 -0.13373 0.39125 -0.34181 0.734663507 -0.92974 0.662273
近畿 -0.71271 0.377994 -1.88551 0.068191184 -1.48175 0.056325
中四国 0.138077 0.503326 0.27433 0.785541296 -0.88595 1.162102
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ある。 

表 9 分析３における推定結果 その２ 

 
本文 4-6 参照 

（日本ショッピングセンター協会[日付不明 b]をもとに作成） 

 

  2008 年以降のダミーは有意で係数は正の値をとっている。よって改正

都市計画法は周辺地域への SC の出店を促しているということが明らか

になった。 

 

4-7. 考察のまとめ 

  ＜分析 1＞ 

• 改正前大店法(-1991)と改正都市計画法(2008-)は SC の郊外への出

店を妨げており（仮説 1）, 特に改正前大店法の方が強い影響を与

えている。 

• 改正後大店法(1992-9)は出店に影響を与えているとはいえない。

（仮説 2） 

回帰統計
重相関 R 0.684271
重決定 R2 0.468227
補正 R2 0.306383
標準誤差 0.724368
観測数 31

分散分析表

自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F
回帰 7 10.62617 1.518024 2.893074648 0.025346
残差 23 12.06832 0.524709
合計 30 22.69448

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95% 下限 95.0%
切片 -2.01968 0.399951 -5.04982 4.1227E-05 -2.84705 -1.19232 -2.84705
~2008 1.026738 0.293202 3.501806 0.001919594 0.420202 1.633273 0.420202
北海道 0.992945 0.79567 1.247937 0.224610161 -0.65302 2.638913 -0.65302
東北 0.355022 0.6124 0.579722 0.567738121 -0.91182 1.621868 -0.91182
関東 0.14462 0.416129 0.347538 0.731347807 -0.71621 1.005449 -0.71621
中部 -0.03313 0.44736 -0.07405 0.941607737 -0.95856 0.892305 -0.95856
近畿 0.612228 0.424891 1.440907 0.163087347 -0.26673 1.491181 -0.26673
中四国 -0.55258 0.60888 -0.90753 0.37353874 -1.81214 0.706989 -1.81214
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  ＜分析 2＞ 

• 床面積が大きいほど改正前大店法(-1991)の影響を受けている。（仮

説 3） 

• 改正都市計画法(2008-)はネイバーフッド型にのみ影響を与えてい

る。 

  ＜分析 3＞ 

• 改正都市計画法(2008-)は郊外への出店を阻み(仮説 1), 周辺地域へ

の出店を促している。 

• 中心地域は改正都市計画法(2008-)の影響を受けていない。 
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5. 結論 

 これまでの分析および考察の結果, 大店法, 改正都市計画法は SCの郊外への出

店を規制していたことが実証的に明らかになった。また, 大店法の制度の中では

SC の出店に対し商調協が強く影響を与えていたので, 商調協廃止以降の大店法は

規制としてはほとんど意味をなしていなかったことが分かった。このことから, 商

調協の主要構成員である既存の小売店による反対は実際に郊外への SCの出店を抑

制していたと考えられる。 

また, 改正都市計画法によって SC の郊外への出店は規制され, 代わりに周辺地

域への出店が促されたが, 中心部は影響を受けていないことが明らかとなった。中

心市街地を守るための都市計画法の改正であったにも関わらず, その目的を果たし

ていないという結果となった。また, 改正都市計画法はネイバーフッド型の郊外へ

の出店のみを抑制しているが, より面積が大きい店舗, すなわち店舗数が多く集客

力が大きいと予想されるコミュニティ型・リージョナル型の SC の郊外への出店が

抑制できていない。中心市街地とより強く対立すると考えられる大型商業施設を規

制できていないのでまちづくり 3法として期待された役割を果たせていないことと

なる。 田渕[2011]においても前述のように都市計画法の改正は中心市街地の活性

化に寄与していないことが明らかにされており, 都市計画法の改正は目的に対して

予想していた効果を発揮できなかったと考えられる。 

今回, ひとつひとつの SC に関するミクロなデータが得られたので, それを用い
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ると, ロードサイド16型, 駅ビル17型といった店舗のタイプによる分類やディベロッ

パー18による分類, 床面積による詳細な分析などが可能である。それらは今回の分析

を応用して行えると考えられるのでそれを今後の課題としたい。 

  

                                                      

16 ロードサイドショップとは, 「郊外の幹線道路やバイパス沿いに立地している大型店。

（中略）業態はさまざまであるが, モータリゼーションに対応したもので, 駐車場を広く

とっている点や, ワンフロア（単層）形式で, 軽装備, 低コストの店づくりである点が共通

する。」(日本ショッピングセンター協会[2010] 232 ページ） 

17 駅ビルは, 「新宿駅, 東京駅, 大阪（梅田）駅等のような複数の鉄道事業者の路線が集ま

る駅, 南海電鉄難波駅や近鉄阿部野橋駅のようなひとつの鉄道事業者の複数路線が集まる

駅, １つの事業者による１路線しか対象にしない駅については優先列車が停車する駅など

にある。」（日本ショッピングセンター協会[2010] 50 ページ） 

18 ディベロッパーとは, 「大規模な宅地造成や再開発事業, 商業施設やオフィスビルの建

設, マンションの建設・分譲などの事業主体となる団体・企業をいう。一般的に, ショッ

ピングセンターをはじめ商業施設を開発・建設して所有し, 運営管理する企業のことを商

業ディベロッパーと呼ぶ。」（日本ショッピングセンター協会[2010] 154 ページ） 
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付録 

1. SC の定義 

  ショッピングセンター（SC）は次のように定義されている。 

 ショッピングセンターとは, 1 つの単位として計画, 開発, 

所有, 管理運営される商業・サービス施設の集合体で, 駐

車場を備えるものをいう。その立地, 規模, 構成に応じ

て, 選択の多様性, 利便性, 快適性, 娯楽性等を提供する

など, 生活者ニーズに応えるコミュニティ施設として都市

機能の一翼を担うものである。[日本ショッピングセンタ

ー協会, 2010, p.ⅲ ; 日本ショッピングセンター協会, 日

付不明] 

    また, その要件は次の通りである。 

 ショッピングセンターは, ディベロッパーにより計画, 開

発されるものであり, 次の条件を備えることを必要とす

る。 

 ①小売業の店舗面積は, 1500 ㎡であること。 

 ②キーテナントを除くテナントが 10店舗以上含まれてい

ること。 

 ③キーテナントがある場合, その面積がショッピングセン

ター面積の 80％程度を超えないこと。ただし, その他テ

ナントのうち小売業の店舗面積が 1500 ㎡以上である場合

には, この限りではない。 

 ④テナント会（商店会）等があり, 広告宣伝, 共同催事等

の共同活動を行っていること。 

  [日本ショッピングセンター協会, 2010, p.ⅲ]  
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2. まちづくり３法を構成する法律について 

  本文で述べたように, まちづくり 3法は, 中心市街地活性化法・都市計

画法・大規模小売店舗立地法からなる。[日本ショッピングセンター協会, 

2010]ではそれぞれ次のように説明されている。 

 中心市街地活性化法 

 「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活

性化の一体化推進に関する法律」（1998 年施行当時の名

称）。中心市街地の衰退や空洞化の是正のためのまちづく
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

りを支援するのを目的とする
、、、、、、、、、、、、、

。（中略）しかし本法の施行
、、、、、

後も中心市街地の衰退は進み
、、、、、、、、、、、、、

, 2006
、、、、、

（平成
、、、

18
、、
年）
、、

6
、
月に
、、

改正
、、

された。[同上書, 2010, p.149, 傍点引用者] 

 都市計画法 

 都市地域における土地利用と都市整備に関する各種制度

の基本となる法律で, 旧都市計画法と住宅地造成事業に関

する法律を統合して, 1964（昭和 39）年に制定された。

（以下省略）[同上書, p.165] 

 大規模小売店舗立地法 

 通常, 大店立地法と呼ばれている。1998（平成 10）年制

定, 2000（平成 12）年 6月 1日に施行された大型店の出

店にかかわる法律。（中略）大店立地法は街づくりや環境
、、、、、、、、、、、、、

という視点が基本
、、、、、、、、

であり, 法の運用主体は国ではなくて都

道府県・政令指定都市。新増設の店舗面積が
、、、、、

1000
、、、、

㎡以上
、、、

の大規模小
、、、、、

売店舗が規制対象
、、、、、、、、

で, 説明会の開催と地元市町

村・住民の意見提出が義務づけられるが, 大店法下のよう

な商業活動調整協議会（商調協）はない。設置者（出典

側）が配慮すべきことがらは, ①交通問題（駐車場・駐輪

場, 出入口の確保等）, ②リサイクルの推進, 廃棄物の減

量化, ③歩行者の利便性の確保, ④防災, ⑤騒音, ⑥廃棄

物の適正管理・処理, ⑦街並みづくりである。（以下省

略）[同上書, p.142, 傍点引用者]  
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3. NSC・CSC・RSC・SRSC の定義について 

  それぞれ次のように定義されている。 

 NSC 

 ネイバーフッドショッピングセンター。米国では主とし

て生鮮食料品や日用雑貨などの最寄品を扱う店舗を備え

た小型のショッピングセンターをいい, 開発数において最

も多いタイプ。スーパーマーケットやドラッグストアが

集客の核となる。駐車場を囲むように店舗が並び, 目的の

店の近くに駐車できるオープンモール形式のものが多

い。規模は約 3 千~1.5 万㎡。1 次商圏の範囲は約 5km。

最近では都心部での開発も増えている。近隣型ショッピ

ングセンター。日本では, スーパーマーケットやドラッグ

ストア, クリーニング店等の生活密着型専門店やサービス

業からなる小型のショッピングセンターをさすことが多

い。 [日本ショッピングセンター協会, 2010,p.20] 

 CSC 

 コミュニティショッピングセンター。米国では, 中規模商

圏を想定した地域の商業機能の核となるようなショッピ

ングセンターのこと。キーテナントは GMS, スーパーマ

ーケット, ディスカウントストア, ドラッグストアが 2 店

舗以上入ることが多い。規模は約 1 万～3.5 万㎡。1 次商

圏の範囲は約 5～10km。中域型ショッピングセンター。

日本では, フルラインのGMS を核とした中型のショッピ

ングセンターをさすことが多い。 [日本ショッピングセ

ンター協会, 2010, pp.6-7] 

  RSC 

 リージョナルショッピングセンター。米国では, 広域商圏

を想定した大型のショッピングセンターのこと。各店舗

として百貨店や GMS, ディスカウントストアなどの大型

店と多様な専門店が入る。規模は約 4～8万㎡。1次商圏

の範囲は約 8～25 ㎞。郊外の幹線道路沿いに立地するも

のが多く, 郊外商業の中心的役割を担っている。日本で
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も, GMS や百貨店などを核として数千台の駐車場を有す

る大型ショッピングセンターが増えている。 [日本ショ

ッピングセンター協会, 2010, p.25] 

  SRSC 

 スーパーリージョナルショッピングセンター。広域型シ

ョッピングセンター。米国では, 超広域商圏を想定した大

規模ショッピングセンターをいう。規模は約 8万㎡以

上。1 次商圏の範囲は約 8～40km。百貨店, GMS, 専門店

のフラッグシップショップなどの複数の大型業態と, 100

を超える各種の専門店が入るほか, フードコートやレスト

ラン街などの飲食施設を充実させている。ホテルを併設

するものや, 室内プール, スケートリンクなどのスポーツ

施設等を導入するものなどサービス機能も充実してい

る。最近ではエンターテインメント性が強化されており, 

とくにシネコン（シネマコンプレックス）などの娯楽施

設が重視されるようになっている。日本でも近年は SRSC

の規模に匹敵するショッピングセンターが開発されるよ

うになっている。」 [日本ショッピングセンター協会, 

2010, p.30] 
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4. 異なるデータの対応関係 

 分析 1, 2 での DID による郊外の定義と, 分析 3 での郊外・周辺・中心の分類

の対応関係は図 1 に示したとおりである。分析 1, 2 における判定で「郊外であ

る」と判別した SC の割合は, 分析 3 における当該割合よりも大きい。 

 

 

図 1 分析 1・2 と分析 3 とで使用した別データの, 対応関係 

   本文 4-6 参照 

（日本ショッピングセンター協会[日付不明 b] 

および日本ショッピングセンター協会[2016] 

をもとに作成） 

 


