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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。



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。



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。

http://www3.grips.ac.jp/~up/pdf/paper2010/MJU10056tabuchi.pdf
http://www.jcsc.or.jp/data/pdf/list_of_shopping_centers.pdf


規制政策の変遷①

•第二次世界大戦前
• 1878年 日本で初めて百貨店設立

• 1920頃 百貨店、大衆化路線へ
➢戦後不況

➢中小小売業者の反発

• 1937 百貨店法成立
➢中小小売業者の保護



規制政策の変遷②

•第二次世界大戦から第二次百貨店法の制定まで
• 1947 百貨店法廃止

➢占領下

• 1956 第二次百貨店法の成立
➢百貨店の再興

➢中小小売業者との対立

➢高度経済成長を背景に百貨店は拡大を続けた



規制政策の変遷③

•スーパーマーケットの登場
• 1965頃 スーパーマーケットの登場

➢セルフサービス方式（非対面販売方式）

➢徐々に大型化

➢第二次百貨店法の規制を免れる疑似百貨店も出現

➢大店法の制定へ



規制政策の変遷④

•大店法の制定から1991年大店法改正まで
• 1973 大店法制定

➢1500㎡以上の面積を有する建物を規制
➢目的

• 消費者利益の保護
• 中小小売業の事業機会の適正な確保
• 小売業の正常な発達

➢商業活動調整協議会が運用を担う
• 出店調整の長期化を招く
• 大型店出店が抑制された

• 1991 大店法改正
➢出店規制の緩和

• アメリカの要求（日米構造協議）



規制政策の変遷⑤

• 1991年大店法改正後から大店法廃止まで
• 2000 大店法廃止

➢存在意義の低下

➢大店立地法の施行



規制政策の変遷⑥

•大店法廃止後から新まちづくり３法施行前まで
• 1998 まちづくり３法制定

➢中心市街地活性化法（1998施行）

➢都市計画法（1998施行）

➢大店立地法（2000施行）

➢郊外への大型店出店を促した



規制政策の変遷⑦

•新まちづくり３法施行後
• 2006 まちづくり３法改正

• 改正都市計画法（2007施行）

➢郊外への出店規制が強化された



規制政策の効果の実証分析①

•分析対象の設定
• ショッピングセンターの店舗面積による分類

➢ネイバーフッド型 3000-12500㎡

➢コミュニティ型 12500-40000㎡

➢リージョナル型 40000㎡以上



規制政策の効果の実証分析②

•仮設
• 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。



規制政策の効果の実証分析③

•データと分析方法
• データ

➢日本ショッピングセンター協会[2016]に含まれる3211件
のSC

• 分析方法
➢DIDの区域外を郊外と定義した。
➢a)1974-91、b)1992-9、C)2000-7、d)2008-16の4つの年
代に区分し、a)b)d)に対応する３つのダミー変数を用い
た。仮設に従えば、係数はそれぞれ負の値をとる。

➢パネルデータを用いて仮設１・２を検証した。（分析
１）

➢時系列データを用いて各面積ごとに仮設３を検証した。
（分析２）

➢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設１を改正都市計画法に関
して再検証した。（分析３）

http://www.jcsc.or.jp/data/pdf/list_of_shopping_centers.pdf


規制政策の効果の実証分析④

•パネルデータによる分析（分析１）
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。
回帰式の設定は次スライドのようにした。



規制政策の効果の実証分析④

•パネルデータによる分析（分析１）
• 回帰式 ln

𝑦𝑖𝑡

1−𝑦𝑖𝑡
= 𝛼 + 𝛽1𝐷𝑡

−91 +𝛽2 𝐷𝑡
92−99 + 𝛽3𝐷𝑡

−08 + σ𝑖=1
6 𝛾𝑖𝐷𝑖

• iは地域, tは年度を表す

• 対象年度 1974~2016年

• サンプル数 218

• 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。 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。



規制政策の効果の実証分析④

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

分析1における推定結果 その１

(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, 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。

http://www.jcsc.or.jp/data/pdf/list_of_shopping_centers.pdf


規制政策の効果の実証分析④
分析1における推定結果 その２

(日本ショッピングセンター協会[2016]をも
とに作成)

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。

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。

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

http://www.jcsc.or.jp/data/pdf/list_of_shopping_centers.pdf


規制政策の効果の実証分析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。回帰式の設定は以
下のようにした。



規制政策の効果の実証分析⑤

•ショッピングセンターの規模による影響
（分析２）
• 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



規制政策の効果の実証分析⑤

• ショッピングセンターの規模による影響（分析２）

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 ෨𝑌𝑡と表すと ෨𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝜀𝑡である。よって𝑌𝑡 − 𝛽𝑗 = ෨𝑌𝑡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 𝑦𝑡 =
𝑒
෩𝑌𝑡

1+𝑒෩𝑌𝑡
と表せる。この比

𝑦𝑡

𝑦𝑡
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。



規制政策の効果の実証分析⑤
分析２における推定結果 その
１（全体）

(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。

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

http://www.jcsc.or.jp/data/pdf/list_of_shopping_centers.pdf


規制政策の効果の実証分析⑤
分析２における推定結果 その
２（ネイバーフッド型）

(日本ショッピングセンター協会[2016]をも
とに作成)

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。

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。

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

http://www.jcsc.or.jp/data/pdf/list_of_shopping_centers.pdf


規制政策の効果の実証分析⑤
分析２における推定結果 その
３（コミュニティ型）

(日本ショッピングセンター協会[2016]をも
とに作成)

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。

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。

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

http://www.jcsc.or.jp/data/pdf/list_of_shopping_centers.pdf


規制政策の効果の実証分析⑤
分析２における推定結果 その
４（リージョナル型）

(日本ショッピングセンター協会[2016]をも
とに作成)

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。

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。

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

http://www.jcsc.or.jp/data/pdf/list_of_shopping_centers.pdf


規制政策の効果の実証分析⑤

•ショッピングセンターの規模による影響

（分析２）
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。



規制政策の効果の実証分析⑤

•ショッピングセンターの規模による影響

（分析２）
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 ෨𝑌𝑡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

𝑦𝑡
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。結果は次スライドのとおりで
ある。



規制政策の効果の実証分析⑤
t検定結果 SC種別間で影響力の有意差は認められるか

危険率＝ 0.691608E-06 
(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, 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）

 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 

 

http://www.jcsc.or.jp/data/pdf/list_of_shopping_centers.pdf


規制政策の効果の実証分析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（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。

• 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])



規制政策の効果の実証分析⑥

•郊外立地の定義の違いが及ぼす影響（分
析３）

• 回帰式 ln
𝑦𝑖𝑡

1−𝑦𝑖𝑡
= 𝛼 + 𝛽1𝐷𝑡

−08 + σ𝑖=1
6 𝛾𝑖𝐷𝑖

• iは地域, tは年度を表す

• 対象年度 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

なおすべて0の時は九州のデータを表す。



規制政策の効果の実証分析⑥
分析３における推定結果 その１

(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)

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。

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。

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

http://www.jcsc.or.jp/sc_data/data/definition


規制政策の効果の実証分析⑥
分析３における推定結果 その２

(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)

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。

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。

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

http://www.jcsc.or.jp/sc_data/data/definition


規制政策の効果の実証分析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）

＜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。



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, それを用いると, 
ロードサイド型, 駅ビル型といった店舗のタイプによる分類やディベロッパーによ
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。



参考文献
• QGIS[日付不明] Webページ「QGIS」

• 岩永忠康・佐々木保幸[2013]『現代の流通政策』

• 岩永忠康[1991]「流通政策としての大店法」

• 岩永忠康[1992]「わが国の小売商業調整政策大型店規制の経緯」

• 木村春壽[2015]「戦後の大店規制に関わる立法過程と商調協」

• 木村春壽[2017]「行政指導下のいわゆる地元民主主義―商調協による出店調整の実態」

• 国土交通省国土政策局国土情報課[日付不明] Webページ「GISホームページ」

• 小本恵照[1999]「大型店出店規制の変化とその影響」

• 阪上貴紀[2009]「大規模小売店舗に対する規制緩和と中心市街地の衰退」

• 総務省統計局[日付不明] Webページ「GISホームページ」

• 谷謙二[2010]「ジオコーディングと地図化のWeb サイトの構築とその活用」

• 田渕俊郎[2011]「郊外大規模店舗の立地規制が出店動向に与えた影響に関する研究」

• 田村正紀[1981]『大型店問題―大型店紛争と中小小売商業近代化』

• 日本ショッピングセンター協会[2010]『ショッピングセンター用語辞典』

• 日本ショッピングセンター協会[2016]「全国都道府県別SC一覧」

• 日本ショッピングセンター協会[日付不明a] Webページ「SCの定義」

• 日本ショッピングセンター協会[日付不明b] Webページ「オープンSC」

• 林雅樹[2010]「わが国大規模出店政策の変遷と現状」

• 横内律子[2006]「まちづくり三法の見直し-中心市街地の活性化に向けて」

• 谷謙二[日付不明] Webページ「Geocoding and Mapping」

https://qgis.org/ja/site/about/index.html
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-A16.html
http://www.stat.go.jp/data/chiri/1-1.htm
http://www.jcsc.or.jp/sc_data/data/definition
http://www.jcsc.or.jp/data/open_sc/
http://ktgis.net/gcode/geocoding.html

