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6.おわりに

1.はじめに

滋賀県は大阪都市圏 1）の中でも最も東に位置しているが、交通の利便性から京阪地域のベッ

ドタウンとなっており、人口流入率は全国的に見ても高い。その典型的都市が草津市で、大阪

市や京都市に通勤、通学する住民が多く、JR草津駅前にはマンションが建つとともに、郊外

には新興住宅が開発されてきた。他方で、草津市は東海道の宿場町として発展した歴史的経緯

から、湖南地方の拠点商業地としての役割を果たしてきた。既存の商業集積に加えて、1996

年に西側の工場跡地に敷地面積165,000m2のエイスクウェア、1997年には駅東側に近鉄百貨

店が開業し、商業集積としての魅力をさらに高めてきたのである。多くの中心市街地が衰退に

苦しむ中で、草津市の中心市街地が依然として活力に富んでいることは特殊と言えるかもしれ

ない。もっとも、既存の商店街と駅周辺の大型店やSCとの連携は進んでいるわけではなく、

また2008年にはイオンモール草津などの郊外型SCが開業するなど、JR駅周辺の商業集積に

も陰りが見え始めていることも否定できない（吉田、2011）。
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全国の中心市街の衰退がいっそう進行していく中で、草津市の事例は中心市街地の商業集積

と郊外型SCとの競合関係、さらに言えば、大阪都市圏や京都都市圏に属する衛星都市の今後

の発展を考える上で格好の素材を提供していると言えよう。衛星都市の住民はその買い物行動

において、大阪都市圏や京都都市圏の都心型商業集積と居住地周辺の商業集積、郊外型商業集

積をどのように活用しているのか、その実態の解明が重要だからである2）。しかし、従来はそ

の実態がブラックボックスのままで一定の理論的仮説が導出されてきた。

その代表がDavidHuff（1963）の提唱したハフモデル 3）であり、そこでは消費者は居住地

から特定商業施設へ出向する確率は、商業施設の魅力度と施設までの距離抵抗によって決まる

と考えられている。しかし、消費者の実際の買物行動は、居住地が「起点」となるわけではな

く、買い物を思い立った時点、場所から始まるのである。こうした消費者の買物行動の実態を

把握することは実質的に困難であり4）、そのプロセスはいわばブラックボックスとして処理せ

ざるを得なかったのである。ところが、一定の限界があるとはいえ、このブラックボックスを

明らかにしうる調査データが国土交通省から公表されている。

「第5回の近畿圏パーソントリップ調査」（以下、PT調査）と呼ばれるもので、その名称の

通り、平日と休日に分けて、個人がどのようにトリップを行ったのか、すなわち居住地から出

発して、どのような交通手段を利用して、会社などへ出かけ、また帰りにはどのような交通手

段を利用して、どこの商業施設や飲食店に寄って帰宅したのかを詳細に回答してもらったデー

タがそれである。第5回のPT調査は、平成22年10月から11月にかけて、約35万世帯、約

74万人から回答（調査票の返送、Web回答）を得たと言われている（京阪神都市圏交通協議

会）。

従来は交通需要や感染症の拡散プロセスなどを分析するために利用されてきたが、個人の

「居住地」「性別・年齢」「目的・目的地」「所要時間」「移動手段」などが明確に記されている

というデータの特性を活かして、消費者の買物行動の実態を明らかにしたいというのが、本稿

の問題意識である。後述するように、PT調査は一定の限界があるとはいえ、消費者の実際の

買物行動をブラックボックスとして処理してきたハフモデルの限界を補完し、消費者の買い物

行動の実態を把握し、分析する上で有効なツールである。冒頭の大阪都市圏、京都都市圏にお

ける草津市の住民の買い物行動の実態をパーソントリップ調査のデータに基づいて分析すると

ともに、ツールとしての有効性も合わせて示すことにしたい。

2.既存研究とPT調査の特徴

2.1 ハフモデルの限界とPT調査

消費者の買い物行動に関する研究として最も代表的なのがハフモデルであり、その後

Nakanishi-Cooper（1974）モデル、中西・山中（1980）モデルなど、小売吸引モデルとして理

論的に精緻化されるとともに、商業集積としての魅力度の内容（石渕、1995，1998，2011，
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2014）、や商業施設のアメニティの要素が突っ込んで分析されてきた（田村、2001）。もっとも、

ハフモデルについては、従来から①政策変数が売り場面積と距離に限定されていること、②選

択主体の個人属性の要因を考慮しえないという欠点が指摘されてきた（斎藤、1984）。しかし、

この欠点は同時に利点でもあった。というのは、日本では大規模小売店舗法（1974～2000年）

のもとで大型店の出店が周辺の中小小売店の経営に「相当程度の影響を与えるおそれ」がある

場合、大型店の売場面積を削減するなどの規制が行われてきた。そのためには、大型店が実際

に出店する前にその影響を予測する必要性があったが、ハフモデルは入手可能なデータを利用

して予測することが比較的容易であったからである。

ハフモデルでは、特定の居住地点から複数の商業施設の中の特定商業施設へ買い物出向する

確率は、魅力度（商業施設の売場面積に比例）と距離抵抗（居住地から商業施設までの距離に

反比例）によって決まると想定されるが、住民は便宜上小学校区単位で一カ所に居住している

と仮定することで煩雑な計算を簡略化するとともに、居住地から商業施設までの距離は基本的

に物理的な距離を測定することで比較的簡単に計算できるからである。ただし、物理的距離は

自動車、公共交通を利用する場合に時間距離として測定されるなど修正されたが、いずれにし

ても必要なデータの入手が容易であるという利点があった。政策変数が、売場面積と距離に限

定されているという欠点は、利点の裏返しでもあったのである。

問題は予測の精度を上げるために、いかに正確に距離抵抗を推定するかであるが、ハフモデ

ルでは距離抵抗を推定する手法として、消費者の商業施設の買い物出向の確率を商業統計の売

上によって検証してきた。いわば実態に適合する距離抵抗の値を推計し、それを予測する場合

に活用するという方法がそれである。さらに商品特性によって買回りの範囲は異なることから、

距離抵抗を買回り品と最寄り品に分けて、すなわち買回り品の抵抗値は低く、最寄り品の抵抗

値は高く設定する（山中、1986）ことで、予測の精度を上げてきたのである。

以上のようにハフモデルは小売吸引モデルなどの開発を通じて理論的に精緻化される一方で、

計算の簡便性も求められてきた。とくに上述した大店法のもとでより簡素化した計算式が求め

られ、距離抵抗λを便宜上2とする「通産省ハフモデル」4）さえ開発されてきたのである。い

わば理論的精緻化と実務的な簡便性志向という二つの対立する要求に応えながらハフモデルは

発展してきたと言えるが、本稿でとくに問題とするのは、消費者の買い物起点が居住地に設定

されていることである。

くり返し指摘するように、消費者の買い物出向は居住人口データが容易に入手できることも

あり、居住地＝自宅を買い物起点とみなしてきた。ところが、草津市のようなベッドタウンの

場合とくに顕著であるが、住民の多くは通勤、通学で大阪市ないし京都市に出かけており、そ

の帰り道に商業施設に立ち寄る場合も多い。その結果、実際の売上によって検証された、言い

換えれば売上と辻褄を合わせた距離抵抗は、実際の買い物起点を自宅とする場合よりも著しく

低くなる傾向にあるのである。また消費者の個人属性、移動手段により距離抵抗は変化するが、
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例えば電車を主な移動手段とする20代の若年層と自動車を主な移動手段とする50、60代など

の年代層では距離抵抗は変わってくるはずである。しかし、こうした年代別の移動手段の違い

については、ほとんど考慮されてこなかったのである。実際の消費者の買い物行動を把握しよ

うとするとアンケート調査を実施する必要が出てくるが、これには膨大な費用がかかることに

なる。

もちろん、PT調査は消費者の買い物行動の分析において万能ではない。斎藤他（2001）が

指摘するように「大都市圏では、調査の規模も大きく莫大なコストがかかること。調査の間隔

が10年以上となることなど、時代の変化に即応した、交通行動の変化を捉えきっていないこ

と。また、目的が異なるトリップについては記述が正確だが、買い物やレジャーといった、

自由目的の同一目的が引き続く場合には記録を省略するなど、不正確な点があるということ。

したがって、広域のODパターン（移動行動パターン）の推定といった分析には向いている

が、都心商業環境といった小地域のODの推定には向いていないこと。さらには、観光行

動などの発生頻度の低いトリップに対してはサンプリング効率が悪いこと。特に、出向頻度

を聞いていないために、個人の出向頻度推定に関するサンプリング効率が悪いことなど」の問

題がある。

他方で、ハフモデルでは売上が予測されるとともに、実際の売上によって距離抵抗を推定で

きるのに対し、PT調査では消費者の買い物の実態は把握できるとしても、それが売上とどの

ような関係にあるのかを推定、予測ができないという欠点がある。笈田他（2012）は、京都市

の地区別の1日1トリップ単価を年間販売額、平日1日のトリップ数、1日トリップあたりの

売上高から算定し、集中交通量、集中交通量×目的・手段シェア、店舗面積が年間販売額に影

響を与えるという関係を想定しながら、百貨店売上予測モデル、総合スーパー売上予測モデル、

専門スーパー売上予測モデル、コンビニエンスストア売上予測モデル、専門店売上げ予測モデ

ル、中心店売上予測モデル、その他売上予測モデルを提示している。その結果、商業売上と集

中交通量の間には正の相関があり、目的や手段シェアの相違によっても商業売上への影響度が

異なることが明らかにされている。前述した売上の予測ができないというPT調査の欠点を克

服しようとした研究と言えるが、あくまでも一定地域における小売業態別の商業売上と集中交

通量との関係が明らかにされただけで、ハフモデルのようなに商業施設別の出向確率が推定さ

れたわけではない。また売上予測モデルにおいて、「誰が」「どのような交通手段で」「どこの

店舗に買い物に出かけたのか」という個人属性が把握できるというPT調査の長所が十分活か

されているとは言い難い。

以上のように消費者の買い物行動を分析する上で、ハフモデルもPT調査もそれぞれ一長一

短がある。それゆえ、本稿ではハフモデルを否定するというよりも、PT調査の利点である買

い物起点、世代（年齢）、移動手段に着目して消費者の買い物行動の実態を明らかにするとと

もに、より実態に則した仮定を設定することでハフモデルの欠点を補完することを目的として
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いる。

2.2 PT調査の留意点

本稿は草津市の消費者の買い物行動の実態をPT調査の分析によって明らかにすることが目

的であるが、その前にPT調査の長所と限界についてあらかじめ確認しておくことにしたい。

先にも指摘したように、PT調査の最大の利点は、被調査者の一日の行動がトリップチェイ

ンとして把握できることである。とくに平日と休日に分けて行動が記録されていることは消費

者の買い物行動の実態を把握する上で有益である。例えば、平日は大阪市、京都市に立地する

会社や学校に出勤、通学する住民の場合、帰宅途中に買い物を行う場合が多く、休日は自宅を

起点として買い物などへ出かける場合が多いと考えられる。つまり、休日は自宅を買い物起点

とするハフモデルの想定に近いのに対し、平日は会社や学校ないし帰宅途中の特定施設が買い

物起点となるのである。距離抵抗を純粋に測定するためには、実際に消費者が買い物施設へ出

向する「一つ手前」の場所を買い物起点とすべきであろう。もちろん、自宅が買い物起点とな

る場合もあるが、多くの場合消費者はトリップチェインの何段階かのノードを経て小売店へ辿

り着く。トリップチェインを把握できることはPT調査の長所であるが、他方で分析が著しく

煩雑となるという問題もある。そこでハフモデルの買い物起点が不明確であるという欠点を補

完することを目的とする本稿では、消費者の小売店へ出向する「一つ手前」の場所を「買い物

起点」とし（図21参照）、自宅を出てから買い物起点に辿り着くトリップチェインについて

はブラックボックスとした上で分析を進めることにした。

なお、ここでPT調査のデータを分析する上で留意すべきことは、以下の諸点である。

（1）個人の買い物出向回数に関係なく（重複するとしても）、1回の買い物出向を「1トリッ

プ」として計算した。つまり、一人が小売店を複数店舗買い回る場合、例えば買い物起点→大

型店→小型店→小型店という場合、3トリップとして計算することを意味する。この場合、最

初の買い物起点から出向先の大型店のみならず、今度は出向先の大型店が買い物起点となって

出向先が小型店、さらに小型店が買い物起点となって、出向先が小型店（ただし、最終は大型

店、小型店とを区別せず、小売店と呼ぶ）となる。ただし、一人が複数店舗を買い回る回答は

全体の中では極めて少ない。これは、例えばSCは大型店と認識されているとしても、その中
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で複数店舗を買い回るような場合、被調査者は煩雑なため、いちいちそれらの店舗は記述しな

いことが多いと推測される。

なお、大型店と小型店は、被調査者の主観的判断に依るが、回答に際しての分類として大型

店は百貨店、スーパー、ホームセンター、アウトレットなどを指し、小型店は個人商店、コン

ビニエンスストア、ガソリンスタンドを指している。SC内のテナントをどのように消費者が

認識しているかにも依るが、SC内のテナントも全体として大型店に属すると考えているもの

として分析した。

（2）2トリップ未満は捨象した（ただし、草津市、京都市、大阪市からの買い物出向はこの

限りではない）。また全体の4％以下も捨象した。

（3）「自宅」は、必ずしも被調査者の出向地点とは限らない。

（4）PT調査では休日の買い物の場合のみ、目的が非日常品購買と日常品購買が区別されて

いる。休日は非日常品購買の割合が多いのに対し、平日は日常品購買が中心と考えられるため

あえて区別する必要がないと判断されたのであろう。回答に際しての事例としては、非日常品

としては家具、衣類、電気製品、贈り物、日常品としては生活必需品、日用品といった商品が

具体的に挙げられている。しかし、いずれに分類するかは依然として被調査者の主観に依る部

分が残されている。本稿では一般的な商品分類に従い、日常品を最寄り品、非日常品を買回り

品とみなして分析することにした。

（5）小売店に辿り着く一つ手前の施設（「買い物起点」）については、記載が空白である回答

も見られたが、これを除く全サンプルを対象として分析した。

（6）PT調査では、5歳刻みで年齢が区別されているが、本稿では30代までを「若年層」、

40・50代を「中年層」、60代以上を「高齢層」として、年代別の違いに着目して分析した。

（7）自動車移動にあたっては、運転免許取得年齢の関係から20代以上を対象とし、未満は

分析対象から省略した。また、移動手段分類からタクシー、介護タクシー、船舶、その他は捨

象した他、草津市内での購買が中心となるであろう徒歩・自転車・二輪を移動手段とした分析

は都市間の商圏競争になじまないため行っていない。

3.大阪都市圏、京都都市圏における草津市住民の買い物行動について

3.1 世代別移動手段の比較

以下では、まず平日、休日ごとの移動手段、ならびに世代別の移動手段を確認した上で、世

代によっての買い物行動パターンにどのような違いがあるのかを明らかにすることにしたい。

なお、移動手段は調査日における「主要な移動手段」であり、必ずしも買い物を目的とした移

動手段ではない。しかし、どのような移動手段を利用するかは被調査者の行動範囲を大きく規

定すると考えることかでき、むしろそうした行動範囲の中で買い物を位置づけることができる

という分析上の利点がある。
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図2は、平日ならびに休日の移動手段をグラフ化したものである。全体として平日は、3つ

の移動手段がほぼ同じ割合であるが、休日と比較すると電車・バスの利用比率が多いのがわか

る。これは、通勤・通学の場合、電車・バスの利用比率が高いためと考えられる。一方、休日

は自動車の利用比率が60％前後と著しく高くなっているが、これは自宅から自家用車で買い

物に出かける利便性のためと考えられる。その分、平日は29％を占めていた徒歩・自転車・

二輪の移動手段の比率が低くなっているのである。

休日については、日常品購買と非日常品購買に区別されており、いわゆる最寄り品である日

常品購買については近くの店舗で、徒歩・自転車・二輪、ならびに自動車などの手軽な移動手

段が利用されていることが読み取れる。日常品購買において電車・バスの利用が低くなってい

るのは、こうした移動手段を利用して買い物に出かけることの煩わしさを示唆しており、非日

常品購買についてその比率がむしろ高くなっているのは、煩わしい移動手段を利用してもわざ

わざ買い物に出かける魅力が大きいからと推測できよう。

次に、この点を確認するために、平日、休日ごとに世代別の利用される移動手段について分

析することにしたい。

3.2 移動手段の世代間の違い

まず平日の購買について見ると、電車・バスでの移動は若年層の比率が75％と顕著に高く、

年齢を重ねるにつれて減少していくことがわかる。このことは通勤・通学の帰り道に買い物が

行われることを示唆しており、逆にリタイアして通勤の必要がなくなった60代以上の高齢層

では自動車および徒歩・自転車などの移動手段の比率が高くなっている。中年層は、両者の中

間に位置づけられるが、通勤で電車・バスならびに自動車を使う場合が多いためであろう。ま

た徒歩・自転車などの移動手段は、中年層以上で多いことから、とくに自動車を利用しない女

性（主婦）や高齢層が主な利用者と考えられる。実際、後の図6に示唆されるように、徒歩・
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図2 平日、休日（日常品、非日常品）の移動手段の比率

出所）国土交通省「パーソントリップ調査」（2010）データをもとに筆者作成。以下の
図表も同様。



自転車などの利用は女性の比率が高くなっている。

一方、休日の日常品購買について言えば、とくに顕著なのは、平日に比べるとすべての世代

において電車・バスの利用が減少し、自動車の利用が増えていることである。遠距離の通勤・

通学では、電車・バスの利用が選好されるのは当然としても、休日にはモビリティの高い自動

車利用が増えることは容易に理解できる。ただし、年代別に見ると、若年層での自動車利用の

比率が相対的に低くなっており、近年指摘されている若者の「自動車離れ」の傾向が確認でき
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図3世代別移動手段の比率（平日）

図4 世代別移動手段の比率（休日・日常品）



る。なお、従来、日常品については最寄りの小売店舗で購入するものと想定されてきたが、予

想以上に自動車での買い物比率が高くなっており、とくに60代以上の高齢層で自動車を利用

した買い物が多いことが確認できた。これは、滋賀県草津市という特性によるのか、それとも

公共交通の利用が可能な都市部で違いがあるのか、確認する必要があろう。
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図5 世代別移動手段の比率（休日・非日常品）

図6 男女別移動手段の比率



休日における日常品購買と非日常品購買との違いは、自動車利用についてはほとんど変わら

ないが、若者層については低下した分、電車・バス利用の比率が増えていることが確認できる。

日常品については近隣で購入するのが一般的であるとしても、非日常品については複数の店舗

を買い回るために、モビリティの高い自動車を利用したり、大都市の商業集積へ出向したりす

るものと想定されてきた。今回のPT調査では、若年層においてバス・電車などの利用比率が

高くなっており、京都などへ出向していることが推測される。なお、女性と男性の比率を見て

みると、女性の比率が高くなっており、とくに若い女性の京都などへの買い物出向が多いこと

が推測される。一方、徒歩・自転車などの利用については、すべての世代において非日常品よ

りも日常品の方が比率か高くなっており、日常品については最寄りの店舗に徒歩・自転車など

の手段で買い物に出かけていることがわかる。逆に非日常品については、とくに高齢層で自動

車などを利用して郊外のSCへ遠出していていることが推測される。この点については後述す

る。

4.買い物起点の分析

次に移動手段で買い物起点にどのような違いがみられるのかについてみることにしたい。

4.1 平日の購買分析

くり返し指摘するように、買い物起点は大型店と小型店の両方を含む小売店へ出向する一つ

手前の施設であり、それ以前のトリップチェーンはブラックボックスとして取り扱われている。

移動手段は、行動範囲からすると最も遠距離なのがバス・電車、次に自動車、徒歩・自転車の

順番であり、後者になればなるほど、行動範囲は狭くなるものと推定される。移動手段と世代

は密接に関連しているが、この点も考慮に入れて、移動手段別の全体的動向について見ると、

まず電車・バスでは、大型店が35％とダントツで高くなっている。このことは大型店から小

売店へ出向していることを意味し、少なくとも二箇所以上の小売店を買い回っていることを意

味する。

電車・バスは平日若年層、中年層を中心として大都市への通勤・通学の手段として利用比率

が高いことを考えれば、帰宅に際して、学校・教育施設・幼保育園などから直接、ないし飲食

店、大型店などを経由して小売店へ出向していることが類推できる。なお、この場合の小型店

は大阪梅田の状況を考えると、駅ビルなど専門店を含むものと考えられる。

自動車で最も比率の高い買い物起点も大型店であり、次いで病院など医療・厚生・福祉施設、

小型店の順番となっている。

徒歩・自転車・二輪では、医療・厚生・福祉施設からの帰り道や、中小小売店を経由して小

売店へ出向していることが窺える。先にも指摘したように、移動手段として自動車を利用する

場合と同様に、近隣ないし比較的狭い範囲内での買物行動であると推測される。この点は、世
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代別で異なると考えられるので後述する。

4.2 休日の購買分析

一方、休日の日常品購買の買い物起点について見ると、自宅の比率か高くなっている。とく

に平日との違いが顕著なのは、電車・バスの利用で、休日には大型店などの利用がほとんど皆

無であるのに対し、体育・スポーツ施設の利用者が多いことである。近年、休日においてジム

などの施設利用が多くなっていることを裏付けるものとなっている。ただし、非日常品につい

ては京都などへ出向しているためか、電車・バスの利用が多くなっている。この点は、後に確

認する。

自動車については、大型店、小型店ならびに交通・輸送施設（鉄道駅、空港、飛行場、港湾、

バスターミナル、駐車場など）の比率が高く、またその他の買い物起点も多く、買い物起点が

多様化していることがわかる。自動車は目的地などを自由に変更できるというモビリティの高
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図7 移動手段別買い物起点（平日）



さが一因となっていると言えよう。滋賀県草津市という地理的特性によるのかもしれないが、

自動車が買い物の不可欠の手段となっていることが窺える。

徒歩・自転車などについても、その他と大型店の比率が高くなっている。他の移動手段に比

べると、「商店街」などのまちの比率も高く、商店街などの利用手段が徒歩・自転車などであ

ることがあらためて確認される結果となった。

休日の非日常品購買においては、日常品に比べ買い物起点としては自宅が多い。非日常品の

場合買い回り範囲は広くなる傾向があり、とくに自動車の場合には近隣の店舗を回るというよ

りも、自宅から大型店へ直行、ならびに大型店を経由して小売店へ出向していると推測するこ

とができよう。これは自宅周辺の駐車場から出発し、駐車スペースが確保された大型店やロー

ドサイドの店舗で買い物しているためと考えられる。

電車・バスなどの移動手段の場合は、前述した京都などへの出向などさらに行動範囲が広く

なると考えられる。飲食店やリクリエーション施設を経由した買い物出向が多く、若者層の女
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性比率が高いことを考慮すると、休日における買い物、飲食、レクリエーションが一体として

余暇を構成していることを推測させる。

徒歩・自転車などの利用は、買い物起点として自宅が多く、そこから大型店を経由して小売

店へ行く比率が高いことがわかる。これは大型店が徒歩・自転車などの利用者も視野に入れて

立地していることを示している。もっとも、大型店と言っても、郊外型SCと駅前立地では性

格が異なるので、後に確認することにしたい。

以上のように移動手段によって行動範囲が異なることが確認できた。次に世代間で移動手段

が異なり、買い物起点や小売店がどのように違ってくるのかについて考察しよう。

5.買い物行動の実態分析

5.1 平日における世代別、移動手段、買い物起点、到達小売店

バス・電車という移動手段は、行動範囲を広げることを可能にする。とくに大阪都市圏、京
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図9 移動手段別買い物起点（休日・非日常品）



都都市圏に属する草津市の住民の場合、平日は通勤・通学の手段としてバス・電車などを利用

している。若年層の場合、通勤・通学のために大阪市、京都市に通う者が多いが、買い物起点

として大阪市内の「学校・教育施設・幼稚園」（28％）ないし飲食店（22％）を経て、大阪市

内の小売店へ出向する割合が高いことがわかる。なお、この場合の母数は買い物起点を明示し

た若年層の被調査者のトリップ数を100％として、そのうち28％が「学校・教育施設・幼稚園」

を買い物起点としており、また大阪市内の小売店へ出向した者が全体の28％を占めているこ

とを意味している（以下の数字は、同じ意味）。同様のことは、京都市内でも発生しているが、

京都の比率はそれ程高くない。草津市が後述する中年層と同様、通勤・通学先である大阪都市

圏に大きく組み込まれていることがわかる。平日において草津市内の小売店を買い回る比率が

著しく低いことは、通勤・通学の途中で買い物を済ます傾向が強いことを示唆している。

中年層の買い物起点も、若年層同様、ほとんどが京都市、大阪市である。若年層と異なるの

は、大阪市内の大型店を買い物起点として23％の被調査者が草津市の小売店へ買い物出向し

ていることである。

また宿泊施設の起点の場合、大阪市内の此花区となっているが、これはUSJへ行った帰り

道に大阪市内の小売店へ出向したことが推察される。買い物起点及び買い物場所は大阪市付近
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に偏在している。

高齢層では電車・バスを利用する者は少ないが、利用する場合は草津市以外の長浜市や大津

市へ出向し、官公庁や飲食店を買い物起点として小売店へ行っていることが窺える。買い物起

点は分散しているが買い物場所はおおよそ草津市に集中しているのが、特徴である。

下表1は平日に電車・バスを利用している者が、年代別にどの商業集積へ出向しているかを

特定化したものである5）。表の中で、若年層で京都市内の「学校・教育施設・幼保育園」を買

い物起点としている割合が全体の4％を占めており、草津市内のエイスクウェアに出向した比

率が全体の4％を占めていることがわかる。後者が前者の値を上回る場合があるのは、前者の

買い物起点以外からも、特定の代表的商業集積へ出向しているためである。

この表からわかることは、電車・バスで郊外型SCであるイオンモール草津へ出向する被調

査者の割合はほとんどないことである。これは自動車以外のアクセスが不便なためであり、
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表1 世代別電車・バス利用、商業集積（平日）

出所）国土交通省「パーソントリップ調査」（2010）データをもとに筆者作成。
なお、以下の表と同じく、％の数字はそれぞれの全体に占める買い物起
点の比率、ならびに全体に占める代表的商業集積への出向比率を占めて
いる。━線は、比率が2％以下を捨象したため、0％から2％以下であ
ることを意味している。



郊外型SCの側も自動車で来店する消費者をターゲットにしているためと考えられる。同種の

SCであるエイスクエアの場合、JR草津駅前の立地であるためアクセスが容易であり、若年

層で京都からの帰り道に出向することが若干ながら確認されている。高齢層では、長浜市の官

公庁に出向いた帰り道に近鉄百貨店へ、また草津市の大規模小売店からフォレオ大津一里山へ

出向しているのが目立っている。電車・バスを移動手段とする消費者の特徴として、駅を起点

として京都や遠隔地へ出向した帰り途に、利便性の高い駅前の大型店での購買割合が高いこと

が特徴である。

次に自動車移動について見てみると、若年層では草津市内の学校・教育施設・幼保育園

（26％）ならびに医療・厚生・福祉施設（22％）から草津市内の小売店への買い物出向の割合

が高いのが特徴である。医療・厚生・福祉施設には「病院、保健所、託児所、浴場、理容・美

容院など」も含まれているため、自動車を利用して市内の通勤、通学を行う以外にも、学校・

幼保育園などの送迎や理・美容の帰り道に買い物を行っていることが推測される。

年代層を問わず大型店を買い物起点とする出向比率も高いが、若年層（17％）、中年層（17％）

よりも高齢層（24％）で経由率が高くなっている。中年層では、買い物起点にばらつきが見ら

れるものの、草津市内の文化施設などを起点として、エイスクウェアに対する出向が顕著になっ
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ている。

高齢層では、大型店以外にも、医療・厚生・福祉施設、体育・スポーツ施設を起点する割合

（11％）が高く、病院や介護施設などの帰り道に買い物を行っていることが推測される。他の

世代に比べて、エイスクウェア、イオンモール草津、近鉄百貨店などの出向も多いが、商店街

などのまちを起点とする比率も相対的に高いことが注目される。大型店、文化施設、官公庁、

商店街の起点が草津市内であることから、自動車利用というモビリティの高さ故に、高齢層の

市内での回遊性は高いことが特徴となっている。

5.2 休日における世代別、移動手段、買い物起点、到達小売店

次に休日の分析に移ろう。若年層の自動車移動による休日日常品購買は他の世代と比較して
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表2 自動車利用、世代別買い物起点、商業集積（平日）
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図12 休日の日常品購買 自動車

表3 自動車利用、世代別買い物起点、商業集積（休日・日常品購買）



サンプル数は少ないものの、草津市内の大型店（26％）や小型店（13％）を起点とした市内

の小売店へ買い物出向していることが目立っている。体育・スポーツ施設を起点とする割合

（6％）も比較的高く、ジムなどの帰り道に買い物をしていることが推測される。いずれにし

ても、若者の自動車移動による日常品購買は草津市内の小売店で行われる傾向にあり、買い物

起点ならびに買い物場所も草津市に集中している。

中年層の場合は、若年層と同様、休日の日常品購買は草津市内の大型店へ出向する割合

（20％）が高く、また交通・輸送施設を起点とした出向（24％）が特に高くなっている。この

場合の交通・輸送施設というのは、駐車場、ターミナルも含むのが特徴で、ここでも買い物場

所は草津市に集中している。

高齢層では、草津市内の購買が多いのも特徴である。日常品購買はいわゆる最寄り品が多く、

距離抵抗が高いためと考えられる。休日の日常品購買では買い物場所かやや分散化する傾向が

ある。

大型店の利用は年代層を問わず高くなっているが、休日の日常品購買ではSCへ自動車で買

い物に行く消費者は全体的に少ないと言える。しかし、高齢層では自動車移動のモビリティの

高さからか、SCへ買い物出向する傾向にある。高齢者の場合、非日常品と日常品の区別なく、

自動車移動による買い物比率が高くなっている。従来、高齢者は徒歩などの移動手段の比率か

高いものと考えられてきたが、周囲に小売店が立地している都心部はともかく、近くに商業施

設が乏しい郊外では自動車で買い物に行く以外に方法がないと言えるのではないか。

若年層の場合、休日における電車・バス移動での非日常品購買の起点が草津市内の割合が最

も高く、その出向先の50％以上を占めるのが京都市の小売店である。この場合、買い物起点

は自宅の比率が高く、自宅から直接京都の小売店へ出向していることが窺える。平日において

通学・通勤の帰り道に京都で買い物することは距離抵抗が小さいことから自然であるとしても、

なぜ休日にわざわざ京都まで出向するのであろうか。ハフモデルによれば、京都ヘの出向確率

は、京都までの距離抵抗と京都の商業集積の魅力度によって決まるが、京都への出向はまさに
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図13 休日の非日常品購買 バス・電車



電車で京都駅まで約15分という距離抵抗の低さと、京都市における多様な業種・業態の小売

店が提供する巨大な商業集積の魅力にあると言えよう。尼崎市を起点とした大阪市の小売店へ

の出向比率が高くなっているが、これも大都市の商業集積の魅力といえる。

反面、休日における若年層の非日常品購買において滋賀県内の小売店への出向がないことは、

若年層が望む店舗揃えや品揃えを地元の小売店が提供できないことを示唆している。

若年層における休日の自動車移動での非日常品購買の場合、小型店を起点とした買い物出向

の割合が低いが、自宅から直接（24％）ないし草津市内の大型店（11％）から市内の小売店へ

出向する割合が高いのが特徴である。自動車移動の場合、そのモビリティが高く、駐車場が整

備された郊外型SCやロードサイドショップの小型店を買い回っていることが推測される。非

日常品購買の場合、買い回る範囲は広くなると推定されるにもかかわらず、市外の小売店への

買い物出向の割合は少ないのは、草津市内で非日常品購買が十分可能であり、草津市がいわば

地域商業施設の拠点となっていることを示唆している。実際、買い物起点及び買い物場所が草

津市に集中している。

中年層では、自宅から直接（30％）ないし大型店（30％）を起点とする割合、および市内の

小売店に出向する割合が若年層に比べて顕著に高くなっている。物産直売所を起点としている

点にも特徴がある。この種の施設は自動車移動でしか行けない場所に立地していることから、

移動手段との関連性が高いと言えよう。

高齢層ではとくに大津市の大型店（20％）を起点として非日常品購買をしている割合が高く

なっているが、自動車移動によって買い回りの範囲が広がったことにより、よりアクセスが便
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利で魅力的大津市の商業施設へ出向した結果であろう。草津市内では、小型店（14％）、大型

店（11％）、自宅（6％）から市内の小売店へ出向しており、他の世代に比べて市内での回遊

が高いことが特徴となっている。

そこで、草津市を中心とした中域商圏において商業施設間の競合関係を確認するために代表

的なSC（エイスクウェア、イオンモール草津、近鉄百貨店、フォレオ大津一里山）の買い物

出向比率を見たのが表4である（2トリップ以下は捨象）。

休日の非日常品購買において自動車移動では若年層が自宅から直接（22％）、また他の買い

物起点も含めてエイスクウェアへ出向（38％）していることが類推できる。他の年代層も出向

しているが、若年層がダントツである。一方、中年層の場合イオンモール草津への出向の割合

（26％）が著しく高く、高齢層の場合には、エイスクウェア、イオンモール草津など草津市内

の大型店への出向はほぼ均等に分散しているが、近鉄百貨店や大津市のフォレオ大津一里山に

出向する比率が他の世代に比べて若干高くなっていることが特徴である。非日常品の場合、買

い回り範囲が広くなり、このことを自動車移動が助長する傾向にあると言えようが、にもかか

わらず、草津市内のSCで購買する割合が高いことは、前述したように、草津市が地域商業の

拠点となっていることを示唆している。
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表4 自動車利用、世代別買い物起点、商業集積（休日、非日常品購買）



6.おわりに

以上のようなPT調査のデータ分析を通じて、従来ハフモデルにおいてプラックボックスと

して処理されてきた消費者の買い物行動について興味深い実態が明らかにされた。

くり返し指摘するように、ハフモデルでは、特定の居住地点から複数の商業施設の中の特定

商業施設へ買い物出向する確率は、魅力度（商業施設の売場面積に比例）と距離抵抗（居住地

から商業施設までの距離に反比例）によって決まると想定されている。ところが、データ入手

の容易性から居住地＝自宅を買い物起点とみなすのがハフモデルの特徴であるが、草津市のよ

うなベッドタウンの場合住民の多くは通勤、通学で大阪市ないし京都市に出かけており、その

帰り道に商業施設に立ち寄る場合も多いのである。このことは、平日の若年層、中年層におい

て大阪市内の小売店への買い物出向が多いことが確認される一方で、休日では中年層は草津市

内への買い物出向が多く、距離抵抗が作用していることが推測された。しかし、若年層の場合

には、休日に京都市などへ出向している比率も高く、距離抵抗にもかかわらず、わざわざ京都

市内の商業施設へ出向する理由は、京都市内の飲食店などを含む商業集積の魅力に依ることが

あらためて確認されたと言えよう。とすれば、居住地を買い物起点とするハフモデルは休日の

買い物出向にのみ当てはまると言えるが、このことは、平日の通勤・通学の買い物出向では買

い物起点を居住地＝自宅とする場合よりも実際の距離抵抗は著しく低くなり、その結果として

逆に実際の売上と辻褄を合わせた距離抵抗の値は休日のそれよりも低く推定されることになる

のである。

他方で、消費者の個人属性、移動手段により距離抵抗は変化する。PT調査は、年代層によっ

て利用される移動手段が異なることが確認された。例えば、若年層では自動車での移動は少な

く、休日でも電車・バスなどの公共交通に依存していることが明らかになった。これは若年層

に女性の比率が高かったことも一因であろうが、あらためて若年層の「車離れ」が確認される

結果となったのである。なお、若年層が大阪市や京都市へ買い物出向する場合、その時間だけ

でなく交通費も抵抗要因として暗黙裡に想定されていたといえるが、通勤・通学の場合、ある

いは休日でも定期券を保有している場合交通費はそれ程抵抗要因にはならないと考えることも

でき、このことはハフモデルの距離抵抗について再検討を迫るものと言えよう。

一方で、従来の買い物出向に際しての移動手段は、食品などの最寄り品は主婦が平日に徒歩・

自転車などによって買い物に出かけるというもので、休日は家族揃って自動車で（郊外も含む）

SCへ買い物に出かけるという想定がなされていたように思われる。しかし、今回のPT調査

を利用した草津市住民の買い物行動では、休日の中年層、ならびに休日、平日を問わず高齢層

の場合、自動車を利用した移動の比率が高いことが確認された。また自動車という移動手段は

遠距離の買い物出向も可能であるが、実際には草津市内の商業施設への出向の比率が高いこと

が確認された。中年層がエイスクウェア、イオンモール草津などのSCへの買い物出向の比率
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が高いのに対し、高齢層の場合には、さらに近鉄百貨店、商店街などの利用も多く、買い物場

所は分散する傾向にあることが確認された。駅前や郊外型SCなど、多様な商業集積の存在が、

草津市内での買い物を可能にする重要な要因となっていることは間違いなかろう。また平日の

買い物出向を含めて言えば、高齢層は予想以上に自動車を移動手段として利用しており、その

モビリティの高さ故に、草津市内の大型店、文化施設、官公庁、商店街などを回遊するという

最も活動的な行動が確認されることになった。人口に占める高齢層の比率が高まる中で、こう

した活動的な高齢層の買い物実態を踏まえた施策が、中心市街地の活性化を考える上で一層重

要になっていると言えよう。

もっとも、以上のような草津市住民を対象とした分析結果を一般化するには、いくつかの都

市と比較する必要があろう。草津市は大阪都市圏や京都都市圏に属し、大都市のベッドタウン

として発展したため、通勤・通学の比率が高いことが地理上の特徴となっている。郊外住宅と

して、一戸建ちの分譲住宅が多く、それゆえ地価が比較的安価な駅から離れた土地が選好され

る。当然駅から離れているために、自動車利用は不可欠で、自動車の普及率は他県、他都市に

比べて著しく高くなっている。こうした事情を考慮すると、自動車を利用した買物行動が一般

的になると考えることができよう。大阪都市圏や京都都市圏に属する衛星都市のなかでも、同

じような傾向か認められるのか、それとも移動が自動車に依存しなければならない市町村に特

有の現象なのか、この点を検証することが今後の課題として残されている。
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注

1）本稿で規定する「大阪都市圏」とは、大阪市と衛星都市から成り、具体的には京阪神の他、滋賀県、

奈良県、和歌山県の一部範囲を指す。市町村の居住人口の内、大阪市内へ通勤・通学で通う比率が5％

と10％基準があり、どちらの基準を採用するかによって範囲は異なる。京都都市圏も、同様の基準で範

囲が決められており、具体的には京都市北東部・南部、ならびに滋賀県南東部（大津市、草津市、守山

市、近江八幡など）が含まれる。

2）『全国大型小売店総覧』の大型店の出店行動から大阪都市圏の空間的分析を行った研究としては加藤

（2006）があるが、住民の買い物行動からの実態分析は皆無である。

3）Huff（1963）の公式は、

P・Cij・・

Sj

T
・
ij

・
n

j・1

Sj

T
・
ij・ ・

P・Cij・:・・
・
地区に住む消費者が商業集積j…mに出向する確率

Tij:・・
・
地区から目的商業集積jまでの旅行時間
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Sj:商業集積jの売り場面積

・:旅行時間に影響するパラメーター

4）例えば、大阪商工会議所（1997）『大阪都市圏住民の買物行動（平成9年版）』大阪商工会議所の調査

があるが、平成9年版で廃止されている。

5）通産省型ハフモデルの公式（板倉，1988）。

Pij・

Sj

D
2
ij

・
n

j・1

Sj

D
2
ij

Pij:・・
・
地区から商業集積j…nに出向する確率

D
2
ij:消費者の居住地と商業地域の間の距離の2乗

Sj:商業集積jの売り場面積

6）PT調査のデータでは、商業集積は明示されていない。しかし、商業集積の場所は郵便番号によって

ゾーンが特定化されるため、このデータに基づいて特定化する作業を行った。
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Analysis of actual shopping behavior in a large

metropolitan area’s neighboring town
Case study of the shopping behavior of residents of Kusatsu City,

Shiga Prefecture, using a Person Trip Survey

Hajime Yoshida and Tsukasa Kato

Summary

The Huff model（Huff, 1963）for examining retail trade areas posits that the

probability of consumers setting out from their place of residence to a particular

commercial facility is directly proportionate to the attractiveness of that com-

mercial facility, while being inversely proportionate to the distance to this facili-

ty. Although this model is used in actual practice because of its ease of measure-

ment, it contains a number of problems. One of these problems is that consumers’

actual shopping starts not from their place of residence but from the place they

are in when they start to think about shopping, which could be when returning

from work or school. Therefore, by using a person trip survey（Ministry of Land,

Infrastructure, Transport and Tourism）, which specifies the series of actions

from when consumers leave their places of residence until they return home, the

consumer’s location just prior to the retail store was set as the starting point for

their shopping and the actual shopping behavior of consumers of Kusatsu City,

Shiga Prefecture, was clarified.
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