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　1　．はじめに

　消費者が店舗に集まる要因として，何を買い物するかといった動機や目的，到達するのに要す

る時間などがある。商圏モデル［1-6］では，心理的要因などの抵抗要因が重要である。抵抗要因
には交通信号機（以下，信号機），踏み切り，河川等がある。

　近年，特に都市地域においては，都市機能の肥大化と集中化を反映して，慢性的な交通渋滞を

引き起こしている。このような状況にあって，円滑かつ安全な交通流の確保を目指す交通管制シ

ステムの果たすべき役割は非常に大きく，とりわけ交通流を制御する信号制御は重要である［7］。
　わが国において，道路交通の安全と円滑を目的として交通管制センターの整備が本格的に進め

られるようになったのは1970年代前半のことであり，170ほどの都市に構築され，また，17万基
程度の交通信号機が整備されている［7］。
　広島新市民球場付近では，最も消費者が来店すると思われる大型ショッピングセンター　2　店舗
（ASSE・福屋・エールエール，イオンモール広島府中ソレイユ）があり，それぞれの町から各店
舗へ買い物にいくルートにどのくらいの心理的要因を含んでいるかを考慮する必要がある。

　本論文は，2009年に広島新市民球場が建設されたことから，新市民球場周辺の商圏問題を考察
する［8-12］。新市民球場の観客が試合前後に買い物をするとき，その周辺には広島駅のASSE・
福屋・エールエールなどの複合店舗と（イオンモール）広島府中ソレイユの主に　2　店舗がある。
なお，広島駅では毎日多数の人々が乗降しているが，本研究では考察の対象としていない。

　本研究では，心理的要因の一つである信号機に着目して，消費者が店舗に到着するために必要

な所要時間を考察している。また，予め定められた時間（許容時間）内に店舗に到着できるよう

な信号機のサイクル時間を算出する。

　本研究では，新市民球場周辺で各々のルートにおける所要時間のデータ，信号機の周期時間の

データ，各地域の人口等を調査する。なお，対象とする地域を，人口の多い10の地域に区分す
る。また，そのデータの値を用いて交通信号機による抵抗要因のシミュレーションを実行する。 
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　2　．商圏

　一般に，商圏とは，「来店客の70％が居住し，しかもその人々が来店する際の平均旅行距離（時
間）が最小となるような居住区域の集合」［2, 6］である。本研究で対象としているのは，買回品
よりも最寄品である。

　商圏モデルを大別すると，消費者空間行動モデルと地図一般化モデルとがある［5］。前者は，
小売店の空間的配置に対して，消費者がどのような購買行動により移動するかについてモデル化

したものである。後者は，小売業の特性を地図の上に傾向面の形で表現したものである。

　商圏の決定には多数の要素があるが，大別すると次の三つに分けられる。第　1　に店舗に来るの
にかかる時間，第　2　に地勢，第　3　に自然または人工的な障害物があり，第　3　の例に，信号，河川，
踏切，あるいは非常に強い競争相手などの要素などがある。商圏の決定の第　1　要素は，時間距離
である。

　本研究では，店舗までの距離や道路状況を基にして，信号機の信号サイクル（青，黄，赤）が

変わることにより，消費者が競合する　2　店舗に到着する時間がどのように変化するかを考察して
いる。店舗までの所要時間が，予め定められた所与の時間内に到着できるような信号のサイクル

時間を，Excel等の表計算ソフトウェア［13］を用いて算出する。
　商圏範囲を定める引力モデルの公式は，一般的にはReillyに始まり，Converseの新小売引力の
公式を経て，更にHuffの公式へと発展している［4］。
　このハフ・モデルの公式におけるパラメータλ（ラムダ）というのは，消費者の住んでいる地

点から商店街までの道のり間で，踏切，河川，幅広い道路横断，急な坂，危険地帯など，買物へ

の道程にマイナスとなる抵抗要因を意味している。（旧）通産省もこの修正ハフ・モデルを重視し

たことがあり，商業調整を行うために，審査指標の中に「通産省版修正ハフ・モデル」を採用し

て，昭和54年　6　月に全国の商工会議所に通達している［1］。
　買い物に行く手段として，徒歩，バス，電車，自家用車などが挙げられる。車で買い物に行く

場合に，信号，踏切，駐車場への入りやすさなどが抵抗要因として挙げられるけれども，ここで

は特に交通信号機に着目する。交通信号機は交差点や各町からの道路との合流点，公共施設や民

間施設，娯楽施設などの人や自動車の流出の多い建物の周辺，住宅地周辺，及び危険と思われる

場所に設置して調整されている。

　3　．ハフモデル

　ハフモデルとは，その名のとおり米国の学者ハフ（D. L. Huff）により考案された。それは，消
費者がある小売施設で買い物をする確率は「商業集積である売場面積の大きさ（規模）に比例し，

そこへ到達するまでの時間距離に反比例する」となっている。

　商圏範囲を定める吸引力モデルであるハフモデルの公式を，以下に示す。

  　　　  (1)

  ：居住地域　 　から消費者が買物目的地　 　にある小売施設を選択する確率
  ：買物目的地　 　における小売施設の規模（売場面積など）
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  ：居住地域　 　から買物目的地　 　までの移動に必要な時間または距離
  ： 　を主観的な時間または距離に変換するための調整因子のパラメータ
  ：居住地域の数
  ：買物目的地の数
ハフモデルは，パラメータの推定が容易であり，実際の買物行動のモデル化という視点から，従

来の地理的距離を主観的距離に調整するためのパラメータを導入している。ハフのモデルを修正

した修正ハフモデルは，大型店出店調整の際の審査指標として用いられた。（旧）通産省方式は，

ハフモデルにおける距離のパラメータ　 　を2.0とする方式を主としている［3］。
　ハフの確率モデル理論の特徴として挙げておくと，最初に，ある法則や理論を基にして，更に

抵抗要因（距離）をブレーキ変数として掛け合わせ，買物出向比率の精度を高めているところで

ある。この他にも，消費者と小売施設との関係を，両者が存在する空間上の相対位置に関連付け

てとらえようという視点がある。更に詳しく述べるならば，消費者の居住地と小売施設の所在地

との間の空間・時間的距離が重要な要因であることについて述べた空間的位置関係を前提とした

場合に，消費者側の課題（買物目的地選択問題）は，それぞれの小売施設の特性（品揃え，サー

ビス，アメニティなど）及び，そこに到達するのに要する時間や労力を考えて，最も好都合な買

物場所を選択するのである。

　以上のように，ハフの確率モデルは抵抗要因などの調整因子が重要なポイントになっていると

も言えるのである。

　4　．交通信号機による心理的要因

　心理的要因を分かりやすい表現で言い換えるならば，ある場所から店舗に向かう場合に，どう

しても妨げとなる抵抗要因などである。心理的要因には，信号や踏切（主に待ち時間），駐車場の

入りやすさ，河川，幅広い道路横断，急な坂，危険地帯，などといった様々な事があるが，本研

究では，この中でも特に関わりのある信号について調査している。幅員や交通量等の心理的要因

を考慮しなかった理由は，広島駅からイオンモールの間では大きな渋滞などが考えられないから

である。

　今やどこに行く時でも必ずといってよいほど，町で見かける信号であるが，それらはむやみや

たらに設置しているわけではない。交差点や各町からの道路との合流点，公共施設や民間施設，

娯楽施設などの，いわゆる人が比較的集まりやすい場所の周辺，住宅地周辺，および危険と思わ

れる場所については警察署側で判断して設置しているが，住民の要望などがあればその都度判断

して設置している。

　信号は本来，人や自動車などの流れを円滑にするために作られたものなので，刻一刻と変化す

る交通事情を即座に判断して対応していく必要がある。また信号には全感応式信号，反感応式信

号，時差式信号，点滅信号の四つがあるが，ここで扱うものは最初の三つだけで，点滅信号はボ

タンを押さない限りは赤にならないので特に考慮していない。

　ここではハフモデルの「距離」による心理的要因を「時間」として表す。信号機の赤と青と黄

の時間の総和である信号機の周期時間を　 　とすると，各時刻での信号機を通過する確率はそれぞ
れ1/ 　となる。ここで黄色に変わる直前に来たときの待ち時間（すなわち，黄と赤の時間の和）
を　 　とすると，黄色に変わってから　 　秒後に来たときの待ち時間は（ 　－　 ）である。信号機の
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平均待ち時間は，

   (2)

である。ここで，

   (3)

と表わすことができる。故に信号機　 　の　 　を　 　とすると，平均待ち時間　 　は，

   (4)

となる。同様に，直角方向に，信号機において黄色に変わる直前の待ち時間（黄と赤の時間の和）

を　 　とすると，信号機　 　の平均待ち時間　 　は，

   (5)

となる。ここで，

  ：信号機　 　の青と黄と赤の和（周期時間）［秒］
  ：信号機　 　の赤と黄の時間［秒］
  ：直角方向の信号機　 　の赤と黄の時間［秒］

　ところで，新市民球場周辺の主要道路は交通量が多いので，ラッシュ時には混雑が予想される。

このために，信号機の周期を同じにして同期を取っていて，隣接した信号で何度も停止すること

がないようにされている。すなわち，道路に一列に連なっている信号機は，ほぼ同時に色が変わ

る。一つの信号が赤から青に変わったのでスタートすると，連なった数基の信号機では赤で停止

することはなくなる。

　この交通流をモデリングする際には，停止する信号機は数基の内で　1　基だけである。更に，そ
れよりもかなり離れていて停止する別の信号機とは独立に存在していて，互いに別々に信号の色

を変えていると考える。信号の色が別々に変わるので，各信号機の待ち時間は，待ち時間の平均

で表すことにする。

　町から店舗までの所要時間は，店舗までの距離にかかる時間と，店舗までのルート上にある信

号機の平均待ち時間を加えたものであるから，所要時間は，

　　「店舗までの距離にかかる時間＋信号機の平均待ち時間」

という式で表すことになる。

　5　．問題の定式化

　新球場周辺の住民が，ASSE・福屋・エールエールと広島府中ソレイユに買い物に行く場合に，
店舗へ行く時にかかる信号の待ち時間が，店舗へ到達する時間に与える影響を調べる。まず，各

町から　2　店舗までにかかる時間（所要時間）を求める。そして許容時間内に収まるようなルート
上の信号の赤と青の時間を算出する。

　ルート　 　における出発点から，許容時間内に目的地に到達できることを表す式は，次式とな
る。
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   (6)

ここで，

  ：信号機　 　の平均待ち時間［秒］
  ：信号機　 　における，直角方向の平均待ち時間［秒］
  ：ルート　 　の許容時間［秒］
  ：ルート　 　の目的地までの距離にかかる時間［秒］
  ：ルート　 　にある信号機の変数番号の集合
  ：ルート　 　にある信号機の直角方向の変数番号の集合

であり， （空集合）とする。許容時間には，現行の信号機の下での目的地に到達でき

る時間よりも少しだけ短い時間を設定している。ルート　 　の目的地までの全距離の法定最高速度
が一定で同じならば，

   (7)

である。ここで，

  ：ルート　 　の目的地までの距離［ｍ］
  ：ルート　 　の平均速度［㎞／時］

(6)式に(4)，(5)，(7)式を代入すると次式となる。

   (8)

また，赤と黄の時間　 （あるいは　 ）及び青の時間は，信号機の周期時間　 　の内で10秒以上に
なるようにして，更に　 　と　 　を現行の時間　 　と　 　から （＞　0　）秒以内で調整させるために
次の条件を設ける。

   (9)

   (10)

   (11)

ところで十字路において，ある信号機が青である際には，その直角方向の信号機は赤である。し

かしながら，ある信号機が赤である際には，その直角方向の信号機は必ずしも青ではない。十字

路においては，直角方向と両方が赤であるときもある。それ故，ある十字路の信号機において，

ある方向の青の時間（ 　－　 ）とその直角方向の青の時間（ 　－　 ）及び，黄の時間（これを
　3　秒とする）の和は，その周期時間　 　に収まるので，次の条件を設ける。

     (12)
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すなわち，

     (13)

ここで，集合　 　に属する（ ）は，十字路の両方向の信号機番号を表わす。
　変数に対してスケーリングを行うために，次のような変数変換を行う。

   (14)

 　を　 　－　 　として，次式の変数　 　を最大化することにより所要時間の最小化を行う。

   (15)

スケーリングにより，(9)，(10)，(13)式は次のようになる。

     (16)

     (17)

  　　　  (18)

(15)～(18)式にルート　1　からルート20の数値を代入することで制約条件が得られる。この問題
では，信号機（踏切を含む）は合計83基あり，その内で十字路の両方向の信号機時間の停止を考
慮する信号機は　5　基である。この制約条件を満たしながら， 　が最大となる最適解を求める。こ
の最適化問題の制約条件式は，(15)式だけが　2　次式である。(15)，(16)，(17)，(18)式はそれぞれ
20，44，16，　5　個であり，合計85個である。変数は　 ，22個の　 ，　8　個の　 　であり，連続変数が
合計31個である。
　この二つの買物目的地に行く経路においては，隣接した信号機は同期を取ることによって信号

の通過を円滑に行っている。それ故，この最適化問題においては，各信号機の周期時間　 　は現行
と等しいとして，この周期時間の内で青や赤の時間を調節して，方向の異なる二つの買物目的地

までにかかる時間をできるだけ短縮させる。

　6　．数値シミュレーション

　数値シミュレーションで使用するデータを調査した日は，特定の　1　日ではなくて，数日に分け
て計測した。信号機に関するデータは，数回計測して，その平均値を用いた。

　図　1　には，広島駅から広島府中ソレイユまでの地図を示している。この二つの店舗は，広島新
市民球場の西側と東側にある。

　表　1　には，広島駅からソレイユまでの周辺の地名と，そこに住んでいる人々の人数を記してい
る。これは，年齢に係りなく全人口である。第20番目の地名は新市民球場として，プロ野球の試
合がある日の集客人数である（昨年度の集客数の平均）　2　万　7　千人を用いている。この20ヵ所の
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居住地の内で，住んでいる人口が　2　千人以上であるのは10ヵ所である。表　2　には，この10ヵ所の
居住地域とその人口が記してあり，商圏の考察の対象としている。

　図　2　には，各居住地域から広島駅までのルートを道路に示している。図中の道路に記した番号
は，交通信号機に付けた信号機番号である。図　3　には，図　2　と同様に，各居住地域から広島府中
ソレイユまでのルートを道路に示している。

　表　3　には，自転車による移動により，各居住地から広島駅の複合店舗までの心理的要因を含む
所要時間の調整因子λの値を記している。この表において，各居住地から広島駅までのルートの

番号と，そのルートに沿って設置された信号機の総数，その内で，移動の際には停止することに

なる信号機の総数を記している。また，そのルートで移動する「距離」と，それを平均速度で移

動する際にかかる「所要時間（秒）」を記している。更に，信号機で停止する時間（複数あればそ

の和）を「心理的要因（秒）」として，所要時間との合計を「心理的所要時間」としている。この

「所要時間」を「心理的所要時間」に変換するためのパラメータである「λの値」を記している。

　例えば，新市民球場から広島駅まではルート19番である。このルートに設置された信号機は
番号　1　～　8　の合計　8　基であり，その内で，停止する信号機は　3　基である。このルートは距離が
990メートルであり，所要時間は238秒である。信号機で停止する総時間は52秒であるので，実
際には290秒の所要時間になる。それ故，調整因子λの値は1.04となる。
　表　4　には，自動車による移動により，各居住地から広島府中ソレイユまでの心理的要因を含む
所要時間の調整因子λの値を記している。

　表　5　には，表　3　と　4　に記した調整因子λの値により，(1)式を用いて，各居住地から二つの小売
施設に出向する確率と，その人数を記している。ここで，広島駅のASSE，福屋とエールエール
の売場面積は，それぞれ8,868㎡，37,500㎡であり，合計46,368㎡である。広島府中ソレイユは
64,500㎡である。周辺の居住地の人口55,105人であり，この内で球場人口は　2　万　7　千人である。
これにより，広島駅のASSEと福屋とエールエールには　2　万　4　千人程度，広島府中ソレイユには
　3　万　1　千人程度の集客になる。この表において，EXCELの小数計算により，30,888は30,890に，
24,217は24,215になる。
　各居住地に在住している消費者が，各店舗に到着するために実際にかかる所要時間を数秒程度

短縮可能が見込めるかどうかを調べるために，各ルートに「許容時間」を数秒少なく設定した。

表　6　と　7　には，その許容時間を記している。
　また，信号の周期時間は一定にしておいて，青と赤の時間を現行から変更することによって，

各居住地から店舗までの所要時間から，更に短縮が可能である時間を算出する。EXCELのソル
バー機能を用いて，前章の最適化問題の最適解を求める。 　には制限を設けないで，自由に調整
することにした。計算時間は数秒程度であり，最適値は　 　＝5.2となり，約　5　秒である。このシ
ミュレーションでは，信号機を調整することにより，各ルートの所要時間を　5　秒短縮することを
表している。表　6　と　7　には，各ルートの「変更後の所要時間」が　5　秒短縮していることを示して
いる。

　この数値シミュレーションにより，広島新市民球場の北側と南側にある，広島駅と広島府中ソ

レイユを結んでいる二つの幹線ルートは，各信号機の青の時間を少なくとも数秒程度は長くし

て，自動車が通過する交通流を多くした方が良いことが分かる。この結果，これに縦断する南北

のルートは青の時間が減少するので，停止時間が増えることになる。しかしながら，球場周辺に

は信号機が元々少ないので，球場周辺の住居人には，それ程不便には感じないと予想される。
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図　1　　広島駅から広島府中ソレイユまでの地図

表　1　　広島駅からソレイユまでの周辺の地名と人口

人口（人）地　　名番号人口（人）地　　名番号

1,880西蟹屋111,712曙1
1,316東山町121,400愛宕町・東蟹屋町2
3,412光町132,429的場町他3
1,527二葉の里141,656荒神町他4
4,301本町152,167大須5
1,813南蟹屋163,965大洲6
3,660矢賀172,065大通7
3,969山根町182,137尾長東8
1,384若草町191,469尾長西9
27,000新市民球場201,229幟町10

表　2　　人口　2　千人以上の居住地

人口（人）居　住　地番号

2,429的場町他1
2,167大須2
3,965大洲3
2,065大通4
2,137尾長東5
3,412光町6
4,301本町7
3,660矢賀8
3,969山根町9
27,000新市民球場10
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図　2　　各地域から広島駅までのルート

図　3　　各地域から広島府中ソレイユまでのルート
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表　5　　小売施設に出向する確率と人数

広　島　駅　店　舗ソ　レ　イ　ユ
人口（人）居住地番号

人　　数確　　率人　　数確　　率

1,4480.5969810.4042,429的 場 町 他1
3860.1781,7810.8222,167大 須2
1,1740.2962,7910.7043,965大 洲3
3740.1811,6910.8192,065大 通4
7440.3481,3930.6522,137尾 長 東5
2,0980.6151,3140.3853,412光 町6
1,0370.2413,2640.7594,301本 町7
7870.2152,8730.7853,660矢 賀8
2,0480.5161,9210.4843,969山 根 町9
14,1210.52312,8790.47727,000新市民球場10
24,21530,89055,105総数

46,36864,500売場面積（平方メートル）

表　4　　広島府中ソレイユまでの心理的要因を含む所要時間の調整因子の値 （自動車移動）

λ　の　値

心　理　的

所要時間

（秒）

心　理　的

要　　因

（秒）

所要時間

（秒）

距　　離

（ｍ）

停止信号

機　　数

（基）

設置信号

機　　数

（基）

ルート居住地番号

1.035921084842,6906142的場町他1
1.01244182261,100234大 須2
1.03321452761,150226大 洲3
1.04285532321,160478大 通4
1.03306532531,0902410尾 長 東5
1.03458813771,99041212光 町6
1.02447533941,8604714本 町7
1.05295652301,1503716矢 賀8
1.035691024672,27061518山 根 町9
1.01443234201,9502620新市民球場10

表　3　　広島駅までの心理的要因を含む所要時間の調整因子の値 （自転車移動）

λ　の　値

心　理　的

所要時間

（秒）

心　理　的

要　　因

（秒）

所要時間

（秒）

距　　離

（ｍ）

停止信号

機　　数

（基）

設置信号

機　　数

（基）

ルート居住地番号

1.0428960229955261的場町他1
1.01809297803,2502113大 須2
1.02548584902,0404155大 洲3
1.01927448833,6803157大 通4
1.01412283841,600379尾 長 東5
1.0120691978201311光 町6
1.011,011449674,03031513本 町7
1.01773347393,08041515矢 賀8
1.01383183651,5202717山 根 町9
1.04290522389903819新市民球場10
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　7　．考察

　本論文では，広島駅周辺の住民が両店舗に自転車または自動車で買い物に行く場合に，現在設

置されている信号機の赤・黄・青の時間のサイクルを変化させて，消費者が　2　店舗に到着するま
での所要時間の変動を算出した。更に，対象となる住民が予め設定された時間内に到着可能かど

うかを調べた。来店客が通行して来ると予想される経路を定めて距離を算定しているので，他の

経路から来店する場合は考慮していない。渋滞などによる速度の変動は，平均速度を変更するこ

とによって考慮できる。

　米国のハフによる商圏では，近接地域には異なるショッピング・モールが複数ある場合に，ど

ちらを選択して自動車で買物に出向するかを考察している。距離が遠ければ選択しない傾向とな

るが，調整因子λの値は　2　として，距離が　2　倍になれば　4　倍程遠方として表現している。更に，
ショッピング・モールまでの距離に15倍以上の差があるならば，λの値を　3　とする場合もある

表　6　　広島駅までの所要時間の変更 （自転車移動）

変更後の所要時間

（秒）

現在の所要時間

（秒）

許　容　時　間

（秒）
ルート居住地番号

2842892851的 場 町 他1
8048098053大 須2
5435485445大 洲3
9229279237大 通4
4074124069尾 長 東5
20120620211光 町6
1,0061,0111,00713本 町7
76877376915矢 賀8
37838337917山 根 町9
28529028619新市民球場10

表　7　　ソレイユまでの所要時間の変更 （自動車移動）

変更後の所要時間

（秒）

現在の所要時間

（秒）

許　容　時　間

（秒）
ルート居住地番号

5875925882的 場 町 他1
2392442404大 須2
3523573536大 洲3
2802852818大 通4
30130630210尾 長 東5
45345845412光 町6
44244744314本 町7
29029529116矢 賀8
56456956518山 根 町9
43844343820新市民球場10
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［4］。本研究では，これとは対照的に至近距離を考察の対象としていて，広島駅には自動車では
なくて自転車に乗って買物に出向することを考察している。

　本研究では，競合する二店舗が近接しているので，単に距離や売場面積だけでは評価できない

様々な要因があり，出向する確率を明確に設定することには無理がある。

　主観的な時間または距離に変換する調整因子λは，商圏の地域の実態に合わせて決定するのが

一般的である。すなわち，買物行動の調査を行ってパラメータλを推定することが望ましい［3］。
本研究では，実際に設置されている交通信号機による抵抗要因を用いてλの値を決定している。

他の心理的な要因を考慮すると，ここで計測された値よりも更に大きくなることがある。

　広島市西区などの宮島方面に帰宅する球場の観客は，旧市民球場からは市内電車で中区を経由

していたけれども，新市民球場になるとJR列車に乗って中区は迂回することになる。
　本研究は，本学経営情報学部プロジェクト研究の助成を受けた。ここに謝意を表する次第で

す。本研究で使用したデータを実際に現場で採取して数値実験に協力していただいた，本学科の

元　4　年生藤井智美君（平成21年　3　月卒）［9］及び内村諒君（平成22年　3　月卒）［10］に感謝しま
す。
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