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 eBook について 

 

はじめに 

 本書はこれから商圏分析、エリアマーケティングといった分野を手掛けていこうと検討され

ている方、少し手掛けてみたもののまだ理解しきれていない方などを対象に、ソフトウェアの操

作などをなるべくなくし、読み物として読みやすさを心がけて作ったものです。興味を持たれて

ダウンロードをしていただいた方の役に立てば喜ばしいと思います。 

 

対象者 

□まだ商圏分析というものを知らないけどこれから始めたい方 

□商圏分析という言葉を聞いたことはあるけど理解しきれていない方 

□一度ソフトウェアやサービスを導入したもののうまく使いこなせなかった方 

 

ゴール 

商圏分析の概要や本質的な内容を理解することが本書のゴールになります。 
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第 1 章 商圏 とは 
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商圏とは 

商圏とは、店舗が顧客を集客できる可能性のある地理的な範囲を言います。商圏分析を行うに

あたって、まずは商圏を定義することが分析の第一歩となります。店舗ごとに顧客データを所持

している場合は、顧客の分布をもとにして店舗の実際の商圏範囲（実勢商圏）を作成することが

できます。顧客データが存在しない場合は、同心円商圏や運転時間／距離商圏などで仮想の商圏

を作成することが一般的です。（ビジネスマップ用語集より） 

 

商圏の概要 

  商圏は、商店の業態や商品によって範囲が大きく異なります。日用品は近所のスーパーマー

ケットやコンビニエンスストア、商店街などで買いますが、家電・PC等は家電量販店で購入

し、衣料品や様々な商品の買い回りはやや離れたショッピングセンター、贈答品・高級品は中

心都市の百貨店・専門店まで出かけて買うといった使い分けがあるためです。店舗・人口密度

が高い大都市圏と、店舗や人口が分散して車社会が進んだ郊外・地方では、同じ商品・商店で

あっても商圏は違ってきます。 

  駅前商店街の商圏は広くても2駅隣までと言われています。大都市中心部の百貨店・専門店

の商圏は広範囲に及ぶといったように、個々の商店だけでなく商店街やショッピングセンタ

ーなど商店の集合体について、あるいは都市圏の概念を併用して用いられる場合もあります。 

  新規出店や店舗運営を行う事業者にとって、商圏の見極めは非常に重要です。特に、全国な

ど広範囲展開する専門店やフランチャイズの新店舗を展開する際には、その地域における販

売戦略の一環として、商圏や需要の分析とエリアマーケティングが欠かせないといわれてい

ます。経験豊富な担当者が蓄積したデータを活用して分析するだけでなく、人工知能（AI）で

売上予測などを行い、採算を予測することも試みられています。 

  経営が成り立つ商圏人口は、消費者の変化、インターネット通販を含む小売業態間での競争、

交通機関の発達（新幹線など鉄道新線や高速道路の開通）といった様々な要因で変化します。

例えば、かつて「百貨店に必要な商圏人口は100万人」と言われていましたが、2010年代に

おいては商圏人口が100万人を超えていても地方や大都市郊外で百貨店が閉店しています。さ

らに、2020年の新型コロナウイルスによるパンデミックにより、百貨店などの業態は苦境に

立たされています。また、夜の繁華街でお酒を含めた飲み会に収入を依存していた飲食店も昼

間の弁当のデリバリーへと新たな業態の開発をしないと生き残れないという直面に立たされ

ています。 

https://www.esrij.com/business-map-glossary/analytical_method/trade_area_analysis/
https://www.esrij.com/business-map-glossary/trade_area/prevailing_trade_area/
https://www.esrij.com/business-map-glossary/
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 ビジネスマップ用語集より内容を一部引用しております。また、最新の世の中の経済状況も新たに

加えております。 
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業態別のさまざまな商圏 

駅前のスーパー、住宅街のスーパー、駅ナカ、オフィスの自販機、郊外のショッピングモール

など商圏の大きさや特色は様々です。 

 

□駅に直結する店舗 

電車に乗ってどこかへ行く、あるいは、どこかから帰ってくる人々が立ち寄ることができます。

少し立ち寄って買い物をしたり軽食を取ったりすることのできるお店が多くあります。 

 

 

□駅近くのスーパー 

帰宅時に必ず通ることのできる立地です。近隣にくらべて夜遅くまで営業している傾向があり

ます。平日仕事帰りの人が立ち寄って夕食や翌日の朝食用に食品を買っていく、といったケース

が想定されます。 
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□住宅街のスーパー 

住宅街の中にあるスーパーは、近隣世帯をターゲットにしている傾向が見られます。平日は専業

主婦を中心に土日はファミリーで買い物といったケースが想定されます。住宅街なので比較的

営業時間も短めです。 

 

 

□ショッピングセンター 

駐車場が充実していて土日にマイカーでまとめ買いするファミリー向けです。複合施設ですの

で、本、洋服、ドラッグ、100円ショップといったほかの業態もあって必要な日常品は比較的容

易に揃えられます。 

 

 

このように１つの町でも駅からの距離、施設の規模、駐車場の有無、小売の業態によって商圏範

囲は様々です。任意のエリアの商圏特徴を知りたいときに商圏範囲を設定する必要があります

が、特徴を吟味したうえで商圏の範囲を設定しなければなりません。 

 

 



  

9 

 

業態別商圏の範囲 

一般的な業態別の商圏の範囲を紹介します。ここにある数値はあくまで目安で都市部と地方

ではまた異なる場合があるでしょう。 

表では、コンビニエンスストアを最も小さな商圏として挙げておりますが、例えばオフィスの

自販機といった数十メートルの商圏も世の中には存在します。 

店舗の売場面積は駅前ほど小さく、郊外に行くほど大きな売場面積を持つ傾向になります。ま

た都市部と比較して地方都市の方が大型店舗になり、商圏は徒歩や自転車で行ける距離から車

が必須となってくる距離になります。 

都市部では駅を中心として一体の町が形成されていますが、地方では大型のショッピングモ

ールに食料品から医薬品、衣料、家電まで揃う地域の核となる店舗は依然として存在します。 

大企業を中心に最近ではテレワーク（情報通信技術を活用し時間や場所の制約を受けずに柔

軟に働く形態）の実験を行うところまで出てきました。今後の働き方・暮らし方次第で新しい小

売の業態も出てくることでしょう。それでも商圏の設定に関する考え方は変わりません。来店手

段や取り扱う商品でおのずと決まってきます。 

 

業態 説明 商圏人口・範囲 来店手段 

コンビニエンスス

トア 

購買してすぐに消費す

る商品が中心 

3,000人以下 

500m以下 
近距離 

近距離 

小型食品スーパー 調理の必要な食品がメ

イン 

5千～1万人 

2km以下 
500m 

2km 

大型食品スーパー 調理の必要な食品と惣

菜 

1万～3万人 

2～5km以下 

5km 

5km 
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業態 説明 商圏人口・範囲 来店手段 

ドラッグストア 医薬品を中心に日曜雑

貨などを扱う 

2万人以上 

2～5km以下 

5km 

5km 

コンビネーション

ストア 

スーパーマーケットと

ドラッグストアとを組

み合わせた小売業態 

2万人以上 

2～5km以下 

5km 

5km 

ディスカウントス

トア 

日用雑貨・医薬品など購

買頻度の高い商品を低

価格で提供 

7万人以上 

5～10km以下 

10km 

スーパーセンター

（SUC） 

食料品スーパーおよび

ディスカウントストア

を完全に一体化。衣食住

全てを扱うフルライン

の売り場をワンフロア

に納め、1か所のレジに

て集中して会計する総

合スーパーの小売業態 

10万人以上 

5～10km以下 

10km 

総合スーパーマー

ケット 

食料品や日用品のみな

らず、衣料品や家電、家

具など、様々な商品を総

合的に品揃える 

10万人以上 

5～10km以下 

10km 

ゼネラルマーチャ

ンダイズ 

ファッションを中心に

購買頻度の少ない商品

を豊富に揃える 

30万人以上 

50km以下 

30km 

50km 
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業態 説明 商圏人口・範囲 来店手段 

百貨店 宝石・貴金属・高級ブラ

ンド品など高価で購買

頻度の少ない商品を扱

う 

30万人以上 

80km以下 

50km 

100km 

 

 

 

商圏範囲が定まった上で商圏上の特性をつかんでいく作業があります。商圏が大きくなるにつ

れて特性も曖昧になる可能性もありますが、時間帯や曜日、商品の売れ方によってはなんらか

の特徴が出ることもあります。大事なのは、必要な商品を必要な人に必要な時間に適切に提供

する、といったことです。 
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商圏の設定方法（同心円、到達圏など） 

商圏の設定方法としては、以下のようなものがあります。ユースケースに応じて使い分けると

よいでしょう。 

 

・同心円 ・・・・・中心より等距離に半径〇km と商圏を設定します。 

・到達圏（時間）・・中心より、移動手段（徒歩、自転車、車）を選択して、道路に沿って移動

した際にかかる時間を元に到達圏を設定します。 

・到達圏（距離）・・中心より、道路に沿って移動した距離に応じて到達圏を設定します。 

・フリーハンド・・地図上でフリーハンドにて商圏を設定します。 

 

以下、具体的に説明します。 

 

□例１）荻窪駅を中心に同心円 1km 

中心に同心円で距離 1km とした商圏を設定した例です。夜間人口が 1 万 4 千人ほど多く、都

心に勤める人の住宅地の要素が強い傾向がうかがえます。 

 

 

 

 

次に起点は荻窪駅で一緒ですが到達圏という考え方があります。人が移動する際には道路を使

います。その道路に沿って移動した際に 1km の到達するエリアを到達圏といいます。例２で

は少しだけ荻窪駅の北口に起点をおいたので、駅より北側のエリアに到達圏が膨らんでいま

す。 
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□例２）荻窪駅を中心に到達圏 1km 

 

 

 

 

同じ到達圏でも「距離」による指定と「移動種別＋時間」による指定があります。例３では、

荻窪駅南口を起点として、車で 5 分移動した場合の到達圏となります。 

 

 

□例３）荻窪駅を中心に到達圏 車で 5 分 
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同じような場所でも、起点となる場所を少しだけズラしてみたり、商圏の設定方法を変えたり

すると商圏の形自体が違ってくることが分かります。統計上の目立った違いはここでは見られ

ませんでしたが、場所によっては駅の北側と南側ではまったく異なる商圏特徴が出てくる可能

性も存在します。 

 

ちなみに、この到達圏を作成する裏側の仕組みとして、道路ネットワークデータというものが

存在します。より高価なものからちょっとコストの安いものまであり、おおよそコストに比例

してできることも増えてきますが、商圏分析の到達圏作成という分野では、簡易的なデータを

利用するケースが多いです。（もちろん厳密な精度を求めることも可能です。いくらの投資に対

していくらのリターンがあるか、といった費用対効果から検討すべきでしょう。） 

道路ネットワークデータを利用するには、オプションのコストが発生する場合が多く存在しま

すが、mapDISCOVERY では特に気にせずサービス標準に道路ネットワークデータも含まれて

います。 

 

商圏の種類まとめ 

商圏の種類を以下にまとめます。 

商圏の種類 特徴 備考 

同心円 最も基本的な商圏。起点からの同心円で距離

を指定する。 

短時間で単純に円商圏を把握

したい場合に有効です。 

到達圏距離 道路ネットワークを利用して起点からの到達

距離を元に商圏を作成する。 

移動距離に応じて商圏を把握

したい場合に有効です。 

到達圏時間 道路ネットワークを利用して起点からの移動

手段と到達時間を元に商圏を作成する。 

道路種別に応じた移動時間を

加味したい場合に有効です。 

手書き（補足） 地図上にフリーハンドで商圏を設定する。 任意の狭いエリアの商圏を指

定する場合に有効です。 

 

世の中に存在する商圏分析といったツールやサービスには、おおよそこのような商圏の設定方

法が存在します。どのようなツールやサービスを使うにしろ、扱う商品や業種に応じて、商圏

の設定方法を選んでいきましょう。 
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第 2 章 データコンテンツの基

礎 
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地域特性

• 店舗出店時に地域特性をつかむ

－ 駅近くの繁華街と閑静な住宅街では地域特性が異なってくる

例１）駅近くの繁華街 例２）閑静な住宅街



  

17 

 

標準的なデータ 

標準的なデータとはすなわち国勢調査（国から提供されている最新の国勢調査データの調査

年は平成27年）です。商圏分析と呼ばれている中で最もよく使われるデータです。国勢調査は、

日本に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査で、５年ごとに実施

されます。国勢調査では、年齢別の人口、家族構成、働いている人や日本に住んでいる外国人な

どの結果を提供しています。 

人口、世帯、就業、住居などの情報はインターネット上で公開されています。データの形式は

CSVファイルやエクセルファイル、集計範囲の境界などはシェープファイル（※）などで公開さ

れています。（※GIS基礎解説 シェープファイルとは） 

 

□統計データの単位 

公開されている面データの中で最も細かい単位は小地域と呼ばれる町丁・字等単位となりま

す。他にデータ項目によって公開されていたり公開されていなかったりする（※公開されていな

い場合は有償で購入も可能）データとして、メッシュ単位のデータもあります。通常は、500m

×500mの大きさのメッシュであり、2分の1地域メッシュ（または、4次メッシュ）と呼ばれて

います。さらに、街区もしくは街区に準じた小区画からなる基本単位区というデータもあります。

基本単位区は国勢調査結果の集計上の最小の地域単位で、町丁・字等別集計に比べて、さらに詳

細な分析が可能です。ただし、基本単位区は1点のポイントとして提供されるため、面としての

データはありません。 

基本単位区で分析するとより詳細なデータ分析ができますが、比較的大量のデータを扱うた

め、高機能なソフトウェアを必要とします。 

 

□主な地域区分 

地域区分 説明 

都道府県 国勢調査実施日（10月1日）現在の境界による，各都道府県の区域です。 

市区町村 国勢調査実施日（10月1日）現在の境界による，各市町村，東京都特別

区部の各区及び政令指定市の各区の区域です。 

市部・郡部 市部は，市（東京都特別区部を含む。）の区域をすべて合わせた地域で

す。全国の市部の場合は全国の市の地域全体，都道府県の市部の場合は

その都道府県の市の地域全体を意味します。 

基本単位区 基本単位区は，学校区，町丁・字など，市区町村を細分した地域につい

ての結果を利用できるようにするために，平成2年国勢調査の際に導入

された地域単位です。 

https://www.esrij.com/gis-guide/esri-dataformat/shapefile/
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町丁・字等 各基本単位区には9桁のコードが付されていますが，その先頭6桁が，

おおむね市区町村内の△△町，〇〇2丁目，字□□などの区域に対応し

ています。 

人口集中地区 人口集中地区は，市区町村の境域内で人口密度の高い基本単位区（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）が隣接して，

その人口が5,000人以上となる地域です。 

準人口集中地区 準人口集中地区は，人口集中地区と同じ基準で人口密度の高い基本単

位区が隣接していて，その人口が3,000人以上5,000人未満の地域で

す。 

  

※総務省統計局「統計表で用いられる地域区分の解説」より 

 

 

□データの種類 

国勢調査で扱っているデータの種類はたとえば以下のようなものが存在します。 

・人口（5歳刻みの各世代ごとの人口） 

・世帯（世帯別の家族構成など） 

・住居（世帯に含まれ、持ち家や借家、戸建てや共同住宅といった区分が可能） 

・就業（就業者数、労働人口など） 

 

□店舗出店時に地域特性をつかむ 

店舗の出店検討時にどこまで厳密に地域の特性を調査すべきか様々な議論がありますがここで

は簡易的・直感的に特性をつかむ方法を紹介します。 

 

例）駅近くの繁華街と閑静な住宅街 

  

 

国勢調査を活用して任意の地域に商圏を設定して地域特性をつかんでみましょう。 

https://www.stat.go.jp/data/kokusei/1995/04-02.html
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例えば、ある地域に同心円1kmの商圏を設定します。 

 

 

以下の図より設定した商圏の特性として、東京都全体の特性と比較して単身者で30代～40代の

ミドル層が多い、といったことが分かります。下記の判断にはもちろん国勢調査のデータが活用

されて判断に至っています。20代〇人、30代〇人といったデータだけでは人が数値を読み取り

考察していく、といった過程をたどりますが、このように若年、ミドル、シニア、単身、夫婦、

ファミリーといった人口や世帯を分かりやすく分類していくと、より地域特性を直感でつかむ

ことが可能です。 

 

 

 

生データをそのままダウンロードしてもなかなか傾向をつかむことは容易ではありませんが、

mapDISCOVERY ではその都度ユーザーが生データを加工してソフトウェアにインポートして、

複雑な設定をして結果を分析するといった面倒な作業をすることはありません。商圏を設定し

て地域特性を見る、といった手順だけで任意の地域特性を直感的に把握できます。 
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第 3 章 最新のデータトレンド 
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動態データの種類

サービスオーナー 説明

通信事業者 携帯電話、スマートフォンの通信サービスを提供する
会社。基地局ベースの動態データとGPSベースの動態
データが存在。

位置情報プラット
フォーム事業者

位置情報プラットフォームに関するサービス、製品な
どを提供している会社。GPSベースの動態データが多
い。

屋内位置情報サービス
事業者

ビーコン、Wifi、カメラなどを利用した主に屋内測位
による位置情報サービスに強い事業者の提供するデー
タやサービス。

• 動態データの特徴
－ データが新鮮

－ 属性データの存在
－ 通信事業者は契約情報などから属性データ（性別、年代など）を保持

－ 位置情報プラットフォーム事業者はスマホ開発のSDK提供が多く契約情報がないので属性データ
は持っていない場合が多い

－ 屋内位置情報サービス事業者はビーコン、Wifiなどの計測では属性データは持っていない。ただ
し、最近ではカメラなどから属性データを読み取る技術開発も進んでいる。
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人口動態データの登場 ~データの取得方法など 

国勢調査は5年ごとに実施され、調査年から公表されるまで数年を要します。データの信頼性

は高いといえますが、最新の状態ではないので、新興住宅地や都心部の再開発地など発展の目覚

ましいところでは、調査された年とそれから数年後の状態では異なった状態である可能性が出

てきます。一方で携帯やスマートフォンの普及などで以前は想像できなかった新たなデータが

登場し、国勢調査ではできない新たなデータの可能性が高まってきています。 

 

□動態データの種類 

動態データとは一般的に人口動態を指しています。ある一定期間内の人口変動をいい、広義に

は出生や死亡、流入や流出をさしますが、結婚、離婚、死産などを含めた人口動態統計の側面が

あったり、また、任意のエリアの一定時間内の人口変動を意味する場合は人口動態データという

呼び方をしたりします。 

 携帯が普及しはじめた2000年前後は、通信事業者の基地局と携帯との通信状況を元にした任

意のエリアの推計によるエリアの人口数を算出する手法が研究開発されていました。携帯にGPS

も搭載されていましたが、一般的なサービスよりは災害や事故などの緊急性の高い場面での利

用が主な利用用途でした。 

 スマートフォンが普及しはじめた2010年代は、通信事業者だけでなくスマートフォンという

プラットフォーム上でサービスを展開する事業者（※ここでは位置情報プラットフォーム事業

者と呼ぶ）が台頭してきました。スマートフォンのアプリケーション上で、ユーザーの同意を得

てGPSデータを取得したうえで、ユーザーの利益につながるサービスを提供するといったビジネ

スが生まれてきたことが大きいと思われます。 

 ただし、GPSでは屋外の測位には強い反面、天空が覆われた屋内では位置自体の計測が困難な

側面がありました。宇宙航空研究開発機構（JAXA）が考案した屋内測位技術の一つでIndoor 

MEssaging System（IMES）と言われる屋内GPSの送信機がありますが、機器自体が高価なた

め、エリアマーケティングの分野での活用は進んでいません。 

       

 そこで、ある店舗の導線把握や混雑度把握といった要件で利用する技術として出てきている

のが、ビーコン、Wi-Fi, カメラなどです。 
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人口動態データの元 

サービスオーナー 説明 

通信事業者 携帯電話、スマートフォンの通信サービスを提供する会社です。

基地局ベースの動態データとGPSベースの動態データがありま

す。 

位置情報プラットフォー

ム事業者 

位置情報プラットフォームに関するサービス、製品などを提供し

ている会社です。GPSベースの動態データが多くあります。 

屋内位置情報サービス事

業者 

ビーコン、Wi-Fi、カメラなどを利用した主に屋内測位による位置

情報サービスに強い事業者の提供するデータやサービスです。 

 

 ビーコン（Beacon）とは、低消費電力の近距離無線技術「Bluetooth Low Energy」（BLE）

を利用した新しい位置特定技術、また、その技術を利用したデバイスのことを言います。ビーコ

ンは、信号を半径数十メートル範囲に発信する発信機です。また、端末のBluetooth機能をオン

にしている状態で専用アプリをインストールしていれば、建物の中や地下でも受信できます。た

だし、発信機側の距離の判定精度を上げるためにはキャリブレーションという設定が必要とな

ったり、電池式の場合は設置自体が手軽にできる反面、電池交換といった機器のメンテンナンス

が課題になったりします。 

 最近、人流解析の分野で研究が進んでいるのはWi-Fiによる動態把握です。ビーコンと違って

専用アプリは必要なく、Wi-Fiをオンにしたスマートフォンを持っている人の位置情報を把握す

ることができます。機器もWi-Fiといった一般的に利用されているデバイスを利用しているので

比較的安価です。ただし、位置情報を正確に把握する目的の場合、Wi-Fiとスマートフォンの距

離を把握するためには3点以上のWi-Fi機器データが必要です。ビーコンより電波の届く範囲が

広範囲で方向もないため、3点からの距離で人の位置が決まってきます。Wi-Fiの生データがそ

のまま活用できるのではなく、そこからある程度データを使って計算していく工程が発生しま

す。 
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人流解析のイメージ） 

 

 

 カメラによる人流解析も研究が進んでいる分野です。特定地点の人の混雑具合をカメラで撮

影した画像により、人のおおよその人数把握が可能です。スマートフォンなど（特定のデバイス）

のあるなしに関わらず人数把握ができるのがカメラの利点です。 
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第 4 章 会社紹介など 
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2

⚫ 設立： 2002年

⚫ 本社所在地： 東京都千代田区平河町

⚫ 代表者： 正木 千陽（まさき ちはる）代表取締役社長

⚫ 社員数： 約200名

⚫ ユーザ組織数： 24,000（国内） 以上

⚫ 販売ライセンス数： 380,000 以上

⚫ 拠点：

⚫ 永田町オフィス（本社）

⚫ 札幌オフィス

⚫ 名古屋オフィス

⚫ 大阪オフィス

⚫ 福岡オフィス

⚫ ビジネスパートナー： 60社以上

会社紹介

ESRIジャパン株式会社

・GISソフトウェア市場

国内シェアNo.1
（市場調査会社による）

3

⚫ Esri : Environmental Systems Research Institute Inc.

⚫ 創立 ： 1969年

⚫ 本社 ： 米国カリフォルニア州レッドランズ

⚫ 代表者 ： Jack Dangermond

⚫ 従業員数 ： 3,000 名

⚫ ユーザ数 ： 35万組織以上

⚫ 全世界の民間企業、国家機関、自治体、大学、研究機関等

Fortune500企業の4分の3以上で利用

会社紹介

米国 Esri 社

・1970年代初頭にGISソフトウェア（地理情報システム）の商品化に成功。

以来、世界シェア No.1 を誇るマーケットリーダー
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お問い合わせ 

最後まで読み進めていただきましてまことにありがとうございました。何か気になる情報やご

不明点などございましたらお気軽にお問合せください。 

 

 

ESRI ジャパン株式会社 

インサイドセールス mapDISCOVERY 担当まで 

メールアドレス： gisinfo@esrij.com 

サービスサイト： https://www.mapdiscovery.jp 
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