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１．回遊行動という行動に着目している理由 

 私どもの研究室が回遊行動を研究する理由と

いうのは、例えば、都心に用事があって来る。

都心に来るときには、用事はたいてい一つでは

なくて複数ある。ルートを決めて歩くのだけれど

も、計画的に歩いている人もいるのだけれども、

そうではなくてブラブラしている人もいる。ある

いは、用事と用事の間に、ふと何かおもしろい

ものがあったら立ち寄る、寄り道がある。あるい

は、新しい何かを探索しておいて、次回の活動

に役立てる。このような回遊性というのが、活力

ある都心づくりのためのキーワードなのではな

いかと考えているためです。 

 回遊性を、５つ項目に分けて説明いたします

と第１に、舞台性。近代社会のあとのポストモダ

ン社会というのを考えたときに、単なる機能効

率性以上の何かが、きっと都心にはあるはずだ

し、だから人が集まるのだという考え方。第２に

人が集まっている空間というのは、実際には安

全なのだという考え方です。これは、ジェーン・

ジェイコブス等の発想が背後にあります。第３

に街の中にいろいろなお店がありいろいろな人

がいる。そういったことが、すなわち街の魅力に

つながっている。これもジェーン・ジェイコブスが

言ってます。さらに（第４に）、都心の開発事業

の効果指標にならないかということです。第５に、

地価が右肩上がりではなくなった時代、地価が

下がり続けて 10 年経って、所有価値から利用

価値に変化していくのであれば、人々が好んで

歩く空間というのは、すなわち利用価値の高い

空間ということになる訳です。ですから、そうい

ったものまで射程に入れてモノを考えたいと思

っております。 

 

２．調査研究方法 

 研究室では、第１ステップとして調査を行って、

それから都心づくりのあり方を考える。もうひと

つは、モデル分析等をしながら定量的な評価の

ためのシミュレーションを行う。この２つのステッ

プで研究をおこなっています。 

 名古屋の都心域を見ますと、ＪＲの線路が通

っていまして、名古屋駅がございます。ひとつ

の中心は名古屋駅でして、もうひとつの中心は、

南北に久屋大通が通っております栄があります。

栄は古くからの名古屋の中心地です。その間に

広小路通というかつてのメインストリートが東西

に通っています。一本北側には錦通というのが

あります。４本北側に桜通というのが通っており

まして、南側には若宮大通。これは、ここが 100

ｍ道路でありまして、縦の久屋大通も 100ｍ。し

かしながら、実際には中に公園があって、片側

４車、計８車線の道路になっています。名古屋

は、江戸時代の初期に名古屋城を開城した時

に、ここを大幅に区画整理をして、碁盤の目の

ような形状、碁盤割りという、京間五十軒、98ｍ

角のグリッドパターンがもともとあります。少し

歴史的な変遷で若干変わっている部分もありま

すけれども。 ここに堀川という、もともと名古屋

城に水を引く必要があったということで造った、

かつてはどぶ川だった、川がありまして、ここに

挟まれた地区が納屋橋という地区で、かつての

繁華街です。名古屋駅と栄地区が商業集積の



二眼で、そこに挟まれた伏見地区、離れたとこ

ろに、若宮通のちょうど南側に大須地区という、

このような位置関係です。 

 96年から、栄、大須、名古屋駅東、都心広域、

今年度は伏見・納屋橋、広小路で調査を行って

おります。調査方法は、晴れている日の昼間に、

10 人程度で対象地区で街頭でアンケート票を

配付します。その中には、調査票と着払いの返

信封筒が入っていて、それをどんどん渡します。

それを、無記名で、回答者の善意にすがって回

収するというやり方です。回収率は低いときで

７％、多いときで 15％程度です。 

 アンケートの内容は、来街の目的、手段、頻

度、滞在時間、立ち寄り施設。購買の有無等も

聞くときがあります。重要なのは歩行経路、地

図を中に入れ、略図を入れておいて、どこを歩

いたかというのをしっかりと書いてもらう。あと

は回答者情報や属性です。このアプローチは、

パーソントリップ調査のようなマクロではなく、ま

た、歩行量カウントのようなミクロでもなく、その

中間のメソ･スケールとでも言うべきもので、ま

ちづくりや再開発といったスケールに対応して

おり、故にかゆいところに手が届きます。 

 

３．回遊行動モデル 

 モデルとして整理するときには重力アナロジ

ーを多く使います。要するに、人がいて、大きな

店と小さな店があったら、小さな店よりも大きな

店のほうに行きたがる。遠い店よりも近い店に

行きたがる。これを重力のアナロジーで考える。

引力を選択確率で見て、質量を魅力ないしは売

場面積で見て、距離の α乗に反比例というよう

なモデルで考える。これがハフモデルと言われ

るもので、マクロ系の商圏分析の基本になって

います。 うちでは、メソ・スケールの行動を予

測するという観点で、マクロとミクロの二段階の

ハフモデルというのを考えています。例えば、こ

こが大須だとしますと、名古屋圏の各地から、

大須の地区にやってくるのを予測するマクロモ

デルと、大須の地区内で、どこのストリートを動

き回るかというのを予測するミクロモデルという

のを２段で作っておいて、そいつを別々にパラ

メーター推計してあげて組み合わせるというや

り方です。さらに、大須の中で用事のチェーン

（連鎖）があるわけですね。最初にパソコンを見

に行く。１軒目が、どうも高そうだから、次のお

店へまたパソコンを見に行くと、ここは安そうだ

から、気に入って買って、そして３軒目に、一服

するかということで喫茶店に入る。コーヒーを飲

んで帰る。というような用事の連鎖を、行列表現

してあげるわけです。そして、推移確率の形に

書き直してあげる。マルコフ性というのは、ある

トリップの行動が前のトリップに依存しないとい

う強い仮定があるのですけれども、その仮定の

もとで、推移確率行列行動が不変だと考えれば、

これは産業連関表の逆行列の計算と全く同じ

原理で、波及効果の計算ができるというのがあ

りまして、そういったものを使っています。では

帰宅確率というのが本当に一定なのか。帰宅

確率一定ということは、ごくごく少数だけれども、

無限に近いほど歩く、１日のうちに 100km も

200km も歩くような人が出てくることにならない

かということを考えるわけです。そのときに、退

出確率は一定といえるのかというのを考えた福

岡大学の斎藤先生のチームの研究がありまし

て、これが計測結果です。これは累積の歩行距

離です。縦軸が累積の滞在人数です。どんどん

下がっていくわけです。４km くらいまでいくと、

残っている人が２％か３％になる。４km のところ

で考えれば、このギザギザは右肩に上がって

いるようにも見えるし、あるいは直線と仮定して

もおかしくないようにも見える。しかし、４km 以



降はしようがない。もともと母数が小さくなってし

まうからしようがないのではないか。こういうよ

うなことで、４km までくらいだったら使えるので

はないかと考えています。 

 

４．栄地区調査（1997 年）にみる回遊行動 

 栄地区で回遊行動を最初に調査した頃から、

栄地区というのは百貨店がひしめいています。

さらに、三越の南側に再開発の計画が持ち上

がっていて、ここのところが今年の地価公示で

中京圏で唯一地価が上がったところです。三越、

松坂屋、パルコ、丸栄という地元資本、それか

らアネックス。この年にはナディアパークができ

まして、ナディアパークの効果というものをどう

とられていくかというのがひとつの課題でした。

ナディアパークができて、地元の新聞が書いて

いたのは、人々が、栄の活動中心が南にシフト

した。いわゆる南進化と言われていて、確かに

行ってみると南のほうにはおしゃれなものがい

ろいろできている。東京にいる人から見ると、

「まあまあかな」と思うですが、名古屋の人たち

はそれを喜んでいます。栄の特徴というのは何

かといいますと、六大店舗で、第一立ち寄り施

設は５割よりも小さいのだけれども、累積の立

ち寄り数で考えると５割よりも大きくなってしまう。

これは何を意味しているかというと、大店舗を

目的としている人は、そこをグルグルと回る傾

向がある。それ以外の人は、そそくさと帰ってし

まう。これを意味している。栄は大店舗が競合

するお買い物の街ということになります。 

 これは、先ほど説明いたしました推移確率を

六大店舗間でやったものなのですけれども、こ

のような整理ができます。片や売場面積、もう

ひとつは距離で測定しておいて、そして、モデ

ル式を使ってパラメーターを推定してあげるわ

けです。 αは距離抵抗パラメーターというので

すけれども、１よりも小さくなって、0.635という値。

これが、平均誤差率が 10％を切っておりますの

で、当たらずしも遠からずという感じで、だいた

いの傾向はぼんやりとですが見えていると言え

ます。この数値の個々について推定するという

ことがミクロハフモデルのアプローチということ

になります。 

ここでは、ナディアパークがあったケースで

調査したのですが、もしなかったらというので逆

推定をしました。ナディアパークの効果というの

を逆算すると、例えば、栄全体では 3.5％お客

が増えているけれども、各お店で見ると立ち寄

り者数が減っている。そういうふうな読み方がで

きる。 あるいは、パルコの増床という、南側の

増床計画がちょうどあったものですから、パル

コがもし増床したらどうなるかというと、三越と

か松坂屋のお客さんは増えるだろう。しかしな

がら、北のアネックス、丸栄、ナディアの、ここ

のライン以外の部分は減るだろうといった予測

ができるわけです。 

 

５．大須について 

・まちの特徴 

 大須は、今や全国区になったと名古屋の人が

大喜びしているほど魅力がある街です。ごちゃ

混ぜの魅力がありまして、商店街の中で空き店

舗なしがずっと続いています。大須は浅草と秋

葉原と巣鴨を足して、３ではなくて５くらいで割っ

たような所です。 

 ２番目に、意外にも国際色が豊かでありブラ

ジル系の人が多く、ブラジル料理屋等のお店が

最近は増えてきております。他にも多様な店種

があり、多様な客層がいます。 

また地価下落基調の中京圏で唯一気を吐いて、

上昇に転じたことがあります。これは、昨年度

の土地白書の中にも掲載されました。 



・各ストリートの特徴 

 大須の特長は、ストリートごとに特色のあるお

店がたくさん並んでいて、それが、東京の人か

ら見るととても新鮮に見えます。よく、近代化と

いうのは機能分化の歴史だという言い方をしま

すけれども、機能が分化していくのではなく混

在していくようなポストモダンな魅力があり、そ

れゆえにいろいろな人たちが集まってくる、この

ような構造になっています。 

 仁王門通というのは、日用雑貨の販売店が多

く、客層にばらつきがあまりありません。東仁王

門通に行くと、衣料品店が多く女性の客が多く

見うけられます。本町通に行くと、日用雑貨の

店舗が多く、名古屋ではローカルで有名な[コメ

ヒョウ]という大型のリサイクルショップがあり、

客層にばらつきは見られません。万松寺通は

衣料品店があり、若者が男女問わず目立ちま

す。赤門通はパソコン、電化製品のお店が多く、

５０歳代までの男性が圧倒的に多い。新天地通

は飲食店の店舗とパソコンが多く、やはり男性

が多い。以上のような特徴があり、いろいろなも

のが集まっています。 

・街へ来る目的 

 大須に来る目的は、これは２年前の調査です

が、パソコン関連購入がトップで、次に飲食とい

う結果でした。 

 大須の地区には、広さや新しさをひとびとは

求めていません。むしろ狭苦しいところや活気

があったり、値段が安いとか、店に立ち寄りや

すいとか、歩行が快適とか、そんなことが求め

られています。 

 属性別に見ますと、男性はパソコンが圧倒的

に多く、１人当たり 2・3 カ所に立ち寄っている。

女性は衣料品が多くなっています。 

年齢で見ますと、寺社に立ち寄る目的の高齢

者が比較的多く見られます。 

こういった調査をやりますとだいたい男女

半々の回答率で若干女性の回答が少し上回る

のが普通です。しかしながら大須の調査だけは、

回答者の３分の２が男性です。そういうような意

味では非常にマニアックな世界ということになり

ます。 

 その他、商圏は市内で 53％、残りが市外とな

っており、商圏は非常に広域的です。来訪頻度

が低い方は遠くからやってきて、たくさん歩いて

帰っていくというような傾向があります。 

行動パターンをシミュレーションするときには、

お店の間の推移確率ではなくて、店種間の推

移確率を作って、それを不変だということにして

おいて、改良を加えたシミュレーションというの

をおこなっています。まず、マクロモデルで大須

に行く客の数を求めて、そして、何を見るか考

えます。実際にどこに行くかを考えて、買うか、

次に行くかというのをやって、これをグルグル回

して、最後にどんどん数が減っていって、適当

なところで収束演算を終了して数値を求める。

属性としては、男女、年齢が３階層、施設種類

が７つ、飲食とか、パソコンとか、衣料とか、寺

社・公園とか、生活雑貨とか、娯楽とか、そうい

ったものです。シミュレーションのフローとして

は、マクロモデルとミクロモデルの間に店種間

推移行列確率というのを挟み込むというような

やり方をとります。 

 ここでは、入り口の大須三十番の再開発計画、

小振りなプランで、床面積の総計が 4,000 ㎡程

度、その中のテナントの種類の構成を変えてシ

ミュレーションを行うということにしました。 

 ケース１の方は、パソコンショップを中心とす

るようなケースです。男性の来客数は軒並み増

加しています。ところが、地区別に見ますと、こ

こに再開発の地区があるのですが、この裏側

のストリートと、さらに行ったストリートでお客が



減ってしまうという計算結果が出るわけです。 

 ケース２では、衣料を中心としたときには、ど

うも減るケースがない。どこも一様に増えるとい

うようなことが出ています。 

 

６．都心域広域調査 

 次にお話しいたしますのは、都心の広域調査

でございまして、これは一昨年の 10 月におこな

ったものなのです。両方合わせ 1,000 票近くの

回答票を回収できました。ここでの目的は、都

心域という、地区間を歩行でどれだけ移動して

いるかというのを知りたかったというのがひとつ

あり、もうひとつは、タワーズができた後の大規

模調査というのがありまして、影響がどう出てい

るかというのがこの調査の狙いです。範囲とし

ては、栄があって、納屋橋があって、名古屋駅

があって、南東端が笹島、北東端が牛島の再

開発のエリア。北端は市役所の官庁街。東端は

空港線といって都市高が走っているところ。若

宮通があり、南端には大須の部分を入れて、地

下鉄駅だけで九つあり、かなり広い範囲です。

名古屋市の総合計画でいう都心核という部分で

す。このエリアは地上のほかに、栄と名駅に地

下（地下街）があって、空中（タワーズ）があると

いうところです。 

 調査結果ですが、栄と名古屋駅の間は地下

鉄で２駅でございまして、平日の昼なんかはビ

ジネスマンがよく歩いている姿を見かけるわけ

です。ところが、密度図に並べると、そんなに歩

いているわけではなくて、実際には、名古屋駅

ですと南北方向、栄ですと東西方向の動きとい

うのが、実は一番多いわけです。これが休日に

なりますとパターンが変わりまして、名古屋駅で

すと東西通路の交通量が多くて、栄ですと南北

軸が強くなってきます。これはローカルには問

題でありまして、それはどういうことかといいま

すと、あとで説明します広小路通の活性化の計

画を名古屋市が大々的に取り上げており、大須

の人たちはあまりいい顔をしてません。東西軸

よりも南北軸のほうが顔なのではないかという、

東西軸と南北軸の間で、実は、ある種緊張があ

るというように考えられます。我々の調査結果

は、どちらかというと、休日に関していえば、南

北軸のほうが今や強くなっているのですが。そ

ういうような議論もあります。 

 タワーズでどう変わったということですが、研

究から見た変化についてアンケート調査を行い

ますと、名古屋駅に来る回数が増えて、栄が減

ったという結果が出ておりまして、栄がどうも地

盤沈下をしている感じがします。それは、昨年

度のはじめにタワーズがオープンしましたが、１

年目よりも２年目のほうが顕著になっています。

タワーズの開設後の来訪者の属性でいうと、男

性が４割で、女性が６割ということで、調査その

ものが持っているバイアスがありますので一概

には言えないのですがこの２つの地区はだい

たい似た傾向となっております。 

 ところが、年齢階層で見ますと、名古屋駅は

若い人がすごく多くなっている。これは顕著に

出ています。前からそういう傾向があったので

すけれども。逆に中高年の人が、栄に多い。こ

ういうような傾向がはっきりと見えてきています。

以前はこれほどはっきり見えなかったのです

が。 

 さらに、来ている人の居住地でいいますと、名

古屋駅は市外から来ている人が多い。ところが、

栄のほうは市内から来ている人が多い。前から

そういう傾向があったのですけれど、さらに加

速化された感じがします。名古屋駅に来る人は、

タワーズの効果で、もともと市外の駅近辺のお

店に通っていたような人が、そこに行かなくなっ

て、タワーズのほうにやってくる、名古屋駅地区



にやって来るという傾向が如実に出ている。片

や栄の方は、車に頼って来る人が多く、地下鉄

と車の他にはバスが多いままです。 

 名古屋駅地区の回遊行動がどう変わったかと

いうことですが、実は、タワーズのできる１年前

に同じ調査をやっていまして、それを比較しま

すと以下の傾向があります。名古屋駅は、百貨

店が、松坂屋、近鉄、名鉄が２つ、さらに高島屋

がオープンするといった激戦区となっています。

タワーズができたときの立ち寄り頻度で見ます

と、男性と女性ですと、女性の立ち寄り数が多

い。これは、お買い物街に共通するような特徴

なのですが、名駅地区全体が買い物客に特化

するようになってきています。もちろん、若い人

のほうが立ち寄り箇所数が多い。市内の人より

も圏外の人、遠くから来た人のほうが立ち寄り

箇所数が多い。こういうような傾向が出ていま

す。 

 お店の競合が何をもたらすかといいますと、

やはりニッチ化というのでしょうか。ターゲットと

する客層を変えることによって何とか対応しよう

とするようなものが見えています。例えば、名鉄

百貨店と松坂屋というのは、女性比率が多くて、

年齢層が高い。名鉄の２つの百貨店と、あと地

下街は、女性の比率が多くて、年齢層が低い。

高島屋は、ちょっと見にくいですけれども、男女

差が見られず、比較的男性が多くて、年齢層が

高い。近鉄パッセは、男性が比較的多くて、年

齢層が低い。こういうような格好で住み分けを

何とかしようとしているわけです。こういうような

傾向が見られます。 

 次に、大店舗並びに地下街の１人当たり立ち

寄り箇所数の変化です。高島屋ができる前は、

１人当たり商業施設に 1.5 カ所程度の滞在があ

った。そのうち半分は百貨店で、半分は地下街

だった。それが、高島屋ができることによって全

体が増えた。しかし、個々で見ると、箇所数は

減っている。これは何を意味しているかといい

ますと、この調査は、来た数をカウントしている

わけではなくて、来た人に対して何カ所回った

かというのを尋ねているわけです。実際には来

街者数は増えているわけです。ですから、立ち

寄り箇所数、お客さんの数積になる訳です。掛

け算になります。駅改札口数ですと、来街者が

十数％増加しているということですので、それ

に１人当たりの立ち寄り箇所数を掛けた数が、

お店に来たお客さんの数になるわけです。もち

ろん、必ずしもお金を落としているわけではな

いですけれども、見に来る人。これが積でくると

いうのが集積そのものが持つ魅力だというふう

に考えられる。我々が回遊行動にこだわってい

るのは、ここにあるわけです。街に来る人が増

えるだけではなくて、街に来た人が回る箇所が

増える。あるいは、滞在する時間が長くなる。 

 結果としては、既存の百貨店はかなり善戦し

ておりまして、おそらく、お客さんの数そのもの

は減っていないのではないかと思います。来街

者数そのものの増分があるわけですから。しか

しながら、地下街は大きく減らしている。実際に

は、お客さんのお財布の紐というのでしょうか、

予算の制約があるわけで、実際には既存店の

売り上げは減っているというのが現状だと思い

ます。街づくりの観点からいえば、立ち寄るお

客さんの数というのが、ある種の指標になりう

るのではないかというように考えて、そこに着目

しているわけです。 

 これを地上と地下と空中というふうに見ますと、

これまでは、地下街が発達していて、みんな地

下に潜ってしまって、どうも地上に人がいない。

何か賑わっている感じがしない。ところがタワー

ズができて、何とスコアが逆転してしまったわけ

です。空中のほうが多くなってしまった。名駅は、



活動の中心が上空に吸い上げられているとい

う様が見てとれる。 

 タワーズのまとめとしては、名古屋駅地区は、

どうも商圏を拡大している上に、追加集積の相

乗効果が起こっていると考えられます。既存百

貨店は何とか競合を避ける努力をしています。

活動の中心は地下から空中に移っているという

結果がここでは出ています。 

７．広小路通の活性化 

 伏見駅界隈というのは、昼間はオフィス街な

のですけれども、名古屋の中では比較的文化

施設が集積していたり、ホテルがあったりしま

す。特に着目すべきところは、ミュージカル劇場

と、あとは御園座です、女性とか年輩の方に非

常に人気があります。 

 平日ですと男性が多くて、30 代～50 歳代が多

くて、会社員が多いけれども、休日になりますと

レジャー目的が増えてしまうということで、主婦

や学生等の女性が圧倒的に多くなってしまいま

す。平日はオフィス街で、休日はレジャー・文化

の街であるということです。 

 劇場の来訪者にアンケート調査を行いまして

回遊行動を見ますと、行きは伏見駅から歩いて、

ヒルトンホテルのところを回って入ってくるので

すけれども、帰りは、タワーズの方角をめがけ

て歩くのです。結構距離があるのです。１キロく

らいあるのですけれども、みんな近いと思って

いるようです。ビルが大きくてスケール感が狂っ

てしまって歩いてしまうようです。途中がいまひ

とつ流行っていないということで不評のため、一

度来た人は、あまり二度は歩かないのではな

いかという話しは出ていますけれども、とにかく、

よく歩くようになっています。言い方を変えます

と、ここはビジネスチャンスでして、ここにおもし

ろそうな施設が連担すれば、地上に人が取り戻

せるはずだろうというように議論されています。 

 事実、伏見・納屋橋地区に来た人は、納屋橋

地区の飲食店に寄る傾向があって、百貨店だと

かは名古屋駅あるいは栄に動いているという傾

向があります。ですから、栄と名駅の間、ちょう

どおへそのような位置にあって、ここを何とか活

性化すれば、名古屋の都心づくりは成功するの

ではないかということを感じます。しかしながら、

ポテンシャルはあるのだけれども、ビジネスチ

ャンスをまだ生かしていないという状況のようで

す。 

 劇場の来訪者にアンケートをしますと、地区

の印象は、劇場の設置によってよくなったという

人がずいぶんいるわけです。ちなみに、劇場に

いらっしゃる方は 85％が女性です。それも、20

代から 40 代までの、いわゆる実質購買力の高

い働いている女性が多いのが特徴です。 

 もうひとつやっていますのは、公開空地で広

小路の活性化のためにイベントを行うと、実際

にはどんな効果があるかということを調査いた

しました。場所は、ミュージカル劇場のちょっと

手前の三蔵のところの朝日会館といって、朝日

新聞社などが入っているビルなのですけれども、

そこに公開空地がありまして、ここが広小路通

なのですが、ここでイベントを行うとどうなるかと

いうことです。 イベントは、断続的に行なって

いるので、それに合わせてカウンタ調査を補正

したりしております。イベント時に歩いている人

は、およそ5,000人います。（広小路通沿いの歩

行の調査） 

 調査の分析の仕方は、公開空地を隣のビル

からカメラで写しまして、エリアに分けて、実際

に何人、人が歩いたかとか、立ち止まったかと

か、この会場に入ったかとか、そういうのを[正]

マークを書いて分析するというやり方です。 

このように計算しますと、カウントした時間中

324 人が不参加なのだけれども、ほとんどは見



ながら歩行するし、立ち止まった人もいる。自転

車の通行者も、85 人中 17 人が立ち止まるとか、

17 人が速度を落とすというような勘定です。 

 歩行者が745人いて、このイベント会場に入っ

ていった人が421人いるということで、参加率は

56.5％ということになります。ですので、5,200 人

の半分以上と考えるので、先ほどの計算でいき

ますと、参加者５割以上がイベントに参加すると

いう、こういうような結果になっています。約

3,000 人です。ですから、ちょっとしたイベントで

も、見ている人は見ているのだということを示し

ています。 

以上（秋元） 


