
都市シミュレーション分野

平成 23 年度創成シミュレーション工学専攻修士論文梗概集

回遊行動調査と用途断面調査からみる商業集積地区の魅力構成に関する分析

ー 2011 年秋葉原地区を事例としてー

学籍番号  22413564　 氏名　林 恵子

指導教員　兼田 敏之 教授

N

100

m

0

★

★

★
★

★

★

★

①回遊行動調査
（2011 年 7 月 16 日、17 日）
　　　：調査票配布場所
　　　：調査範囲

★

②用途断面調査
（2011 年 11 月 30 日）
　　　：調査対象
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1　研究の背景と目的

　いまやクールジャパン（日本固有のポップカル

チャー）の発信地として世界的に知られる東京都・

秋葉原地区は ,混沌とした魅力をもって幅広い世

代の来訪者層を惹きつけている .歴史的に言えば

この地区は ,戦後の闇市以降の電気・電子パーツ

や家電 ,80 年代からの PC・PC パーツ ,90 年代か

らのアニメ・フィギュア ,00 年代のコスプレ系で

知られてきたが ,いずれも尖端的な零細新奇店舗

とマニアックな消費者層の相互作用（交流・交感）

を通じて「共進化」してきた点で共通した特徴を

有している .

　本研究では ,来訪者の空間行動と店舗集積の構

成の面から ,秋葉原地区の魅力構成を探る .具体

的には ,2011 年に実施した回遊行動調査と用途断

面調査の各々の結果を分析したのち ,双方の知見

を突き合わせながら ,この地区の魅力構成を考察

する .

２．回遊行動調査にみる秋葉原地区来訪者の特徴

分析

　秋葉原地区の来訪者に対し ,2011 年 7 月の土日

2 日間 , 現地配布・郵送返却方式のアンケート調

査（配布総数 2560 枚、回収率 10.7％）を行った

（図 1）.調査内容は来訪者の属性や ,その日の秋

葉原地区での歩行経路と立寄り店舗名 ,購入の有

無などを記入させるものである .

　秋葉原地区における来訪者の平均歩行動線率

（歩行動線数／来訪者数）と平均立寄り店舗数（店

舗立寄り数／来訪者数）を以下に示す .歩行動線

率は ,JR 秋葉原駅周辺（最大 89.9％）, 中央通

沿い（最大 78.9％）, 中央通の西に位置するエ

リア（最大 76.9％）で最も目立ち , 次いで神田

明神通（最大 39.7％）ヨドバシアキバ付近（最

大 21.1％）,という結果が得られた。また平均立

寄り店舗数は , 中央通西側エリア（最大 0.48 カ

所）に集中し ,次いで中央通東のドン・キホーテ

付近（最大 0.22 ヶ所）,JR 秋葉原駅電気街口（最

大 0.16 ヶ所）,という結果が得られた .

　以上から ,中央通（東西両側合計：平均歩行動

線率 31.9％ , 平均立寄り店舗数 0.07 ヶ所）と中

央通の西側を南北に走る通称ジャンク通（平均歩

行導線率 57.7％ , 平均立寄り店舗率 0.12 ヶ所）

の二つの通りの「賑わい」に特徴を見い出すこと

ができる .

３．用途断面調査にみる中央通・ジャンク通の用

途構成の特徴分析

　沿道に接する建築物の立体的用途構成（以降 ,

用途断面と呼ぶ）を調査した .調査方法は ,まず

建物の各階を集計単位（フロア）として ,床面積

比率の最も大きい店舗種をそのフロアの店舗種と

みなす . 住宅地図を用いて店名から店舗種を判

定し , 不明なものについては現地踏査で確認し

た .調査対象は ,歩行動線率と立寄り店舗数がと

もに高い中央通東西両側の沿道とジャンク通とし

た . 対象となる全 997 フロアのうち , 住宅（34

フロア）, オフィス（329 フロア）, 空き（78 フ

ロア）を除く 556 フロアを 11 店舗種に分類にす

る .次に ,対象通りを 2～ 3街区で分割して合計

14 ゾーンを設け , 各ゾーンにおける店舗種ごと

のフロア数の特化係数を求めた .

　ジャンク通にある《ゾーン A》では PC 系：2.26

とノベルティ :1.86,《ゾーン B》では PC 系：2.57,

《ゾーン C》ではノベルティ：2.83 とその他：5.82,

《ゾーン D》では PC 系：3.70, 飲食：2.06 が多い

ことが特徴である .

　中央通西側にある《ゾーン E》では「電気製品：

10.60 とアダルト：2.71,《ゾーン F》ではレジャー：

3.89 と書籍系：3.51,《ゾーン G》では PC 系：2.85

と書籍系：2.69 が多い .《ゾーン H》ではノベル

ティ：2.02 とトイ／ホビー：1.85,《ゾーン I》

図１    調査対象地区（東京都秋葉原）
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図 2    店舗種別特化係数から整理した
中央通・ジャンク通の特徴（係数 2.00 以上を図化）
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その他：2.37, ノベルティ：2.31, トイ／ホビー：

1.84 が多い .

　図 2に各ゾーンにおける特徴的な店舗種（特化

係数 2.00 以上）を示すと , 特化ゾーンの連担や

特化ゾーンどうしの重なり合いを見ることができ

る .

４. 回遊行動分析と用途断面分析の突き合せから

みた秋葉原地区の魅力の考察

　回遊行動調査における年齢層別の回遊パターン

（図 3）を、前節で述べた各ゾーンの特徴と照ら

し合わせて考察する .回遊行動調査における年齢

層別の平均歩行動線率と平均立寄り店舗数を図 6

に示す .

　年齢層別回遊パターンは ,大きく二つの層に分

けることができる .まず一つは ,コミック ,アニ

メ系グッズ ,フィギュアなどのコンテンツ系店舗

種へ立寄る 34 歳以下のグループ , もう一つは ,

電気製品 ,電子系 ,PC 系などのかつて当地区を代

表していた店舗種へ立寄る 35 歳以上のグループ

である . とくに ,23 〜 29 歳の中央通沿いのコン

テンツ系店舗を巡る回遊行動と ,50 歳代の PC 系

パーツや周辺機器が集まるジャンク通を巡る回遊

行動は ,両グループ各々の典型的な回遊パターン

といえる .　

５．結論

　本研究で得た知見を以下に示す .
⑴回遊行動調査の結果から ,多様な年齢層を惹き

つける秋葉原地区の賑わいの重心は ,JR 駅北西象

限のとくに中央通・ジャンク通にあるといえる .

⑵中央通・ジャンク通を対象とした用途断面調査

の結果 ,中央通沿いでのトイ／ホビー ,レジャー

など , ジャンク通での PC 系 , 飲食などの多様な

用途が ,メソスケールで連担しながら集積し ,個

性ある界隈を形成しているといえる .

⑶また双方の調査結果を突き合わせたところ ,年

齢層別の回遊パターンが緩やかに対応しているこ

とを読み取ることができる .

　今後は盛り場の盛衰を論じたジェイコブスの観

点からの詳しい分析が課題である .

では飲食：2.70 とその他：2.50 が多い .

　中央通東側にある《ゾーン J》では電

気・電子系：5.25）, レジャー：2.34, 雑貨：

1.76,《ゾーン K》では雑貨：5.74 と電気・

電子系：4.94 が多い .《ゾーン L》では

電気製品：2.26 とレジャー：2.21, 書籍

系：1.99,《ゾーン M》ではトイ／ホビー：

2.34 と書籍系：1.71,《ゾーン N》では

図 3    年齢属性別の歩行動線率と立寄り店舗率


