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1．研究の背景と目的
　近年、全国で再開発事業や大規模な郊外の開発事業が
行われ、その一環として多店舗の大規模なショッピングセン
ターが多数建設されている。郊外型のショッピングセンター
においては、低層で建築面積が大きいことが特徴として挙げ
られる。また、都市部に建設されるショッピングセンターに共
通した特徴として、多層であること、小規模高単価のテナント
が多いことが挙げられる。どちらのショッピングセンターの計
画においても、それぞれの特徴を前提としたうえで、利用客に
とって買い物が快適な空間になるように工夫を凝らすことに
なる。
　ショッピングセンターの利用客は必ずしも明確な目的を持
って訪れるわけではなく、そこで「迷い」、「発見」することを楽
しんでいると言えるだろう。宮岸ら1）は「ショッピングにとって
大きな楽しみである『迷い』と『発見』も、歩行者の意識の中
に基本的なレジビリティが形成したあとに体験できる」という
考えをもとに街区での自由散策について論じている。これを
踏まえると、「迷い」とは、自分の現在地が施設または街区全
体のどのあたりなのか把握できないというような「迷い」のこ
とではなく、目的を迷うことができる、言い換えると目的を選
べることであると推察される。この観点からは、利用客が目的
を探せなければならないからショッピングセンターにとって目
的となり得るものが多く見渡せる必要があるだろう。
　しかし実際のショッピングセンターを観察すると、それぞれ
で空間構成の違いから買い物の快適さ、特に店舗や通路な
どの形状や配置によって利用客の買い物行動に大きな差が
生じることが予想される。したがって、上記の観点からの評
価指標は、ショッピングセンターの空間計画にも有益である
と期待できる。これに関連する既往研究としては、ショッピン
グセンター内でよく見られる探し歩きという行動に着目し、探

し歩きしやすい空間構成とはどういったものなのかを把握し
ようと試みたもの2）が挙げられる。本研究は、これらの既往研
究の成果を踏まえて、利用客のショッピングセンターにおけ
る「買い物行動中の経路」や「立ち寄り店舗数」などの行動に
着目して、快適なショッピングセンターの特徴を明らかにする
ことを目的とする。

2．研究対象とする施設
　対象施設については東京都多摩市・東京都八王子市・神
奈川県相模原市周辺のショッピングセンター（アリオ橋本、コ
コリア多摩センター、ミウィ橋本、セレオ八王子、京王八王子
ショッピングセンター、八王子東急スクエア）のうち、施設規
模や店舗数に大きな差がないものを選定することとした。加
えて、フロアマップや現地調査から空間構成の特徴が大きく
異なる2施設とした。この際、上記の既往研究を踏まえて、特
に通路に沿って吹き抜けを配置することは見通しが良くなる
ことから買い物行動の利便性が高まると推測されるため、吹
き抜けを通じた見通しの特徴が異なる2施設を選定した。
　以上に述べた条件から、対象施設は神奈川県相模原市に
あるアリオ橋本と東京都多摩市にあるココリア多摩センター
の2施設とした。各施設の詳細を表1、フロアマップを図1、2

に示す。以下に各施設の特徴をまとめる。
2-1．アリオ橋本
　アリオ橋本はいわゆる郊外型のショッピングセンターであ
ると言え、低層で広大な建築面積を持つ。その内部には、通
路に沿って吹き抜けとエスカレータが設置され見通しの良
い通路と、吹き抜けが設置されず見通しの良くない通路があ
り、それら2つの通路を軸として空間が構成されている。
　アリオ橋本は店舗面積の1部をイトーヨーカドーが占めて

いるが、本研究で対象とするのは全体が1店舗としてレイアウ
トされているイトーヨーカドーを除く専門店街とした。
2-2．ココリア多摩センター
　ココリア多摩センターは、かつて百貨店として建設された
が、現在は百貨店は地下1階から2階までのみに限定され、2
階以上はショッピングセンターとしてテナントが入居してい
る。百貨店建築としての典型に沿っており、高層で吹き抜け
は2階の1部分にしかないため、見通しが良いとは言えない
空間構成になっている。エスカレータは施設中央に両方向
から昇降できるように設置されており、エスカレータを取り囲
むように店舗が配置されている。
　ココリア多摩センターにおいては、百貨店部分も個別店舗
の集合体に準じてレイアウトされていることから、それらを含
む地下1階から6階までの全店舗を対象とした。

3．調査方法
　買い物行動は、目標を持たずに歩いている状態（以下、回
遊状態）で目標を見つけ、それに向かっている状態（以下、直
行状態）へと移行し目標に到着後、入店、退店を経て回遊状
態に戻るという一連の行動を繰り返す（図3）。本研究では、
利用客の買い物行動と、行動中の状態を把握することを目
的とした調査を行う。
　本研究の目的に適った調査方法として、既往研究1）、3）～11）

を幅広く検討した結果から、調査員が実際にショッピングセ
ンター内で模擬的な買い物行動（以下、模擬買い物行動）を
行う模擬調査、ショッピングセンターの利用客を無差別に追
跡する調査（以下、追跡調査）、web上でのアンケート調査
（以下、webアンケート調査）などが考えられる。このうち追跡
調査は、滞在時間や詳細な買い物行動についての情報を得
ることができるが、膨大な調査時間が必要であることや、調
査への協力を得ることが難しいことがデメリットとして考えら
れる。webアンケート調査は、多くの回答を得られる可能性
があるが、特定のショッピングセンターにおける滞在時間や
立ち寄り店舗など買い物行動に関する高い精度のデータを
求めることが難しいことがデメリットとして挙げられる。以上
の理由から模擬調査が適切であると判断した。
　模擬調査の詳細については、既往研究1）、3）～8）を参考とし
て、2016年10月と11月の平日の昼間に数回の予備調査を
行い、制限時間や買い物行動の条件などの詳細について検
討し決定した。
　以上の準備を経て、両施設で12月5日から16日までの平
日10時から17時までの間に模擬調査を行った。調査員は19
名（男性15名、女性4名）の20代の学生であり、制限時間20
～25分程度の模擬買い物行動を行った。また模擬調査に付
随して、模擬買い物行動を行った後の心象アンケート調査も
行った。模擬買い物行動は、制限時間内に入りたいと思う店
舗を5店舗以上見つけることと定義した。5店舗以上としたの
は、入りたい店舗を探す意識を持って行動するためである。
調査員には記録者が随行する。調査員は入りたい店舗を見
つけた時点で目標とする店舗に向かう旨を発言し、目標とし
ていた店舗に到着したら入店はせずに次の目標を探す行動
に移る。目標としていた店舗に到着する前に、別の入りたい
店舗を見つけた場合には、そのことを発言した上で、寄っても
良いこととし、その後、再度目標としていた店舗に向かう。ま
た、サインを含むガイドマップなどは見ない、スマートフォンな
どは使わない、エレベータを使用しないこととした。

　模擬買い物行動中の状態を、直行状態と回遊状態に分
け、調査員の状態とたどった経路、立ち寄った店舗とその数
について把握した。店舗についてはその属性を考慮するた
め、飲食と非飲食に分類した。また、調査員を普段の道に迷
う程度の自己評価を迷い度として、迷い度（A=迷わない・B=
どちらでもない・C=迷う）ごとにグループ分けした。迷い度と
ともに性別、施設への来場経験の有無を併せて調査員の属
性について表2に示す。

4．模擬調査結果と考察
4-1．心象評価
　模擬買い物行動後の心象評価アンケートでは、各項目に
ついて5段階での評価を行った。評価項目については既往研
究1）、10）を参考とし、表3に示した項目について回答を得た。
　アンケート結果について表4、5に示す。各表に該当する調
査員が少ない表においては、以下に述べる傾向は誤差を含
む可能性があることに留意されたい。
　アリオ橋本の評価はおおむね3を超えており、全体に高評
価だったと言える。ココリア多摩センターは調査員全体の評
価では「見通しが良い」「時間が短かった」以外の4項目は3
を超えているためアリオ橋本と比較しても悪いというほどの
評価ではなかった。しかしココリア多摩センターの評価を分
類ごとに見ると、来場経験のないグループで多くの項目で3
以下の低評価となった。
　「見通しが良い」の項目に関しては、ココリア多摩センター
よりもアリオ橋本の方が良かったという結果が得られた。こ
れは上記の通り、吹き抜けが通路に沿って設置されているこ
とが要因として考えられる。しかし、「探し物がしやすい」とい
う項目に関してはほとんど同程度の評価だったことから、見
通しの良さが必ずしも探しやすさにつながるわけではないと
いうことがわかった。
　その他4項目については「迷わなかった」「疲れていない」に
ついてはココリア多摩センター、「また来たい」「時間が短か
った」についてはアリオ橋本のほうが高評価だった。したがっ
て、アリオ橋本に関して言えば、「迷い、疲れたが、時間が短く
感じ、また来たいと思った」という感想を持ちやすく、一方コ
コリア多摩センターでは「迷わず、疲れなかったが、時間が長
く感じ、また来たいとは思わない」という感想を持ちやすいこ
とが予測される。
　迷いやすさの自己評価を「迷わない」としているグループ
（以下、A）と「迷う」としているグループ（以下、C）で分類する

と、両施設ともに、Aの方が「探し物がしやすい」「見通しが良
い」「迷わなかった」の3項目について評価が良かった。アリオ
橋本では、Aはすべての項目が3以上の評価であり、Cは「探
し物がしやすい」「時間が短かった」の2項目で3未満の評価
であった。ココリア多摩センターは迷い度にかかわらず、「見
通しが良い」「時間が短かった」の2項目で3未満の評価であ
った。
　AとCをさらに各施設への来場経験の有無で分類した。ア
リオ橋本においてAで来場経験がある人は、調査員全体の
評価よりも「疲れていない」以外の5項目に関してわずかに高
く、「疲れていない」の項目もわずかに低い程度でおおむね平
均程度であった。Aで来場経験がない人は「また来たい」以
外の5項目で調査員全体の評価よりも高い評価であった。一
方、Cで来場経験がない人は「探し物がしやすい」「見通しが
良い」「迷わなかった」「時間が短かった」の4項目で調査員
全体よりも低い評価であった。
　次にココリア多摩センターにおいて、Aで来場経験がある
人は「探し物がしやすい」「迷わなかった」「疲れていない」の
3項目で調査員全体よりも低評価であり、特に「疲れていな
い」の項目が低い評価であった。Aで来場経験がない人は
「迷わなかった」「疲れていない」以外の4項目で調査員全体
よりも低評価となった。Cで来場経験がある人は「疲れていな
い」の項目以外で調査員全体よりも高評価で、「疲れていな
い」に関してもわずかに低い評価だった。Cで来場経験がな

い人は全項目で調査員全体よりも低評価であった。
　迷い度を「迷う」と自己評価している人にとって来場経験
の有無が、その空間が快適だという印象を持たせる大きな
要因である可能性が考えられる。したがってCの人には「また
来たい」と感じさせることが重要となる。
4-2．買い物行動における経路
　模擬買い物行動の経路と状態の記録については図3、4を
例として示す。
　表6より移動距離に占める直行状態での移動距離の割合
はココリア多摩センターよりもアリオ橋本の方が大きいという
結果が得られたことから、アリオ橋本の方が目標を見つけや
すかったと考えられる。また、アリオ橋本では調査員全員が通
路に沿って吹き抜けとエスカレータが設置してある見通しの
良い通路の方が、吹き抜けが設置されていない通路よりも行
動した経路が長かった。　
　表7よりCはAよりも移動距離に占める直行状態での移動
距離の割合が両施設で1.4から1.5倍であった。わずかな差
であるが、AとCそれぞれの移動距離に占める見通しのよい
通路で行動した距離についてもCの方が8％ほど多かった。
選択した店舗ごとの直行状態での移動距離もCの方が20％
程度多かった。これらから考えられることとして、入りたい店
舗を探す際にAはCよりも空間を認識することを優先し、ある
程度空間を把握してから店舗を選択しているため回遊状態
での行動が多くなったと考えられる。一方Aは、空間認識で

はなく見える範囲の店舗の把握を優先し、その中から店舗を
選択しているため見通せる範囲内において直行状態で移動
しているということが推測される。
　ここで、AとCを各施設への来場経験の有無でさらに分類
する（表8）。アリオ橋本では、Aは回遊状態と直行状態での
移動距離が移動距離に占める割合に来場経験の有無はほ
とんど影響していないことがわかる。Cで来場経験がない人
は移動距離に占める直行状態での移動距離の割合がAより
も10％程度大きかった。つまり、「迷う」人にとって来場経験

のないショッピングセンターが見通しの良いことは目標を探
す際に良い影響を与えていると考えられる。
　ココリア多摩センターにおいて、Aはアリオ橋本と同じく、
回遊状態と直行状態での移動距離が移動距離に占める割
合に来場経験の有無はほとんど影響していない。一方Cは移
動距離に占める直行状態での移動距離が、来場経験がある
人はない人の3.7倍であった。以上のことからも「迷う」人にと
って来場経験の有無が、その空間が快適だという印象を持
たせる大きな要因である可能性が示唆される。

　表11において、AIC(1)は、見通しが良い店舗と悪い店舗
を選択する確率が、全店舗数における比率と異なっていると
いうモデルの赤池情報量規準を表している。一方でAIC(0)
は、見通しが良い店舗と悪い店舗を選択する確率が、全店
舗における比率と等しいというモデルのものである。これによ
れば、非飲食、飲食店は共にAIC(1)の方が10程度以上の大
きな差でAIC(0)より小さいことから、見通しが良い店舗と悪
い店舗を選択する確率が、全店舗数における比率と異なっ
ているというモデルを選択するのが妥当であるとの結論が得
られる。このことから、見通しの善し悪しは店舗の選択に影
響を及ぼしており、比率から見て見通しが良い店舗が全店
舗数における比率を超えて選択されやすいことが強く示唆さ
れた。
　なお、飲食店については店舗数が少ないこととこの表が分
割表ではないために古典的な検定手法の適用は困難である
が、非飲食店については店舗数が多いことからカイ二乗適
合度検定の適用が可能である。そこで、併せてこれも適用す

4-3.選択店舗
　調査員による両施設の模擬買い物行動で選択された店
舗数とその属性について表9、10にまとめる。また、アリオ橋
本の見通しの良い通路とそうでない通路、またそれらに沿っ
ている店舗、それぞれについて図5、6に示す。
　両施設ともに、立ち寄り店舗数の平均が9から10店舗で
あったことから、立ち寄り店舗数は空間構成の特徴に関わら
ず、制限時間が影響していると考えられる。
　迷い度で分類すると、平均立ち寄り店舗数は両施設でC
の方が1から2店舗多いという結果が得られた。
　アリオ橋本において、選択された店舗のうち見通しの良い
通路に沿っている店舗が、選択された店舗全体に占める割
合は70％を超えている。加えて、アリオ橋本では、見通しの良
い通路に沿った店舗のうち選択された店舗の割合は10％
程度、見通しの良くない通路では3.5％、ココリア多摩センタ
ーは5.6％程度であった。以上のことから、店舗を選択する
上で見通しが良いことは重要であるように見える。しかし、ア
リオ橋本は見通しの良くない通路に飲食店が多く配置され
ている構成であり、選択されづらかった可能性も考えられる。
　以上を踏まえて、本研究では赤池情報量規準を用いて、
調査員がアリオ橋本での模擬買い物行動中に選択した店舗
を、非飲食店と飲食店に分類した上で、それぞれの分類の中
で見通しの善し悪しによって店舗選択の確率が異なってい
るかどうかを検証する。

る。
　これにより、「見通しが良い店舗と悪い店舗を選択する確
率は、全店舗数の比率と同じである」という帰無仮説は、
p=0.00056で棄却される（表12）。この結果も、見通しの善
し悪しは店舗の選択に影響を及ぼしており、比率から見て見
通しが良い店舗が全店舗数における比率を超えて選択され
やすいことを強く示唆する結果である。

5．結論
　本研究で得られた結果は以下の通りである。
　心象評価ではアリオ橋本、ココリア多摩センターともに、お
おむね高評価であった。しかし、ココリア多摩センターは来場
経験のない利用客からは低評価であった。また、アリオ橋本
は吹き抜けが通路に沿って設置されているため、ココリア多
摩センターよりも「見通しが良い」という評価を得た。しかし、
「探し物がしやすい」は同程度の評価だったため、見通しの
良さが必ずしも探しやすさにつながるわけではない。
　調査員の属性ごとでは、迷い度を「迷う」として来場経験が
ない人からは両施設ともに低評価であった。
　模擬買い物行動調査の結果から、移動距離に占める直行
状態での移動距離の割合はココリア多摩センターよりもアリ
オ橋本の方が大きく、アリオ橋本では調査員は見通しの良い
通路で多く行動していた。
　模擬買い物行動調査の結果を迷い度で分類分けすること
で以下が示唆された。入りたい店舗を探す際に「迷わない」
とした人は空間を認識することを優先し、ある程度空間を把
握してから店舗を選択しているため回遊状態での行動が多
くなる。一方「迷う」とした人は、空間認識ではなく見える範囲
の店舗の把握を優先し、その中から店舗を選択しているため
見通せる範囲内において直行状態で移動している。
　迷い度と来場経験の有無での分類分けより、「迷う」人に
とって来場経験のないショッピングセンターが見通しの良い
ことは目標を探す際に良い影響を与えていることが考えられ
る。一方「迷わない」人にとって来場経験の有無は買い物行
動に大きな影響はないという結果が得られた。
　買い物行動における立ち寄り店舗数は空間構成ではなく
時間に依存するということが示唆された。
　赤池情報量規準を用いた検証より、見通しが良い店舗と
悪い店舗を選択する確率が、全店舗数における比率と異な
っているというモデルを選択するのが妥当であるとの結論が
得られ、見通しの善し悪しは店舗の選択に影響を及ぼしてお
り、比率から見て見通しが良い店舗が全店舗数における比
率を超えて選択されやすいことが強く示唆された。加えて、カ
イ二乗適合度検定からも見通しの善し悪しは店舗の選択に
影響を及ぼしており、比率から見て見通しが良い店舗が全
店舗数における比率を超えて選択されやすいことを強く示唆
する結果となった。
　なお、本研究で行った模擬買い物行動による調査で得ら
れたサンプル数が少なかった項目に関しては、より多くのデ
ータが必要である。また、本研究では模擬買い物行動での分

析を行ったため、今後ショッピングセンターを実際に利用し
ている人の滞在時間や、滞留などの詳細な行動を考慮した
分析をすることが必要である。
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1．研究の背景と目的
　近年、全国で再開発事業や大規模な郊外の開発事業が
行われ、その一環として多店舗の大規模なショッピングセン
ターが多数建設されている。郊外型のショッピングセンター
においては、低層で建築面積が大きいことが特徴として挙げ
られる。また、都市部に建設されるショッピングセンターに共
通した特徴として、多層であること、小規模高単価のテナント
が多いことが挙げられる。どちらのショッピングセンターの計
画においても、それぞれの特徴を前提としたうえで、利用客に
とって買い物が快適な空間になるように工夫を凝らすことに
なる。
　ショッピングセンターの利用客は必ずしも明確な目的を持
って訪れるわけではなく、そこで「迷い」、「発見」することを楽
しんでいると言えるだろう。宮岸ら1）は「ショッピングにとって
大きな楽しみである『迷い』と『発見』も、歩行者の意識の中
に基本的なレジビリティが形成したあとに体験できる」という
考えをもとに街区での自由散策について論じている。これを
踏まえると、「迷い」とは、自分の現在地が施設または街区全
体のどのあたりなのか把握できないというような「迷い」のこ
とではなく、目的を迷うことができる、言い換えると目的を選
べることであると推察される。この観点からは、利用客が目的
を探せなければならないからショッピングセンターにとって目
的となり得るものが多く見渡せる必要があるだろう。
　しかし実際のショッピングセンターを観察すると、それぞれ
で空間構成の違いから買い物の快適さ、特に店舗や通路な
どの形状や配置によって利用客の買い物行動に大きな差が
生じることが予想される。したがって、上記の観点からの評
価指標は、ショッピングセンターの空間計画にも有益である
と期待できる。これに関連する既往研究としては、ショッピン
グセンター内でよく見られる探し歩きという行動に着目し、探

し歩きしやすい空間構成とはどういったものなのかを把握し
ようと試みたもの2）が挙げられる。本研究は、これらの既往研
究の成果を踏まえて、利用客のショッピングセンターにおけ
る「買い物行動中の経路」や「立ち寄り店舗数」などの行動に
着目して、快適なショッピングセンターの特徴を明らかにする
ことを目的とする。

2．研究対象とする施設
　対象施設については東京都多摩市・東京都八王子市・神
奈川県相模原市周辺のショッピングセンター（アリオ橋本、コ
コリア多摩センター、ミウィ橋本、セレオ八王子、京王八王子
ショッピングセンター、八王子東急スクエア）のうち、施設規
模や店舗数に大きな差がないものを選定することとした。加
えて、フロアマップや現地調査から空間構成の特徴が大きく
異なる2施設とした。この際、上記の既往研究を踏まえて、特
に通路に沿って吹き抜けを配置することは見通しが良くなる
ことから買い物行動の利便性が高まると推測されるため、吹
き抜けを通じた見通しの特徴が異なる2施設を選定した。
　以上に述べた条件から、対象施設は神奈川県相模原市に
あるアリオ橋本と東京都多摩市にあるココリア多摩センター
の2施設とした。各施設の詳細を表1、フロアマップを図1、2

に示す。以下に各施設の特徴をまとめる。
2-1．アリオ橋本
　アリオ橋本はいわゆる郊外型のショッピングセンターであ
ると言え、低層で広大な建築面積を持つ。その内部には、通
路に沿って吹き抜けとエスカレータが設置され見通しの良
い通路と、吹き抜けが設置されず見通しの良くない通路があ
り、それら2つの通路を軸として空間が構成されている。
　アリオ橋本は店舗面積の1部をイトーヨーカドーが占めて

いるが、本研究で対象とするのは全体が1店舗としてレイアウ
トされているイトーヨーカドーを除く専門店街とした。
2-2．ココリア多摩センター
　ココリア多摩センターは、かつて百貨店として建設された
が、現在は百貨店は地下1階から2階までのみに限定され、2
階以上はショッピングセンターとしてテナントが入居してい
る。百貨店建築としての典型に沿っており、高層で吹き抜け
は2階の1部分にしかないため、見通しが良いとは言えない
空間構成になっている。エスカレータは施設中央に両方向
から昇降できるように設置されており、エスカレータを取り囲
むように店舗が配置されている。
　ココリア多摩センターにおいては、百貨店部分も個別店舗
の集合体に準じてレイアウトされていることから、それらを含
む地下1階から6階までの全店舗を対象とした。

3．調査方法
　買い物行動は、目標を持たずに歩いている状態（以下、回
遊状態）で目標を見つけ、それに向かっている状態（以下、直
行状態）へと移行し目標に到着後、入店、退店を経て回遊状
態に戻るという一連の行動を繰り返す（図3）。本研究では、
利用客の買い物行動と、行動中の状態を把握することを目
的とした調査を行う。
　本研究の目的に適った調査方法として、既往研究1）、3）～11）

を幅広く検討した結果から、調査員が実際にショッピングセ
ンター内で模擬的な買い物行動（以下、模擬買い物行動）を
行う模擬調査、ショッピングセンターの利用客を無差別に追
跡する調査（以下、追跡調査）、web上でのアンケート調査
（以下、webアンケート調査）などが考えられる。このうち追跡
調査は、滞在時間や詳細な買い物行動についての情報を得
ることができるが、膨大な調査時間が必要であることや、調
査への協力を得ることが難しいことがデメリットとして考えら
れる。webアンケート調査は、多くの回答を得られる可能性
があるが、特定のショッピングセンターにおける滞在時間や
立ち寄り店舗など買い物行動に関する高い精度のデータを
求めることが難しいことがデメリットとして挙げられる。以上
の理由から模擬調査が適切であると判断した。
　模擬調査の詳細については、既往研究1）、3）～8）を参考とし
て、2016年10月と11月の平日の昼間に数回の予備調査を
行い、制限時間や買い物行動の条件などの詳細について検
討し決定した。
　以上の準備を経て、両施設で12月5日から16日までの平
日10時から17時までの間に模擬調査を行った。調査員は19
名（男性15名、女性4名）の20代の学生であり、制限時間20
～25分程度の模擬買い物行動を行った。また模擬調査に付
随して、模擬買い物行動を行った後の心象アンケート調査も
行った。模擬買い物行動は、制限時間内に入りたいと思う店
舗を5店舗以上見つけることと定義した。5店舗以上としたの
は、入りたい店舗を探す意識を持って行動するためである。
調査員には記録者が随行する。調査員は入りたい店舗を見
つけた時点で目標とする店舗に向かう旨を発言し、目標とし
ていた店舗に到着したら入店はせずに次の目標を探す行動
に移る。目標としていた店舗に到着する前に、別の入りたい
店舗を見つけた場合には、そのことを発言した上で、寄っても
良いこととし、その後、再度目標としていた店舗に向かう。ま
た、サインを含むガイドマップなどは見ない、スマートフォンな
どは使わない、エレベータを使用しないこととした。

　模擬買い物行動中の状態を、直行状態と回遊状態に分
け、調査員の状態とたどった経路、立ち寄った店舗とその数
について把握した。店舗についてはその属性を考慮するた
め、飲食と非飲食に分類した。また、調査員を普段の道に迷
う程度の自己評価を迷い度として、迷い度（A=迷わない・B=
どちらでもない・C=迷う）ごとにグループ分けした。迷い度と
ともに性別、施設への来場経験の有無を併せて調査員の属
性について表2に示す。

4．模擬調査結果と考察
4-1．心象評価
　模擬買い物行動後の心象評価アンケートでは、各項目に
ついて5段階での評価を行った。評価項目については既往研
究1）、10）を参考とし、表3に示した項目について回答を得た。
　アンケート結果について表4、5に示す。各表に該当する調
査員が少ない表においては、以下に述べる傾向は誤差を含
む可能性があることに留意されたい。
　アリオ橋本の評価はおおむね3を超えており、全体に高評
価だったと言える。ココリア多摩センターは調査員全体の評
価では「見通しが良い」「時間が短かった」以外の4項目は3
を超えているためアリオ橋本と比較しても悪いというほどの
評価ではなかった。しかしココリア多摩センターの評価を分
類ごとに見ると、来場経験のないグループで多くの項目で3
以下の低評価となった。
　「見通しが良い」の項目に関しては、ココリア多摩センター
よりもアリオ橋本の方が良かったという結果が得られた。こ
れは上記の通り、吹き抜けが通路に沿って設置されているこ
とが要因として考えられる。しかし、「探し物がしやすい」とい
う項目に関してはほとんど同程度の評価だったことから、見
通しの良さが必ずしも探しやすさにつながるわけではないと
いうことがわかった。
　その他4項目については「迷わなかった」「疲れていない」に
ついてはココリア多摩センター、「また来たい」「時間が短か
った」についてはアリオ橋本のほうが高評価だった。したがっ
て、アリオ橋本に関して言えば、「迷い、疲れたが、時間が短く
感じ、また来たいと思った」という感想を持ちやすく、一方コ
コリア多摩センターでは「迷わず、疲れなかったが、時間が長
く感じ、また来たいとは思わない」という感想を持ちやすいこ
とが予測される。
　迷いやすさの自己評価を「迷わない」としているグループ
（以下、A）と「迷う」としているグループ（以下、C）で分類する

と、両施設ともに、Aの方が「探し物がしやすい」「見通しが良
い」「迷わなかった」の3項目について評価が良かった。アリオ
橋本では、Aはすべての項目が3以上の評価であり、Cは「探
し物がしやすい」「時間が短かった」の2項目で3未満の評価
であった。ココリア多摩センターは迷い度にかかわらず、「見
通しが良い」「時間が短かった」の2項目で3未満の評価であ
った。
　AとCをさらに各施設への来場経験の有無で分類した。ア
リオ橋本においてAで来場経験がある人は、調査員全体の
評価よりも「疲れていない」以外の5項目に関してわずかに高
く、「疲れていない」の項目もわずかに低い程度でおおむね平
均程度であった。Aで来場経験がない人は「また来たい」以
外の5項目で調査員全体の評価よりも高い評価であった。一
方、Cで来場経験がない人は「探し物がしやすい」「見通しが
良い」「迷わなかった」「時間が短かった」の4項目で調査員
全体よりも低い評価であった。
　次にココリア多摩センターにおいて、Aで来場経験がある
人は「探し物がしやすい」「迷わなかった」「疲れていない」の
3項目で調査員全体よりも低評価であり、特に「疲れていな
い」の項目が低い評価であった。Aで来場経験がない人は
「迷わなかった」「疲れていない」以外の4項目で調査員全体
よりも低評価となった。Cで来場経験がある人は「疲れていな
い」の項目以外で調査員全体よりも高評価で、「疲れていな
い」に関してもわずかに低い評価だった。Cで来場経験がな

い人は全項目で調査員全体よりも低評価であった。
　迷い度を「迷う」と自己評価している人にとって来場経験
の有無が、その空間が快適だという印象を持たせる大きな
要因である可能性が考えられる。したがってCの人には「また
来たい」と感じさせることが重要となる。
4-2．買い物行動における経路
　模擬買い物行動の経路と状態の記録については図3、4を
例として示す。
　表6より移動距離に占める直行状態での移動距離の割合
はココリア多摩センターよりもアリオ橋本の方が大きいという
結果が得られたことから、アリオ橋本の方が目標を見つけや
すかったと考えられる。また、アリオ橋本では調査員全員が通
路に沿って吹き抜けとエスカレータが設置してある見通しの
良い通路の方が、吹き抜けが設置されていない通路よりも行
動した経路が長かった。　
　表7よりCはAよりも移動距離に占める直行状態での移動
距離の割合が両施設で1.4から1.5倍であった。わずかな差
であるが、AとCそれぞれの移動距離に占める見通しのよい
通路で行動した距離についてもCの方が8％ほど多かった。
選択した店舗ごとの直行状態での移動距離もCの方が20％
程度多かった。これらから考えられることとして、入りたい店
舗を探す際にAはCよりも空間を認識することを優先し、ある
程度空間を把握してから店舗を選択しているため回遊状態
での行動が多くなったと考えられる。一方Aは、空間認識で

はなく見える範囲の店舗の把握を優先し、その中から店舗を
選択しているため見通せる範囲内において直行状態で移動
しているということが推測される。
　ここで、AとCを各施設への来場経験の有無でさらに分類
する（表8）。アリオ橋本では、Aは回遊状態と直行状態での
移動距離が移動距離に占める割合に来場経験の有無はほ
とんど影響していないことがわかる。Cで来場経験がない人
は移動距離に占める直行状態での移動距離の割合がAより
も10％程度大きかった。つまり、「迷う」人にとって来場経験

のないショッピングセンターが見通しの良いことは目標を探
す際に良い影響を与えていると考えられる。
　ココリア多摩センターにおいて、Aはアリオ橋本と同じく、
回遊状態と直行状態での移動距離が移動距離に占める割
合に来場経験の有無はほとんど影響していない。一方Cは移
動距離に占める直行状態での移動距離が、来場経験がある
人はない人の3.7倍であった。以上のことからも「迷う」人にと
って来場経験の有無が、その空間が快適だという印象を持
たせる大きな要因である可能性が示唆される。

　表11において、AIC(1)は、見通しが良い店舗と悪い店舗
を選択する確率が、全店舗数における比率と異なっていると
いうモデルの赤池情報量規準を表している。一方でAIC(0)
は、見通しが良い店舗と悪い店舗を選択する確率が、全店
舗における比率と等しいというモデルのものである。これによ
れば、非飲食、飲食店は共にAIC(1)の方が10程度以上の大
きな差でAIC(0)より小さいことから、見通しが良い店舗と悪
い店舗を選択する確率が、全店舗数における比率と異なっ
ているというモデルを選択するのが妥当であるとの結論が得
られる。このことから、見通しの善し悪しは店舗の選択に影
響を及ぼしており、比率から見て見通しが良い店舗が全店
舗数における比率を超えて選択されやすいことが強く示唆さ
れた。
　なお、飲食店については店舗数が少ないこととこの表が分
割表ではないために古典的な検定手法の適用は困難である
が、非飲食店については店舗数が多いことからカイ二乗適
合度検定の適用が可能である。そこで、併せてこれも適用す

4-3.選択店舗
　調査員による両施設の模擬買い物行動で選択された店
舗数とその属性について表9、10にまとめる。また、アリオ橋
本の見通しの良い通路とそうでない通路、またそれらに沿っ
ている店舗、それぞれについて図5、6に示す。
　両施設ともに、立ち寄り店舗数の平均が9から10店舗で
あったことから、立ち寄り店舗数は空間構成の特徴に関わら
ず、制限時間が影響していると考えられる。
　迷い度で分類すると、平均立ち寄り店舗数は両施設でC
の方が1から2店舗多いという結果が得られた。
　アリオ橋本において、選択された店舗のうち見通しの良い
通路に沿っている店舗が、選択された店舗全体に占める割
合は70％を超えている。加えて、アリオ橋本では、見通しの良
い通路に沿った店舗のうち選択された店舗の割合は10％
程度、見通しの良くない通路では3.5％、ココリア多摩センタ
ーは5.6％程度であった。以上のことから、店舗を選択する
上で見通しが良いことは重要であるように見える。しかし、ア
リオ橋本は見通しの良くない通路に飲食店が多く配置され
ている構成であり、選択されづらかった可能性も考えられる。
　以上を踏まえて、本研究では赤池情報量規準を用いて、
調査員がアリオ橋本での模擬買い物行動中に選択した店舗
を、非飲食店と飲食店に分類した上で、それぞれの分類の中
で見通しの善し悪しによって店舗選択の確率が異なってい
るかどうかを検証する。

る。
　これにより、「見通しが良い店舗と悪い店舗を選択する確
率は、全店舗数の比率と同じである」という帰無仮説は、
p=0.00056で棄却される（表12）。この結果も、見通しの善
し悪しは店舗の選択に影響を及ぼしており、比率から見て見
通しが良い店舗が全店舗数における比率を超えて選択され
やすいことを強く示唆する結果である。

5．結論
　本研究で得られた結果は以下の通りである。
　心象評価ではアリオ橋本、ココリア多摩センターともに、お
おむね高評価であった。しかし、ココリア多摩センターは来場
経験のない利用客からは低評価であった。また、アリオ橋本
は吹き抜けが通路に沿って設置されているため、ココリア多
摩センターよりも「見通しが良い」という評価を得た。しかし、
「探し物がしやすい」は同程度の評価だったため、見通しの
良さが必ずしも探しやすさにつながるわけではない。
　調査員の属性ごとでは、迷い度を「迷う」として来場経験が
ない人からは両施設ともに低評価であった。
　模擬買い物行動調査の結果から、移動距離に占める直行
状態での移動距離の割合はココリア多摩センターよりもアリ
オ橋本の方が大きく、アリオ橋本では調査員は見通しの良い
通路で多く行動していた。
　模擬買い物行動調査の結果を迷い度で分類分けすること
で以下が示唆された。入りたい店舗を探す際に「迷わない」
とした人は空間を認識することを優先し、ある程度空間を把
握してから店舗を選択しているため回遊状態での行動が多
くなる。一方「迷う」とした人は、空間認識ではなく見える範囲
の店舗の把握を優先し、その中から店舗を選択しているため
見通せる範囲内において直行状態で移動している。
　迷い度と来場経験の有無での分類分けより、「迷う」人に
とって来場経験のないショッピングセンターが見通しの良い
ことは目標を探す際に良い影響を与えていることが考えられ
る。一方「迷わない」人にとって来場経験の有無は買い物行
動に大きな影響はないという結果が得られた。
　買い物行動における立ち寄り店舗数は空間構成ではなく
時間に依存するということが示唆された。
　赤池情報量規準を用いた検証より、見通しが良い店舗と
悪い店舗を選択する確率が、全店舗数における比率と異な
っているというモデルを選択するのが妥当であるとの結論が
得られ、見通しの善し悪しは店舗の選択に影響を及ぼしてお
り、比率から見て見通しが良い店舗が全店舗数における比
率を超えて選択されやすいことが強く示唆された。加えて、カ
イ二乗適合度検定からも見通しの善し悪しは店舗の選択に
影響を及ぼしており、比率から見て見通しが良い店舗が全
店舗数における比率を超えて選択されやすいことを強く示唆
する結果となった。
　なお、本研究で行った模擬買い物行動による調査で得ら
れたサンプル数が少なかった項目に関しては、より多くのデ
ータが必要である。また、本研究では模擬買い物行動での分

析を行ったため、今後ショッピングセンターを実際に利用し
ている人の滞在時間や、滞留などの詳細な行動を考慮した
分析をすることが必要である。
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図1　アリオ橋本フロアマップ（上：2F、下1F）
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2 M A ×
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7 F C ×
8 M A ×
9 M A ×
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11 F C ×
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13 M A
14 M A
15 M A
16 M A
17 M A ×
18 F C ×
19 M A ×
20 M A

M  F

A B C
×図2　ココリア多摩センターフロアマップ

 左上 B1F、左中上 1F、左中下 2F、左下 3F　　右上 4F、右中 5F、下 6F

表2　調査員属性

図3　ショッピングセンター内での買い物行動
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1．研究の背景と目的
　近年、全国で再開発事業や大規模な郊外の開発事業が
行われ、その一環として多店舗の大規模なショッピングセン
ターが多数建設されている。郊外型のショッピングセンター
においては、低層で建築面積が大きいことが特徴として挙げ
られる。また、都市部に建設されるショッピングセンターに共
通した特徴として、多層であること、小規模高単価のテナント
が多いことが挙げられる。どちらのショッピングセンターの計
画においても、それぞれの特徴を前提としたうえで、利用客に
とって買い物が快適な空間になるように工夫を凝らすことに
なる。
　ショッピングセンターの利用客は必ずしも明確な目的を持
って訪れるわけではなく、そこで「迷い」、「発見」することを楽
しんでいると言えるだろう。宮岸ら1）は「ショッピングにとって
大きな楽しみである『迷い』と『発見』も、歩行者の意識の中
に基本的なレジビリティが形成したあとに体験できる」という
考えをもとに街区での自由散策について論じている。これを
踏まえると、「迷い」とは、自分の現在地が施設または街区全
体のどのあたりなのか把握できないというような「迷い」のこ
とではなく、目的を迷うことができる、言い換えると目的を選
べることであると推察される。この観点からは、利用客が目的
を探せなければならないからショッピングセンターにとって目
的となり得るものが多く見渡せる必要があるだろう。
　しかし実際のショッピングセンターを観察すると、それぞれ
で空間構成の違いから買い物の快適さ、特に店舗や通路な
どの形状や配置によって利用客の買い物行動に大きな差が
生じることが予想される。したがって、上記の観点からの評
価指標は、ショッピングセンターの空間計画にも有益である
と期待できる。これに関連する既往研究としては、ショッピン
グセンター内でよく見られる探し歩きという行動に着目し、探

し歩きしやすい空間構成とはどういったものなのかを把握し
ようと試みたもの2）が挙げられる。本研究は、これらの既往研
究の成果を踏まえて、利用客のショッピングセンターにおけ
る「買い物行動中の経路」や「立ち寄り店舗数」などの行動に
着目して、快適なショッピングセンターの特徴を明らかにする
ことを目的とする。

2．研究対象とする施設
　対象施設については東京都多摩市・東京都八王子市・神
奈川県相模原市周辺のショッピングセンター（アリオ橋本、コ
コリア多摩センター、ミウィ橋本、セレオ八王子、京王八王子
ショッピングセンター、八王子東急スクエア）のうち、施設規
模や店舗数に大きな差がないものを選定することとした。加
えて、フロアマップや現地調査から空間構成の特徴が大きく
異なる2施設とした。この際、上記の既往研究を踏まえて、特
に通路に沿って吹き抜けを配置することは見通しが良くなる
ことから買い物行動の利便性が高まると推測されるため、吹
き抜けを通じた見通しの特徴が異なる2施設を選定した。
　以上に述べた条件から、対象施設は神奈川県相模原市に
あるアリオ橋本と東京都多摩市にあるココリア多摩センター
の2施設とした。各施設の詳細を表1、フロアマップを図1、2

に示す。以下に各施設の特徴をまとめる。
2-1．アリオ橋本
　アリオ橋本はいわゆる郊外型のショッピングセンターであ
ると言え、低層で広大な建築面積を持つ。その内部には、通
路に沿って吹き抜けとエスカレータが設置され見通しの良
い通路と、吹き抜けが設置されず見通しの良くない通路があ
り、それら2つの通路を軸として空間が構成されている。
　アリオ橋本は店舗面積の1部をイトーヨーカドーが占めて

いるが、本研究で対象とするのは全体が1店舗としてレイアウ
トされているイトーヨーカドーを除く専門店街とした。
2-2．ココリア多摩センター
　ココリア多摩センターは、かつて百貨店として建設された
が、現在は百貨店は地下1階から2階までのみに限定され、2
階以上はショッピングセンターとしてテナントが入居してい
る。百貨店建築としての典型に沿っており、高層で吹き抜け
は2階の1部分にしかないため、見通しが良いとは言えない
空間構成になっている。エスカレータは施設中央に両方向
から昇降できるように設置されており、エスカレータを取り囲
むように店舗が配置されている。
　ココリア多摩センターにおいては、百貨店部分も個別店舗
の集合体に準じてレイアウトされていることから、それらを含
む地下1階から6階までの全店舗を対象とした。

3．調査方法
　買い物行動は、目標を持たずに歩いている状態（以下、回
遊状態）で目標を見つけ、それに向かっている状態（以下、直
行状態）へと移行し目標に到着後、入店、退店を経て回遊状
態に戻るという一連の行動を繰り返す（図3）。本研究では、
利用客の買い物行動と、行動中の状態を把握することを目
的とした調査を行う。
　本研究の目的に適った調査方法として、既往研究1）、3）～11）

を幅広く検討した結果から、調査員が実際にショッピングセ
ンター内で模擬的な買い物行動（以下、模擬買い物行動）を
行う模擬調査、ショッピングセンターの利用客を無差別に追
跡する調査（以下、追跡調査）、web上でのアンケート調査
（以下、webアンケート調査）などが考えられる。このうち追跡
調査は、滞在時間や詳細な買い物行動についての情報を得
ることができるが、膨大な調査時間が必要であることや、調
査への協力を得ることが難しいことがデメリットとして考えら
れる。webアンケート調査は、多くの回答を得られる可能性
があるが、特定のショッピングセンターにおける滞在時間や
立ち寄り店舗など買い物行動に関する高い精度のデータを
求めることが難しいことがデメリットとして挙げられる。以上
の理由から模擬調査が適切であると判断した。
　模擬調査の詳細については、既往研究1）、3）～8）を参考とし
て、2016年10月と11月の平日の昼間に数回の予備調査を
行い、制限時間や買い物行動の条件などの詳細について検
討し決定した。
　以上の準備を経て、両施設で12月5日から16日までの平
日10時から17時までの間に模擬調査を行った。調査員は19
名（男性15名、女性4名）の20代の学生であり、制限時間20
～25分程度の模擬買い物行動を行った。また模擬調査に付
随して、模擬買い物行動を行った後の心象アンケート調査も
行った。模擬買い物行動は、制限時間内に入りたいと思う店
舗を5店舗以上見つけることと定義した。5店舗以上としたの
は、入りたい店舗を探す意識を持って行動するためである。
調査員には記録者が随行する。調査員は入りたい店舗を見
つけた時点で目標とする店舗に向かう旨を発言し、目標とし
ていた店舗に到着したら入店はせずに次の目標を探す行動
に移る。目標としていた店舗に到着する前に、別の入りたい
店舗を見つけた場合には、そのことを発言した上で、寄っても
良いこととし、その後、再度目標としていた店舗に向かう。ま
た、サインを含むガイドマップなどは見ない、スマートフォンな
どは使わない、エレベータを使用しないこととした。

　模擬買い物行動中の状態を、直行状態と回遊状態に分
け、調査員の状態とたどった経路、立ち寄った店舗とその数
について把握した。店舗についてはその属性を考慮するた
め、飲食と非飲食に分類した。また、調査員を普段の道に迷
う程度の自己評価を迷い度として、迷い度（A=迷わない・B=
どちらでもない・C=迷う）ごとにグループ分けした。迷い度と
ともに性別、施設への来場経験の有無を併せて調査員の属
性について表2に示す。

4．模擬調査結果と考察
4-1．心象評価
　模擬買い物行動後の心象評価アンケートでは、各項目に
ついて5段階での評価を行った。評価項目については既往研
究1）、10）を参考とし、表3に示した項目について回答を得た。
　アンケート結果について表4、5に示す。各表に該当する調
査員が少ない表においては、以下に述べる傾向は誤差を含
む可能性があることに留意されたい。
　アリオ橋本の評価はおおむね3を超えており、全体に高評
価だったと言える。ココリア多摩センターは調査員全体の評
価では「見通しが良い」「時間が短かった」以外の4項目は3
を超えているためアリオ橋本と比較しても悪いというほどの
評価ではなかった。しかしココリア多摩センターの評価を分
類ごとに見ると、来場経験のないグループで多くの項目で3
以下の低評価となった。
　「見通しが良い」の項目に関しては、ココリア多摩センター
よりもアリオ橋本の方が良かったという結果が得られた。こ
れは上記の通り、吹き抜けが通路に沿って設置されているこ
とが要因として考えられる。しかし、「探し物がしやすい」とい
う項目に関してはほとんど同程度の評価だったことから、見
通しの良さが必ずしも探しやすさにつながるわけではないと
いうことがわかった。
　その他4項目については「迷わなかった」「疲れていない」に
ついてはココリア多摩センター、「また来たい」「時間が短か
った」についてはアリオ橋本のほうが高評価だった。したがっ
て、アリオ橋本に関して言えば、「迷い、疲れたが、時間が短く
感じ、また来たいと思った」という感想を持ちやすく、一方コ
コリア多摩センターでは「迷わず、疲れなかったが、時間が長
く感じ、また来たいとは思わない」という感想を持ちやすいこ
とが予測される。
　迷いやすさの自己評価を「迷わない」としているグループ
（以下、A）と「迷う」としているグループ（以下、C）で分類する

と、両施設ともに、Aの方が「探し物がしやすい」「見通しが良
い」「迷わなかった」の3項目について評価が良かった。アリオ
橋本では、Aはすべての項目が3以上の評価であり、Cは「探
し物がしやすい」「時間が短かった」の2項目で3未満の評価
であった。ココリア多摩センターは迷い度にかかわらず、「見
通しが良い」「時間が短かった」の2項目で3未満の評価であ
った。
　AとCをさらに各施設への来場経験の有無で分類した。ア
リオ橋本においてAで来場経験がある人は、調査員全体の
評価よりも「疲れていない」以外の5項目に関してわずかに高
く、「疲れていない」の項目もわずかに低い程度でおおむね平
均程度であった。Aで来場経験がない人は「また来たい」以
外の5項目で調査員全体の評価よりも高い評価であった。一
方、Cで来場経験がない人は「探し物がしやすい」「見通しが
良い」「迷わなかった」「時間が短かった」の4項目で調査員
全体よりも低い評価であった。
　次にココリア多摩センターにおいて、Aで来場経験がある
人は「探し物がしやすい」「迷わなかった」「疲れていない」の
3項目で調査員全体よりも低評価であり、特に「疲れていな
い」の項目が低い評価であった。Aで来場経験がない人は
「迷わなかった」「疲れていない」以外の4項目で調査員全体
よりも低評価となった。Cで来場経験がある人は「疲れていな
い」の項目以外で調査員全体よりも高評価で、「疲れていな
い」に関してもわずかに低い評価だった。Cで来場経験がな

い人は全項目で調査員全体よりも低評価であった。
　迷い度を「迷う」と自己評価している人にとって来場経験
の有無が、その空間が快適だという印象を持たせる大きな
要因である可能性が考えられる。したがってCの人には「また
来たい」と感じさせることが重要となる。
4-2．買い物行動における経路
　模擬買い物行動の経路と状態の記録については図3、4を
例として示す。
　表6より移動距離に占める直行状態での移動距離の割合
はココリア多摩センターよりもアリオ橋本の方が大きいという
結果が得られたことから、アリオ橋本の方が目標を見つけや
すかったと考えられる。また、アリオ橋本では調査員全員が通
路に沿って吹き抜けとエスカレータが設置してある見通しの
良い通路の方が、吹き抜けが設置されていない通路よりも行
動した経路が長かった。　
　表7よりCはAよりも移動距離に占める直行状態での移動
距離の割合が両施設で1.4から1.5倍であった。わずかな差
であるが、AとCそれぞれの移動距離に占める見通しのよい
通路で行動した距離についてもCの方が8％ほど多かった。
選択した店舗ごとの直行状態での移動距離もCの方が20％
程度多かった。これらから考えられることとして、入りたい店
舗を探す際にAはCよりも空間を認識することを優先し、ある
程度空間を把握してから店舗を選択しているため回遊状態
での行動が多くなったと考えられる。一方Aは、空間認識で

はなく見える範囲の店舗の把握を優先し、その中から店舗を
選択しているため見通せる範囲内において直行状態で移動
しているということが推測される。
　ここで、AとCを各施設への来場経験の有無でさらに分類
する（表8）。アリオ橋本では、Aは回遊状態と直行状態での
移動距離が移動距離に占める割合に来場経験の有無はほ
とんど影響していないことがわかる。Cで来場経験がない人
は移動距離に占める直行状態での移動距離の割合がAより
も10％程度大きかった。つまり、「迷う」人にとって来場経験

のないショッピングセンターが見通しの良いことは目標を探
す際に良い影響を与えていると考えられる。
　ココリア多摩センターにおいて、Aはアリオ橋本と同じく、
回遊状態と直行状態での移動距離が移動距離に占める割
合に来場経験の有無はほとんど影響していない。一方Cは移
動距離に占める直行状態での移動距離が、来場経験がある
人はない人の3.7倍であった。以上のことからも「迷う」人にと
って来場経験の有無が、その空間が快適だという印象を持
たせる大きな要因である可能性が示唆される。

　表11において、AIC(1)は、見通しが良い店舗と悪い店舗
を選択する確率が、全店舗数における比率と異なっていると
いうモデルの赤池情報量規準を表している。一方でAIC(0)
は、見通しが良い店舗と悪い店舗を選択する確率が、全店
舗における比率と等しいというモデルのものである。これによ
れば、非飲食、飲食店は共にAIC(1)の方が10程度以上の大
きな差でAIC(0)より小さいことから、見通しが良い店舗と悪
い店舗を選択する確率が、全店舗数における比率と異なっ
ているというモデルを選択するのが妥当であるとの結論が得
られる。このことから、見通しの善し悪しは店舗の選択に影
響を及ぼしており、比率から見て見通しが良い店舗が全店
舗数における比率を超えて選択されやすいことが強く示唆さ
れた。
　なお、飲食店については店舗数が少ないこととこの表が分
割表ではないために古典的な検定手法の適用は困難である
が、非飲食店については店舗数が多いことからカイ二乗適
合度検定の適用が可能である。そこで、併せてこれも適用す

4-3.選択店舗
　調査員による両施設の模擬買い物行動で選択された店
舗数とその属性について表9、10にまとめる。また、アリオ橋
本の見通しの良い通路とそうでない通路、またそれらに沿っ
ている店舗、それぞれについて図5、6に示す。
　両施設ともに、立ち寄り店舗数の平均が9から10店舗で
あったことから、立ち寄り店舗数は空間構成の特徴に関わら
ず、制限時間が影響していると考えられる。
　迷い度で分類すると、平均立ち寄り店舗数は両施設でC
の方が1から2店舗多いという結果が得られた。
　アリオ橋本において、選択された店舗のうち見通しの良い
通路に沿っている店舗が、選択された店舗全体に占める割
合は70％を超えている。加えて、アリオ橋本では、見通しの良
い通路に沿った店舗のうち選択された店舗の割合は10％
程度、見通しの良くない通路では3.5％、ココリア多摩センタ
ーは5.6％程度であった。以上のことから、店舗を選択する
上で見通しが良いことは重要であるように見える。しかし、ア
リオ橋本は見通しの良くない通路に飲食店が多く配置され
ている構成であり、選択されづらかった可能性も考えられる。
　以上を踏まえて、本研究では赤池情報量規準を用いて、
調査員がアリオ橋本での模擬買い物行動中に選択した店舗
を、非飲食店と飲食店に分類した上で、それぞれの分類の中
で見通しの善し悪しによって店舗選択の確率が異なってい
るかどうかを検証する。

る。
　これにより、「見通しが良い店舗と悪い店舗を選択する確
率は、全店舗数の比率と同じである」という帰無仮説は、
p=0.00056で棄却される（表12）。この結果も、見通しの善
し悪しは店舗の選択に影響を及ぼしており、比率から見て見
通しが良い店舗が全店舗数における比率を超えて選択され
やすいことを強く示唆する結果である。

5．結論
　本研究で得られた結果は以下の通りである。
　心象評価ではアリオ橋本、ココリア多摩センターともに、お
おむね高評価であった。しかし、ココリア多摩センターは来場
経験のない利用客からは低評価であった。また、アリオ橋本
は吹き抜けが通路に沿って設置されているため、ココリア多
摩センターよりも「見通しが良い」という評価を得た。しかし、
「探し物がしやすい」は同程度の評価だったため、見通しの
良さが必ずしも探しやすさにつながるわけではない。
　調査員の属性ごとでは、迷い度を「迷う」として来場経験が
ない人からは両施設ともに低評価であった。
　模擬買い物行動調査の結果から、移動距離に占める直行
状態での移動距離の割合はココリア多摩センターよりもアリ
オ橋本の方が大きく、アリオ橋本では調査員は見通しの良い
通路で多く行動していた。
　模擬買い物行動調査の結果を迷い度で分類分けすること
で以下が示唆された。入りたい店舗を探す際に「迷わない」
とした人は空間を認識することを優先し、ある程度空間を把
握してから店舗を選択しているため回遊状態での行動が多
くなる。一方「迷う」とした人は、空間認識ではなく見える範囲
の店舗の把握を優先し、その中から店舗を選択しているため
見通せる範囲内において直行状態で移動している。
　迷い度と来場経験の有無での分類分けより、「迷う」人に
とって来場経験のないショッピングセンターが見通しの良い
ことは目標を探す際に良い影響を与えていることが考えられ
る。一方「迷わない」人にとって来場経験の有無は買い物行
動に大きな影響はないという結果が得られた。
　買い物行動における立ち寄り店舗数は空間構成ではなく
時間に依存するということが示唆された。
　赤池情報量規準を用いた検証より、見通しが良い店舗と
悪い店舗を選択する確率が、全店舗数における比率と異な
っているというモデルを選択するのが妥当であるとの結論が
得られ、見通しの善し悪しは店舗の選択に影響を及ぼしてお
り、比率から見て見通しが良い店舗が全店舗数における比
率を超えて選択されやすいことが強く示唆された。加えて、カ
イ二乗適合度検定からも見通しの善し悪しは店舗の選択に
影響を及ぼしており、比率から見て見通しが良い店舗が全
店舗数における比率を超えて選択されやすいことを強く示唆
する結果となった。
　なお、本研究で行った模擬買い物行動による調査で得ら
れたサンプル数が少なかった項目に関しては、より多くのデ
ータが必要である。また、本研究では模擬買い物行動での分

析を行ったため、今後ショッピングセンターを実際に利用し
ている人の滞在時間や、滞留などの詳細な行動を考慮した
分析をすることが必要である。
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1．研究の背景と目的
　近年、全国で再開発事業や大規模な郊外の開発事業が
行われ、その一環として多店舗の大規模なショッピングセン
ターが多数建設されている。郊外型のショッピングセンター
においては、低層で建築面積が大きいことが特徴として挙げ
られる。また、都市部に建設されるショッピングセンターに共
通した特徴として、多層であること、小規模高単価のテナント
が多いことが挙げられる。どちらのショッピングセンターの計
画においても、それぞれの特徴を前提としたうえで、利用客に
とって買い物が快適な空間になるように工夫を凝らすことに
なる。
　ショッピングセンターの利用客は必ずしも明確な目的を持
って訪れるわけではなく、そこで「迷い」、「発見」することを楽
しんでいると言えるだろう。宮岸ら1）は「ショッピングにとって
大きな楽しみである『迷い』と『発見』も、歩行者の意識の中
に基本的なレジビリティが形成したあとに体験できる」という
考えをもとに街区での自由散策について論じている。これを
踏まえると、「迷い」とは、自分の現在地が施設または街区全
体のどのあたりなのか把握できないというような「迷い」のこ
とではなく、目的を迷うことができる、言い換えると目的を選
べることであると推察される。この観点からは、利用客が目的
を探せなければならないからショッピングセンターにとって目
的となり得るものが多く見渡せる必要があるだろう。
　しかし実際のショッピングセンターを観察すると、それぞれ
で空間構成の違いから買い物の快適さ、特に店舗や通路な
どの形状や配置によって利用客の買い物行動に大きな差が
生じることが予想される。したがって、上記の観点からの評
価指標は、ショッピングセンターの空間計画にも有益である
と期待できる。これに関連する既往研究としては、ショッピン
グセンター内でよく見られる探し歩きという行動に着目し、探

し歩きしやすい空間構成とはどういったものなのかを把握し
ようと試みたもの2）が挙げられる。本研究は、これらの既往研
究の成果を踏まえて、利用客のショッピングセンターにおけ
る「買い物行動中の経路」や「立ち寄り店舗数」などの行動に
着目して、快適なショッピングセンターの特徴を明らかにする
ことを目的とする。

2．研究対象とする施設
　対象施設については東京都多摩市・東京都八王子市・神
奈川県相模原市周辺のショッピングセンター（アリオ橋本、コ
コリア多摩センター、ミウィ橋本、セレオ八王子、京王八王子
ショッピングセンター、八王子東急スクエア）のうち、施設規
模や店舗数に大きな差がないものを選定することとした。加
えて、フロアマップや現地調査から空間構成の特徴が大きく
異なる2施設とした。この際、上記の既往研究を踏まえて、特
に通路に沿って吹き抜けを配置することは見通しが良くなる
ことから買い物行動の利便性が高まると推測されるため、吹
き抜けを通じた見通しの特徴が異なる2施設を選定した。
　以上に述べた条件から、対象施設は神奈川県相模原市に
あるアリオ橋本と東京都多摩市にあるココリア多摩センター
の2施設とした。各施設の詳細を表1、フロアマップを図1、2

に示す。以下に各施設の特徴をまとめる。
2-1．アリオ橋本
　アリオ橋本はいわゆる郊外型のショッピングセンターであ
ると言え、低層で広大な建築面積を持つ。その内部には、通
路に沿って吹き抜けとエスカレータが設置され見通しの良
い通路と、吹き抜けが設置されず見通しの良くない通路があ
り、それら2つの通路を軸として空間が構成されている。
　アリオ橋本は店舗面積の1部をイトーヨーカドーが占めて

いるが、本研究で対象とするのは全体が1店舗としてレイアウ
トされているイトーヨーカドーを除く専門店街とした。
2-2．ココリア多摩センター
　ココリア多摩センターは、かつて百貨店として建設された
が、現在は百貨店は地下1階から2階までのみに限定され、2
階以上はショッピングセンターとしてテナントが入居してい
る。百貨店建築としての典型に沿っており、高層で吹き抜け
は2階の1部分にしかないため、見通しが良いとは言えない
空間構成になっている。エスカレータは施設中央に両方向
から昇降できるように設置されており、エスカレータを取り囲
むように店舗が配置されている。
　ココリア多摩センターにおいては、百貨店部分も個別店舗
の集合体に準じてレイアウトされていることから、それらを含
む地下1階から6階までの全店舗を対象とした。

3．調査方法
　買い物行動は、目標を持たずに歩いている状態（以下、回
遊状態）で目標を見つけ、それに向かっている状態（以下、直
行状態）へと移行し目標に到着後、入店、退店を経て回遊状
態に戻るという一連の行動を繰り返す（図3）。本研究では、
利用客の買い物行動と、行動中の状態を把握することを目
的とした調査を行う。
　本研究の目的に適った調査方法として、既往研究1）、3）～11）

を幅広く検討した結果から、調査員が実際にショッピングセ
ンター内で模擬的な買い物行動（以下、模擬買い物行動）を
行う模擬調査、ショッピングセンターの利用客を無差別に追
跡する調査（以下、追跡調査）、web上でのアンケート調査
（以下、webアンケート調査）などが考えられる。このうち追跡
調査は、滞在時間や詳細な買い物行動についての情報を得
ることができるが、膨大な調査時間が必要であることや、調
査への協力を得ることが難しいことがデメリットとして考えら
れる。webアンケート調査は、多くの回答を得られる可能性
があるが、特定のショッピングセンターにおける滞在時間や
立ち寄り店舗など買い物行動に関する高い精度のデータを
求めることが難しいことがデメリットとして挙げられる。以上
の理由から模擬調査が適切であると判断した。
　模擬調査の詳細については、既往研究1）、3）～8）を参考とし
て、2016年10月と11月の平日の昼間に数回の予備調査を
行い、制限時間や買い物行動の条件などの詳細について検
討し決定した。
　以上の準備を経て、両施設で12月5日から16日までの平
日10時から17時までの間に模擬調査を行った。調査員は19
名（男性15名、女性4名）の20代の学生であり、制限時間20
～25分程度の模擬買い物行動を行った。また模擬調査に付
随して、模擬買い物行動を行った後の心象アンケート調査も
行った。模擬買い物行動は、制限時間内に入りたいと思う店
舗を5店舗以上見つけることと定義した。5店舗以上としたの
は、入りたい店舗を探す意識を持って行動するためである。
調査員には記録者が随行する。調査員は入りたい店舗を見
つけた時点で目標とする店舗に向かう旨を発言し、目標とし
ていた店舗に到着したら入店はせずに次の目標を探す行動
に移る。目標としていた店舗に到着する前に、別の入りたい
店舗を見つけた場合には、そのことを発言した上で、寄っても
良いこととし、その後、再度目標としていた店舗に向かう。ま
た、サインを含むガイドマップなどは見ない、スマートフォンな
どは使わない、エレベータを使用しないこととした。

　模擬買い物行動中の状態を、直行状態と回遊状態に分
け、調査員の状態とたどった経路、立ち寄った店舗とその数
について把握した。店舗についてはその属性を考慮するた
め、飲食と非飲食に分類した。また、調査員を普段の道に迷
う程度の自己評価を迷い度として、迷い度（A=迷わない・B=
どちらでもない・C=迷う）ごとにグループ分けした。迷い度と
ともに性別、施設への来場経験の有無を併せて調査員の属
性について表2に示す。

4．模擬調査結果と考察
4-1．心象評価
　模擬買い物行動後の心象評価アンケートでは、各項目に
ついて5段階での評価を行った。評価項目については既往研
究1）、10）を参考とし、表3に示した項目について回答を得た。
　アンケート結果について表4、5に示す。各表に該当する調
査員が少ない表においては、以下に述べる傾向は誤差を含
む可能性があることに留意されたい。
　アリオ橋本の評価はおおむね3を超えており、全体に高評
価だったと言える。ココリア多摩センターは調査員全体の評
価では「見通しが良い」「時間が短かった」以外の4項目は3
を超えているためアリオ橋本と比較しても悪いというほどの
評価ではなかった。しかしココリア多摩センターの評価を分
類ごとに見ると、来場経験のないグループで多くの項目で3
以下の低評価となった。
　「見通しが良い」の項目に関しては、ココリア多摩センター
よりもアリオ橋本の方が良かったという結果が得られた。こ
れは上記の通り、吹き抜けが通路に沿って設置されているこ
とが要因として考えられる。しかし、「探し物がしやすい」とい
う項目に関してはほとんど同程度の評価だったことから、見
通しの良さが必ずしも探しやすさにつながるわけではないと
いうことがわかった。
　その他4項目については「迷わなかった」「疲れていない」に
ついてはココリア多摩センター、「また来たい」「時間が短か
った」についてはアリオ橋本のほうが高評価だった。したがっ
て、アリオ橋本に関して言えば、「迷い、疲れたが、時間が短く
感じ、また来たいと思った」という感想を持ちやすく、一方コ
コリア多摩センターでは「迷わず、疲れなかったが、時間が長
く感じ、また来たいとは思わない」という感想を持ちやすいこ
とが予測される。
　迷いやすさの自己評価を「迷わない」としているグループ
（以下、A）と「迷う」としているグループ（以下、C）で分類する

と、両施設ともに、Aの方が「探し物がしやすい」「見通しが良
い」「迷わなかった」の3項目について評価が良かった。アリオ
橋本では、Aはすべての項目が3以上の評価であり、Cは「探
し物がしやすい」「時間が短かった」の2項目で3未満の評価
であった。ココリア多摩センターは迷い度にかかわらず、「見
通しが良い」「時間が短かった」の2項目で3未満の評価であ
った。
　AとCをさらに各施設への来場経験の有無で分類した。ア
リオ橋本においてAで来場経験がある人は、調査員全体の
評価よりも「疲れていない」以外の5項目に関してわずかに高
く、「疲れていない」の項目もわずかに低い程度でおおむね平
均程度であった。Aで来場経験がない人は「また来たい」以
外の5項目で調査員全体の評価よりも高い評価であった。一
方、Cで来場経験がない人は「探し物がしやすい」「見通しが
良い」「迷わなかった」「時間が短かった」の4項目で調査員
全体よりも低い評価であった。
　次にココリア多摩センターにおいて、Aで来場経験がある
人は「探し物がしやすい」「迷わなかった」「疲れていない」の
3項目で調査員全体よりも低評価であり、特に「疲れていな
い」の項目が低い評価であった。Aで来場経験がない人は
「迷わなかった」「疲れていない」以外の4項目で調査員全体
よりも低評価となった。Cで来場経験がある人は「疲れていな
い」の項目以外で調査員全体よりも高評価で、「疲れていな
い」に関してもわずかに低い評価だった。Cで来場経験がな

い人は全項目で調査員全体よりも低評価であった。
　迷い度を「迷う」と自己評価している人にとって来場経験
の有無が、その空間が快適だという印象を持たせる大きな
要因である可能性が考えられる。したがってCの人には「また
来たい」と感じさせることが重要となる。
4-2．買い物行動における経路
　模擬買い物行動の経路と状態の記録については図3、4を
例として示す。
　表6より移動距離に占める直行状態での移動距離の割合
はココリア多摩センターよりもアリオ橋本の方が大きいという
結果が得られたことから、アリオ橋本の方が目標を見つけや
すかったと考えられる。また、アリオ橋本では調査員全員が通
路に沿って吹き抜けとエスカレータが設置してある見通しの
良い通路の方が、吹き抜けが設置されていない通路よりも行
動した経路が長かった。　
　表7よりCはAよりも移動距離に占める直行状態での移動
距離の割合が両施設で1.4から1.5倍であった。わずかな差
であるが、AとCそれぞれの移動距離に占める見通しのよい
通路で行動した距離についてもCの方が8％ほど多かった。
選択した店舗ごとの直行状態での移動距離もCの方が20％
程度多かった。これらから考えられることとして、入りたい店
舗を探す際にAはCよりも空間を認識することを優先し、ある
程度空間を把握してから店舗を選択しているため回遊状態
での行動が多くなったと考えられる。一方Aは、空間認識で

はなく見える範囲の店舗の把握を優先し、その中から店舗を
選択しているため見通せる範囲内において直行状態で移動
しているということが推測される。
　ここで、AとCを各施設への来場経験の有無でさらに分類
する（表8）。アリオ橋本では、Aは回遊状態と直行状態での
移動距離が移動距離に占める割合に来場経験の有無はほ
とんど影響していないことがわかる。Cで来場経験がない人
は移動距離に占める直行状態での移動距離の割合がAより
も10％程度大きかった。つまり、「迷う」人にとって来場経験

のないショッピングセンターが見通しの良いことは目標を探
す際に良い影響を与えていると考えられる。
　ココリア多摩センターにおいて、Aはアリオ橋本と同じく、
回遊状態と直行状態での移動距離が移動距離に占める割
合に来場経験の有無はほとんど影響していない。一方Cは移
動距離に占める直行状態での移動距離が、来場経験がある
人はない人の3.7倍であった。以上のことからも「迷う」人にと
って来場経験の有無が、その空間が快適だという印象を持
たせる大きな要因である可能性が示唆される。

　表11において、AIC(1)は、見通しが良い店舗と悪い店舗
を選択する確率が、全店舗数における比率と異なっていると
いうモデルの赤池情報量規準を表している。一方でAIC(0)
は、見通しが良い店舗と悪い店舗を選択する確率が、全店
舗における比率と等しいというモデルのものである。これによ
れば、非飲食、飲食店は共にAIC(1)の方が10程度以上の大
きな差でAIC(0)より小さいことから、見通しが良い店舗と悪
い店舗を選択する確率が、全店舗数における比率と異なっ
ているというモデルを選択するのが妥当であるとの結論が得
られる。このことから、見通しの善し悪しは店舗の選択に影
響を及ぼしており、比率から見て見通しが良い店舗が全店
舗数における比率を超えて選択されやすいことが強く示唆さ
れた。
　なお、飲食店については店舗数が少ないこととこの表が分
割表ではないために古典的な検定手法の適用は困難である
が、非飲食店については店舗数が多いことからカイ二乗適
合度検定の適用が可能である。そこで、併せてこれも適用す

4-3.選択店舗
　調査員による両施設の模擬買い物行動で選択された店
舗数とその属性について表9、10にまとめる。また、アリオ橋
本の見通しの良い通路とそうでない通路、またそれらに沿っ
ている店舗、それぞれについて図5、6に示す。
　両施設ともに、立ち寄り店舗数の平均が9から10店舗で
あったことから、立ち寄り店舗数は空間構成の特徴に関わら
ず、制限時間が影響していると考えられる。
　迷い度で分類すると、平均立ち寄り店舗数は両施設でC
の方が1から2店舗多いという結果が得られた。
　アリオ橋本において、選択された店舗のうち見通しの良い
通路に沿っている店舗が、選択された店舗全体に占める割
合は70％を超えている。加えて、アリオ橋本では、見通しの良
い通路に沿った店舗のうち選択された店舗の割合は10％
程度、見通しの良くない通路では3.5％、ココリア多摩センタ
ーは5.6％程度であった。以上のことから、店舗を選択する
上で見通しが良いことは重要であるように見える。しかし、ア
リオ橋本は見通しの良くない通路に飲食店が多く配置され
ている構成であり、選択されづらかった可能性も考えられる。
　以上を踏まえて、本研究では赤池情報量規準を用いて、
調査員がアリオ橋本での模擬買い物行動中に選択した店舗
を、非飲食店と飲食店に分類した上で、それぞれの分類の中
で見通しの善し悪しによって店舗選択の確率が異なってい
るかどうかを検証する。

る。
　これにより、「見通しが良い店舗と悪い店舗を選択する確
率は、全店舗数の比率と同じである」という帰無仮説は、
p=0.00056で棄却される（表12）。この結果も、見通しの善
し悪しは店舗の選択に影響を及ぼしており、比率から見て見
通しが良い店舗が全店舗数における比率を超えて選択され
やすいことを強く示唆する結果である。

5．結論
　本研究で得られた結果は以下の通りである。
　心象評価ではアリオ橋本、ココリア多摩センターともに、お
おむね高評価であった。しかし、ココリア多摩センターは来場
経験のない利用客からは低評価であった。また、アリオ橋本
は吹き抜けが通路に沿って設置されているため、ココリア多
摩センターよりも「見通しが良い」という評価を得た。しかし、
「探し物がしやすい」は同程度の評価だったため、見通しの
良さが必ずしも探しやすさにつながるわけではない。
　調査員の属性ごとでは、迷い度を「迷う」として来場経験が
ない人からは両施設ともに低評価であった。
　模擬買い物行動調査の結果から、移動距離に占める直行
状態での移動距離の割合はココリア多摩センターよりもアリ
オ橋本の方が大きく、アリオ橋本では調査員は見通しの良い
通路で多く行動していた。
　模擬買い物行動調査の結果を迷い度で分類分けすること
で以下が示唆された。入りたい店舗を探す際に「迷わない」
とした人は空間を認識することを優先し、ある程度空間を把
握してから店舗を選択しているため回遊状態での行動が多
くなる。一方「迷う」とした人は、空間認識ではなく見える範囲
の店舗の把握を優先し、その中から店舗を選択しているため
見通せる範囲内において直行状態で移動している。
　迷い度と来場経験の有無での分類分けより、「迷う」人に
とって来場経験のないショッピングセンターが見通しの良い
ことは目標を探す際に良い影響を与えていることが考えられ
る。一方「迷わない」人にとって来場経験の有無は買い物行
動に大きな影響はないという結果が得られた。
　買い物行動における立ち寄り店舗数は空間構成ではなく
時間に依存するということが示唆された。
　赤池情報量規準を用いた検証より、見通しが良い店舗と
悪い店舗を選択する確率が、全店舗数における比率と異な
っているというモデルを選択するのが妥当であるとの結論が
得られ、見通しの善し悪しは店舗の選択に影響を及ぼしてお
り、比率から見て見通しが良い店舗が全店舗数における比
率を超えて選択されやすいことが強く示唆された。加えて、カ
イ二乗適合度検定からも見通しの善し悪しは店舗の選択に
影響を及ぼしており、比率から見て見通しが良い店舗が全
店舗数における比率を超えて選択されやすいことを強く示唆
する結果となった。
　なお、本研究で行った模擬買い物行動による調査で得ら
れたサンプル数が少なかった項目に関しては、より多くのデ
ータが必要である。また、本研究では模擬買い物行動での分

析を行ったため、今後ショッピングセンターを実際に利用し
ている人の滞在時間や、滞留などの詳細な行動を考慮した
分析をすることが必要である。
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1．研究の背景と目的
　近年、全国で再開発事業や大規模な郊外の開発事業が
行われ、その一環として多店舗の大規模なショッピングセン
ターが多数建設されている。郊外型のショッピングセンター
においては、低層で建築面積が大きいことが特徴として挙げ
られる。また、都市部に建設されるショッピングセンターに共
通した特徴として、多層であること、小規模高単価のテナント
が多いことが挙げられる。どちらのショッピングセンターの計
画においても、それぞれの特徴を前提としたうえで、利用客に
とって買い物が快適な空間になるように工夫を凝らすことに
なる。
　ショッピングセンターの利用客は必ずしも明確な目的を持
って訪れるわけではなく、そこで「迷い」、「発見」することを楽
しんでいると言えるだろう。宮岸ら1）は「ショッピングにとって
大きな楽しみである『迷い』と『発見』も、歩行者の意識の中
に基本的なレジビリティが形成したあとに体験できる」という
考えをもとに街区での自由散策について論じている。これを
踏まえると、「迷い」とは、自分の現在地が施設または街区全
体のどのあたりなのか把握できないというような「迷い」のこ
とではなく、目的を迷うことができる、言い換えると目的を選
べることであると推察される。この観点からは、利用客が目的
を探せなければならないからショッピングセンターにとって目
的となり得るものが多く見渡せる必要があるだろう。
　しかし実際のショッピングセンターを観察すると、それぞれ
で空間構成の違いから買い物の快適さ、特に店舗や通路な
どの形状や配置によって利用客の買い物行動に大きな差が
生じることが予想される。したがって、上記の観点からの評
価指標は、ショッピングセンターの空間計画にも有益である
と期待できる。これに関連する既往研究としては、ショッピン
グセンター内でよく見られる探し歩きという行動に着目し、探

し歩きしやすい空間構成とはどういったものなのかを把握し
ようと試みたもの2）が挙げられる。本研究は、これらの既往研
究の成果を踏まえて、利用客のショッピングセンターにおけ
る「買い物行動中の経路」や「立ち寄り店舗数」などの行動に
着目して、快適なショッピングセンターの特徴を明らかにする
ことを目的とする。

2．研究対象とする施設
　対象施設については東京都多摩市・東京都八王子市・神
奈川県相模原市周辺のショッピングセンター（アリオ橋本、コ
コリア多摩センター、ミウィ橋本、セレオ八王子、京王八王子
ショッピングセンター、八王子東急スクエア）のうち、施設規
模や店舗数に大きな差がないものを選定することとした。加
えて、フロアマップや現地調査から空間構成の特徴が大きく
異なる2施設とした。この際、上記の既往研究を踏まえて、特
に通路に沿って吹き抜けを配置することは見通しが良くなる
ことから買い物行動の利便性が高まると推測されるため、吹
き抜けを通じた見通しの特徴が異なる2施設を選定した。
　以上に述べた条件から、対象施設は神奈川県相模原市に
あるアリオ橋本と東京都多摩市にあるココリア多摩センター
の2施設とした。各施設の詳細を表1、フロアマップを図1、2

に示す。以下に各施設の特徴をまとめる。
2-1．アリオ橋本
　アリオ橋本はいわゆる郊外型のショッピングセンターであ
ると言え、低層で広大な建築面積を持つ。その内部には、通
路に沿って吹き抜けとエスカレータが設置され見通しの良
い通路と、吹き抜けが設置されず見通しの良くない通路があ
り、それら2つの通路を軸として空間が構成されている。
　アリオ橋本は店舗面積の1部をイトーヨーカドーが占めて

いるが、本研究で対象とするのは全体が1店舗としてレイアウ
トされているイトーヨーカドーを除く専門店街とした。
2-2．ココリア多摩センター
　ココリア多摩センターは、かつて百貨店として建設された
が、現在は百貨店は地下1階から2階までのみに限定され、2
階以上はショッピングセンターとしてテナントが入居してい
る。百貨店建築としての典型に沿っており、高層で吹き抜け
は2階の1部分にしかないため、見通しが良いとは言えない
空間構成になっている。エスカレータは施設中央に両方向
から昇降できるように設置されており、エスカレータを取り囲
むように店舗が配置されている。
　ココリア多摩センターにおいては、百貨店部分も個別店舗
の集合体に準じてレイアウトされていることから、それらを含
む地下1階から6階までの全店舗を対象とした。

3．調査方法
　買い物行動は、目標を持たずに歩いている状態（以下、回
遊状態）で目標を見つけ、それに向かっている状態（以下、直
行状態）へと移行し目標に到着後、入店、退店を経て回遊状
態に戻るという一連の行動を繰り返す（図3）。本研究では、
利用客の買い物行動と、行動中の状態を把握することを目
的とした調査を行う。
　本研究の目的に適った調査方法として、既往研究1）、3）～11）

を幅広く検討した結果から、調査員が実際にショッピングセ
ンター内で模擬的な買い物行動（以下、模擬買い物行動）を
行う模擬調査、ショッピングセンターの利用客を無差別に追
跡する調査（以下、追跡調査）、web上でのアンケート調査
（以下、webアンケート調査）などが考えられる。このうち追跡
調査は、滞在時間や詳細な買い物行動についての情報を得
ることができるが、膨大な調査時間が必要であることや、調
査への協力を得ることが難しいことがデメリットとして考えら
れる。webアンケート調査は、多くの回答を得られる可能性
があるが、特定のショッピングセンターにおける滞在時間や
立ち寄り店舗など買い物行動に関する高い精度のデータを
求めることが難しいことがデメリットとして挙げられる。以上
の理由から模擬調査が適切であると判断した。
　模擬調査の詳細については、既往研究1）、3）～8）を参考とし
て、2016年10月と11月の平日の昼間に数回の予備調査を
行い、制限時間や買い物行動の条件などの詳細について検
討し決定した。
　以上の準備を経て、両施設で12月5日から16日までの平
日10時から17時までの間に模擬調査を行った。調査員は19
名（男性15名、女性4名）の20代の学生であり、制限時間20
～25分程度の模擬買い物行動を行った。また模擬調査に付
随して、模擬買い物行動を行った後の心象アンケート調査も
行った。模擬買い物行動は、制限時間内に入りたいと思う店
舗を5店舗以上見つけることと定義した。5店舗以上としたの
は、入りたい店舗を探す意識を持って行動するためである。
調査員には記録者が随行する。調査員は入りたい店舗を見
つけた時点で目標とする店舗に向かう旨を発言し、目標とし
ていた店舗に到着したら入店はせずに次の目標を探す行動
に移る。目標としていた店舗に到着する前に、別の入りたい
店舗を見つけた場合には、そのことを発言した上で、寄っても
良いこととし、その後、再度目標としていた店舗に向かう。ま
た、サインを含むガイドマップなどは見ない、スマートフォンな
どは使わない、エレベータを使用しないこととした。

　模擬買い物行動中の状態を、直行状態と回遊状態に分
け、調査員の状態とたどった経路、立ち寄った店舗とその数
について把握した。店舗についてはその属性を考慮するた
め、飲食と非飲食に分類した。また、調査員を普段の道に迷
う程度の自己評価を迷い度として、迷い度（A=迷わない・B=
どちらでもない・C=迷う）ごとにグループ分けした。迷い度と
ともに性別、施設への来場経験の有無を併せて調査員の属
性について表2に示す。

4．模擬調査結果と考察
4-1．心象評価
　模擬買い物行動後の心象評価アンケートでは、各項目に
ついて5段階での評価を行った。評価項目については既往研
究1）、10）を参考とし、表3に示した項目について回答を得た。
　アンケート結果について表4、5に示す。各表に該当する調
査員が少ない表においては、以下に述べる傾向は誤差を含
む可能性があることに留意されたい。
　アリオ橋本の評価はおおむね3を超えており、全体に高評
価だったと言える。ココリア多摩センターは調査員全体の評
価では「見通しが良い」「時間が短かった」以外の4項目は3
を超えているためアリオ橋本と比較しても悪いというほどの
評価ではなかった。しかしココリア多摩センターの評価を分
類ごとに見ると、来場経験のないグループで多くの項目で3
以下の低評価となった。
　「見通しが良い」の項目に関しては、ココリア多摩センター
よりもアリオ橋本の方が良かったという結果が得られた。こ
れは上記の通り、吹き抜けが通路に沿って設置されているこ
とが要因として考えられる。しかし、「探し物がしやすい」とい
う項目に関してはほとんど同程度の評価だったことから、見
通しの良さが必ずしも探しやすさにつながるわけではないと
いうことがわかった。
　その他4項目については「迷わなかった」「疲れていない」に
ついてはココリア多摩センター、「また来たい」「時間が短か
った」についてはアリオ橋本のほうが高評価だった。したがっ
て、アリオ橋本に関して言えば、「迷い、疲れたが、時間が短く
感じ、また来たいと思った」という感想を持ちやすく、一方コ
コリア多摩センターでは「迷わず、疲れなかったが、時間が長
く感じ、また来たいとは思わない」という感想を持ちやすいこ
とが予測される。
　迷いやすさの自己評価を「迷わない」としているグループ
（以下、A）と「迷う」としているグループ（以下、C）で分類する

と、両施設ともに、Aの方が「探し物がしやすい」「見通しが良
い」「迷わなかった」の3項目について評価が良かった。アリオ
橋本では、Aはすべての項目が3以上の評価であり、Cは「探
し物がしやすい」「時間が短かった」の2項目で3未満の評価
であった。ココリア多摩センターは迷い度にかかわらず、「見
通しが良い」「時間が短かった」の2項目で3未満の評価であ
った。
　AとCをさらに各施設への来場経験の有無で分類した。ア
リオ橋本においてAで来場経験がある人は、調査員全体の
評価よりも「疲れていない」以外の5項目に関してわずかに高
く、「疲れていない」の項目もわずかに低い程度でおおむね平
均程度であった。Aで来場経験がない人は「また来たい」以
外の5項目で調査員全体の評価よりも高い評価であった。一
方、Cで来場経験がない人は「探し物がしやすい」「見通しが
良い」「迷わなかった」「時間が短かった」の4項目で調査員
全体よりも低い評価であった。
　次にココリア多摩センターにおいて、Aで来場経験がある
人は「探し物がしやすい」「迷わなかった」「疲れていない」の
3項目で調査員全体よりも低評価であり、特に「疲れていな
い」の項目が低い評価であった。Aで来場経験がない人は
「迷わなかった」「疲れていない」以外の4項目で調査員全体
よりも低評価となった。Cで来場経験がある人は「疲れていな
い」の項目以外で調査員全体よりも高評価で、「疲れていな
い」に関してもわずかに低い評価だった。Cで来場経験がな

い人は全項目で調査員全体よりも低評価であった。
　迷い度を「迷う」と自己評価している人にとって来場経験
の有無が、その空間が快適だという印象を持たせる大きな
要因である可能性が考えられる。したがってCの人には「また
来たい」と感じさせることが重要となる。
4-2．買い物行動における経路
　模擬買い物行動の経路と状態の記録については図3、4を
例として示す。
　表6より移動距離に占める直行状態での移動距離の割合
はココリア多摩センターよりもアリオ橋本の方が大きいという
結果が得られたことから、アリオ橋本の方が目標を見つけや
すかったと考えられる。また、アリオ橋本では調査員全員が通
路に沿って吹き抜けとエスカレータが設置してある見通しの
良い通路の方が、吹き抜けが設置されていない通路よりも行
動した経路が長かった。　
　表7よりCはAよりも移動距離に占める直行状態での移動
距離の割合が両施設で1.4から1.5倍であった。わずかな差
であるが、AとCそれぞれの移動距離に占める見通しのよい
通路で行動した距離についてもCの方が8％ほど多かった。
選択した店舗ごとの直行状態での移動距離もCの方が20％
程度多かった。これらから考えられることとして、入りたい店
舗を探す際にAはCよりも空間を認識することを優先し、ある
程度空間を把握してから店舗を選択しているため回遊状態
での行動が多くなったと考えられる。一方Aは、空間認識で

はなく見える範囲の店舗の把握を優先し、その中から店舗を
選択しているため見通せる範囲内において直行状態で移動
しているということが推測される。
　ここで、AとCを各施設への来場経験の有無でさらに分類
する（表8）。アリオ橋本では、Aは回遊状態と直行状態での
移動距離が移動距離に占める割合に来場経験の有無はほ
とんど影響していないことがわかる。Cで来場経験がない人
は移動距離に占める直行状態での移動距離の割合がAより
も10％程度大きかった。つまり、「迷う」人にとって来場経験

のないショッピングセンターが見通しの良いことは目標を探
す際に良い影響を与えていると考えられる。
　ココリア多摩センターにおいて、Aはアリオ橋本と同じく、
回遊状態と直行状態での移動距離が移動距離に占める割
合に来場経験の有無はほとんど影響していない。一方Cは移
動距離に占める直行状態での移動距離が、来場経験がある
人はない人の3.7倍であった。以上のことからも「迷う」人にと
って来場経験の有無が、その空間が快適だという印象を持
たせる大きな要因である可能性が示唆される。

　表11において、AIC(1)は、見通しが良い店舗と悪い店舗
を選択する確率が、全店舗数における比率と異なっていると
いうモデルの赤池情報量規準を表している。一方でAIC(0)
は、見通しが良い店舗と悪い店舗を選択する確率が、全店
舗における比率と等しいというモデルのものである。これによ
れば、非飲食、飲食店は共にAIC(1)の方が10程度以上の大
きな差でAIC(0)より小さいことから、見通しが良い店舗と悪
い店舗を選択する確率が、全店舗数における比率と異なっ
ているというモデルを選択するのが妥当であるとの結論が得
られる。このことから、見通しの善し悪しは店舗の選択に影
響を及ぼしており、比率から見て見通しが良い店舗が全店
舗数における比率を超えて選択されやすいことが強く示唆さ
れた。
　なお、飲食店については店舗数が少ないこととこの表が分
割表ではないために古典的な検定手法の適用は困難である
が、非飲食店については店舗数が多いことからカイ二乗適
合度検定の適用が可能である。そこで、併せてこれも適用す

4-3.選択店舗
　調査員による両施設の模擬買い物行動で選択された店
舗数とその属性について表9、10にまとめる。また、アリオ橋
本の見通しの良い通路とそうでない通路、またそれらに沿っ
ている店舗、それぞれについて図5、6に示す。
　両施設ともに、立ち寄り店舗数の平均が9から10店舗で
あったことから、立ち寄り店舗数は空間構成の特徴に関わら
ず、制限時間が影響していると考えられる。
　迷い度で分類すると、平均立ち寄り店舗数は両施設でC
の方が1から2店舗多いという結果が得られた。
　アリオ橋本において、選択された店舗のうち見通しの良い
通路に沿っている店舗が、選択された店舗全体に占める割
合は70％を超えている。加えて、アリオ橋本では、見通しの良
い通路に沿った店舗のうち選択された店舗の割合は10％
程度、見通しの良くない通路では3.5％、ココリア多摩センタ
ーは5.6％程度であった。以上のことから、店舗を選択する
上で見通しが良いことは重要であるように見える。しかし、ア
リオ橋本は見通しの良くない通路に飲食店が多く配置され
ている構成であり、選択されづらかった可能性も考えられる。
　以上を踏まえて、本研究では赤池情報量規準を用いて、
調査員がアリオ橋本での模擬買い物行動中に選択した店舗
を、非飲食店と飲食店に分類した上で、それぞれの分類の中
で見通しの善し悪しによって店舗選択の確率が異なってい
るかどうかを検証する。

る。
　これにより、「見通しが良い店舗と悪い店舗を選択する確
率は、全店舗数の比率と同じである」という帰無仮説は、
p=0.00056で棄却される（表12）。この結果も、見通しの善
し悪しは店舗の選択に影響を及ぼしており、比率から見て見
通しが良い店舗が全店舗数における比率を超えて選択され
やすいことを強く示唆する結果である。

5．結論
　本研究で得られた結果は以下の通りである。
　心象評価ではアリオ橋本、ココリア多摩センターともに、お
おむね高評価であった。しかし、ココリア多摩センターは来場
経験のない利用客からは低評価であった。また、アリオ橋本
は吹き抜けが通路に沿って設置されているため、ココリア多
摩センターよりも「見通しが良い」という評価を得た。しかし、
「探し物がしやすい」は同程度の評価だったため、見通しの
良さが必ずしも探しやすさにつながるわけではない。
　調査員の属性ごとでは、迷い度を「迷う」として来場経験が
ない人からは両施設ともに低評価であった。
　模擬買い物行動調査の結果から、移動距離に占める直行
状態での移動距離の割合はココリア多摩センターよりもアリ
オ橋本の方が大きく、アリオ橋本では調査員は見通しの良い
通路で多く行動していた。
　模擬買い物行動調査の結果を迷い度で分類分けすること
で以下が示唆された。入りたい店舗を探す際に「迷わない」
とした人は空間を認識することを優先し、ある程度空間を把
握してから店舗を選択しているため回遊状態での行動が多
くなる。一方「迷う」とした人は、空間認識ではなく見える範囲
の店舗の把握を優先し、その中から店舗を選択しているため
見通せる範囲内において直行状態で移動している。
　迷い度と来場経験の有無での分類分けより、「迷う」人に
とって来場経験のないショッピングセンターが見通しの良い
ことは目標を探す際に良い影響を与えていることが考えられ
る。一方「迷わない」人にとって来場経験の有無は買い物行
動に大きな影響はないという結果が得られた。
　買い物行動における立ち寄り店舗数は空間構成ではなく
時間に依存するということが示唆された。
　赤池情報量規準を用いた検証より、見通しが良い店舗と
悪い店舗を選択する確率が、全店舗数における比率と異な
っているというモデルを選択するのが妥当であるとの結論が
得られ、見通しの善し悪しは店舗の選択に影響を及ぼしてお
り、比率から見て見通しが良い店舗が全店舗数における比
率を超えて選択されやすいことが強く示唆された。加えて、カ
イ二乗適合度検定からも見通しの善し悪しは店舗の選択に
影響を及ぼしており、比率から見て見通しが良い店舗が全
店舗数における比率を超えて選択されやすいことを強く示唆
する結果となった。
　なお、本研究で行った模擬買い物行動による調査で得ら
れたサンプル数が少なかった項目に関しては、より多くのデ
ータが必要である。また、本研究では模擬買い物行動での分

析を行ったため、今後ショッピングセンターを実際に利用し
ている人の滞在時間や、滞留などの詳細な行動を考慮した
分析をすることが必要である。
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1．研究の背景と目的
　近年、全国で再開発事業や大規模な郊外の開発事業が
行われ、その一環として多店舗の大規模なショッピングセン
ターが多数建設されている。郊外型のショッピングセンター
においては、低層で建築面積が大きいことが特徴として挙げ
られる。また、都市部に建設されるショッピングセンターに共
通した特徴として、多層であること、小規模高単価のテナント
が多いことが挙げられる。どちらのショッピングセンターの計
画においても、それぞれの特徴を前提としたうえで、利用客に
とって買い物が快適な空間になるように工夫を凝らすことに
なる。
　ショッピングセンターの利用客は必ずしも明確な目的を持
って訪れるわけではなく、そこで「迷い」、「発見」することを楽
しんでいると言えるだろう。宮岸ら1）は「ショッピングにとって
大きな楽しみである『迷い』と『発見』も、歩行者の意識の中
に基本的なレジビリティが形成したあとに体験できる」という
考えをもとに街区での自由散策について論じている。これを
踏まえると、「迷い」とは、自分の現在地が施設または街区全
体のどのあたりなのか把握できないというような「迷い」のこ
とではなく、目的を迷うことができる、言い換えると目的を選
べることであると推察される。この観点からは、利用客が目的
を探せなければならないからショッピングセンターにとって目
的となり得るものが多く見渡せる必要があるだろう。
　しかし実際のショッピングセンターを観察すると、それぞれ
で空間構成の違いから買い物の快適さ、特に店舗や通路な
どの形状や配置によって利用客の買い物行動に大きな差が
生じることが予想される。したがって、上記の観点からの評
価指標は、ショッピングセンターの空間計画にも有益である
と期待できる。これに関連する既往研究としては、ショッピン
グセンター内でよく見られる探し歩きという行動に着目し、探

し歩きしやすい空間構成とはどういったものなのかを把握し
ようと試みたもの2）が挙げられる。本研究は、これらの既往研
究の成果を踏まえて、利用客のショッピングセンターにおけ
る「買い物行動中の経路」や「立ち寄り店舗数」などの行動に
着目して、快適なショッピングセンターの特徴を明らかにする
ことを目的とする。

2．研究対象とする施設
　対象施設については東京都多摩市・東京都八王子市・神
奈川県相模原市周辺のショッピングセンター（アリオ橋本、コ
コリア多摩センター、ミウィ橋本、セレオ八王子、京王八王子
ショッピングセンター、八王子東急スクエア）のうち、施設規
模や店舗数に大きな差がないものを選定することとした。加
えて、フロアマップや現地調査から空間構成の特徴が大きく
異なる2施設とした。この際、上記の既往研究を踏まえて、特
に通路に沿って吹き抜けを配置することは見通しが良くなる
ことから買い物行動の利便性が高まると推測されるため、吹
き抜けを通じた見通しの特徴が異なる2施設を選定した。
　以上に述べた条件から、対象施設は神奈川県相模原市に
あるアリオ橋本と東京都多摩市にあるココリア多摩センター
の2施設とした。各施設の詳細を表1、フロアマップを図1、2

に示す。以下に各施設の特徴をまとめる。
2-1．アリオ橋本
　アリオ橋本はいわゆる郊外型のショッピングセンターであ
ると言え、低層で広大な建築面積を持つ。その内部には、通
路に沿って吹き抜けとエスカレータが設置され見通しの良
い通路と、吹き抜けが設置されず見通しの良くない通路があ
り、それら2つの通路を軸として空間が構成されている。
　アリオ橋本は店舗面積の1部をイトーヨーカドーが占めて

いるが、本研究で対象とするのは全体が1店舗としてレイアウ
トされているイトーヨーカドーを除く専門店街とした。
2-2．ココリア多摩センター
　ココリア多摩センターは、かつて百貨店として建設された
が、現在は百貨店は地下1階から2階までのみに限定され、2
階以上はショッピングセンターとしてテナントが入居してい
る。百貨店建築としての典型に沿っており、高層で吹き抜け
は2階の1部分にしかないため、見通しが良いとは言えない
空間構成になっている。エスカレータは施設中央に両方向
から昇降できるように設置されており、エスカレータを取り囲
むように店舗が配置されている。
　ココリア多摩センターにおいては、百貨店部分も個別店舗
の集合体に準じてレイアウトされていることから、それらを含
む地下1階から6階までの全店舗を対象とした。

3．調査方法
　買い物行動は、目標を持たずに歩いている状態（以下、回
遊状態）で目標を見つけ、それに向かっている状態（以下、直
行状態）へと移行し目標に到着後、入店、退店を経て回遊状
態に戻るという一連の行動を繰り返す（図3）。本研究では、
利用客の買い物行動と、行動中の状態を把握することを目
的とした調査を行う。
　本研究の目的に適った調査方法として、既往研究1）、3）～11）

を幅広く検討した結果から、調査員が実際にショッピングセ
ンター内で模擬的な買い物行動（以下、模擬買い物行動）を
行う模擬調査、ショッピングセンターの利用客を無差別に追
跡する調査（以下、追跡調査）、web上でのアンケート調査
（以下、webアンケート調査）などが考えられる。このうち追跡
調査は、滞在時間や詳細な買い物行動についての情報を得
ることができるが、膨大な調査時間が必要であることや、調
査への協力を得ることが難しいことがデメリットとして考えら
れる。webアンケート調査は、多くの回答を得られる可能性
があるが、特定のショッピングセンターにおける滞在時間や
立ち寄り店舗など買い物行動に関する高い精度のデータを
求めることが難しいことがデメリットとして挙げられる。以上
の理由から模擬調査が適切であると判断した。
　模擬調査の詳細については、既往研究1）、3）～8）を参考とし
て、2016年10月と11月の平日の昼間に数回の予備調査を
行い、制限時間や買い物行動の条件などの詳細について検
討し決定した。
　以上の準備を経て、両施設で12月5日から16日までの平
日10時から17時までの間に模擬調査を行った。調査員は19
名（男性15名、女性4名）の20代の学生であり、制限時間20
～25分程度の模擬買い物行動を行った。また模擬調査に付
随して、模擬買い物行動を行った後の心象アンケート調査も
行った。模擬買い物行動は、制限時間内に入りたいと思う店
舗を5店舗以上見つけることと定義した。5店舗以上としたの
は、入りたい店舗を探す意識を持って行動するためである。
調査員には記録者が随行する。調査員は入りたい店舗を見
つけた時点で目標とする店舗に向かう旨を発言し、目標とし
ていた店舗に到着したら入店はせずに次の目標を探す行動
に移る。目標としていた店舗に到着する前に、別の入りたい
店舗を見つけた場合には、そのことを発言した上で、寄っても
良いこととし、その後、再度目標としていた店舗に向かう。ま
た、サインを含むガイドマップなどは見ない、スマートフォンな
どは使わない、エレベータを使用しないこととした。

　模擬買い物行動中の状態を、直行状態と回遊状態に分
け、調査員の状態とたどった経路、立ち寄った店舗とその数
について把握した。店舗についてはその属性を考慮するた
め、飲食と非飲食に分類した。また、調査員を普段の道に迷
う程度の自己評価を迷い度として、迷い度（A=迷わない・B=
どちらでもない・C=迷う）ごとにグループ分けした。迷い度と
ともに性別、施設への来場経験の有無を併せて調査員の属
性について表2に示す。

4．模擬調査結果と考察
4-1．心象評価
　模擬買い物行動後の心象評価アンケートでは、各項目に
ついて5段階での評価を行った。評価項目については既往研
究1）、10）を参考とし、表3に示した項目について回答を得た。
　アンケート結果について表4、5に示す。各表に該当する調
査員が少ない表においては、以下に述べる傾向は誤差を含
む可能性があることに留意されたい。
　アリオ橋本の評価はおおむね3を超えており、全体に高評
価だったと言える。ココリア多摩センターは調査員全体の評
価では「見通しが良い」「時間が短かった」以外の4項目は3
を超えているためアリオ橋本と比較しても悪いというほどの
評価ではなかった。しかしココリア多摩センターの評価を分
類ごとに見ると、来場経験のないグループで多くの項目で3
以下の低評価となった。
　「見通しが良い」の項目に関しては、ココリア多摩センター
よりもアリオ橋本の方が良かったという結果が得られた。こ
れは上記の通り、吹き抜けが通路に沿って設置されているこ
とが要因として考えられる。しかし、「探し物がしやすい」とい
う項目に関してはほとんど同程度の評価だったことから、見
通しの良さが必ずしも探しやすさにつながるわけではないと
いうことがわかった。
　その他4項目については「迷わなかった」「疲れていない」に
ついてはココリア多摩センター、「また来たい」「時間が短か
った」についてはアリオ橋本のほうが高評価だった。したがっ
て、アリオ橋本に関して言えば、「迷い、疲れたが、時間が短く
感じ、また来たいと思った」という感想を持ちやすく、一方コ
コリア多摩センターでは「迷わず、疲れなかったが、時間が長
く感じ、また来たいとは思わない」という感想を持ちやすいこ
とが予測される。
　迷いやすさの自己評価を「迷わない」としているグループ
（以下、A）と「迷う」としているグループ（以下、C）で分類する

と、両施設ともに、Aの方が「探し物がしやすい」「見通しが良
い」「迷わなかった」の3項目について評価が良かった。アリオ
橋本では、Aはすべての項目が3以上の評価であり、Cは「探
し物がしやすい」「時間が短かった」の2項目で3未満の評価
であった。ココリア多摩センターは迷い度にかかわらず、「見
通しが良い」「時間が短かった」の2項目で3未満の評価であ
った。
　AとCをさらに各施設への来場経験の有無で分類した。ア
リオ橋本においてAで来場経験がある人は、調査員全体の
評価よりも「疲れていない」以外の5項目に関してわずかに高
く、「疲れていない」の項目もわずかに低い程度でおおむね平
均程度であった。Aで来場経験がない人は「また来たい」以
外の5項目で調査員全体の評価よりも高い評価であった。一
方、Cで来場経験がない人は「探し物がしやすい」「見通しが
良い」「迷わなかった」「時間が短かった」の4項目で調査員
全体よりも低い評価であった。
　次にココリア多摩センターにおいて、Aで来場経験がある
人は「探し物がしやすい」「迷わなかった」「疲れていない」の
3項目で調査員全体よりも低評価であり、特に「疲れていな
い」の項目が低い評価であった。Aで来場経験がない人は
「迷わなかった」「疲れていない」以外の4項目で調査員全体
よりも低評価となった。Cで来場経験がある人は「疲れていな
い」の項目以外で調査員全体よりも高評価で、「疲れていな
い」に関してもわずかに低い評価だった。Cで来場経験がな

い人は全項目で調査員全体よりも低評価であった。
　迷い度を「迷う」と自己評価している人にとって来場経験
の有無が、その空間が快適だという印象を持たせる大きな
要因である可能性が考えられる。したがってCの人には「また
来たい」と感じさせることが重要となる。
4-2．買い物行動における経路
　模擬買い物行動の経路と状態の記録については図3、4を
例として示す。
　表6より移動距離に占める直行状態での移動距離の割合
はココリア多摩センターよりもアリオ橋本の方が大きいという
結果が得られたことから、アリオ橋本の方が目標を見つけや
すかったと考えられる。また、アリオ橋本では調査員全員が通
路に沿って吹き抜けとエスカレータが設置してある見通しの
良い通路の方が、吹き抜けが設置されていない通路よりも行
動した経路が長かった。　
　表7よりCはAよりも移動距離に占める直行状態での移動
距離の割合が両施設で1.4から1.5倍であった。わずかな差
であるが、AとCそれぞれの移動距離に占める見通しのよい
通路で行動した距離についてもCの方が8％ほど多かった。
選択した店舗ごとの直行状態での移動距離もCの方が20％
程度多かった。これらから考えられることとして、入りたい店
舗を探す際にAはCよりも空間を認識することを優先し、ある
程度空間を把握してから店舗を選択しているため回遊状態
での行動が多くなったと考えられる。一方Aは、空間認識で

はなく見える範囲の店舗の把握を優先し、その中から店舗を
選択しているため見通せる範囲内において直行状態で移動
しているということが推測される。
　ここで、AとCを各施設への来場経験の有無でさらに分類
する（表8）。アリオ橋本では、Aは回遊状態と直行状態での
移動距離が移動距離に占める割合に来場経験の有無はほ
とんど影響していないことがわかる。Cで来場経験がない人
は移動距離に占める直行状態での移動距離の割合がAより
も10％程度大きかった。つまり、「迷う」人にとって来場経験

のないショッピングセンターが見通しの良いことは目標を探
す際に良い影響を与えていると考えられる。
　ココリア多摩センターにおいて、Aはアリオ橋本と同じく、
回遊状態と直行状態での移動距離が移動距離に占める割
合に来場経験の有無はほとんど影響していない。一方Cは移
動距離に占める直行状態での移動距離が、来場経験がある
人はない人の3.7倍であった。以上のことからも「迷う」人にと
って来場経験の有無が、その空間が快適だという印象を持
たせる大きな要因である可能性が示唆される。

　表11において、AIC(1)は、見通しが良い店舗と悪い店舗
を選択する確率が、全店舗数における比率と異なっていると
いうモデルの赤池情報量規準を表している。一方でAIC(0)
は、見通しが良い店舗と悪い店舗を選択する確率が、全店
舗における比率と等しいというモデルのものである。これによ
れば、非飲食、飲食店は共にAIC(1)の方が10程度以上の大
きな差でAIC(0)より小さいことから、見通しが良い店舗と悪
い店舗を選択する確率が、全店舗数における比率と異なっ
ているというモデルを選択するのが妥当であるとの結論が得
られる。このことから、見通しの善し悪しは店舗の選択に影
響を及ぼしており、比率から見て見通しが良い店舗が全店
舗数における比率を超えて選択されやすいことが強く示唆さ
れた。
　なお、飲食店については店舗数が少ないこととこの表が分
割表ではないために古典的な検定手法の適用は困難である
が、非飲食店については店舗数が多いことからカイ二乗適
合度検定の適用が可能である。そこで、併せてこれも適用す

4-3.選択店舗
　調査員による両施設の模擬買い物行動で選択された店
舗数とその属性について表9、10にまとめる。また、アリオ橋
本の見通しの良い通路とそうでない通路、またそれらに沿っ
ている店舗、それぞれについて図5、6に示す。
　両施設ともに、立ち寄り店舗数の平均が9から10店舗で
あったことから、立ち寄り店舗数は空間構成の特徴に関わら
ず、制限時間が影響していると考えられる。
　迷い度で分類すると、平均立ち寄り店舗数は両施設でC
の方が1から2店舗多いという結果が得られた。
　アリオ橋本において、選択された店舗のうち見通しの良い
通路に沿っている店舗が、選択された店舗全体に占める割
合は70％を超えている。加えて、アリオ橋本では、見通しの良
い通路に沿った店舗のうち選択された店舗の割合は10％
程度、見通しの良くない通路では3.5％、ココリア多摩センタ
ーは5.6％程度であった。以上のことから、店舗を選択する
上で見通しが良いことは重要であるように見える。しかし、ア
リオ橋本は見通しの良くない通路に飲食店が多く配置され
ている構成であり、選択されづらかった可能性も考えられる。
　以上を踏まえて、本研究では赤池情報量規準を用いて、
調査員がアリオ橋本での模擬買い物行動中に選択した店舗
を、非飲食店と飲食店に分類した上で、それぞれの分類の中
で見通しの善し悪しによって店舗選択の確率が異なってい
るかどうかを検証する。

る。
　これにより、「見通しが良い店舗と悪い店舗を選択する確
率は、全店舗数の比率と同じである」という帰無仮説は、
p=0.00056で棄却される（表12）。この結果も、見通しの善
し悪しは店舗の選択に影響を及ぼしており、比率から見て見
通しが良い店舗が全店舗数における比率を超えて選択され
やすいことを強く示唆する結果である。

5．結論
　本研究で得られた結果は以下の通りである。
　心象評価ではアリオ橋本、ココリア多摩センターともに、お
おむね高評価であった。しかし、ココリア多摩センターは来場
経験のない利用客からは低評価であった。また、アリオ橋本
は吹き抜けが通路に沿って設置されているため、ココリア多
摩センターよりも「見通しが良い」という評価を得た。しかし、
「探し物がしやすい」は同程度の評価だったため、見通しの
良さが必ずしも探しやすさにつながるわけではない。
　調査員の属性ごとでは、迷い度を「迷う」として来場経験が
ない人からは両施設ともに低評価であった。
　模擬買い物行動調査の結果から、移動距離に占める直行
状態での移動距離の割合はココリア多摩センターよりもアリ
オ橋本の方が大きく、アリオ橋本では調査員は見通しの良い
通路で多く行動していた。
　模擬買い物行動調査の結果を迷い度で分類分けすること
で以下が示唆された。入りたい店舗を探す際に「迷わない」
とした人は空間を認識することを優先し、ある程度空間を把
握してから店舗を選択しているため回遊状態での行動が多
くなる。一方「迷う」とした人は、空間認識ではなく見える範囲
の店舗の把握を優先し、その中から店舗を選択しているため
見通せる範囲内において直行状態で移動している。
　迷い度と来場経験の有無での分類分けより、「迷う」人に
とって来場経験のないショッピングセンターが見通しの良い
ことは目標を探す際に良い影響を与えていることが考えられ
る。一方「迷わない」人にとって来場経験の有無は買い物行
動に大きな影響はないという結果が得られた。
　買い物行動における立ち寄り店舗数は空間構成ではなく
時間に依存するということが示唆された。
　赤池情報量規準を用いた検証より、見通しが良い店舗と
悪い店舗を選択する確率が、全店舗数における比率と異な
っているというモデルを選択するのが妥当であるとの結論が
得られ、見通しの善し悪しは店舗の選択に影響を及ぼしてお
り、比率から見て見通しが良い店舗が全店舗数における比
率を超えて選択されやすいことが強く示唆された。加えて、カ
イ二乗適合度検定からも見通しの善し悪しは店舗の選択に
影響を及ぼしており、比率から見て見通しが良い店舗が全
店舗数における比率を超えて選択されやすいことを強く示唆
する結果となった。
　なお、本研究で行った模擬買い物行動による調査で得ら
れたサンプル数が少なかった項目に関しては、より多くのデ
ータが必要である。また、本研究では模擬買い物行動での分

析を行ったため、今後ショッピングセンターを実際に利用し
ている人の滞在時間や、滞留などの詳細な行動を考慮した
分析をすることが必要である。
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表9　選択店舗数　アリオ橋本

表10　選択店舗数　ココリア多摩センター

図5　見通しの良い通路　アリオ橋本

図6　見通しの良い通路に沿っている店舗　アリオ橋本
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表11　選択店舗数　アリオ橋本

表12　選択店舗数　アリオ橋本
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1．研究の背景と目的
　近年、全国で再開発事業や大規模な郊外の開発事業が
行われ、その一環として多店舗の大規模なショッピングセン
ターが多数建設されている。郊外型のショッピングセンター
においては、低層で建築面積が大きいことが特徴として挙げ
られる。また、都市部に建設されるショッピングセンターに共
通した特徴として、多層であること、小規模高単価のテナント
が多いことが挙げられる。どちらのショッピングセンターの計
画においても、それぞれの特徴を前提としたうえで、利用客に
とって買い物が快適な空間になるように工夫を凝らすことに
なる。
　ショッピングセンターの利用客は必ずしも明確な目的を持
って訪れるわけではなく、そこで「迷い」、「発見」することを楽
しんでいると言えるだろう。宮岸ら1）は「ショッピングにとって
大きな楽しみである『迷い』と『発見』も、歩行者の意識の中
に基本的なレジビリティが形成したあとに体験できる」という
考えをもとに街区での自由散策について論じている。これを
踏まえると、「迷い」とは、自分の現在地が施設または街区全
体のどのあたりなのか把握できないというような「迷い」のこ
とではなく、目的を迷うことができる、言い換えると目的を選
べることであると推察される。この観点からは、利用客が目的
を探せなければならないからショッピングセンターにとって目
的となり得るものが多く見渡せる必要があるだろう。
　しかし実際のショッピングセンターを観察すると、それぞれ
で空間構成の違いから買い物の快適さ、特に店舗や通路な
どの形状や配置によって利用客の買い物行動に大きな差が
生じることが予想される。したがって、上記の観点からの評
価指標は、ショッピングセンターの空間計画にも有益である
と期待できる。これに関連する既往研究としては、ショッピン
グセンター内でよく見られる探し歩きという行動に着目し、探

し歩きしやすい空間構成とはどういったものなのかを把握し
ようと試みたもの2）が挙げられる。本研究は、これらの既往研
究の成果を踏まえて、利用客のショッピングセンターにおけ
る「買い物行動中の経路」や「立ち寄り店舗数」などの行動に
着目して、快適なショッピングセンターの特徴を明らかにする
ことを目的とする。

2．研究対象とする施設
　対象施設については東京都多摩市・東京都八王子市・神
奈川県相模原市周辺のショッピングセンター（アリオ橋本、コ
コリア多摩センター、ミウィ橋本、セレオ八王子、京王八王子
ショッピングセンター、八王子東急スクエア）のうち、施設規
模や店舗数に大きな差がないものを選定することとした。加
えて、フロアマップや現地調査から空間構成の特徴が大きく
異なる2施設とした。この際、上記の既往研究を踏まえて、特
に通路に沿って吹き抜けを配置することは見通しが良くなる
ことから買い物行動の利便性が高まると推測されるため、吹
き抜けを通じた見通しの特徴が異なる2施設を選定した。
　以上に述べた条件から、対象施設は神奈川県相模原市に
あるアリオ橋本と東京都多摩市にあるココリア多摩センター
の2施設とした。各施設の詳細を表1、フロアマップを図1、2

に示す。以下に各施設の特徴をまとめる。
2-1．アリオ橋本
　アリオ橋本はいわゆる郊外型のショッピングセンターであ
ると言え、低層で広大な建築面積を持つ。その内部には、通
路に沿って吹き抜けとエスカレータが設置され見通しの良
い通路と、吹き抜けが設置されず見通しの良くない通路があ
り、それら2つの通路を軸として空間が構成されている。
　アリオ橋本は店舗面積の1部をイトーヨーカドーが占めて

いるが、本研究で対象とするのは全体が1店舗としてレイアウ
トされているイトーヨーカドーを除く専門店街とした。
2-2．ココリア多摩センター
　ココリア多摩センターは、かつて百貨店として建設された
が、現在は百貨店は地下1階から2階までのみに限定され、2
階以上はショッピングセンターとしてテナントが入居してい
る。百貨店建築としての典型に沿っており、高層で吹き抜け
は2階の1部分にしかないため、見通しが良いとは言えない
空間構成になっている。エスカレータは施設中央に両方向
から昇降できるように設置されており、エスカレータを取り囲
むように店舗が配置されている。
　ココリア多摩センターにおいては、百貨店部分も個別店舗
の集合体に準じてレイアウトされていることから、それらを含
む地下1階から6階までの全店舗を対象とした。

3．調査方法
　買い物行動は、目標を持たずに歩いている状態（以下、回
遊状態）で目標を見つけ、それに向かっている状態（以下、直
行状態）へと移行し目標に到着後、入店、退店を経て回遊状
態に戻るという一連の行動を繰り返す（図3）。本研究では、
利用客の買い物行動と、行動中の状態を把握することを目
的とした調査を行う。
　本研究の目的に適った調査方法として、既往研究1）、3）～11）

を幅広く検討した結果から、調査員が実際にショッピングセ
ンター内で模擬的な買い物行動（以下、模擬買い物行動）を
行う模擬調査、ショッピングセンターの利用客を無差別に追
跡する調査（以下、追跡調査）、web上でのアンケート調査
（以下、webアンケート調査）などが考えられる。このうち追跡
調査は、滞在時間や詳細な買い物行動についての情報を得
ることができるが、膨大な調査時間が必要であることや、調
査への協力を得ることが難しいことがデメリットとして考えら
れる。webアンケート調査は、多くの回答を得られる可能性
があるが、特定のショッピングセンターにおける滞在時間や
立ち寄り店舗など買い物行動に関する高い精度のデータを
求めることが難しいことがデメリットとして挙げられる。以上
の理由から模擬調査が適切であると判断した。
　模擬調査の詳細については、既往研究1）、3）～8）を参考とし
て、2016年10月と11月の平日の昼間に数回の予備調査を
行い、制限時間や買い物行動の条件などの詳細について検
討し決定した。
　以上の準備を経て、両施設で12月5日から16日までの平
日10時から17時までの間に模擬調査を行った。調査員は19
名（男性15名、女性4名）の20代の学生であり、制限時間20
～25分程度の模擬買い物行動を行った。また模擬調査に付
随して、模擬買い物行動を行った後の心象アンケート調査も
行った。模擬買い物行動は、制限時間内に入りたいと思う店
舗を5店舗以上見つけることと定義した。5店舗以上としたの
は、入りたい店舗を探す意識を持って行動するためである。
調査員には記録者が随行する。調査員は入りたい店舗を見
つけた時点で目標とする店舗に向かう旨を発言し、目標とし
ていた店舗に到着したら入店はせずに次の目標を探す行動
に移る。目標としていた店舗に到着する前に、別の入りたい
店舗を見つけた場合には、そのことを発言した上で、寄っても
良いこととし、その後、再度目標としていた店舗に向かう。ま
た、サインを含むガイドマップなどは見ない、スマートフォンな
どは使わない、エレベータを使用しないこととした。

　模擬買い物行動中の状態を、直行状態と回遊状態に分
け、調査員の状態とたどった経路、立ち寄った店舗とその数
について把握した。店舗についてはその属性を考慮するた
め、飲食と非飲食に分類した。また、調査員を普段の道に迷
う程度の自己評価を迷い度として、迷い度（A=迷わない・B=
どちらでもない・C=迷う）ごとにグループ分けした。迷い度と
ともに性別、施設への来場経験の有無を併せて調査員の属
性について表2に示す。

4．模擬調査結果と考察
4-1．心象評価
　模擬買い物行動後の心象評価アンケートでは、各項目に
ついて5段階での評価を行った。評価項目については既往研
究1）、10）を参考とし、表3に示した項目について回答を得た。
　アンケート結果について表4、5に示す。各表に該当する調
査員が少ない表においては、以下に述べる傾向は誤差を含
む可能性があることに留意されたい。
　アリオ橋本の評価はおおむね3を超えており、全体に高評
価だったと言える。ココリア多摩センターは調査員全体の評
価では「見通しが良い」「時間が短かった」以外の4項目は3
を超えているためアリオ橋本と比較しても悪いというほどの
評価ではなかった。しかしココリア多摩センターの評価を分
類ごとに見ると、来場経験のないグループで多くの項目で3
以下の低評価となった。
　「見通しが良い」の項目に関しては、ココリア多摩センター
よりもアリオ橋本の方が良かったという結果が得られた。こ
れは上記の通り、吹き抜けが通路に沿って設置されているこ
とが要因として考えられる。しかし、「探し物がしやすい」とい
う項目に関してはほとんど同程度の評価だったことから、見
通しの良さが必ずしも探しやすさにつながるわけではないと
いうことがわかった。
　その他4項目については「迷わなかった」「疲れていない」に
ついてはココリア多摩センター、「また来たい」「時間が短か
った」についてはアリオ橋本のほうが高評価だった。したがっ
て、アリオ橋本に関して言えば、「迷い、疲れたが、時間が短く
感じ、また来たいと思った」という感想を持ちやすく、一方コ
コリア多摩センターでは「迷わず、疲れなかったが、時間が長
く感じ、また来たいとは思わない」という感想を持ちやすいこ
とが予測される。
　迷いやすさの自己評価を「迷わない」としているグループ
（以下、A）と「迷う」としているグループ（以下、C）で分類する

と、両施設ともに、Aの方が「探し物がしやすい」「見通しが良
い」「迷わなかった」の3項目について評価が良かった。アリオ
橋本では、Aはすべての項目が3以上の評価であり、Cは「探
し物がしやすい」「時間が短かった」の2項目で3未満の評価
であった。ココリア多摩センターは迷い度にかかわらず、「見
通しが良い」「時間が短かった」の2項目で3未満の評価であ
った。
　AとCをさらに各施設への来場経験の有無で分類した。ア
リオ橋本においてAで来場経験がある人は、調査員全体の
評価よりも「疲れていない」以外の5項目に関してわずかに高
く、「疲れていない」の項目もわずかに低い程度でおおむね平
均程度であった。Aで来場経験がない人は「また来たい」以
外の5項目で調査員全体の評価よりも高い評価であった。一
方、Cで来場経験がない人は「探し物がしやすい」「見通しが
良い」「迷わなかった」「時間が短かった」の4項目で調査員
全体よりも低い評価であった。
　次にココリア多摩センターにおいて、Aで来場経験がある
人は「探し物がしやすい」「迷わなかった」「疲れていない」の
3項目で調査員全体よりも低評価であり、特に「疲れていな
い」の項目が低い評価であった。Aで来場経験がない人は
「迷わなかった」「疲れていない」以外の4項目で調査員全体
よりも低評価となった。Cで来場経験がある人は「疲れていな
い」の項目以外で調査員全体よりも高評価で、「疲れていな
い」に関してもわずかに低い評価だった。Cで来場経験がな

い人は全項目で調査員全体よりも低評価であった。
　迷い度を「迷う」と自己評価している人にとって来場経験
の有無が、その空間が快適だという印象を持たせる大きな
要因である可能性が考えられる。したがってCの人には「また
来たい」と感じさせることが重要となる。
4-2．買い物行動における経路
　模擬買い物行動の経路と状態の記録については図3、4を
例として示す。
　表6より移動距離に占める直行状態での移動距離の割合
はココリア多摩センターよりもアリオ橋本の方が大きいという
結果が得られたことから、アリオ橋本の方が目標を見つけや
すかったと考えられる。また、アリオ橋本では調査員全員が通
路に沿って吹き抜けとエスカレータが設置してある見通しの
良い通路の方が、吹き抜けが設置されていない通路よりも行
動した経路が長かった。　
　表7よりCはAよりも移動距離に占める直行状態での移動
距離の割合が両施設で1.4から1.5倍であった。わずかな差
であるが、AとCそれぞれの移動距離に占める見通しのよい
通路で行動した距離についてもCの方が8％ほど多かった。
選択した店舗ごとの直行状態での移動距離もCの方が20％
程度多かった。これらから考えられることとして、入りたい店
舗を探す際にAはCよりも空間を認識することを優先し、ある
程度空間を把握してから店舗を選択しているため回遊状態
での行動が多くなったと考えられる。一方Aは、空間認識で

はなく見える範囲の店舗の把握を優先し、その中から店舗を
選択しているため見通せる範囲内において直行状態で移動
しているということが推測される。
　ここで、AとCを各施設への来場経験の有無でさらに分類
する（表8）。アリオ橋本では、Aは回遊状態と直行状態での
移動距離が移動距離に占める割合に来場経験の有無はほ
とんど影響していないことがわかる。Cで来場経験がない人
は移動距離に占める直行状態での移動距離の割合がAより
も10％程度大きかった。つまり、「迷う」人にとって来場経験

のないショッピングセンターが見通しの良いことは目標を探
す際に良い影響を与えていると考えられる。
　ココリア多摩センターにおいて、Aはアリオ橋本と同じく、
回遊状態と直行状態での移動距離が移動距離に占める割
合に来場経験の有無はほとんど影響していない。一方Cは移
動距離に占める直行状態での移動距離が、来場経験がある
人はない人の3.7倍であった。以上のことからも「迷う」人にと
って来場経験の有無が、その空間が快適だという印象を持
たせる大きな要因である可能性が示唆される。

　表11において、AIC(1)は、見通しが良い店舗と悪い店舗
を選択する確率が、全店舗数における比率と異なっていると
いうモデルの赤池情報量規準を表している。一方でAIC(0)
は、見通しが良い店舗と悪い店舗を選択する確率が、全店
舗における比率と等しいというモデルのものである。これによ
れば、非飲食、飲食店は共にAIC(1)の方が10程度以上の大
きな差でAIC(0)より小さいことから、見通しが良い店舗と悪
い店舗を選択する確率が、全店舗数における比率と異なっ
ているというモデルを選択するのが妥当であるとの結論が得
られる。このことから、見通しの善し悪しは店舗の選択に影
響を及ぼしており、比率から見て見通しが良い店舗が全店
舗数における比率を超えて選択されやすいことが強く示唆さ
れた。
　なお、飲食店については店舗数が少ないこととこの表が分
割表ではないために古典的な検定手法の適用は困難である
が、非飲食店については店舗数が多いことからカイ二乗適
合度検定の適用が可能である。そこで、併せてこれも適用す

4-3.選択店舗
　調査員による両施設の模擬買い物行動で選択された店
舗数とその属性について表9、10にまとめる。また、アリオ橋
本の見通しの良い通路とそうでない通路、またそれらに沿っ
ている店舗、それぞれについて図5、6に示す。
　両施設ともに、立ち寄り店舗数の平均が9から10店舗で
あったことから、立ち寄り店舗数は空間構成の特徴に関わら
ず、制限時間が影響していると考えられる。
　迷い度で分類すると、平均立ち寄り店舗数は両施設でC
の方が1から2店舗多いという結果が得られた。
　アリオ橋本において、選択された店舗のうち見通しの良い
通路に沿っている店舗が、選択された店舗全体に占める割
合は70％を超えている。加えて、アリオ橋本では、見通しの良
い通路に沿った店舗のうち選択された店舗の割合は10％
程度、見通しの良くない通路では3.5％、ココリア多摩センタ
ーは5.6％程度であった。以上のことから、店舗を選択する
上で見通しが良いことは重要であるように見える。しかし、ア
リオ橋本は見通しの良くない通路に飲食店が多く配置され
ている構成であり、選択されづらかった可能性も考えられる。
　以上を踏まえて、本研究では赤池情報量規準を用いて、
調査員がアリオ橋本での模擬買い物行動中に選択した店舗
を、非飲食店と飲食店に分類した上で、それぞれの分類の中
で見通しの善し悪しによって店舗選択の確率が異なってい
るかどうかを検証する。

る。
　これにより、「見通しが良い店舗と悪い店舗を選択する確
率は、全店舗数の比率と同じである」という帰無仮説は、
p=0.00056で棄却される（表12）。この結果も、見通しの善
し悪しは店舗の選択に影響を及ぼしており、比率から見て見
通しが良い店舗が全店舗数における比率を超えて選択され
やすいことを強く示唆する結果である。

5．結論
　本研究で得られた結果は以下の通りである。
　心象評価ではアリオ橋本、ココリア多摩センターともに、お
おむね高評価であった。しかし、ココリア多摩センターは来場
経験のない利用客からは低評価であった。また、アリオ橋本
は吹き抜けが通路に沿って設置されているため、ココリア多
摩センターよりも「見通しが良い」という評価を得た。しかし、
「探し物がしやすい」は同程度の評価だったため、見通しの
良さが必ずしも探しやすさにつながるわけではない。
　調査員の属性ごとでは、迷い度を「迷う」として来場経験が
ない人からは両施設ともに低評価であった。
　模擬買い物行動調査の結果から、移動距離に占める直行
状態での移動距離の割合はココリア多摩センターよりもアリ
オ橋本の方が大きく、アリオ橋本では調査員は見通しの良い
通路で多く行動していた。
　模擬買い物行動調査の結果を迷い度で分類分けすること
で以下が示唆された。入りたい店舗を探す際に「迷わない」
とした人は空間を認識することを優先し、ある程度空間を把
握してから店舗を選択しているため回遊状態での行動が多
くなる。一方「迷う」とした人は、空間認識ではなく見える範囲
の店舗の把握を優先し、その中から店舗を選択しているため
見通せる範囲内において直行状態で移動している。
　迷い度と来場経験の有無での分類分けより、「迷う」人に
とって来場経験のないショッピングセンターが見通しの良い
ことは目標を探す際に良い影響を与えていることが考えられ
る。一方「迷わない」人にとって来場経験の有無は買い物行
動に大きな影響はないという結果が得られた。
　買い物行動における立ち寄り店舗数は空間構成ではなく
時間に依存するということが示唆された。
　赤池情報量規準を用いた検証より、見通しが良い店舗と
悪い店舗を選択する確率が、全店舗数における比率と異な
っているというモデルを選択するのが妥当であるとの結論が
得られ、見通しの善し悪しは店舗の選択に影響を及ぼしてお
り、比率から見て見通しが良い店舗が全店舗数における比
率を超えて選択されやすいことが強く示唆された。加えて、カ
イ二乗適合度検定からも見通しの善し悪しは店舗の選択に
影響を及ぼしており、比率から見て見通しが良い店舗が全
店舗数における比率を超えて選択されやすいことを強く示唆
する結果となった。
　なお、本研究で行った模擬買い物行動による調査で得ら
れたサンプル数が少なかった項目に関しては、より多くのデ
ータが必要である。また、本研究では模擬買い物行動での分

析を行ったため、今後ショッピングセンターを実際に利用し
ている人の滞在時間や、滞留などの詳細な行動を考慮した
分析をすることが必要である。
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