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１ 背景と目的 
商業統計によると、卸売･小売業事業所数、年間販売額

は、ともに平成６年度調査以来連続の減少となっており、

商業をめぐる苦境は明らかである。しかも、インターネッ

ト通販やコンビ二エンスストアなどの浸透による、消費者

の日常的購買チャネル選択肢の増加や、外資系流通業者の

日本市場参入、さらに東京では相次ぐ大型商業集積オープ

ンなどにより、限られた需要をめぐる競争は激化の一途を

辿るばかりである。この厳しい現実を背に、商業集積が活

力を維持し、成長していくために、いま何が必要か。最も

活気ある商業集積のひとつである代官山を事例に、商業集

積におけるダイナミズム生成過程とそのメカニズムにつ

いて考察し、仮説を提示することが、この研究の目的であ

る。なお、この論文は、商業を認識する理論的基盤を、主

に石原武政著（2000）『商業組織の内部編成』（千倉書房）

から得ている。 
 

２ 代官山概略 
 商業集積としての代官山1の特徴は、住宅地に形成され

ていることである。1969 年にヒルサイドテラスがオープ

ンして以来、個性的な店舗が、美しい街並みに点在するよ

うな形に出店を続けてきたが、建築規制により、2000 年

オープンの「代官山アドレス」までは、大規模な開発はお

こなわれなかった。映画館などの娯楽施設も皆無である。

また、最寄駅「代官山」までは、渋谷駅からさらに一駅あ

り、良いとはいえない立地条件も代官山の特徴である。 
 このように、多くの通行人を潜在顧客として取り込むこ

との難しい場所にありながらも、代官山の商業集積は拡大

を続けている。また、商店会などは活動をしておらず、戦

略的に集積の意思統一を図り、販促活動を実践する組織が

ないにもかかわらず、高感度な街としてのイメージを保ち

ながら、メデイアにも頻繁に登場している。そして、アパ

レル関係企業の実験店舗やショウルームも多く、情報を発

信する場所としても機能している。 
 平成１３年度事業所統計によると、エリア内事業所総数

は 2889 箇所であり、このうち 32.3％が「卸売・小売業」、

13.0％が「飲食店・宿泊業」であった。また、「卸売･小 
売」事業所の業種別構成は、17.7％が「繊維・衣服等卸売 

 
 
 
 
 
 
 
 
業」、32.4％が「繊維・衣服・身の回り品小売業」であっ

た。来街者の中心は 20 歳代前後の若年層であるが、ギャ

ラリー、インテリアの店、高級ブティック、レストランな

どは高い年齢層にも支持されており、多様なセグメントの

ための街となっている。 
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３ 研究方法 
 商業集積のダイナミズム形成のプロセスを知るために、

代官山に関して、以下のような調査・研究を行った（2003
年 5 月～10 月）。 
○ 30 店舗実踏調査 
○ 企業家および関係者への個別取材 11 件 
○ その他電話・Ｅメールによる取材 15 件 
○ 新聞記事・文献・各種統計調査・関係企業ホームペー

ジなどの分析 
 
４ 考察および仮説 
（１） ダイナミズムの源泉 
商業集積のダイナミズムとは、顧客と新たな企業家・商

業者を吸引する力、そしてその吸引力を持続させる活力の

ことであり、その源泉の第一は、集積を構成する個店の活

力にほかならない。代官山には、立地条件の難しさが奏効

して力のある店舗が集り、感度の高い顧客が集結する場が

できあがっている。そして、その事実こそがまた先端の店

舗を吸引するという好循環を生じさせている。 
代官山のダイナミズムの第二の源泉は、メディアへの露

出である。頻繁にメディアに取り上げられることにより、

特別な販促活動をおこなうことなく一定のイメージを維

持し、集客につなげることが可能になっている。 
そして、ダイナミズムの第三の源泉は代官山の店舗それ

自体の面白さである。そこでは、新しいデザインの実験や、

商業者が抱く世界感の提案がおこなわれ、顧客との間のコ

ミュニケーションの意義は深まり、濃密度が増している。

いわば店舗の復権がそこに見られるのである。 
（２） 進化のメカニズム 
先述の源泉が、その総和を超える全体をうみ、しかもダ 

イナミックに成長していく過程には、集積の参加者の相互 
関係により作用する、メカニズムの存在を認めることがで



きる。集積の参加者は、顧客、商業者、ディベロパー、メ

ディア関係者などさまざまであり、それぞれ自分の目的の

ために行動するのであるが、本人が意図せずとも、その行

動がダイナミズム形成のためのメカニズムに組み込まれ、

結果としてダイナミズムを生じさせているのである。その

メカニズムのステップは、以下の通りである。 

ここで重要なことは、参加者たちにそのような自覚的意

志がないにもかかわらず、なぜこのようなメカニズムが働

くのかということである。それは、触媒としての「代官山

スキーマ」が作用するからである。スキーマとはものごと

を理解する認知の枠組みのことであるが、「代官山スキー

マ」とは個々の参加者がもつ、いわば代官山の圧縮データ

であり、それらが的確であるからこそ、「代官山」に関す

る共通理解がうまれ、個別の行動がひとつの文脈上で連携

し、メカニズムとして動き始める

のである。 

① field setters２による場の提供（フィールドセッ

ターとはディベロパーやギャラリーなど「場を

つくる」参加者である） 
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② leading players による創造活動（リーディング

プレイヤーとは、フィールドセッターにより整

えられた場で、商品や作品を通じて感性を世に

問う、商業者や企業家であり、なかでも他を吸

引する力を備えた存在である） 
③ judges による発見（ジャッジとはプレイヤーの

活動を評価する目利き客やメディアを指す。新

しい価値のあるものを発見することを喜びとし

ており、積極的に探索をおこなう。彼らの評価

はプレイヤーにとっては審判となる） 
④ authorities による裏書（オーソリティとはジャ

ッジの判断に承認と裏書を与える参加者であり、

新聞･雑誌・テレビなどのメディアと口コミを指

す。彼らの裏書がフォロワーであるプレイヤー

や顧客を呼ぶことになる） 
⑤ followers による追随と反復（顧客とプレイヤー

のうち、価値がメディアなどにより裏書されて

から「追随し行動する」参加者である。多数の

フォロワーの参加により、ダイナミズムは非線 
形で拡大されていく。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ここで重要なことは、参加者に上記のような機能を果た 
 

 このメカニズムはさらに、水平

的連鎖と垂直的重層を成して、代

官山のダイナミズムを立体化し

ていく。水平的連鎖とは、代官山

のなかで、このようなメカニズム

で動く複数のシステムが、重なり

合っていくつも存在しているこ

とを指す。具体的には、「ストリ

ートカジュアル」「モダニズム建

築」その他、さまざまな価値観、

コアバリューにより、いくつもの

宇宙のようなものが存在し、それぞれが、このメカニズム

により参加者をまきこんで、ダイナミズムを生成し続けて

いるのである。 

 1 

2 

3 

＜垂直的重層のモデル＞ 

そして垂直的重層とはブームになる過程で働く、メカニ

ズムのくりかえしによる重層のことである。具体的には、

第一層目のジャッジの発見に追随するフォロワーが、今度

はそのフォロワーをレファレンスグループと仰ぐ第二層

目のフォロワーの獲得に貢献するという仕組みである。同

じことが第三層目となって繰り返され、参加者がべき乗で

増加していく。 
（３） 持続可能性の検証 
商業集積がダイナミックな存在であるためには持続可

能であることが必要である。そのための条件はソフトウェ

アとハードウェアの両面に求められる。ソフトウェアにお

ける要件とは、顧客および新たな商業者･企業家の吸引に

つながるスキーマとメカニズム、そして個店の収益性であ

り、ハードウェアにおける要件とは地域の環境、あるいは

商業集積としての環境である。 
代官山の多くの商業者は、客数が限られるという立地条

件下において、卸売・小売の兼業、ＦＣ展開、ソフト供与

による新市場参入などの採用により、地域に拘束されない

戦略的経営を実践し、健全な収益構造を構築している。ま

た、大企業からの資本を得て、多店舗化を図るというケー

スも見られる。 
そして、住宅地に形成された商業集積としての代官山に
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とって現在の大きな課題は、地域環境の保全である。「代

官山アドレス」以来、高層ビルが新たにうまれる可能性も

あり、美しい景観の破壊や店舗過剰を招きかねない状況と

なっている。また、代官山人気により店舗賃料はすでに高

騰しており、新たな起業家精神あふれるチャレンジャーの

参入の障害となっていることも事実である。 
商業集積は地域から空間を借りて顧客に体験という価

値を提供している。また、商業集積はその物理的規模の大

きさに起因する宿命として、その周辺を含めた街そのもの

の属性を規定せざるを得ない影響力をもってしまった存

在である。このような観点からも、長期的視野でとらえた

商業集積のありかたについて考えねばならない時期がす

でにきているといえる。 
（４） まとめ：商業集積のダイナミズムのデザイン 
商業集積のダイナミズムの源泉となるものは個々の商

業集積の属性によりさまざまであるが、共通して不可欠で

あるのは個店の活力である。個店の活力とは①顧客がその

店に期待する、店舗としての機能が十二分に果たされてい

ること、②「あの店があるからあの街に行こう」と消費者

に思わせるほどの魅力、すなわち想起と意志決定を導引す

るインセンティブを備えていること、および、③健全な収

益構造に立脚していることである。そして、このような個

店が集積内により多く存在することが必要である。 
では、顧客が店舗に期待する機能とは何だろう。それは

①品揃え提供、②情報提供、③製造者などへのフィードバ

ック機能、④必要であれば、適合調整（たとえばズボンの

裾直しのように個別消費者のニーズに応じて流通の最終

段階でおこなわれる加工をさす）、および⑤体験創造であ

る。そしてここで重要なことは、商業者が顧客の期待に応

えるためには、売買集中の原理を可能にするコードの共有

が前提となるということだ。たとえば、品揃えをとっても、

顧客がその店に期待する品質、機能、デザイン、価格、ス

タイルに沿ったかたちでの品揃えが実行されていなけれ

ばならない。そして、そのようなコードの共有を可能にす

るものは、顧客と商業者双方に形成される、その店につい

ての、あるいはその商業集積についての的確なスキーマに

ほかならない。 
的確なスキーマの形成は、来街者と商業者、企業家をダ

イナミックに商業集積に吸引する際にも同じく前提とな

るものである。その商業集積での行動原理、期待できる成

果などについての正しい理解は、顧客の継続的な訪問、あ

るいは起業家の市場参入には不可欠である。そしてスキー

マを形成するためには、顧客や商業者、企業家が、できる

だけ整理された、規則性の高い、集積に関する情報に、何

度となく触れることが必要である。その方法は、実際に体

験すること、口コミを含めたメディアを介して見聞きする

ことに他ならない。 
 そして多くの参加者の間に的確なスキーマが形成され

れば、商店会のような意思統一を図るための上部組織をも

たない自然発生型の商業集積においても、個店の活動が同

じベクトルに収斂されやすく、その総和としてのインパク

トは当然大きくなる。また、あらたな商業者が参入してく

る際の意志決定や戦略策定にも、彼（あるいは彼女が）的

確なスキーマをもっていれば、そのスキーマが活用される

ことにより、顧客とコードを共有できる店舗が増えていく

ことになる。 
 商業集積への参加者は顧客と商業者ばかりではない。商

業者を支援するコンサルタント、販促・広告企画業者、デ

ィベロパー、不動産業者、物件所有者、メディア関係者、

卸業者、人材派遣業者その他、さまざまな業種の参加者た

ちが彼らの目的と必要に応じて参加をする。そして、彼ら

もまたその商業集積についての的確なスキーマをもって

いるとしたら、彼らの行動が、彼らが意図していなくとも、

集積のダイナミズムを生成するメカニズムに組み込まれ

ていく。もちろん「代官山スキーマ」は、意図して誰かが

しかけて形成したものではない。今日までの集積の経緯を

経て自然にそれぞれの参加者が獲得したものである。しか

し意図してそれをつくることも可能である。それがブラン

ディングという作業である。  
 重要なことは、プレイヤーだけでなく、多くのステイク

ホルダーを巻き込んでダイナミズムをうみだすメカニズ

ムが自然に働くようなしかけをつくらねばならないとい

うことである。フィールドセッターはいるか。ジャッジは

誰か。オーソリティは誰か。そう考えておくべきである。

意図してそのようなメカニズムをデザインしていくこと

が、商業集積の活性化につながるのである。事例としての

代官山はそう示唆している。 
 
５ 今後の課題 
代官山でのフィールドワークを通して、商業集積のダイナ

ミズムの形成にはたらくメカニズムの一例を発見し、これ

を論理的仮説として提示するのがこの論文の目的であっ

たが、果たしてこのメカニズムがどの商業集積でも機能す

るものなのか。あるいは、他の商業集積の場合は異なるメ

カニズムが働いているのか。その点についての検証は今後

の課題である。また、そのメカニズムを構成する機能を、

フイ－ルドセッター、リーディングプレイヤー、ジャッジ、

オーソリティ、そしてフォロワーの５つの類型に単純化し

て考えたが、果たしてそれが最適解であるのか。この点に

ついても、他の事例を観察することで検証ができるだろう。



 
                                                  
1 この研究における代官山とは以下の地域である：東

京都渋谷区代官山町、猿楽町、鶯谷町、鉢山町、恵比

寿西１～3丁目、恵比寿南 3 丁目、目黒区青葉台１～

２丁目、上目黒１丁目（面積 1．21ｋｍ、人口 16，476

人、昼間人口 34，675 人/平成 12 年度「国勢調査」お

よび「東京都の昼間人口」より） 
２ field setter 以下メカニズム内の機能の呼称は筆

者の造語である。 
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