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 こんにちは。今、ご紹介いただきましたアスピの岩橋です。 

 私も３代続く東京生まれの東京育ちで、「東京原人」の１人だと思いますので、荒俣さ

んのお話を大変おもしろく伺いました。今度はその東京の一部分、代官山というエリアに

フォーカスしてお話をさせていただきます。 

 「都市の行方～魅せる都市へ～」という大変すばらしいタイトルのフォーラムに代官山

を取り上げられること自体、これが30年前だったらおそらく声はかからなかったはずです。

それほど代官山というのは、 近になって急に関心をもたれ、注目されてきたところだか

らです。その代官山の内側にいる人間として、これまでの経緯とか、感じてきたこと、そ

ういったことをお話ししたいと思います。 

 本日お集まりの方々は「代官山」という地名を初めて聞いたという方はいらっしゃらな

いと思います。代官山は渋谷と恵比寿の近くにあり、もう少し細かく見ますと、山手線の

渋谷駅、恵比寿駅、それと東横線の中目黒駅の３駅に囲まれた辺りが代官山といわれるエ

リアです。 近はそれが少し広がってきて、田園都市線の池尻大橋の駅も入れて、矩形の

中におさまるあたりが、いろいろなメディアで取り上げられる代官山のエリアだととらえ

ています。 

 基幹道路で言えば、明治通り（環状５号線）と山手通り（環状６号線）、国道２４６号

線と駒沢通りに囲まれているエリアというふうにも言えます。 

 代官山の主要エリアがそのあたりだとすると、実は渋谷区と目黒区の両区にまたがって

おりまして、東側が渋谷区で、旧山手通りをはさんで西側が目黒区です。渋谷区側には、

９つ、目黒区側には４つの町があります。狭い範囲でとらえても両区の13の町でできてい

ます。 

 その範囲で言えば、世帯数で12,000世帯 、人口で21,000 人ぐらいです。これを平成12

年と13年で比較して見ると、世帯数も人口も伸びています。特に渋谷区・代官山町が世帯

数、人口それぞれ150 ％の伸びを示しています。これは「代官山アドレス」という大きな

再開発事業があったためです。他の町も少しずつですが、人口、世帯数は伸びてます。東

京の中では、減っている所の方が多いわけですから、代官山は、良いか悪いかは別にして

も、人口は増えているということです。 

 それから、東横線に代官山駅という駅がありますが、その１日の平均の乗降客数を見ま

すと、2001年のデータで29,000 人です。東横線の駅の中で乗降客数がずっと増えている

のは代官山駅だけだそうです。 

 この街は新しいことが取り上げられることが多いのですが、古い歴史的資産も多く残さ

れています。例えば、古墳時代の猿楽塚という前方後円墳です。その上には大正時代につ

くられた猿楽神社があります。江戸時代の三田用水は、先ほどの旧山手通りに沿って流れ

ていたとか、あるいは大変古い地蔵道標があったり、弥生時代の住居跡があるとか、大正

時代の日本建築として大変価値があると言われている朝倉邸があったりします。 

 地形的には渋谷川と目黒川に挟まれた西渋谷台地という所が代官山で、大変古くから人

が住むのには適した場所だったと言う事ができます。 

航空写真でみると、このエリアには、緑がまだまだ残っていることが分ります。旧山手

通りから中目黒にかけては、大変急な傾斜地、崖地ですね。西渋谷台地の崖線ということ
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で、都市に貴重な緑の連たんが残っている土地柄です。 

 少し、写真を見ながら代官山ガイドをしますと、これが旧山手通りで、代官山のメイン

ストリートです。これが代官山ヒルサイドテラスです。代官山が今日ある原点、今日の代

官山イメージをつくった源、というぐらいに評価される著名な建築物です。一番 初に建

てられたＡ棟が左側のものです。 

 旧山手通りをもう少し国道２４６号線の方へ行きますと、目黒区の西郷山公園がありま

す。西郷従道が兄の西郷隆盛のためにつくった邸宅があったところですが、その西洋館は

国の重要文化財として明治村に移築されています。 

 この公園は大変見晴らしが良く、ここから見る富士山とか夕焼けは大変美しく、樹木に

囲まれた広場もあって、代官山のセントラルパークだと言う人もいます。 

 旧山手通りには各国の大使館が並んでいます。デンマーク大使館、マレーシア大使館、

エジプト・アラブ大使館、それぞれ著名な建築家の方が設計しております。 

 教育機関も２つあります。１つは、大正時代だと思いますが、東京都が 初につくった

商業高等学校である都立第一商業高等学校。この写真の建物は、新しい建物で、類建築設

計事務所で設計されたものです。 

  ２つめは、都立第一商業高等学校の向かい側、山手通りをはさんだ目黒区側に、産業能

率大学の代官山キャンパスが去年の12月に開設されています。どちらもビジネス系の人材

を育成するもので、歴史のある商業学校と、新しい観点に立つ新しい大学が向かい合わせ

でできたというのもおもしろいと思います。 

今、旧山手通りを中心にご案内しましたけれども、中でも代官山の今日のイメージとか

品質とかポジションをつくり上げてきた原点になった代官山ヒルサイドテラスがあります。

オーナーは朝倉不動産で、設計は皆さまご存知の通り槙文彦氏です。少し詳しくご説明し

ましょう。これは25周年の時の航空写真ですが、画面で上の方からＡ・Ｂ棟、Ｃ棟、Ｄ棟、

Ｆ棟、これがデンマーク大使館、Ｆ・Ｇ棟と並んでいます。200ｍぐらいの連続した街並

みがワンオーナーと一人の建築家によってつくられています。25周年の時に旧山手通り挟

んで、向い側にＦ・Ｇ棟ができ、回遊性と広がりができました。 

代官山ヒルサイドテラスは、30余年という大変長い時間をかけてできあがってきたもので

す。30年前、1969年に初めてＡ・Ｂ棟ができました。その後、数年たって第２期の計画と

してＣ棟ができました。それからまた数年たってＤ棟とＥ棟ができ、1979年にデンマーク

大使館、これも槙さんの設計でできました。それから、アネックスが第４期としてできて

います。第５期のヒルサイドプラザというのは、駐車場の地下に団地集会室としてつくら

れたものです。その中に、さまざまな文化的なアクティビティーを行うホールが誕生しま

した。第６期として、Ｆ・Ｇ棟。これが先ほど申しましたように、旧山手通りをはさんで

向かい側にできました。それからしばらくして、今度は30周年ぐらいのとき、98年に第７

期ということで、ヒルサイド・ウエストができました。 

 このように、代官山ヒルサイドテラスは 初から今あるものが全部揃ってできていたわ

けではなく、段階的に時間を積み重ねるようにしてできてきた。初期の頃は新しく建物が

建つたびにそれが良質な情報発信となり、１つのニュースとなって特定のオーディエンス

に伝わっていったわけです。そうした情報を感じ取る感性の優れた人たちが、またその周

辺に集まってくる。Ｃ棟ができて、またそこに集まってくる。店も人もヒルサイドテラス

の建築や環境が好きな人がだんだんと集まってくる。そういった集積というか、累積とい

うか、それは非常に特徴的なことだと思います。 
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 もう一つのメカニズムとして、この建物を活用したさまざまなアクティビティーという

か文化活動が継続して行われました。これは後ほど詳しくお話します。 

代官山ヒルサイドテラスはさまざまな賞を受賞していますが、エポックメーキングな賞

としては、93年にプリンス・オブ・ウェールズ賞を受賞しています。これは、街なみとか

都市デザインというものに与えられるもので、ヒルサイドテラスの長期に渡る連続性に対

して評価され、受賞したものです。 

 98年にメセナ大賞、これは地域の文化貢献活動に対して与えられるものですが、これを

受賞しています。次にこの受賞の経緯をご紹介します。 

 ヒルサイドテラスは69年にできた 初の棟から、さまざまな文化活動ができる空間が仕

組まれており、見れば見るほどいろいろな発見がある建物です。 

 そこで展開されたイベントの一つとして「代官山交歓バザール」というのがあります。

歓びを交わし合う地域のフェスティバルをやろうという趣旨です。 

実はヒルサイドテラスは今でこそ知らない人はいないくらいですが、建設された当時、

歩いている人は数えるほどしかいませんでした。テナントの方は、「ヒルサイドテラスに

出れば儲かるから」というよりも、「あの建物の中で自分たちの商品とかサービスを見せ

たい。プレゼンテーションをしたい。」あるいは「自分がそうした場にいたいんだ。」と

いう思いで出店されたテナントの方が多かったのです。テナントの多くは、自分たちのお

客さんを持っているので、派手な集客をしなくても、自分たちを支持してくださるお客様

だけが来てくだされば十分だということだったのです。 

そうはいっても、少しは人に知られてほしい、知らない人も少しは来てほしいというの

がテナント達の本音です。今と全然違って、本当に周りに人がいないし、来ない、用のあ

る人しか歩いていないところでしたから、何かやろうということでこの交歓バザールを企

画し、プロデュースをしました。 

 まずは地域の人に知られていなければ話にならないということで、75年から毎年１回、

秋の３日間、地域社会との交流や、交歓を目的に、言ってみれば地域の学園祭みたいなも

のをやりました。代官山が大好きな方、周辺の町会の方、住民の方、企業、大使館、そう

いった方々も参加して、大変楽しいお祭りになりました。 

82年に終わったのですが、なぜ終わったかというと、あまり人が来過ぎたからです。普

通は、人が来るのなら続けてやるのでしょうが、ヒルサイドテラスの場合には止めました。

というのはあまりに人が来過ぎて、ごみとか駐車場とか、ご近所にご迷惑をかけることが

多くなったからです。また、ある程度ヒルサイドテラスも知られてきたということ、この

時期は少し経済も上り坂になりかけた時期でもあり、ひとまず終わりにしようということ

で、７年間で交歓バザールは中止しました。 

古くからやっている特筆的なイベントとして、「ＳＤレビュー」というのがあります。

81年から模型とドローイングの展示会を始めています。今では新人の登竜門としてすっか

り定着してます。これはオーナーの朝倉さんと設計者の槇さんが、若い建築家に発表の場

と機会を与えようじゃないかという話をして実現したものです。朝倉不動産と鹿島出版会

の後援でスタートしました。大変著名な建築家の方々が審査員になったり、また応募者に

なったり、入選したり、それがまたメディアに紹介されるということになっています。 

 建築だけでなく音楽関係の企画も行なわれています。オーナーの希望でつくられたヒル

サイドプラザ・ホールは、必ずしも音楽専用ホールではないのですが、室内楽をやるには

大変適した空間であったことから、都市的な音楽会として、室内楽を中心にしたサロンコ
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ンサートをやっています。日本の室内楽の新しい運動を起こしたナーダであるとか、ある

いはボストンフィルハーモニーのピックアップメンバーによるヒルサイドテラス音楽祭を

開催しています。個人オーナーがここまでやるのは大変なことだと思いますが、上質な文

化活動を継続してやっております。 

 他にもたくさんのアートイベントとか美術展とか建築展などを開催しています。貸し出

しについては、たまには企業の社会的なキャンペーンの展示会にはお貸ししているようで

すが、ほとんどはアートイベントとか文化イベントに絞っています。 

 ヒルサイドテラスの文化イベントはキューレーターとして北川フラムさんが協力してい

ます。大きなイベントの開催時には、オーナーの方の「おもしろいじゃないか、やってみ

よう」という一言で決まっていくと聞いています。 

 メセナの審査会では、この朝倉不動産の活動は建物も含めて破壊が続く東京で文化のオ

アシスとも言えるものだ評され、ヒルサイドテラスの30年間にわたる地域貢献、文化活動

に対してメセナ大賞が与えられました。 

 このように代官山ヒルサイドテラスとヒルサイドテラスの活動は大変ゆっくりとした流

れの中で展開されてきたわけですが、代官山全体は大きく変化してきています。近年の大

きな出来事として、「代官山アドレス」の開発、これに触れないわけにいきません。代官

山地区市街地再開発計画と呼ぶ「同潤会代官山アパート」の建替えプロジェクトです。ツ

タの生い茂る、外から来た人にとってはロマンチックで素敵な空間。ところが、住んでい

る方は、木が茂って日陰になって困るとか、１部屋は確か10坪ぐらいしかないということ

で、生活する上ではとても不便になってきました。できた当時は 先端のコミュニティ、

日本で初めての鉄筋コンクリートのアパートメントということで、それなりの方々が入居

されてきた。ただ、７０年も経てば人も建物も歳をとってこられる。また家族も増える。

「どうしよう」ということが町会の中で持ち上がったそうです。 

そこで80年に「再開発を考える会」が町会の中に発足して、それから寄合いがあるたび

に、どうしよう、どうしようと、延々と議論されてきた。そして少しずつ体制が整い、再

開発組合ができました。そこからは外部の専門家の協力も得ながら、住民の方々と町会が

中心に、話し合いを重ねて再開発にこぎつけたということです。 

着工は97年です。2000年８月に「代官山アドレス」としで完成しました。ご覧のとおり、

代官山では初めての超高層です。代官山に超高層の建物ができるということになると、地

域とのいろいろな問題もあろうかということを再開発組合の方々は大変危惧されたわけで

す。何とか地域の方々にご理解いただかなければ、ということでご相談があったわけです。 

その 初に行われた活動をお話しします。 

近隣からも親しまれていた昔の建物が壊されてしまうことで、反対運動はなかったそう

ですが、保存運動、この建物は残せという運動が起こったそうです。いろいろな分野の学

者の方、生活文化史をやっている方とか建築住居史をやっている方、いろいろな学会が総

出で同潤会代官山アパートを保存してほしいということをおっしゃり、組合の方としては

大変困ったということです。 

 結果としては、都市公団の八王子の技術センターに２ユニットだったかと思いますが、

全く完全に移築して現在復元保存されている。これには公団さんのご協力もあったのでは

ないかと思っています。 

 いよいよ壊されてしまうというので、それに対して惜別のイベントをやろうということ

になりました。これは先ほどもお名前をだした、代官山のキーマンの１人である北川フラ
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ムさんが、大変短い時間の中で「さよなら同潤会代官山アパート展」という大変密度の高

いイベントを開催してくれました。インスタレーションが入ったりシンポジウムや展覧会

があったり、いろいろな角度からのテーマを持った複合的なイベントで、大変な関心と来

場者を集めました。特にインスタレーションは、人が立ち退いた後のだれも住んでいない

同潤会アパートそのものを使って、5,000 人ぐらいの来場と聞いております。 

 そうしたイベントと同時に、もう１つ地域としての何かつながりを持ちたいということ

で、写真コンテストをやりました。名づけて「代官山ステキ発見フォトコンテスト」とい

います。代官山がステキだとか、おしゃれだとかいろいろ言われますが、一体どこがおし

ゃれで、どこがステキなのか、よくわからない。じゃ、写真を撮ってもらおうということ

で、いろいろな方の目で見た「ステキ」を見つけてもらってコンテストをしたわけです。 

 これは地域資源の再確認とか地域資源の探索ということで、いろいろな街おこしなどで

よく使われる手法ですが、ここでは店舗の方々にも協力していただいて、賞品提供や、応

募窓口の協力をいただきました。入賞作品は代官山マップにして協力店で配付していただ

きました。そうしたことで、代官山の地域の方々にも、今回の同潤会の計画を含めて、わ

が街、代官山を見直していただくきっかけづくりをしたわけです。 

 「代官山ネーミングコンテスト」というのもやりました。再開発ビルの名前を勝手につ

けるのではなくて、地域の方々につけてもらおうということで、「この街を愛するあなた

にこそ名づけ親になってほしい」というキャッチフレーズで募集し、「アドレス」という

名前がついたわけです。 

 アドレスというのは、一般的には「場所、住所」という意味ですが、「正式な挨拶」と

いう意味もあります。再開発組合の谷口理事長が、この街は挨拶の交わせる街になってほ

しいという思いを持っておられたということもあり「アドレス」に決りました。 

 2000年８月にグランドオープンとなりました。この写真にディセと写っているのが、シ

ョッピングモールです。その後ろに見えているのが超高層マンションです。36階建てです。

代官山駅に直結しており、八幡通りまで平面でずっと来れる。先ほどお話ししたように、

代官山は山ですから、坂を下りたり上がったりしながら行かなければいけないところが多

いいのですが、代官山の駅からここを通って八幡通りに出られる 短コースなっています。

また全体に施設は地域に開放的なつくりになっています。 

 また、この「アドレス」は、住宅と商業施設の他に、渋谷区のプールとか集会室といっ

た地域施設も入った複合的な都市施設として、代官山には今までなかった利便施設になっ

ていますこの写真はオープニングの時の催しの一つです。 

 代官山アドレスができたことによって、その年にはさまざまな雑誌で代官山特集が組ま

れました。代官山はこれまでも、様々な雑誌やTVに取材されることの多いところですが。

この年にはそっくりまるごと一冊、代官山特集というのが出始めました。私どもでは、代

官山の記事は、ほとんどのメディアをチェックしていますけれども、代官山特集はこの年

がピークです。今も取り上げられていますが、このときほどではない。これはやはり「ア

ドレス」ができたためです。 

「代官山アドレス」の開発の特徴を代官山の中でみますと、そのスピードとスケールが

突出しているということができです。短期間に大規模のものが忽然と生まれるということ

だったわけです。そこに過剰な不安と過剰な期待が生まれます。またメディアにも勝手な

理解で様々に取り上げられ、それで代官山にはたくさんの人が来るようになりました。 

 先ほど人口が150 ％増えているということをお話ししましたが、これまでも、代官山の
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魅力に憧れて、そういった場で商売したい、あるいはそこに住みたいという方々を、代官

山は少しずつ受け入れてきたと思うのですが、「アドレス」ができて急激に増えた。もち

ろん、「アドレス」だけで150 ％になったわけではなくて、それと同時に周辺でもマンシ

ョンがたくさんできた。そんなことも含めて、言葉は悪いですけれども、「新住民」と言

うのでしょうか、代官山というのはともかく、駅に近いマンションだからチラシみて購入

したんだという人たちもたくさん来られた。 

店鋪の方も、代官山がこれだけ特集され、テレビや雑誌に載るのだったら、代官山にお

店の１つも持っておこうじゃないか。非常に安易な形で代官山に出店なさる方も増えてき

た。しかし、そういう方はなかなかうまくいっていないのが事実です。代官山は今、退店

とか閉店とかが多いのです。代官山に出さえすれば何とかなるだろうと思って出ているお

店はほとんどだめです。逆に、代官山の特質を理解してビジネスをなさっている方は大変

成功しています。そこがおもしろさでもあり、難しさでもあると思います。 

私は、こういった街の状況に対して、大きな危機感を感じています。代官山にはきちん

と活動している商業振興組合がないので、このままでは代官山は大変なことになるだろう

と、そういった面で代官山に対して何か役立てないかと思いました。そして、代官山のブ

ランド価値の維持向上を目的にしたネットワークとして「代官山ビジネスネットワーク」

をつくり、現在４つの地域情報インフラを運営しています。 

 ここからの話は、私の会社でやっている活動です。半分はビジネスですが、半分はボラ

ンティアみたいなもので、ここから格別な収益が上がるということはほとんどないのです

が、先ほど申し上げましたような問題意識の中でやっています。 

 初に『代官山ステキガイド』ですが、この発端は、先ほどご紹介した「代官山アドレ

ス」です。その一環といいましょうか、１つのプログラムとして、代官山がみずから情報

発信していくガイドブックをつくろうということでこれをつりました。それをベースにホ

ームページをつくり、カードを発行したり、オンラインのショッピングモールを立ち上げ

たりしています。 

 『ステキガイドブック』は、1999年と2000年、これはちょうど「代官山アドレス」がオ

ープンする２カ月前に出しました。というのは、あれだけの規模の物ができ上がりますと、

新しい人たち、代官山の表層的な魅力だけで来られたり、住まわれたりする方も多かろう

と思ったからです。そのような人たちに、代官山には大変たくさんの魅力があるし、代官

山はこのような思いでこれまできているんだということもお伝えしたい、そういうことも

含めて、代官山のステキをガイドするものとして、「アドレス」のできる直前にこれを発

行しました。これは99年ですから、アドレスが工事中です。今度こういうものができてき

ます、というご紹介も含めてやりました。 

 ステキガイドブックは「アドレス」のプロモーションの中で誕生したものですが、これ

をつくるにあたっては、地域の方々と「代官山ステキ委員会」という１つの場をつくり、

地域の方々にも積極的な参加をいただきコミュニケーションを深めながらつくっていった

ものです。内容は半分は地域情報、半分は店舗情報です。 

 この２カ月後に「アドレス」が無事オープンしたのですが、このステキガイドをここで

終わらせてしまっては元も子もないと思い、地域の方々のご支援をいただきながら私の方

で自主発行しています。 

 ガイドブックを発行するということは、取材をしなければいけないわけです。店舗数が

99年では 263、2000年では504、2002年では539 です。実際にはこの３倍から４倍のお店
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を回ります、すべてのお店が参加して下さるわけではありません。しかし、そのプロセス

を通じて地域と店舗のコミュニケーションができます。「何でこんなものを出すの？」と

かいろいろな話が出ます。それが大変おもしろいです。また、地域の方々にお話を聞きま

すので、そういった方のお話の中で、いろいろな問題を抱えているのだなということも発

見できる、というような活動をしているわけです。 

 ガイドブックに連動して「代官山ホームページ」を立ち上げています。お店の入れかわ

りも激しいので、ホームページの店鋪ガイドの方が 新の情報になっています。ホームペ

ージでは店舗情報だけでなく多数の地域情報を掲載していますので、代官山の地域ポータ

ルサイトに成長して、今では月間50万件ぐらいのページビューがあります。 

ホームページはモバイル版にもつながってますので、電話帳がわりに使われています。

こういったモバイル等々のメディアは、もっと多角的、多面的な活用ができるのではない

かと、現在、研究中です。 

「ＩＬＯＶＥ代官山カード」というのは地域貢献型のショッピングカードです。これは

代官山ファンと代官山エリアのステキなお店をつなぐメディアだと考えています。これは

イオンクレジットサービス株式会社と、代官山ビジネスネットワーク（ビズネット）事務

局が提携して発行する地域カードです。加盟している代官山エリア内のお店の方々にいろ

いろな特典を用意していただいています。現在、310 店舗ほど加盟店があります。地域カ

ードの可能性は大きくありますので、いずれはＩＣカード化もにらみながら、関心のある

方々を巻き込んで、新しい展開も考えています。 

 それから、先ほどのホームページの中に「代官山特選街」というオンライン・ショッピ

ングを立ち上げています。これは全国の代官山ファンと代官山のステキなお店と商品をつ

なぐメディアとして立ち上げました。楽天さんに対抗しようというわけではないのですが、

あちらは大変な数はあるのですが、こちらは数は多くありませんが、代官山の特選街だと

いう特徴をもっています。ありがたいことに全国からご注文もいただいております。 

  

 代官山の事をずっと話してきましたが、「代官山スタイルの街づくり」という本日のタ

イトルである「代官山スタイルの街づくり」について、その特徴を少しまとめてお話しし

たいと思います。 

 「代官山スタイル」といいましても、先ほど再三申し上げましたように、代官山の現在

のイメージとか、クォリティとか、レベルを設定したのは、実は代官山ヒルサイドテラス

なのです。代官山ヒルサイドテラスの開発そのものが代官山スタイルの街づくりの原点だ

と言っても差し支えないと思います。それほど代官山ヒルサイドテラスの果たしてきた役

割、貢献度は、大きいものがあると私は考えております。それを範として「代官山スタイ

ル」と思っております。その特徴は次のようなことだと思います。 

 まず「ヒューマンスケール」。これはよく言われますが、街全体が低層で、気持ちのよ

い密度感とスケール感を持っている。「アドレス」という超高層ができましたが、東横線

の線路沿いに寄せたり、公開空地をつくったり、いろいろな工夫をしている。確かに高い

ことは高いのですが、近くの道路を歩いてもそれほど圧迫感を感じない配慮がされている

と思います。それを除いては、ほとんどは低層で、実際に歩いていただいた方はわかって

いただけると思いますが、大変気持ちのいい密度感を持っています。 

冒頭にそのエリアをご紹介しましたが、メインストリートとしては、八幡通りとか旧山

手通りとかあるのですが、それ以外にもたくさんの脇道とか、昔ながらの道が非常に複雑

 7



に入り組んでいます。もともと山ですので、坂とか階段とかトンネルとか、鉄道の橋、川

にかかる橋、道路が交差する橋、そういったものが空間を非常に複雑にしています。歩い

ていると、慣れない人は同じ所に戻るのが厄介な、迷路のような不思議な感覚になります。

道路も碁盤目ではなく、昔からのカーブがあったり曲がり角があったり、坂があったりと

いう格好になっていますので、大変おもしろい。それから、緑が多いので、四季の変化や

自然が感じられるということがあります。そういうものをひっくるめて、言ってみれば

「ヒューマンスケール」、人間の気持ちのいいスケール感で街がつくられているというこ

とが第１の特徴です。 

 次に「スローディベロップメント」。スローという言葉が、今、スローフッドからスロ

ーライフまで、新しい価値観として提起されていますが、ヒルサイドテラスは、30年以上

の非常に長い時間をかけて、ゆっくりとできあがってきた。代官山もそれに呼応するよう

にゆっくりと開発されてきた。ここ数年の中で、世の中は大変急激な変化があったわけで

すが、それに比べてヒルサイドテラスの中では非常にゆっくりとした開発が行われてきた。 

それだけでなくスローディベロップメントというのは、これは単純に時間が30年かかっ

たというだけの意味ではないと私は思います。これは、言ってみればファーストという概

念とスローという概念、ファーストに対してのスローということです。ファーストという

のは、ファーストフッドに代表されますけれども、要するに経済的な効率をいかに高める

か、スピード命という経営の１つの手法です。ファーストフッドというのは、経営側がつ

くった業態の呼び方ですね。いかにスピードを上げるか、むだを省くか。１分１秒、いか

に速く、効率よく、原価を落として収益を上げるか。経済価値だけを追求するような目的

がまずそこに置かれるわけです。 

それに対してヨーロッパの人たちが、人生にとって大切なことはそれだけではないだろ

う、ファーストフッドがあるならスローフッドもあるだろうという形で、むしろライフス

タイルとしてスローということを言ったわけです。 

 ですから、非常に極端に言いますと、経済的な価値だけを追求するものがファーストな

ライフスタイルだとすれば、それだけではない、それを無視するわけではないが、経済的

な価値プラス文化的な価値、社会的な価値、あるいはもっと言えば、人間的な価値までを

含めたものを大事にしよう。それがスローなライフスタイルというわけです。そのような

意味も含めて代官山はスローディベロップメントなのだと言えるわけですね。これは大事

な問題だとは思いますけど、長い話になってしまいますので、この程度にしておきます。 

 ３番目は、活かされる自然環境と思います。ニュータウンの造成は、広大な自然を平た

くして、土地も区画を新たに設定することになるのでしょうが、代官山の場合には、目黒

川と渋谷川にはさまれた西渋谷台地という地形がそのままそっくり残っているわけです。

もちろん部分的には破壊というか、変わってしまったところはあるのですが、基本的な地

形はそのまま残っている。特に西郷山公園、ヒルサイドテラス、朝倉邸、そういった一連

の緑が残っています。また、旧山手通りは直線的な道じゃなくて、ちょっと曲がっている。

そうした場所につくる建築の方々がそれを配慮するだけではなく、それを活かして設計な

さっているということなんです。 

 先ほどお話ししたように、旧山手通にはヒルサイドテラスだけでなく西郷山公園とか大

使館とか教育機関もありますが、それぞれ西渋谷台地の地形を活かして、いい環境を形成

しています。それに、旧山手通りは、電信柱も早いころから地中化されていて、目ざわり

な電線とか電柱がありません。道路幅も広く、昔は十二間道路と言われていたそうで、こ
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れも昨日今日できた道路ではないのですが、そういったものが実に巧みに活かされている。

それほど旧山手通りの景観というのは「魅せる都市」の、貴重な価値ある資産だと思いま

す。ただ、これがこれからもずっとそのままであり続けるかどうか、というの大きな問題

で、そういうことに関心を寄せる人たちが、少しずつ話を始めています。 

４番目の特徴は、高品質な文化情報の発信と教育効果です。高品質な文化情報の発信と

いうのは、まずは、何度も申し上げますが、代官山ヒルサイドテラスの建物そのものの存

在です。オーナーの方がよく言うのですが、代官山はハード優先でできた街で、後からソ

フトがついてきた。確かに優秀なハードがあった時に、ソフトは非常にうまく機能します。

ただ、ヒルサイドテラスのように優れたハードばかりではなく、とても使いにくいという

か、どうしようもないものもたくさんあるのも事実でしょう。 

 いずれにしても、ヒルサイドテラスが何年かおきに街に出現する。すると地域の住民の

方だけではなくて、さまざまなメディアを通じて都市に刺激を与えてくれる。友人の建築

家に聞くと、代官山エリアで設計を頼まれると、大変緊張するそうです。代官山で何か建

てるとなると、良くても悪くても話題になるし、ヒルサイドテラスを意識せざるを得ない、

そのようなことを言ってました。 

 建築系の学生の方々は、課題でヒルサイドテラスを取り上げて、見学をしたり、実習の

場にしていたりしている。これは国内だけでなく、海外からも都市計画関係の方々が大型

バスで見学に来る。ついこの間も中国の不動産関係の方々がヒルサイドテラスを見に来ま

した。 

 それから、ヒルサイドテラスの建物だけではなく、そこで行われたアクティビティーが

実は大変質が高かった。キャパシティがそれほどあるものではありませんから、そういう

ことに敏感な人だけが集まってくるということになり、そういう人たちが、また情報を発

信していくということだと思います。 

 それから、ヒルサイドテラスだけでなくて、代官山に出ているお店とか建物には、大変

こだわりをもったオンリーワンショップというものが集まってきています。代官山にはさ

まざまな店舗タイプがあって、大企業の実験店舗とか、アンテナショップの中には、実は

名前を隠していろいろなブランドの実験をしている企業も何社もあります。ほかにもいろ

いろなタイプのお店があります。 

 近は、代官山にさえ店を出せば何とかなりそうだということで出る方もいらっしゃる

のですが、そういう人は失敗しています。 

 代官山の特徴を別の面から見ますと、多面性と混合ということができます。いろいろな

ものがあるということです。常に変化を生んでいる。それで、現在進行形で街が動いてい

る。全体が同時にということではありません。ある部分が進行している時に、ある部分は

全く動かなかったりする。それでも静かに変わっていってます。例えば、秋葉原などは

近、がらりと街ごと変わってしまった。でも、代官山は古いものも残りながら、新しいも

のができてきている。先ほど荒俣さんも、あるクラスターの中に類似のものがあると、誘

発されて新しい価値を生むということをおっしゃいましたが、そういうことが代官山には

現実の可能性としてあるということです。あるいは、遊びと仕事が一緒になっているよう

な空気というか、空間があります。これはとても新しいライフスタイルだと思います。 

 東京は先ほどのお話でもありましたが、丸の内が業務地区だとすれば、銀座が商業、住

むのは田園調布。すべてが分断されているのが東京のゾーニングの特徴というか、問題だ

と思うのですが、ヒルサイドテラスのテナント構成を見ますと、住居と店舗とオフィスが
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ほぼ３分の１ずつで、バランスがとれて共存している。共存しているというのは、共にあ

るということですが、お互いに実は我慢し合うのです。店舗にとって必要なことは、オフ

ィスにとっては邪魔になる。あるいは住居にとっては迷惑になるということもあるし、そ

の逆もあります。利害得失にどこかで折り合いをつける。それを調整してきたオーナーの

朝倉不動産の苦労は大変だったと思いますが、別に紙に書いたものがあるわけではなく、

そういうマナーがわかる人たちが結果として入っておられる。それが１つの住まい方とか、

都市に生きるモデルみたいな、代官山スタイルとして伝わっているのではないかと思いま

す。街全体がそういうものを大事にしている。あるいは大事にしていこうという理解もあ

るかと思います。 

 ただ、先ほどお話ししたように、大変新しい方がたくさん入ってきておりますので、そ

ういうものが継承できるのかどうかというのは今後の問題です。 

 後に、特徴として人的なネットワークというのがあります。 初はＡ・Ｂ棟から始ま

ったと言いましたけれども、そのころから、街を愛する人々のやわらかなネットワークが

でき上がっていったということです。 近はそれが多様な広がりと連携を持ち始めていま

す。もう１つの新しい傾向は、ネットを通じたバーチャルな代官山コミュニティとリアル

なコミュニティとの連携が始まっているということがいえます。 

次に街づくりマーケティングと代官山ブランドという話をしようと思いますが時間が迫

ってきましたのでポイントだけにします。 

私はマーケティングが専門なのですが、「街づくりはマーケティング」だということを

お話ししたかったのです。もう１つは、「代官山のブランド化」です。代官山は確かに全

国ブランドになっているのですが、ブランドというのは何かというと、「信頼の証」とい

うようにご理解いただければいいと思います。代官山には非常に細かいブランドが集積し

て、全体で１つの代官山ブランドというのができています。 

 代官山ビジネスということで言うと、いわゆる国際的なスーパーブランドというのは今

のところ出てきていません。ないわけではないのですが、シャネルだ、グッチだというの

は、銀座、青山、原宿どまりで、代官山には来ていない。ナショナルチェーンもごく僅か

です。要するにチェーンストアが成り立つような需要が今のところはないということです。 

 グロス・コミュニティ・クール（ＧＣＣ）の話は長引きますのでやめます。 

 代官山のこれからの問題ですが、「街づくりコンセプトの共有」ということが も大切

なことではないか思います。これまでは少数の先駆者の間で暗黙の了解があったのですが、

これからは代官山に関心を持つたくさんの方々とコンセプトの共有が必要になると言うこ

とです。 

 そういうことに、少しずつ気がついた人もあらわれてきています。そして、さまざまな

地域活動が始まっています。例えば、「旧山手通り地区地区計画策定のための懇談会」こ

れは渋谷区が主導的にやっているものです。「代官山ステキな街づくり協議会準備会」こ

れは地域の有志がやっています。「旧朝倉邸と庭園の将来を考える会」という活動も始ま

っています。「代官山ステキ総合研究所」というのは私どもがこれから４月に立ち上げよ

うとしているもので、地域活性化や地域情報化をベースに代官山のブランド価値向上に資

するコミュニティー・シンクタンクを目指すものです。 

 後半の解説が短くなりましたが、代官山ヒルサイドテラスが30年かけてやってきたこと

が、今日の代官山のイメージと評価をつくり、代官山ブランドが形成されたこと。そ

して代官山は決して完成型ではなく、今でも「ステキな街づくりが進行中」であると
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いうことはお伝えできたかと思います。これで私が感じる「代官山スタイルの街づく

り」のご紹介を終わらせていただきます。 

ご静聴をありがとうございました。それでは代官山でお会いしたいと思います。 
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