
代官山大学 2014 東京都市大学発表 
「代官山キャッスルマンションおよび東急東横線跡地のまちづくりスタディ」 
 
＊研究メンバー： 
東京都市大学 都市生活学部 都市プランニング研究室 
指導教員 平本一雄（都市生活学部 教授）・末繁雄一（都市生活学部 講師） 
計良宗一郎・櫻間七海・後藤若葉・近藤彩香・佐藤ゆり・中村翔・宮澤雅人・鈴木愛理・内田万由子（都市生活学部３年） 

 
＊課題：『街に賑わいをもたらす開発プロジェクトの企画提案』 
 
＊スタディの概要： 
 代官山のキャッスルマンションおよび東急東横線線路跡地をスタディのための仮想のサイトとし、街全体の魅力を増すような開発計
画を企画立案する。企画した計画により、サイト内に賑わいが生まれるだけでなく、それが街全体に影響を与え、街の魅力が増すよう
な戦略シナリオと企画コンセプトを作成する。これを実現するためにはサイトの分析だけでなくその街全体の観察と分析が必要である。
建築空間などハード的な提案だけは無く、賑わいを生み出し魅力を高めるためのソフト面の意欲的な提案、ブランド戦略提案も求める。 
 このスタディでは、企画提案をビジュアルブック（立体絵本）という独特のプレゼンテーションツールで表現する。その理由は、空
間提案だけでなく、そこで起こるアクティビティなどの賑わい提案も含むこのスタディでは、図面や模型などの従来型のツールではそ
の内容を十分に表現できないからである。そこで、建築の知識の無い人でも容易に内容を理解でき、賑わいなどの雰囲気が効果的に伝
わるビジュアルブックを用いる。 
 成果物である「ビジュアルブック（立体絵本）」に盛り込むコンテンツ 
・企画タイトル 
・サイトとエリアの分析結果（空間調査、来街者調査、アクティビティ調査、独自のサーベイマップ） 
・企画立案プロセス（ブレインストーミング・建築ボリューム検討結果） 
・計画コンセプト（ターゲット・来街者戦略、空間構成、アクティビティ・街の魅力が増すような戦略） 
・計画概要（機能概要・機能別床面積・建築ボリューム） 
・空間とそこで起こるアクティビティなどの雰囲気がいきいきと表現された立体絵本 

 
＊企画立案のプロセス： 
街の個性の創出や、街の問題・課題の解決によって、集客を増しブランド力を高めるための魅力をデザインしていく。具体的な流れは
下記の通り。 
①フィールドサーベイ 
サイトおよびその周辺をさらに詳しくフィールドサーベイ 
・空間調査：道路の幅員、歩道・街路樹の有無、建物別用途（階数別）、店舗の業態（飲食、物販など）、都市計画規制 
・来街者調査：年齢、性別、職業、ファッションなど 
・アクティビティ調査：既存のサイトでのアクティビティ等ソフト面の調査 
・用途地域や容積率など規制情報の収集 
・上記を踏まえてエリアの強み・弱み（問題課題）を抽出 
・キャッチフレーズ：コンセプトのキーとなるエリアの個性を表すキャッチフレーズをつくる 

②コンセプトメイキング 
 ・SWOT分析（サイト及び街全体の、Ｓ（=強み）・W（=弱み）・O（=機会）・T（=脅威）を分析 
 ・コンセプトのブレインストーミング 
 ・目標イメージ（ターゲット・ブランディング戦略・来街者戦略、空間構成、アクティビティ）を KJ 法にて作成 
 ・街の魅力を増すための戦略シナリオ＆企画コンセプト作成 
③コンセプトの空間化：建物ボリューム模型の制作 
・スタイロフォームによる建物、パブリックスペース・緑の配置、容積率のチェック 

④企画を表現するビジュアルコンテンツ（立体絵本）制作 
・企画を表現するビジュアル表現方法検討（サイト正面のファサードデザインの表し方） 
・企画を表現するビジュアルイメージ確定（デザインイメージ〈空間、アクティビティ、来街者〉検討） 
・素材（画像など）の収集・加工 
・ビジュアルブックの組み立て 

⑤開発企画プレゼンテーション 
・制作したビジュアルブックを利用して、企画概要（コンセプト・空間計画・アクティビティ計画）をプレゼンテーション 
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1. 代官山に訪れる家族連れに対
して、魅力的な空間をつくり、
周辺地域への活性化を図る。
2. 人々が集い , 情報発信、文化
発信の場として広場や緑地を設
ける。

代官山には、ハイセンス、高感度な人たちが集

まる。経済的に豊かな人たちが集まる。

感度の高い親が集まるであろう代官山に、家族

にとって魅力ある場を提供し、家族連れをター

ゲットとする。

・街の憩いの空間の提供
街歩きをするのが面白い代官山、個性あふれる店が多い代官山の街で、休憩を取ろうと

思った時に、小さなカフェ、レストランはあるが、お金を払わずちょっとした休憩をと

れるスペースは少ない。ここに、緑溢れ、気兼ねなく休める空間を設けることで、家族

の憩いのスペースとなるだろう。

・家族に特化した施設
代官山は、比較的高級で入りずらいお店もあり、まして家族で、子供を連れて、入れる

お店は少ないだろう。1F と 4F に設けたカフェとレストランは、ベビーカーを押してで

も入れる店舗設計、代官山スクールは親子で共に学び、楽しむことができる場所であり、

ここで愛する家族と楽しい時間を過ごせるだろう。

テナントプラン

建物を階段状にすることによって、

各階に外の空間が形成され、そこで

賑う人の様子が伺えることができ

る。テラスを緑化することで、代官

山駅側から見て、手前の広場から建

物へのつながりを感じられる。

線路跡地と建物は、跡地から建物３

階レベルにつながっていて、入るこ

とが可能で、キャッスルストリート

側、線路跡地側と多方面から建物へ

向かうことができる。　　　　　　

　　　

オフィス代官山スクール

保育園

レストラン

ファッション

カフェ グッズ

pi-chicpark

（代官山駅方面）

（渋谷駅方面）

「HSH」は家族がこの場所
で楽しみ、憩い、愛する
家族と共に良い時間を過
ごしてもらいたいという
考えから「HSH」ホーム
スイートホームとした。

 子供たちが主役の空間「PI-CHICPARK」

＜身体を使って遊ぶエリア＞
子供たちが全身をつかって遊びまわれる

仕掛け、遊具を配置

（親もともに遊ぶことができる）

滑り台 /登りネット /ボールプール /

登り棒 /クライミング /トランポリンなど

＜知的好奇心、頭を使って遊ぶエリア＞
子供たちが絵本を読んだり、

親とパズルで一緒に遊んだり、

絵を描いたりできるエリア

絵本ライブラリー /お絵かきコーナー /

ボード遊び /カード遊びなど

東横線跡地の企画提案「JUGAR GROUND」
東横線跡地は、子供たちが色々な習い事をできる場である。

各ボックスごとに絵画教室やバイオリン教室、バレエ教室など文化系から運

動系まで多種多様なものが入っている。子供たちのやりたい！という気持ち

がすぐ実行に移せるよう、一回から体験することができ、気軽に、本格的な

音楽や芸術に触れることができる。

３階部分の連絡通路で商業エリアと一体化することで、ショッピングのつい

でなどに気軽に習い事に通わせることができるのが魅力だ。また、週末には

フリーマーケットや、代官山に住むアーティストたちの個展などにも利用で

き、このボックスは無限の形を可能にする。

この線路跡地は、代官山方面から渋谷方面に歩く際、下のキャッスルストリー

トより安全に、そして視覚を楽しませながら歩くことができる。

ボックスでの活動とストリートに生えている四季折々の草花を横目に見なが

ら、ベンチでひと休憩。。ただの移動が癒しの時間に変わること間違いない。

                          　  東京都市大学  都市生活学部  都市プランニング研究室
　　　　　　　　　　　計良宗一郎・後藤若葉 ・櫻間七海～家族で楽しむ商業施設～

HomeSweetHome

コンセプト ターゲット

来街者戦略

6 階

線路跡地
建物

敷地

＜テナント＞
1 階…広場に繋がるカフェ

　　   とベビーグッズ

2階…子 , 母 , 父の衣服

3階…線路跡地と繋がる

　　　習い事フロア

4階…レストラン

5階…保育園

6,7 階…子供の遊び場

　　　   「pi-chicpark」

グレー　　：歩道

ブロック：習い事ボックス

街への波及効果

「HSH」ができること

による波及効果

↓

旧山手通りに

集中していた家族連れが

キャッスルストリートにも

足を運ぶことで、

街全体の回遊性が高まる。

／

渋谷と恵比須を繋ぐ

このエリアの活性化に

なる。

７階 ↑代官山駅側から見た施設図

立体絵本で表現

↑HSH正面　絵本

↑東横線跡地　絵本
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　私たちが提案する施設では、「五感」で楽しんでもらうのはもちろん、第六感として

加えた「錯覚」をメインテーマとしている。「錯覚」とは、「実際とは異なる知覚を得て
しまう現象のこと」。まるで日常とは別の世界にいるような「錯覚」を起こさせる施設
を提供する。

視覚 聴覚 触覚 味覚 嗅覚 錯覚
＋＋

「買い物×アート」　6感で楽しむ代官山

　コンセプトは「第6感で楽しむ」。通常の五感にプラスされた「錯覚」とは、トリックアー

トを意味する。トリックアートとは、目の錯覚を利用した芸術作品のことであり、これ

を施設内に用いて、「買い物×アート」の新たな楽しみ方を提供する。

コンセプトを表現するものとして

線路跡の活用：「線路アートの森」

アクティビティ 来街者戦略
■「線路アートの森」では、その名の通り「アート」に関連したイベントを随時開催。

・季節ごとのイベント ( 夏祭り・天体観測など )

・「つくる」イベント

　‐代官山で「買う」ではなく、「つくる」を流行らせる。

　‐訪れた人々が作者となって作品を制作。

　‐クリエイターズオフィスの人々との交流も可能。

　(ex) 親子向けワークショップ、陶芸、生け花など

＊完成した作品は、「線路アートの森」で展示できる。

　野外美術館「線路アートの森」では、開放的な青空の下で緑と触れ合いながら芸術作品を全身で

体感することができる。オフィスの利用者にも作品提供などで協力してもらい、クリエイターたち

の発表の場としても活用してもらう。

光のあたる位置によって

影が変化する作品。

緑をつかったアート。

施設の上階から見ても

楽しめる。

春と夏のイメージ春と夏のイメージ
　

春は桜で満開、夏は緑あ

ふれる空間でアートを楽

しめる。

人々を癒す水辺。

入って遊ぶこともできる。

秋と冬のイメージ秋と冬のイメージ
　

秋にはアートと一緒に紅葉、冬にはクリスマスツリー

やイルミネーションも見ることができる。

中央には最も大きな木を一本植える。

これはシンボル的な存在であり、この周りは

人々が集い、休む場とする。

季節やイベントに合わせ、季節やイベントに合わせ、

トリックアートを変えるトリックアートを変える

参加型イベントで参加型イベントで

子供がいる家庭を狙う子供がいる家庭を狙う

各棟の「五感」というコンセプト各棟の「五感」というコンセプト

に合う専門テナントを配置に合う専門テナントを配置

訪れる人々を飽きさせないように

アートやものづくりの楽しさを

伝え、定期的に施設に通う習慣を。

「ここでしか買えない」という

プレミア感や、専門性をアピール

触覚の棟触覚の棟

嗅覚の棟嗅覚の棟

味覚の棟味覚の棟

聴覚の棟聴覚の棟

視覚の棟視覚の棟

企画概要

■コンセプト：「第 6感で楽しむ」

■ターゲット：20 ～ 30 代の男女、代官山でよく買い物をする人たち

■施設名：「＋１」( プラスワン )

■施設について
・商業店舗、飲食店舗、オフィス、コンサートホールの複合施設。

・オフィスはクリエイター専用。ものづくりに関わる人が対象である。

五感に錯覚をプラス 代官山に新たな施設

をプラス× ＝ ＋１＋１

■調査結果より
(１) 代官山は歩いて楽しむ ( 見て楽しむ ) 街である。

(２) 代官山でのイベントの多くはアート系の鑑賞型である。

(３)「食」より「買い物」の街である。

(４) 敷地周辺には、猿楽町のような人をひきつける魅力がないため、人が訪れない。

※人を集める施設にするには、猿楽町方面にはない魅力が必要
・現在敷地には個性がない 　➡ 　個性・色をもたせて、目立たせたい！

・現在代官山で行われているイベントは、観賞型のアートイベントが中心。

　　➡　来街者が参加･体験する仕組みは代官山にとって新鮮では？

⇩

施設構成
　代官山は歩いて楽しむ街である。ぜひ

この施設でもその楽しさを感じて欲しい

と考え、敷地には 5つの棟を建てる。

　また、それぞれの棟には 5 感のコンセ

プトをつけ、テーマに合ったテナントを

誘致。内部はスキップフロアとして、階

段で上下を繰り返しながら上階へ進む。

6 階建て。サロンやカルチャー

スクールで自分磨きを体験。

6 階建て。アロマやコス

メ、花屋が中心。

4 階建て。様々なシーンで使える

飲食店を配置し、食事が楽しめる。

7 階建て。幅広い用途を目

的としたコンサートホー

ルが中心の施設。

4 階建て。アパレルやインテリ

アを”目”で見て楽しめる空間へ。

東京都市大学  都市生活学部  都市プランニング研究室

近藤彩香・佐藤ゆり・中村翔

線路跡地
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●東急東横線跡地活用案

”ROUTE225”
東急東横線が地下に潜ったことにより生まれたスペース。

幅員６メートル・全長 150 メートルをうまく活用したい！

線路跡を活用できないかという思いから ROUTE225 は作られた。

代官山から渋谷方面の線路跡は緩やかな起伏があり、坂が生む独特な空間に新たな

歩行空間が整備されることは周辺住民にも生活の変化をもたらす。

以前は、代官山から恵比寿・渋谷方面にはキャッスルストリートが唯一の通り道で

あった。キャッスルストリートは幅員が狭くかつ、車両の通りも激しいため安全な

歩行空間ではなかった。

ROUTE225 は歩行者のみが通行可能で、沿道には敷地内に以前からあったアパレル・

雑貨・旧キャッスルマンションに入居していたテナントが新しいスタイルで軒を連

ねディスプレイを眺めるだけでも視覚的な面白さが感じられる。

天井にはアーチ状の屋根があり、雨もしのげ冬にはイルミネーションも楽しめる。

周辺住民の生活道路としての役割

来街者の街歩きの楽しみを創出

代官山の地形を生かした 900 ㎡の小さな商業エリアが始まる・・・

代官山Duo ～カップルのためのテーマパーク～

♡MDコンセプト
Duo とは、ラテン語で「二人組」「二重奏」の意味

代官山調査をした結果、カップルが多いことが分かった。

日常の中で、手の届く「わくわく感」を味わえる、居心地のいい空間を
コンセプトとした商業施設

♡一緒に見て回れる♡男女混合のブランド♡夢を見れる

⇒「カップルで楽しめる」

Key テナント：KEYUCA

理想なカップルデートってどんなだろう…
友達同士の買い物じゃないんだから、
２人で見れるのが多かったら嬉しいよね！！
こんな風に一緒に家具見たり、洋服も迷ったら選んでほしいかも！！
確かに！それいいね！でも、一緒に入れる
アパレルって少ないよね～。この間 Jouetie に行ったら、男の人も店
にいて、なんかつまんなそうでかわいそうだったな～
BEAMS とかユニセックスブランドがいっぱいまとまってれば
いいのにな～
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　　　　　　　　　　　内田万由子・鈴木愛理 ・宮澤雅人
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