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1. 研究背景

　都市空間の魅力は、多様な人や機能が集積することで、

属性や目的が異なる人々がひとつの都市を舞台に様々な

活動を展開し、間接的に関わりを持つことにある。このよ

うな都市の可能性を最大限に活かすには、単体の施設や特

定の場所に集中的に人が集まるのではなく、その周辺への

回遊を誘発するような、全体的な地域価値の向上を目指す

ことが重要である。

　本研究では、街路、オープンスペース、広場などの公共

性を伴って活用されている都市空間を「共有空間」と定義

する。それは、イベントなど非日常的な活用だけでなく、

日常生活において公共的な場所として認識され、活用され

ている空間である。共有空間は、都市空間の魅力となる活

動が展開する場所であり、その普及がまちの魅力につなが

ると考える。

　共有空間の波及のひとつの在り方として、本論文ではメ

インストリートを軸とした共有空間の広がりに着目する。

メインストリートとは、機能の集積、空間の連続によるそ

のまちの軸であるため、公共性が高く象徴的であり、共有

空間が展開しやすい。よって、メインストリートを軸とし

て周辺に共有空間が広がることは、都市空間の魅力の波及

に寄与すると考えられる。

2. 研究目的

　本研究では、メインストリートを軸として共有空間が広

がる事例として代官山を扱う。代官山は沿道の機能と土地

利用の多様性が特徴であり、このような都市空間の魅力

を、メインストリートの軸性に着目した論文は見られな

い。よって、メインストリートとしての旧山手通り周辺に

おける空間要素の分析を通して、メインストリート軸と周

辺の広がり方の実態を明らかにし、そのような都市空間に

よるまちの魅力について考察することを目的とする。

3. 旧山手通り周辺の概要

3.1 代官山地域の特徴

　旧山手通りは幅員 23 ｍで片側２車線と駐車スペースを

もつ代官山のメインストリートである。沿道の豊富な樹木

による景観や中低層の街並みによる空間は、一般的な広幅

員の道路とは異なる魅力をもつ。沿道にはオープンスペー

スが多く、その先には小規模な商業店舗と住宅が広がり、

小さな共有空間が連続してまち全体の魅力を形成してい

る。

　旧山手通り沿道に建つ代官山ヒルサイドテラスでは、時

代に沿った都市活動の在り方とそれに合わせた空間の提

案がされてきた＊１。渋谷区認定の代官山ステキな街づく

り協議会が行う事業者と協議により、代官山 T-SITE など、

地域性を反映した開発が実現されている＊２。

　街並み空間の特徴を分析すると＊３、幅員 23 ｍの旧山

手通りを軸とし、幅員 4 ｍ未満の細街路が約７割を占め

る街路構成が見られる。沿道建物階数は低層 (1-3 階 ) が

88％、中層 (4-7 階 ) が 11％を占め、全体として低層の街

並みである。沿道建物用途は商業系が 55％、次いで商業

系と住居系の混在が 30％で住居系用途地域のなかでも商

業化した地域である。

3.2 オープンスペースの特徴

　はじめに、調査対象地において共有空間の大部分を占め

るオープンスペースの現況とその成り立ちを調査した。

　旧山手通り周辺では、規模を問わずオープンスペース

がまち全体に存在している。ヒルサイドテラスや代官山

T-SITE のような比較的規模の大きい開発地内のオープン

スペースは、様々な方向からアクセスでき、街路のように

利用されている。CUBE 代官山や sarugaku のような中規模

の開発地内や、開発地以外の小規模な建物と街路との間な

どに多くオープンスペースが見られる。その背景には住宅

系用途地域の建蔽率指定や、商業床面積の制約のために敷

地分割が行われることがある＊４。

4 旧山手通り周辺における空間要素調査

4.1 共有空間の広がり方についての仮説設定

　メインストリートを軸とした共有空間の広がり方につ

いて、次の２つの仮説を設定する。

「空間の一体化」

メインストリート沿道にある共有空間から続く物理的な

空間の拡張や、空間要素による心理的な広がりの形成

により、メインストリートを軸とした共有空間が展開

する。

「空間の重層化」

メインストリート沿道にある共有空間からその先へ続く空

間や動線を可視化・認識させる空間要素によって、メ

インストリートを軸とした共有空間の広がりをつくる。

4.2 共有空間の広がりを形成する空間要素

　3.2で調査したオープンスペースのうち、メインストリー

トである旧山手通りの沿道部分を 4.1 の仮説に基づいて詳

細に調査し (2014 年 10-12 月時点 )、「空間の一体化」とし

て３種類の空間要素 (a,b,c)、「空間の重層化」として６種

類の空間要素 (d,e,f,g,h,i) を抽出した (表１)。

　その形成要因は、微地形の変化や豊富な樹木の景観、建

物等の形態や配置によるもので、代官山の地域特性が現れ

ていると言える。
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4.3 代官山地域における共有空間の広がり方

　次に、９つの空間要素を全域において調査した結果、図

１のような分布が確認できた。オープンスペースが共有空

間として使われやすい商業施設の用途率が高い街路や主

要な交差点に多く、共通して全体に存在している。

　さらに分布を再分析すると、複数の要素が次の３つのパ

ターンをもって集積して見られることが多い (表２)。

(1)[ 重層化 ]の集積 -連続的広がり

　斜路や階段の先に空間の分節をつくる壁面群や階段が

あるなど、複数の要素によって空間の重層化を重ね、

共有空間の広がりをつくる。

(2)[ 一体化 ]と [重層化 ]の集積 -連続的広がり

　フラットなオープンスペースの先に階段・段差があるな

ど、空間を一体化した先に重層化し、共有空間の広が

りをつくる。

(3)[ 一体化 ]と [重層化 ]の集積 -同時的広がり

　景観を形成すると同時に空間を分節する植栽・樹木にみ

られ、空間の一体化と重層化が同時にされ、共有空間

の広がりをつくる。

　代官山において、オープンスペースによる空間の一体

化の先に、微地形の変化による斜路や階段・段差が続き、

その先の建物の形態や配置によって、一体化や重層化する

という広がり方が特徴的である。

　このように、メインストリートである旧山手通りに共通

する複数の空間要素が多様な組み合わせで連続することに

よって共有空間が広がっている。また、代官山の風景の特

徴である豊富な植栽・樹木は、一体化と重層化の２つの役

割を同時にもち、全体に面的な共有空間の広がりをつくる。

5. まとめと考察

　4.1 における仮説で設定した、「空間の一体化」と「空間

の重層化」による共有空間の広がり方を 4.2 において確認

できた。次に 4.3 においてメインストリートから抽出した

９要素が全域において確認でき、３つのパターンをもって

特徴を把握できた。本論文では、現在の代官山地域につい

て調査を行ったが、時系列での広がり方の調査や、他のメ

インストリートでの検証が今後の課題である。
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