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住宅地の観光地化 

－代官山と谷中をモデルに－ 

西谷真希子（東京都立大学） 

１．はじめに 
代官山は、古くから高級住宅地としての地位を保ち続けているが、最近では首都圏で

出版されているタウン雑誌だけではなく、遠隔地向けの「東京」ガイドブックにも「代

官山」という項目が見られるようになってきた。代官山の観光地化である。本論で扱う

「観光地化」という現象は、修学旅行生でにぎわう京都や奈良などと同列に扱うような

狭い意味での「観光地」ではなく、もう少し広い意味である。外部者が当該地について

のイメージをメディアなどから事前に構築しており、イメージの作り手としてのガイド

ブックに沿って、当地のある一部の文化を垣間見ることという現象である。それを代官

山に当てはめるとすれば、「オシャレ」なカフェやレストラン、ショップが住宅街のいた

るところに点在し、行き交う人々もオシャレな街、それがガイドブックに掲載されてい

る「代官山」像である。 

一方で、谷中は山手線日暮里駅から地下鉄千代田線千駄木駅にはさまれた地域で、江

戸から大正期にかけての木造住宅と寺院が織りなす下町風情が外部からの来訪者を魅了

し、また、都心に近く、商店街などもあることから生活しやすいため、住宅街としての

役割も果している場所である。 

住宅地が観光地化されていく、つまり、展示された文化を観光者が見学料を払って見

学するという大きな観光地ではなく、実際の生活文化、人びとの生きられた文化を垣間

見るという観光形態がどのように現れたのか、そして現状はどのようであるのだろうか。

住宅地の観光地化現象が起きている谷中をモデルとして代官山と比較考察しながら考え

てみたい。 

 

２．谷中 

谷中が現在でも江戸期からの下町風情を保ち続けているのには、その町の文化資源を

住民が認識し、意識して保存活動をするだけではなく、日常の中でその独特の雰囲気＝

文化資源を再生産してきたからである。そのきっかけとなったのがその地域に住んでい

た主婦３人が編集した地域雑誌『谷中・根津・千駄木』の創刊である。この雑誌は 1984
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年から現在に至るまで出版され、地域で 1万部以上出版されている。 

地域雑誌出版以前の谷中では、特に 70 年代後半から 80 年代にかけて、都市開発の流

れを受けて、谷中にこれまで独特の雰囲気を与えてきた木造住宅などが高層マンション

へとかたちを変えるなどして、破壊の危機に立つことになった。「江戸」「下町」をつく

りだしていた文化資源は、日常の中に溶け込んでいたことから、それを魅力的な文化資

源であると、そこで日常生活をおくっている住民自身が認識するということは大変難し

いことであるだろう。日本全体が「古さ」よりも「新しさ」を求めた時代でもあり、そ

して谷中の住人にとっては、自分たちの周りの、寺院と古い住宅が形づくる町並みなど

は「魅力的」なものであると認識するにはあまりにも普通な、ありふれた自明のもので

あったのだろう。 

そのような中、現状を危機的状況であると認識した森まゆみを代表とする地域住民３

人の手によって雑誌『谷中・根津・千駄木』を出版する谷根千工房は誕生した。この雑

誌は自らが生活している谷中地区がいかに優れた文化資源があるかを住民に認識させる

のに貢献した。この雑誌が注目されるにつれ、「谷中」という地域自体も外部の人びとに

魅力的な地域として認識されるようになり観光地化の発端となった。 

特筆すべきは、外部の人々だけではなく、その地域住民自体も自分の生活している地

域に注目し、町歩きなどを楽しむようになったことだ。自分の日常生活を送っている場

所へ価値付けができたということである。森はこのことについて、「何もない抹香くさい

場末の町という住民の自己イメージが払拭され、文人の愛した町、静かな寺町、江戸情

緒の残る人情深い下町という肯定的なイメージが強くなり、土地への誇りが出てきた（森

1996:130）。」と表現している。 

また、住民による地域の価値付けだけではなく、その価値付けによって、昔から営業

している自営業の店舗や職人も、伝統的な仕事が立ち行くことが分かり、また、後継者

を希望する人々も現れてきた（ibid:130）。 

〔谷中における人びと〕 

観光地化の現状についてそれに関わる人びとはどのように感じているのだろうか。台

東区の来訪者アンケートや地域雑誌『谷中・根津・千駄木』に掲載されている住民の声

などから、それぞれの思いや様子について分析をしていく。 

 

 



①来訪者 

居住地                             年代 

都内 関東地方 その他 

56.6% 35.8% 7.5% 

10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 

1.5% 12.7% 13.7% 14.2% 32.0% 21.8% 4.1% 

谷中来訪回数 

１回目 2 回目 3～4回目 5～9回目 10 回以上 毎年 

42.7% 13.5% 8.4% 9.0% 7.3% 19.1% 

 

 

(台東区観光課 1999:199) 

表のように、谷中への来訪者は、都内と関東地方だけを合わせて９割を越えている。

また、年齢層も高い人の割合が高くなっている。これは、外部への一番の宣伝媒体とな

るタウン雑誌やガイドブックの影響が大きいと思われる。谷中が特集されている雑誌は

主に首都圏近郊のみに発売されているタウン雑誌であり、また、ガイドブックに関して

も遠隔地観光旅行向けの東京ガイドブックよりも、首都圏向けの東京ガイドブックの方

が掲載されていることが多いからだ。また、雑誌に関しても年齢層が高い人を対象とし

た雑誌によく特集されている。だからといって、若い人が全く興味を持たないかといえ

ばそうでもなく、20 代の女性向けのタウン雑誌にも頻繁に谷中は掲載されており、筆者

が谷中にフィールドワークを行った時も 20 代位の人びとも町歩きを楽しんでいるのを

よく見かけた。 

年齢層が高い観光者が多いもう一つの要因として考えられるのは、町歩き同好会など

で、一度に 10 人から 20 人くらいのグループで散歩を楽しんでいることである。私が見

かけた限り、若い人びと、特に女性は２、３人で雑誌に掲載されている喫茶店や料理屋

などを巡ったり、雑貨屋などを見て回っていて、年齢層が高い人々は集団で、町並みを

つぶさに見ている印象がある。 

リピーターが多いことも遠距離での観光との違いであろう。アクセスがしやすいし、

日帰りでも気軽に行けるちょっとした異郷としての性質を谷中が持っていることが分か

る。毎年来るという人はおそらく、谷中霊園へお参りにきたり、寺で法事がある人々で

あると思われる。 

②住民 

住民について分析するにあたって、まず住民を類別して考える必要性を感じた。類別
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としては、もともと生活していた旧住民、そして、80 年代以降バブル期の都市開発の中

で建てられたマンションに移住してきたり、または、谷中の文化資源に魅せられ、昔な

がらの長屋に新しく引っ越してきた新住民である。新住民と旧住民では、現在の観光地

化についての考えに相違が見られるからである。 

また、同じ理由で、新旧住民共に、自営業の住民と、職住分離型で他の地域で働き、

生活が谷中という住民でも分けることにした。さらに、新住民に関しては、交通の便な

どの理由で、谷中の文化資源を認識する前に移り住んできた人と、特に若い年代に多い

ようだが、魅力的な「下町・江戸」谷中で日常生活を送ることを希望する、つまり、移

り住む前から谷中の文化資源を認識していた人とを分類することにした。次ページの表

が上記の条件で類別したものである。 

職住分離型 

（家族） 

土日の喧騒に不快感 

町づくりに積極的な参加はしていない 

 

旧住民 

自営業 下町演出を利としている 

町会活動などの主体 

 

職住分離型 

（家族） 

交通の便などのアクセスの良さから住み始めた。 

観光者に一番近いまなざしを持っている 

ガイドブックなどを持って自分の町に繰出す 

「部外者」的位置  

 

単身生活者 

魅力的な「谷中」に住むことを選択 

観光者に一番近いまなざしを持っている 

ガイドブックなどを持って自分の町に繰出す 

「部外者」的位置 

 

 

 

 

新住民 

自営業 下町演出を利としている 

元谷中ファン多し 

旧住民の自営業でない人々は観光地化している現状についてある程度不満をもってい

る。地域雑誌『谷中・根津・千駄木』には、「住みにくくなった」、「うるさくなった」等

という声が、特に年配者からあがっている。特に土日になると、観光者が大勢来るので、

「住民が地域を歩けない」という声もある。また、谷中の文化資源を利用して新しい店

などが住宅街の中にできることもあまりよくは思ってない人もいるだろう。「裏のアパー
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トがゲリラ的にギャラリーになっちゃう（谷根千 其の六十 1990:13）」というような現象について

戸惑いも多いようだ。こういった戸惑いを持ち、不快になる人々は自らの住む谷中を「寛

ぐ我が家」として認識しているのだと思われる。その一方で、職住分離型の人々は町会

活動や、町づくりなど、町の文化資源を保存、再生産していく活動には、あまり積極的

に参加していないようである。谷根千に掲載している住民のインタビューには観光者が

来て「トクする住民」と「トクしない住民」と分けて考えている人がいた（谷根千 其の六十 1990:13）。

この場合、職住分離型の人は「トクしない住民」となる。しかし一方では谷中の再生さ

れていく文化資源を共に享受する存在でもある。 

旧住民の自営業の人は、「下町」「江戸」の谷中という演出を利としており、前述の分

け方で言えば、「トクする住民」となるだろう。その一番の理由として、谷中地域で自営

業を営んでいる職種が、そのまま谷中の文化資源となりうるからだと思われる。昔から

ある煎餅屋、飴屋、肉屋など、それらは、下町演出の中で価値付けられたものであるか

らだ。また、職人にしても、「客に直接仕事を見て買ってもらえる、励みになる（谷根千 其

の六十 1990:13）。」という声があるように、下町演出の中で、観光者が来ること自体にも利を

得ていると思われる。また、彼らはその価値付けを享受しているだけではなく、その再

生産にも積極的に携わっている。町づくりの主体でもあるのだ。 

80 年代以降新しく建ったマンションに移り住んできた人々や、谷中の文化資源に魅せ

られて、新しく長屋に住み着いた人はどうだろうか。彼らは端的にいって、観光者に一

番近いまなざしを持った存在であるだろう。交通の便がいいということで、この付近の

マンションに移ってきた人々も、地域の日常性の中にある文化資源を感じに、ガイドブ

ックなどを持って自分の町を散歩していることがあるようだ（森 1996:130）。一方で町づくり

活動に関しては、まだ部外者的位置であると思われる。新旧住民の交流をねらったバザ

ーなどが開かれるなどの活動は見られるが（散歩の達人９月号 1997:18）、下町生活の作法ができ

ていない（谷中学校 HP）といった問題から完全には溶け込めてはいないことがよめる。 

また、最近は「谷中が好きで、谷中に店を出したい」と思い立って、谷中に移り住ん

で、谷中の文化資源にあった店や飲食店を出す人びとも出てきた。彼らもまた、下町演

出を利としており、谷中の文化資源の再生産に寄与しているといえるだろう。 

ここまで、５つの類型に分けて住民を分析してきたが、すべての住民が観光者と同じ

ように谷中の文化資源を享受しているといえる。『谷根千』の投書欄には住民から、谷中
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に存在している様々な愛着のある事物について述べられているものも多い。例えば、「全

生庵から聞こえる五時の鐘」や「地域のお祭り」であったり、「軒先園芸」などがある。

そのような日常の中にあるちょっとした文化資源を来訪者、住民共に享受できるのが谷

中の特徴であるだろう。 

谷中に関わる人びとについて分析してみると、当該地で住民の生きられた日常の生活

文化資源が、来訪者がまなざしを向けるべき、不可欠な風景となっていることが分かっ

てくる。例えば、生活している住宅自体、家の前の路地に植木鉢が並べてあること、商

店街で住民が買い物をしていること、長屋のベランダに洗濯物が干していること、路地

で立ち話をしている女性や遊んでいる子供たち、これら住民の日常生活は、谷中を訪れ

る人々にとって魅力的な要素となりうるのだ。観光者は生活の場の中でガイドブックに

掲載されている墓地や店舗を見ながらも、住民の生活の場へと入り込んでいき、町歩き

を楽しむ。その中で、その生活者自体をもまなざしを向けるべき存在として観光者は認

識し、その場に流れる「下町」「江戸」の雰囲気の連続性を享受するのではないだろうか。 

また、住民自体もその認識を助けた作用者の働きで、谷中の日常性の中に隠れていた

文化資源の存在をしっかりと把握しており、「下町」「江戸」の谷中をある程度意識して、

納得して生きている感がある。自らもその地域の文化資源に誇りを持ち、努力をしなけ

れば、簡単に都市開発の波を受けてしまうはずの東京の中で、保存活動を行えないはず

である。そういった意味では、私は谷中では、多少来訪者について不満が住民から出て

いるようだが、住宅地と観光地化という現象にある程度均衡が取れていると考えている。

住民の中には土日にボランティアで谷中のガイドをかって出る人もいるようだ。自分の

町が魅力的でい続けられるように努力し、誇りを持ち、そして来訪者もその生活者と谷

中をあわせた風景を垣間見る。こういった現在の谷中は都市における住宅地と観光地化

の均衡のとれたモデルとして据えることができるのではないかと考える。 

 

３．代官山 

店舗が建ち並ぶ現在のような「オシャレな」街に変えた一番の要因が 70 年代に建設さ

れたヒルサイドテラスの存在であろう。ヒルサイドテラスは魅力的な店舗・オフィスの

入ったデザイン性のある建築物であることに留まらず、現在の「オシャレな」代官山を

創造する作用者としての役割を兼ね備えていた。 
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70 年代に登場した『anan』や『non-no』などの女性雑誌では、頻繁にオシャレな街

として、代官山を取り上げたり、ヒルサイドテラスをロケ地にして、撮影を行った(岩橋 

2002:57)。このヒルサイドテラスの建設がきっかけで、代官山周辺にはしだいに、安藤忠雄

を始めとする有名な建築家が設計した多くのデザインに凝ったモダンな建築物を見受け

られるようになった。大使館なども、旧山手通り沿いに多くでき、それぞれ、意匠を凝

らしたデザインになっている。もともと、1955 年には日本初の外国人専用の高級集合住

宅である代官山東急アパートメントができ、多くの外国人が移り住んだ。また、その影

響からか外資系会社の社宅などもあり、国際色豊かな町ともいえるだろう。 

さらに、ヒルサイドテラス以外の場所でも、建築やファッション関係のオフィスが多

くできた。このような業界系のオフィスが多く点在していることも代官山の独特な雰囲

気作りに影響しているといえるだろう。80 年代に入ると、そのような「代官山」の雰囲

気を再生成するような店舗、レストランが、代官山のあちらこちらにできていき、来訪

者の数も増えていった。 

ここで、一つのオシャレな代官山時代が形成されたといえるだろう。ここではそれを

仮に第一次代官山期としておく。屋敷街だった代官山から、それにつけ加えて、ヒルサ

イドテラスと、昭和前期に建設されたモダンな同潤会アパートがかもし出す独特の雰囲

気が洗練された「オシャレな」代官山像が作り上げられていった。当時の雑誌が代官山

を取り上げる領域というのも、この２つのランドマークに影響されているのか、旧山手

通りと、八幡通りの二つを「代官山」エリアとしている。1974 年の平凡パンチでは、「東

京にいるって感じがあまりないんだな。…ヒルサイドテラスが、アメリカ西海岸の明る

い雰囲気だとすれば、同潤会アパートの近くは、どちらかといえばヨーロッパの裏町と

いった感じですね。このようにアメリカ的な面とヨーロッパ的な面の両方があるのが、

代官山の特徴ですよ。（平凡パンチ 1974.4.29:55）」としており、いかに代官山を表す上でこの２

つのランドマークが重要であったかが分かるだろう。 

しかし地域住民が初めからヒルサイドテラスから発信される洗練されたイメージを

受け入れたわけではない。初期のヒルサイドテラスは、業界人などの限られた人だけ

が行くおしゃれなスポットになっていた。そのような中、1976 年から７年間にわたっ

て、ヒルサイドテラスが主催する「代官山交歓バザール」が開催された。このバザー

には、テナントだけでなく、町会に所属している人々やその他の住民なども積極的に
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参加して、ヒルサイドテラスと住民との距離を狭めていくことに貢献した。これによ

り、普通の人が近寄りがたかったヒルサイドテラスに近隣の人びとが訪れるようにな

っていった。７年間の活動で、住民との距離を狭めることができたことは大きな意味

を持っているだろう。それまでの「代官山は屋敷街である」という住民の認識が、「代

官山にはヒルサイドテラスを代表とする洗練された店やレストランがある街である」

という認識に変わっていったのではないだろうか。 

ヒルサイドテラスができた 70 年代以降、代官山には多くの店舗ができていった。特

に 2000 年に大型複合施設の代官山アドレスが同潤会アパート跡地にオープンすると、

代官山に大きな変化を与えることとなった。例えば、八幡通りには、アドレス完成と

前後して、商業ビルが続々と建てられていき、店舗数、来訪者数ともに格段に増加し

た。 

第一次代官山期にはある程度、生活の場としての住宅街と、商業圏に均衡が取れてい

たようだったが、アドレス誕生以降、商業圏の膨張が始まる。これ以降の代官山を第

二次代官山期とする。魅力的なオシャレスポットとしての商業圏と生活の場としての

住宅街の均衡が取れなくなってきている時期にきているのだ。その中で、ゴミ問題や、

騒音問題などが起きてくるようになって現在にいたっている。谷中がバブル期に直面

した谷中独自の文化資源の侵食が、代官山は現在起きているといえるのかもしれない。

谷中と代官山では文化資源の性質が異なり、その相違から、代官山は文化資源の認識、

保存、再生成が谷中に比べると困難な状況がある。谷中は江戸時代から昭和前期にか

けての町の要素を「魅力的である」「守るべきである」という認識が深まり、ある程度

の了解が住民の中にできていると思われる。また、歴史的な遺産というものは目に見

えるものであるし、保存し、守るべきものであるという文脈に到達しやすいものでは

ないだろうか。一方で代官山に関していうと、代官山について住民は既に「屋敷街＝

代官山」というイメージを「かつて代官山は屋敷街でした」というような過去形の語

りで表すように、現在進行形で守り、維持していかなければならないものとは考えて

いないように思える。それでは何を「魅力的である」と認識しているのか。それは、

これまで述べてきたようにヒルサイドテラス成立以降の「オシャレな」代官山である。

もちろん「屋敷街」イメージがなくなったからといって、住民が代官山に商業圏にな

ってほしいと思っているわけではない。あくまでも代官山は住民にとって日常生活を



 9 

送る生活の場、住宅街であるという認識である。しかし、その住宅街は他のどの住宅

街でもなく、シャレた店舗や飲食店が住宅街と混在して構築される住宅街「代官山」

なのである。しかし、続々と新しい店舗がオープンする中で、住宅街と商業圏の均衡

は崩れつつある。守るべき「代官山」が住宅街と商業圏の渾然一体となった姿であり、

そして商業圏が膨張し、来訪者が増えていくことに対して危機感をもつという一見矛

盾した現象が代官山で現在起きている。 

そのような中、魅力ある代官山の文化資源を保ち、再生成し続けようとする作用者が

近年現れ始めた。その中の一つが、谷中の谷根千工房のように継続的な活動、出版は

行っていないが、1996 年から 2002 年まで断続的に活動を行っていた「代官山ステキ委

員会」である。 

この委員会の特徴は、その委員を務めている人々が必ずしも代官山住民だけではな

いということである。私がお話を伺った委員会の一員である岩橋氏も、代官山住民で

はなく、長い間ヒルサイドテラスのプロモーションに携わり、また、彼のオフィスが

代官山にあるところから、代官山に深く関わっている人物である。ステキ委員会の成

員がこのように住民だけではなく、他の地域に住んでいる人も成員となっているよう

に、このステキ委員会が企画してきた様々なイベントも対象としている人々は住民だ

けではなく、来訪者や働いている人々、全てを合わせた「代官山を愛する人々」なの

である。委員会ではその「代官山を愛する人々」に代官山の「ステキ」さについて、

写真や、手記など様々な媒体に表現させる企画を立てた。メディアによって発信され

る「オシャレ」で「洗練された」ショッピングタウンという代官山のイメージを岩橋

氏は、「表層的である（岩橋 2002:89）」と彼の著書に書いている。彼の考えでは「代官山の

魅力は一面的なものではなく、ゆっくりとした時間の中で醸し出されてきた独特のも

の（岩橋 2002:89）」であるとしている。そうした魅力を住民だけではなく、外部から来た

来訪者の力も借りて、発信したのだ。この委員会の活動として、「代官山ステキ発見フ

ォトコンテスト」の開催、『代官山ステキガイドブック』の発行、そして「代官山ホー

ムページ」の運営などがある。このホームページは現在も委員会事務局を務めた（株）

アスピが運営している。下の写真はフォトコンテストの受賞作品の中の一部である。 



 〔代官山ステキガイドブック 2000:314〕 

岩橋氏は、これらの絵を見て、「代官山の生活者や代官山ファンの視線で見た代官山

はなんと心優しく、ほのぼのするだろうか（ibid.:80）」と感想を述べている。一方で外部

の人間であり、代官山の日常生活を経験していない人間である筆者の第１印象は、洗

練されたオシャレな日常風景であるというものである。それぞれこの写真を見て感じ

ることは異なり、それについて論理的に分析することはできない。しかし、推測する

限り、こういったコンテストの写真を展示することは代官山の日常性の中にある文化

資源を生成することに大きくつながっていくものと思われる。日常の中に潜在してい

る「ステキ」を写真で切り取り展示する。これによって、代官山で日常生活を送って

いる人々はその魅力を再認識し、かつて屋敷街であった頃の代官山ではなく、ヒルサ

イドテラスができて以降の「代官山」の魅力を再認識することができる。また、外部

の人間である来訪者はその「代官山」で日常生活を送ることはできないが、その魅力

をタウン雑誌等のメディアとはまた違った形で再認識し、代官山にますます好意的な

まなざしを向けることになるのではないだろうか。 

そういった意味では、この生活者、来訪者参加型のコンテストも代官山の日常性の

中に潜んでいる代官山独自の文化資源を浮き上がらせる作用を持っているといえるだ

ろう。 

また、様々な出版社から代官山のエリアガイドは出版されているが、外部のまなざ

しからでは表現できない魅力が、代官山にはたくさんあるとして、「代官山を愛する

人々がみんなでつくったステキな自己紹介」というコンセプトでこれまで３冊の『代

官山ステキガイドブック』が誕生してきた。 

このガイドブックの構成は大まかにわけて、２つある。前半が代官山に住んでいる

人びとや、働いている人びと、来訪者の街の魅力についての手記などが掲載されてい

る「コミュニティーガイド」という部分で、後半が、店舗や飲食店の広告が地図と共

に掲載されている「タウンガイド」である。「タウンガイド」はそれぞれの店舗の生の

 10 
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メッセージを読むことができ、大手出版社が出しているタウン雑誌と一線を画してい

るといえる。 

また、コミュニティーガイドを読むと、代官山で日常生活を過ごす人びとの姿が見

えてくる。愛犬を連れて代官山を散歩することが趣味といっている住民や、仕事の合

間に屋台のカフェでエスプレッソを一杯飲むのが日課というカメラマン、他にも美容

師やレストランのシェフ、各国大使など、また、代官山が好きな来訪者、様々な人び

との代官山で過ごす時間が浮かび上がってくる。手記を書いている本人にとっての代

官山の日常性の中にある時間は、外部の人間、読み手にとっては魅力的な一つの要素

として受け取られるのではないかと思う。散歩のできる路地、屋敷に古くから住む住

民、シャレたオフィスで働く人びと、ショップの店員など、前述した歴史的に培われ、

更に現在進行形で形成されつつある代官山の日常生活が読者を魅了するように描かれ

ている。 

さらに、1998 年に『代官山ステキガイドブック』の発行に合わせて、「代官山ホーム

ページ」が開設された。「代官山ホームページ」の構成は『代官山ステキガイドブック』

と類似している。 

一つが店舗や飲食店やその時々のイベント情報、店舗のセールの情報などが地図付

で紹介されているタウンガイドである。もう一つのコーナーがガイドブックでいうと

ころの「コミュニティーガイド」である。その要素は、「I love Daikanyama 掲示板」

という掲示板に当てはまるといえるだろう。この掲示板は代官山を愛する人々が交流

するためのものである。来訪者が代官山についての感想を述べていたり、住民が現在

の代官山の観光地化についての意見を述べていたりしている。観光地化についての住

民の意見はゴミ問題など様々な問題についての怒りなどが書かれている。もうひとつ

この掲示板について注目すべきことは、この掲示板によって、来訪者と代官山住民の

交流が生まれていることである。「観光地化」というと、観光地側の住民、その他関係

者と、外部からの来訪者との交流は分断されているように想像してしまうが、ここで

は、来訪者が知りたい情報について住民が案内していたり、お互いに代官山の魅力に

ついて語ったりと、コミュニケーションが生まれているのだ。代官山ホームページは

代官山についての情報発信の媒体でもあり、住民や来訪者、異なった背景を持つ人々

の交流の場を提供する媒体でもある。 



 12 

また、代官山の商業圏の膨張を代官山の「原宿化」とステキガイドブックなどでは

表現しているが、その原宿化を防ぐために大規模なビルを建設させないような協定づ

くりや、町なみを保存する運動や勉強会も開始しつつある。現在、「代官山ステキ委員

会」自体は活動をしていないが、地域主体の街づくり活動としてとして「代官山ステ

キな街づくり協議会」が活動を開始しようとしている。代官山に対しての作用者とし

ての働きに注目していきたい。 

〔代官山における人びと〕 

観光地化してきている現在の代官山の来訪者や住民について、雑誌や『代官山ステ

キガイドブック』、そして聞き取り調査などから、来訪者や住民、それぞれの思いや様

子について分析をしていく。 

①来訪者 

私が代官山を観察した限り、代官山への来訪者、特に休日の昼間の来訪者の約８割

が 10 代後半から 20 代の人びとである。下の表はその若年層の来訪者を対象とした調

査の結果である。 

居住地 

東京都内 関東地方 その他 

42.1% 55.1% 2.8% 

 年齢 

15～16 17～18 19～20 21～22 23～24 

21.5% 36.4% 32.7% 8.4% 0.9% 

  代官山来訪回数 

頻度 週 2～３

回 

週１回 １ヶ月に２～３

回 

１ヶ月に１

回 

ほとんど来な

い 

初めて 

男性 ０％ 10.4% 29.2% 43.8% 10.4% 6.3% 

女性 8.5% 5.1% 23.7% 28.8% 22.0% 11.9% 

  来訪理由 

ショッピン

グ 

ブラブラし

に 

食事・お茶 住んでいる・学校があ

る 

その他 

82.2% 8.4% 1.9% 4.6% 2.8% 
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 (Across 1996.1:31-32) 

この表は 1996 年の雑誌『Across』の１月号で、「フィールドワーク 代官山愛され

る理由－キャッスルストリート界隈のパワーと功罪をレポートする」に掲載されてい

たグラフを筆者がまとめたものである。この調査は「若い、おしゃれに関心ありそう、

サラリーマン風じゃない(Across 1996.1:31)」を条件にして調査したものなので、偏りがあ

るが、現在の代官山来訪者における若年層においてもある程度当てはまると思われる。 

表のように、代官山への来訪者は、都内と関東地方だけを合わせて９割を越えてい

る。これは、谷中と同様に、外部への一番の宣伝媒体となるタウン雑誌やガイドブッ

クの影響が大きいと思われる。また、リピーターが多いのも、首都圏近郊に在住の来

訪者が多いことが理由となるだろう。 

来訪理由の８割がショッピングである。これもタウン雑誌などの影響もあると思わ

れる。タウン雑誌に代官山が掲載されるとすると、ショッピングエリアガイドになる

傾向があるからである。また、10 代から 20 代を対象としたファッション関係のショッ

プも多く点在しているという事実もある。これらの多くの店がチェーン展開をしてい

ない店であり、それが代官山の価値付けにも関わってくる。 

②住民 

住民を分析する際には、谷中と同じようにやはり類別して考える必要があると考え

た。類別としては、かなりスパンが空いているが 1969 年にヒルサイドテラスが建設さ

れてから、2000 年にアドレスができるまでのおよそ 30 年間を前後にして旧住民と新住

民と分ける。言い換えると、代官山がかつて屋敷街であり、商業圏がほとんどなかっ

た頃から当地に住み続けている人びとが旧住民に入り、ヒルサイドテラス建設以降、

代官山がオシャレな洗練された商業圏としての姿を現し始め、そのイメージを移り住

む前から持っていた人々が新住民の分類に入る。 

新住民に関しては、単身生活者（特に若年層）と、家族連れなどの都市への利便性

を考慮に入れて代官山に移り住んだ人とを分けて考える。また旧住民に関しては、職

住分離で、生活の場として代官山に住んでいる住民と、かつて屋敷街であった頃から

営業していた酒屋や肉屋などの生活に関わる店舗の自営業の人々とを分けた。そうし

て分類したのが次ページの表である。 
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職住分離型 

（家族） 

・ 「住宅地」としての代官山に価値を据えている 

・ 商業圏が膨張していくことに不安感を持っている。 

・ 土日の喧騒に不快感 

（昔の住宅地としての状況を知っている分、新住民よりも戸惑いも多いか。） 

 

 

旧住民 

自営業 ・現在の代官山演出をあまり利としていない。 

 

職住分離型 

（家族） 

・ 都市への利便性や「住宅地」としての代官山に価値をすえている 

・ 商業圏が膨張していくことに不安感を持っている。 

・ 土日の喧騒に不快感 

（しかし、来訪者と同じようなまなざしも持っている。） 

単身生活者 ・ おしゃれなショップ・人たちがいる代官山に価値を据えている。 

・ 来訪者と同じように代官山に繰出す 

 

 

 

新住民 

自営業 頻少 

旧住民の自営業でない人々は観光地化している現状についてある程度不満を持って

いる。代官山ガイドブックにはかつての屋敷街であった頃の状況をノスタルジックに

述べている住民の方の文章が出ている。新住民のある程度の世代になっている人々は、

仕事場へのアクセスのしやすさや代官山の現在の雰囲気に惹かれて移り住んできた

人々である。筆者が新旧住民の方と話をしていて興味深かったのは、双方共に、新し

く住宅街の中に店舗ができることに大変敏感で新店舗情報に詳しいことである。「～に

新しいイタリアンレストランができた」や「新しい洋服屋ができた」といった具合に

しばしば新しい店舗情報が会話の中で出てくる。もう一つ興味深かったことが、「レス

トラン」ができる時と、「洋服屋」ができる時と会話の文脈が変わることである。新し

くレストランができた時は、その後の会話で「楽しみ」であるといったようなポジテ

ィブな会話の流れになる。一方で新しく洋服屋ができると、若者の来訪者が増えるこ

とに対する不満や、「もっと興味の湧くものができればいいのに」といったネガティブ

な会話の流れになる。商業圏が膨張し、来訪者が増えること事態についてはみなある

程度の不満があるようだが、一方では街の新しい魅力が形成されていくことに期待も

寄せているようだ。 
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ここで現在の代官山の観光地化現象の功罪が見えてくる。住民は自分の興味のわく

新しいスポットができることによって、谷根千の言葉を借りれば「トク」をする一方

で、多くの来訪者で溢れかえる代官山は生活者という観点から見れば、「トクしない」

ことになる。 

生活用品などの自営業を屋敷街であった頃から営んでいる人々は、今の「オシャレ」

な代官山形成の動きには含まれていない。よって、今の代官山のイメージを利として

は捉えていないようだ。しかし、住民や来訪者は昔からの店をかつての名残として捉

えており、新旧様々な店が織りなす空気を住民は大切にしているように感じ、また、

来訪者もその新旧が混交した雰囲気を楽しんでいるのではないかと思う。そう考える

と、営業者自身にとって「トク」とはあまりならないが、旧来からの雰囲気を代官山

につけ加えさせるのには必要な一つの文化資源としての役割を兼ね備えているのでは

ないだろうか。 

新しく移り住んできた単身世帯は、ヒルサイドテラス以降に形成されつつある「オ

シャレ」な代官山イメージに価値を据えている。彼らは来訪者と同じように代官山の

様々な商業圏に繰出すことを楽しんでいると考えてよいだろう。 

様々な意見を持った人々が代官山に住んでいるが、大まかに類型化すると、前記の

表のようであると考えている。来訪者の増加が問題となっているが、その来訪者を魅

了する代官山の日常性の中に潜む文化資源は、住民の手で創られている部分も大きい

だろうし、同時に、その要素を享受する存在でもある。 

 

4．まとめ 

本節では、ここまで述べてきた谷中・代官山の観光地化という現象について比較考察

していく。 

谷中、代官山は、共に住宅街という、人々が日常生活を過ごす場に潜在している魅力

的な文化資源を顕在化させる作用者がいたからこそ、現在の観光地化という現象が起き

ているということが言えるだろう。 

谷根千工房をはじめとする谷中の内部からの作用者たちは昭和前期までに確立して

いった谷中の魅力的な要素を顕在化させていった。そして、それが過去の谷中の産物で

あるのではなく、現在にいたるまで脈々と日常生活の中で再生産されている、生きられ
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た要素であり続けることができるように、住民を取り込みながら、様々な保存活動や、

イベントを開催している。一方でヒルサイドテラスは、自らが代官山に創った新しいイ

メージを地域住民に第一に根づかせた。そしてそれに呼応するように新しいイメージに

沿う様々な店舗群が代官山に集まり、「代官山」と呼ばれている領域自体にも広がりを

見せながら現在進行形で形成されつつある。さらに、「代官山ステキ委員会」は代官山

の日常性の中に潜んでいた文化資源を住民、来訪者に認識させることに貢献した。そし

て、それは「代官山ステキな街づくり協議会」にひきつがれるのだろう。 

また、代官山は谷中と同様に住宅地であるがゆえに、住民、そしてそこで働く人々の

生きられた日常の生活文化が、来訪者がまなざしをむけるべき、不可欠な風景となって

いる。例えば、屋敷やモダンなアパート、代官山で颯爽と働く人々の風景、犬の散歩を

しているご婦人、路地の植木鉢、散歩をする外国人住民などである。そして、これらの

日常の中にある風景に魅力を感じているのは来訪者だけではない。前述した風景に住民

も愛着を感じ、ヒルサイドテラス以後の「オシャレ」な代官山という認識も住民は抱い

ていると考える。そうすると、代官山の文化資源は来訪者だけではなく、住民自体も享

受していると考えることができる。 

谷中の観光地化の現象は、住民側が歴史的に形成されてきた谷中の中で生きることを

了解し、その生き方を実践するという前提で現れてきたものであり、代官山も、ヒルサ

イドテラス以降に形成されつつある代官山、「オシャレな代官山」であるとある程度了解

した上で、多くの来訪者を魅了する観光地化現象が起きたといえるだろう。 

「オシャレ」な代官山は商業圏と住宅街の絶妙なバランスによって生まれている。住

宅街の中に店舗が点在していることが代官山の魅力となっている。この均衡をどのよう

に持続させていくのか、それは住民だけでなく、来訪者もより強く代官山の魅力を作り

出している「住宅街＝生活の場」という文化資源を意識することが必要であろう。 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

参考文献 

 

赤池学 『代官山再開発物語－まちづくりの技と心』 太平社 2000 

岩橋謹次 『「代官山」―ステキな街づくり進行中―』 繊研新聞社 2002 

陣内秀信 『東京の空間人類学』 筑摩書房 1985 

          「東京オリエンテーリング―「一つ目小町」の都市風景―代官山周辺めぐり」『東京人 ７月号』 教育出版 1987          

藤原恵洋 「棲み家としての町へ」『地域雑誌 谷中・根津・千駄木 其の五』谷根千工房 1985 

前田礼 『ヒルサイドテラス物語 朝倉家と代官山のまちづくり』 現代企画室 2002 

槙文彦他著 『見え隠れする都市―江戸から東京へ―』 鹿島出版会 1980 

槙文彦・アトリエヒルサイド編著 『ヒルサイドテラス白書』 住まいの図書館出版局 1995 

森まゆみ 『小さな雑誌で町づくり』 晶文社 1991 

「地域雑誌の現在－「谷根千」の冒険」佐藤健二編 『21 世紀の都市社会学３ 都市の解読力』 勁草書房 1996 

「歴史都市東京の保存－谷中学校の冒険」『世界』 岩波書店 1998.12 

『谷中のすまい』 台東区教育委員会編 1985 

『谷中界隈』 台東区観光課 2002 

『台東区観光ビジョン 国際観光都市・台東区をめざして－多彩な魅力の下町テーマパーク』 台東区産業部観光課 2001 

『台東区観光ビジョン策定調査報告書』 台東区産業部観光課 1999 

『台東区史 上巻』 東京都台東区役所 1955 

『地域雑誌 谷中・根津・千駄木 其の六十』 谷根千工房 1990 

『新修 渋谷区史 上巻』 東京都渋谷区 1966 

『渋谷区都市計画マスタープラン 2000』 渋谷区都市整備部都市計画課 2000 

『代官山ステキガイドブック‘99』 代官山ステキガイド委員会 1999 

『代官山ステキガイドブック 2000 年度』 代官山ステキガイド委員会 2000 

『代官山ステキガイドブック ’02-‘03』 代官山ステキ委員会 2002 

『代官山ステキ発見―Su-Te-Ki MAP』 代官山ステキ発見実行委員会 1996 

『散歩の達人 ９月号』 弘済出版社 1997 

『散歩の達人 12 月号』 弘済出版社 1998 

『散歩の達人 ９月号』 弘済出版社 2001 



 18 

『東京人 創刊号』 教育出版 1986 

『東京人 10 月号』 教育出版 1998 

『歩く東京下町』 昭文社 2003 

『らくらく東京』 JTB 2002 

『女性自身 ３月４日号』 光文社 1976 

『平凡パンチ ４月 29 日号』 平凡パンチ 1974 

『週刊新潮 ２月５日号』  新潮社 1981 

『non-no ４月５日号』 集英社 1990 

『Across １月号』 PARCO 出版 1996 

『週刊朝日 10 月６日号』  朝日新聞社 2000 

『Hanako 12 月 17 日号』 マガジンハウス 2003 

代官山ホームページ http://www.daikanyama.co.jp （2004/01/13 現在） 

谷根千ねっと  http://www.yanesen.net （2004/01/13 現在） 

谷中学校ホームページ  http://www2.yanesen.net/yanakagakko/ （2004/01/13 現在） 

谷中銀座ホームページ  http://www.yanakaginza.com （2004/01/13 現在） 

 

http://www.daikanyama.co.jp/
http://www.yanesen.net/
http://www2.yanesen.net/yanakagakko/
http://www.yanakaginza.com/

