少しずつ変わる代官山の駅と街
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同潤会代官山アパートが完成して行くと、この新

ストリートの近くに駅の改札も移動した。おかげで
人も店もそちらに集まり人気も高まった。

しい住まいに集まった人々は代官山文化の新しい

けられている。
「広域代官山圏」
（裏面参照）の視

一面を担いながら、通勤・通学に東横線を利用し、

点から見れば渋谷もその一端に位置づくのである。

駅と街はなくてはならない関係になっていった。
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代 官 山の 駅は街の歴史とともにある。
さよなら、東 横 線 渋谷 駅 。そして新たな旅 立ち。
東横線・代官山駅。ここに降り立つと、なぜか胸がドキドキ・ワクワクする。ホームから階

「代官山」と「渋谷」が稀有な個性を自覚し、それ

では、代官山駅ができる以前は、どうだったのだ

ぞれ育っていくことが期待されていると理解できる。

ろうか。地元に生まれ育った藤森高司氏（代官山

（岩橋謹次・平松由美）

町会役員、代官山ステキ総研理事）によると、以
小 冊 子「共 創 す る ま ち 〜 Creative
Community DAIKANYAMA」

下のようである。このあたりは江戸近郊の田園で、
玉川上水から分枝した三田用水とその枝線が走
る、のどかな農村地帯だった。江戸後期には武士
の下屋敷が多く置かれ、日常の暮らしを支える米

段を上がって、改札を通り小さな駅前に出る。するとそこは異次元だ。住宅街、商店街、 屋、酒屋、魚屋、炭屋などの商人も住み始めた。
観光地、何れでもない静かな賑わいが感じられる。たった一つ隣の渋谷駅とは、雰囲気が

明治期になると、維新の元勲や軍人、貴族、実業

地下化される東横線線路内を試走する副都心線車両
（１号踏切付近。 2012 年 11 月撮影：アスピ）

ヒルサイドテラス、アドレス、そしてT‐SITE

全く違う。駅があって、街がある。代官山駅と駅周辺の変遷を、歴史を通じて見てみよう。

家が屋敷を構え、そうした屋敷の営繕を担うとび

代官山のイメージとクオリティを決定づけたのは

職、大工、瓦屋、畳屋、植木屋などの職人たちも

1969 年から数年おきの節目にゆっくりと旧山手通りで

代官山の歴史

集まり、商店・職人が並ぶ昔の商業集積があった

建設が始まった低層複合施設「代官山ヒルサイドテ

という。

ラス」だ。40 年以上前だが、最初に出来たころは
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何もない場所に駅が突然できたわけではなく、昔

西洋料理店「小川軒」とともに高感度なアンテナの

からの人々の暮らしがあって駅が造られたのだっ

持ち主にしか知られていなかった。どちらも期待以

た。代官山駅の開設と同潤会アパートの竣工。こ

上のサービスと品質を提供し、代官山全体のイメー

の変化に対応して、代官山駅前の道路新設と駅前

ジをやんわりと造っていったものである。

の旧・登記所通りの拡幅も行われた。この道は代

またもう一つの大きな変化は、71 年の歴史を閉じ

官山通りともいわれ、恵比寿方面への往来に近年

た同潤会代官山アパートが、再開発で 2000 年に超

まで重宝された道だった。

代官山駅は昭和 2 年、東京横浜電鉄（現・東

経営を鉄道院にいた五島慶太に委ねた。渋沢の

高層複合施設「代官山アドレス」に生まれ変わった
ことである。更に最近では 2011 年末にヒルサイドテ

キャッスルストリートの挑戦
85 年目になる東横線と代官山

初期代官山の立役者の一つが、キャッスルスト

ラスの隣接地に蔦谷書店を含む「T‐SITE」が出
で新しい顧客を創造するといういかにも代官山らし
い着想である。

京急行電鉄）の渋谷〜丸子多摩川（現在の多摩

多摩川園に遊園地、日吉に慶応大学、渋谷に百貨
店を併設する等、鉄道事業だけでなく壮大な地域

うど 85 年目を迎える。同時期、代官山では日本初

開発事業も合わせて行ったのである。

が完成すると、その外装が目を惹き、通りの名前も
ゆっくりと蛇行するこの通りと、通りから八幡通り

横浜と渋谷を結ぶ電車はイメージからして素敵

ていった。これは関東大震災の復興住宅として、

カフェが次第に集まり始めた。顧客もカメラマンや

だった。しかも、始発の渋谷駅の駅舎とホームは、

財団法人同潤会が建設したものである。代官山駅

デザイナー、モデル、アーティスト、ライター、編集

まるでヨーロッパの鉄道の終着駅のようで、電車が

前には、全 36 棟 337 室、当時としては画期的な様

者等いわゆるクリエイティブ系の人々である。そう

入ってきて乗客を降ろし、一息ついてまた出発してい

式を取り入れた大規模集合住宅が誕生した。多く

いう先進的センスの人々が集まることが、街を一層

く。その呼吸がいかにも洗練された都会らしさを感

の同潤会アパートの中でも最大規模の敷地といわ

魅力的にしていった。

じさせた。一方、現代に目を移せば渋谷駅周辺は

もう一つ、キャッスルストリートを有名にしたのが、

大変貌を遂げる寸前にある。

代官山駅のホーム延長工事だった。ホームが短い

2013 年 3 月16日からは、代官山駅を出た東横線

集中を憂慮し「農村と都会を折衷したような田園趣

ため代官山トンネル内の 2 両はドアを開けることが出

はすぐに地下に入り、JR 線、渋谷川の下をくぐり明

味豊かな街」を構想、ハワードの『明日の田園都市』

来なかった。
「ご利用の方は前の車両にお移りくだ

治通りの下を渋谷方面に向かい東京メトロ副都心線

等も参考に、理想的な住宅地開発を目的とする田

さい」という車内アナウンスがされていた。1986 年

とつながる。これで直通運行開始となり東横線渋谷

園都市株式会社を設立。その後、1922 年に鉄道
部門を分離して、目黒蒲田電鉄が設立され、その

開業時の代官山駅と代官山トンネル。トンネルの真上
が駅舎（提供：東京急行電鉄株式会社）

「代官山大学」誕生！
代官山新聞の発行元であるNPO 法人代官山ス
テキ総合研究所では、会員の東海大学、國學
院大學、東京都市大学の先生方を中心に、東
横線跡地とその周辺のありようをテーマに自立・
分散・協調型で研究する研究部会を発足させ、
「代官山大学」と名付けました。来年 3 月には、
ステキ総研としての研究成果を地域に提案でき
ればと考えています。

代官山駅から「代官山ステキガイド」発信
代官山駅に新設された PASMO ロッカー (Suica
使用可 ) の一角に「代官山ステキガイド」タブレッ
トが設置されました。メニューは、代官山ホーム
ページからの新着情報とお店検索、地図情報、
スライドショーの 4 種類で構成され、代官山新聞
も含め地域情報の複合連携発信を試行します。

さよなら、東横線渋谷駅。そして新たな旅立ち

へ抜ける数本の坂道のあちこちに魅力的な店舗や

欧米を良く知る実業家、渋沢栄一は人口の都市

工会議所・渋谷支部（03-3406-8141）担当・
清水までご連絡下さい。

「キャッスルストリート」と呼ばれるようになった。

のコンクリート造りの同潤会アパートが順次、竣工し

れる。

余部が多少ございます。ご希望の方は東京商

現した。代官山 蔦屋書店はこれまでにない発想

意を受けた五島慶太は田園調布に高級住宅地、 リートだ。1984 年に「キャッスルマンション代官山」

川駅）間の開通と同時竣工であるから、今年でちょ

渋谷区の「渋谷駅中心地区まちづくりガイドライン」
によれば代官山は「広域渋谷圏」の一端に位置づ

から 89 年までの工事期間中、既設の代官山駅は

駅は地下 5 階に移設される。これを契機に渋谷も代

利用できず、渋谷寄りに仮設駅ができ、キャッスル

官山も新たな旅立ちの時を迎えている。

1999 年に開設。代官山エリアのコミュニティ・ポー
タルサイト。事務局 ( 株 )アスピ。PC、モバイル、

SNS、マップ等を組み合わせて地域情報とWebを
つないでいる。

http://www.daikanyama.ne.jp/
モバイル版
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©2012 ASPI ,Inc. Tel 03- 3496-1616

広域代官山
エリアマップ
半 世 紀 前、 代 官 山 は東 横 線「代 官 山 駅」
の周辺といわれることが多かった。
しかしその後、代官山の エリアイメージ は驚
くほど急速に拡大していった。少し前までは渋
谷、恵比寿、中目黒を結んだ三角形の範囲と
いわれていたが、今では、広域代官山のエリア
は、概ね渋谷、恵比寿、中目黒、池尻大橋の周
辺拠点駅を結ぶ菱形の範囲内までと許容され
ている。
このエリアは明治通り、駒沢通り、山手通り、国
道 246 号線の幹線道路で囲まれており、エリア
内道路として八幡通り、旧山手通りがある。旧
山手通り沿いに目黒区と渋谷区の境界線が走っ
ている。
渋谷区側は渋谷川までなだらかに下っていく。
目黒区側には目黒川が流れるが、その水面と旧
山手通りまでの高低差は 20ｍという急峻な崖線
を形成している。渋谷川と目黒川に挟まれた台
地（西渋谷台地、白金台地とも呼ばれる）が
代官山である。 代官山 は名前通り 山 な
のである。この頂を縫うように江戸時代中期か
ら 320 年間に渡り三田用水が流れ、時代ととも
に変貌しつつ多くの産業・文化・景観等の歴
史的資産を残している。

東急トランセ 代官山循環線
東急バス（渋 71 系統）
東急バス（渋 72 系統）
東急バス（渋 41 系統）
東急バス（恵 32 系統）
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