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１．研究の背景・目的・方法 
街の環境は、時代とともに種々の開発により様変わり

し、過去の街の姿や街の中での生活や地域社会の変化につ

いては人の記憶や写真をたどることでしか知りえない。研

究の対象は、同潤会アパートが再開発等で代官山アドレス

という超高層ビルに建て変わったことにより、大きくまち

の環境が変化し、また、今後の動きがみられる渋谷区代官

山地域とする。 
本研究では、代官山地域の土地の歴史をたどり、どの

ような経緯で今の代官山となったのかを追求し、この地域

に代々住み続けてきた居住者や代官山に住むことを選択し

てきた居住者へのヒアリング調査を通して、社会の様相、

開発による景観の移り変わり、これらのまちの記憶を継承

していくような都市居住の実態について明らかにし、都市

における開発と都心居住や地域社会のあり方について素材

とすることを目的とする。 

調査方法は、①文献等による都市形成の把握、②代官

山地域の居住者へのヒアリング調査とする。 
主なヒアリング項目は以下のとおりである。 

《ヒアリング調査項目》 
●家族構成・職業 ●記憶に残る思い出の場所 ●よく行く場所 

●印象的な場所  ●戦前～戦後の様子～現代への移り変わり  

●街の変化    ●生活の変化    

●利便性     ●快適性     ●近所つきあい 

●街のイベント・祭りへの参加    ●昼と夜の街の様子 

●まちの良いところ・悪いところ 

●代官山アドレス建設前・後の街の変化 

●開発に活かしてほしい事      ●これからの街のあり方等 
 
２．代官山地域におけるまちの記憶 

【表－１】はヒアリング対象者であり、調査結果によ

るまちの記憶のキーワードを整理したものが【表－２】、

これらの場所を地図に書き込んだものが【図－１】であ

る。以下、地形図や住宅地図等の文献及びヒアリングの

話からまちの変容を辿る。 
戦前から、昔の軍人や官僚、実業家の屋敷地が多かっ

た。山本邸、徳川邸、諸戸邸など広大な屋敷が点在し、

樹木が茂り別荘地のような雰囲気もあった。一方で、現

在の代官山駅前のキャッスルストリート周辺は南からの

日当たりが良く、住宅が密集しており、登記所通りと呼 
ばれ、畳屋、瓦屋などがあり、その奥には大工、植木屋 

など職人さんが住んでいた。旧山手通りには三田用水が

流れ、朝倉米店があった。 
 昭和に入ると駅前に同潤会アパートが完成し、森のよ

うに木が鬱蒼として、夜は真っ暗であった。高級官僚の

人達が住み、アパート内の銭湯は近隣住民も使っていた。

八幡通り沿いには肉屋、魚屋、八百屋、豆腐屋などの店

がポツポツとあった。東急東横線が開通して代官山駅が

完成し、駅舎は木造でホームも短かった。戦後は、茨城

や千葉から野菜の行商も来ていた。木造家屋が建ち並び、

瀬戸物屋・薬屋・洗濯屋・ミルクホールなどがあった。

鉢山町には雑木林や小川もありよく遊んだ。東京オリン

ピックの頃には、旧山手通りが拡幅されて三田用水がな

くなり、だんだんと車の通行量が増えていった。朝倉邸

は国に物納されて一般の人が入れなくなり、存在が薄く

なっていった。そして、この頃、大きな敷地が相続など

の関係で土地を維持できなくなり、手放されたり所有者

が変わったりして序々に土地が細分化され、まちの雰囲

気ががらっと変わっていった。 
ヒルサイドテラスができてからは、高級な商店が入り、

ゆったりとした空間を使った洗練されたイメージが創り

出された。交歓バザールなども催され、若者に代官山が

認知されていった。 
 代官山アドレスができてからは、さらに人が集まるよ

うになり、若者が急増し、観光地化が進んで、交通量も

増えて騒音やゴミで雑然としてきた。 
 
３．まとめ 

代官山地域におけるまちの記憶をどのように今後のま

ちづくりに活かすことができるのか、以前に同様の調査を

行った港区六本木地域の場合と比較しながら検討してみる。 
両地域とも、戦前は自然や緑の豊かなまちであった。

代官山では、同潤会アパートや大きな屋敷地が森のように

存在し、ウグイスやメジロ、夏には蝉が沢山きた。今でも

西郷山公園やノースウェスト社宅の緑や諸戸邸の樹木のト

ンネルなど、自然が減ったとはいえ、活かせる緑が残され

ている。一方六本木地域では、やはり藪下という樹木で覆

われ、湧き水が出て、クワガタやカブトムシ、フクロウの

いる空間があった。これらは、戦後細かい敷地の住宅地と

なったが、今は六本木ヒルズの大規模開発で失われている。

また、両地域ともに、住宅地とともに近隣商店が地域で 
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イニシャル 年齢 性別 居住歴 住所 職業 調査日 

Y.H 81歳 男 70年 代官山町 14 渋谷区町会連合会会長 2004,1,9 

K.K 76歳 男 58年 恵比寿西一丁目 町会長 2003,12,9 

M.T 71歳 女 56年 猿楽町 24 無職 2003,11,21 

N.K 53歳 男 53年 猿楽町 25 針・灸 2003,11,28 

B.F 69歳 男 40年 恵比寿西一丁目 嘱託 2003,12,11 

B.T 64歳 女 40年 恵比寿西一丁目 主婦 2003,12,11 

I.H 60歳 男 30年 猿楽町 店舗経営 2003,12,17 

I.A 55歳 女 17年 猿楽町 24 主婦 2003,11,21 

H.T 35歳 男  7年 鉢山町 7 会社員 2003,11,15 

N.K 38歳 男  4年 猿楽町 ファイナルプランナー 2003,12,16 

N.H 45歳 男  3年 代官山町 17 東京学芸大学助教授 2003,12,13 

 

自然 森のような同潤会アパート ノースウェストの社宅 西郷山公園

の変わらない自然 木がいっぱいだった旧山手通り 草原のよう

な諸戸邸 お屋敷 畑 
邸宅 広い 緑 屋敷  木造 自然 別荘 高級感 東京オリンピッ

クの頃までたくさん 
道路 八幡通りのお店ガラス張り 狭い歩道 屋敷が多かった 電柱邪

魔 斜面 渋滞 緑の旧山手通り 低層 すっきり 空が青い

代官山の象徴 歩いて気持ちよい 電柱ない ほどよい起伏 歩

きやすい きれい 統一された雰囲気 心休まる 広い  
商店 八幡通りに本屋、瀬戸物屋、薬屋、洗濯屋、ミルクホール、魚屋、

肉屋、八百屋など小売店 戦後から点在 
東横線 田舎のローカル線 乗降客少なかった 本数多い 駅が木造 駅

降りるとパンの香り 短いホーム 
遊び 同潤会アパートでかくれんぼ 道路でキャッチボール すもうご

っこ メンコ ビー玉 野球 ゴロベース 縄跳び 粘土山 
印象的な場所 ヒルサイドテラス 近所の駄菓子屋 旧山手通り 代官山駅 代

官山アドレス 同潤会アパート 山本邸 後藤邸 朝倉邸 諸戸

邸 
代官山のイメージ 戦後は焼け野原 プライド高い 夜静か 緑 外来者多い マナ

ー悪い ゴミ増えた 利便性良い 広場ない 車がなかった 湧

き水 落書き 駄菓子屋 空き地多かった 物価高い 植木 散

歩 御用聞き 坂多い 旧山手通りを象徴としている 歩いて楽

しいまち お店を探して楽しいまち 
  

重要な役割を果たしていた。六本木地域では、金魚屋、駄

菓子屋をはじめ、ブリキ屋、畳屋等の職人も住んでいた。 
また、六本木地域では、高速道路が地域を分断する形でつ

くられているが、代官山地域の旧山手通りや八幡通りの裏

道は今でも代官山を象徴する道として位置づけられている。 
六本木地域と比較すると、代官山では、自然が減って

はいるもののまだ多く残っていて、旧山手通り周辺は低

層の街並で夜は静かなまちである。これからの代官山地

域のまちづくりにおいては、旧山手通りを象徴とし、こ

れまでと変わらない良さ（自然が多い）などを残しながら、

住民が努力してまち並みを維持していくことが必要と考

えられる。 
 
【表－１】ヒアリング調査 対象者リスト 
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表－２】代官山ヒアリングによるキーワード 
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