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１ はじめに 
１－１ 研究の背景と目的 
武蔵野台地の端に位置する国分寺崖線は台地と低地の境界を作る

微地形のひとつであり、崖下の湧水や豊かな植生を求めて、古墳時代

から人間の生活の場として昭和初期に、実業家や政治家の別邸が建ち

並んだことが知られている。＊１ 
 現在、国分寺崖線では、原地形や崖線沿いの湧水、樹木の消失を免

れ得ない状況にあり、これに対し東京都は国分寺崖線の景観保全を行

う方針を定め、崖線に立つ建物の高さや緑被率の数値制限を設けてい

る。具体的な指標が示されているが、そもそも崖線における景観体験

がどのようなものであるかを捉えることは重要であるといえる。 
 そこで、本研究では崖線景観の一端を捉えるため、より原地形に近

い明治後期から昭和中期にかけて建ち並んだ別邸に注目し、崖線に住

まった者によって認識された景観をみるため、崖線における敷地選定

の特徴および、敷地内部のしつらえを明らかにすることを目的とする。 
１－２ 既往研究と本研究の位置づけ 
本研究に関連する研究には、国分寺崖線の別邸に関して、十代田＊

２が別邸の立地特性と活動形態について論じているが、本研究は、崖

線の景観的特徴を捉える点で異なる。また、別邸の立地から地形を解

釈する点に関して谷本ら＊２が論じているが、本研究は別邸の立地特

性だけではなく、敷地内部のしつらえもみるものである。 
１－３ 研究の方法 
以下表１の資

料を用いる。資料

a,b,d,e から対象
とする別邸を確

認し、その敷地境

界線および建物

配置情報を抽出

する。資料 cを用いて敷地内部の正確な地形を把握する。 
３章では、別邸敷地選定の特徴をみるため、３－１で地形図から、

崖線地形上での平面的な分布特徴と読み取る。さらに、３－２で３－１

の分布傾向の意味する視覚体験を CGを使い確認する。 
続いて４章では、敷地内部のしつらえをみるため、住まい手が敷

地内部を移動するなかで体験する景観体験に注目し、４－１では、別邸

15 戸に対し敷地内の建物や門の配置をみる。そして、４－２では、個
別に敷地内部のしつらえをみていく。本研究では、分析可能な別邸

2,3,4,7,13について、敷地内部の景観体験を捉える。５章では３章と
４章の分析結果を合わせて考察を行う。 

２ 研究対象地および別邸の概要と特徴  
２－１ 対象地区の選定 
国分寺崖線は多摩川左岸の河岸段丘であり、高低差約 15-20m の

南向き斜面が立川市から田園調布まで約 30km に渡り連続する地形

である。本地区は、明治 40年(1908)に渋谷—玉川間に郊外電車が開
通以後、崖線沿いに別邸が隣接して建ち並んだ。実業家や政治家、華

族などの有力者が東京市内の本邸に加え、週末に余暇を楽しむために

建てたものが主である。対象とする別邸は、明治後期から国分寺崖線

沿いに建ち並んだ別邸とし、特に崖線で別邸が密集した世田谷区瀬田、

岡本、上野毛に注目する。 
２－２ 各別邸の分布 
本研究で対象とする全 15戸の分布状況を以下に示す。（図１） 

 図１ 国分寺崖線沿いの別邸分布 

２－３ 別邸分布の変遷 
 資料 fを用いて、住まい手が別邸の敷地の一部を獲得した年の古い
順に番号を付けた。（※以下本研究では、この別邸番号を用いる）こ

こでは取得年により、大きく４期のまとまりがみられているが、最も

早いものは明治 39 年であるのに対し、最も遅い別邸は昭和 30 年とい

う、長期間にわたって別邸が建ち並んだ場所である。 
３ 別邸敷地選定にみられる傾向  
３－１ 地形の特徴にみる別邸分布 
各別邸の敷地の立地をみるため、遷急線、遷緩線を引き、斜面地部

分を崖線として示すと、別邸の多くは尾根型の斜面の先端部一部もし

くは全体を取得するような敷地選定の傾向がみられた。 
・ 尾根型の斜面に位置するもの：1,2,4,5,6,7,8,10,11,13,15 
・直線型斜面に位置するもの：3,12 
・谷型の斜面に位置するもの：14 
・斜面なしの台地（関与しない）：9 
３－２ 多摩川縁から見た敷地の視覚的特徴 
３－１でみられた別邸の立地の様子は、実際の視覚体験においてどの

ように捉えられていたのかを資料 g より透視図（カシミール３D よ
り作成）を用いて確認する。ここでは、人間の視覚に最も近いとされ

る 50mm レンズ設定を用い、視点場は、低地部分に多摩川沿いの土
手に 150m ごとに計 20 カ所を設定する。また、１つの視点場から、
(A)崖線に対して垂直方向に見た場合と(B)崖線に沿って平行に見た
場合を設定した。以下は視点場 9-(B)（図２－２） 、視点場 12-(A)（図
２－１）の状況を示す。（視点場９、１２の位置は図１に記す） 

   図２－１ 視点場 12より(A)崖線に対して垂直方向に見る 

  図２－２ 視点場 9より(B) 崖線に沿って平行方向に見る 
 (A)では、台地の稜線が分断され、崖線がいくつかの尾根のかたま
りに区分される。そのため、地形が区分され、別邸 4,8,10 と対応す

表１ 使用した資料リスト 
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る地形のまとまりが認識可能である。これらは、崖線に対して垂直に

切り込む谷によって際立つ。その一方、尾根型の斜面を取得するもの

であっても、別邸 7,15は地形のまとまりを認識しにくい。 
 (B)では、奥の台地の稜線に手前の台地の稜線がずれて重なる。こ
の方向でも別邸 4の地形のまとまりは認識しやすく、別邸 7は、（A）
の状況よりも認識しやすい。このように、尾根型斜面でも、谷の内部

に入ってしまう別邸 7では、(B)の沿う方向から認識可能となり、 
・多方向から地形的に区切れて見える箇所に対応するもの：

1,2,4,5,6,10,11 
・特定方向から地形的に区切れて見える箇所に対応するもの：

7,8,13,15 
３－３ ３章のまとめ 
尾根型の斜面と先端部分や周辺部が別邸敷地として取得される傾

向がある。また、これらは多摩川縁から地形のまとまりとして視覚的

に体験可能な場所に対応している。つまり、尾根型斜面の敷地と地形

まとまりの切れ目とが対応している。 
以上で述べたことは、ゲシュタルト心理学における「図」になりや

すい条件によって確認できる。これは、「凸型は凹型よりも図になり

やすい（内側の法則）」であり、別邸の立地が低地からは「図」とし

て地形のまとまりを認識しやすい場所と対応していたといえる。 
４ 敷地内部の建物配置にみられる特徴  
４－１ 敷地範囲と建物配置状況 
各別邸の敷地範囲および、

邸宅の立地状況を把握する。敷

地に対して、遷急線（青破線）、

遷緩線（赤破線）を引き、遷急

線から遷緩線までの間を斜面

地として捉え、各別邸の敷地お

よび建物配置の状況を表２に

示す。台地部分を取得しその平

坦地に建物を配置する傾向が

みられる。さらに、建物配置は

台地上にあるが、表門を低地部

分に持つ別邸 2、斜面地部分の
みを取得し、邸宅を建てる別邸

3、低地部のみを取得する別邸
6,台地部分と低地部分の両方に建物を配置する別邸 13、
と台地部分のみではなく、斜面地や低地も取得し、低地

や斜面地に宅地や門を配置する別邸もみられ,その配置のバリエーシ
ョンは１戸ずつ異なり、様々に別れている。特に別邸 2,13は開発が
困難である斜面地を取得し、その斜面地部分に経路を設けていた。こ

のように斜面地を取得するだけではなく、手を加えていたことは、崖

線の内部を散策し、体験する景観が生み出されていたといえる。そこ

で、以下４－２では例として、別邸 13を個別にみていく。 
４－２ 個別の別邸の分析（別邸１３） 

台地に建物を設ける点では他の別邸と似ているが、斜面地と低地を

取得し、低地に表門を設け、台地に裏門を設けている。（表２）表門

から主屋①表門からは、敷地内部の様子が窺えず、②主屋までは S

字線形の経路で繋がれ、主屋への視界が制限される。（中門—低地）
③敷地内部にはさらに中門と塀があり、斜面地が視覚的に遮られてい

る。④⑤低地には竹林と湧水がある。③の塀は遷急線に沿って設けら

れており、門をくぐる行為によって、斜面地へと視界が広がり、さら

に内に籠るようなしつらえになっている。（図３） 
４－３ ４章のまとめ  
個別の別邸を見ると、多くは台地部分に邸宅を設けているが、斜

面地や低地部分も取得し、建物配置やしつらえ加えているものがある。

これらは、別邸によって、配置のバリエーションがあり、別邸ごとに、

崖線の内部を散策できるような景観体験が実現可能になっており、周

囲から内部の様子を窺い知れないように籠るしつらえを加えるもの

もあった。 
５ 考察  
５－１ 相反する趣向の実現 
以上、３章および４章から、崖線の地形の中でも取得した敷地は低

地からは「図」として認識しやすい敷地を選定し、またその一方で、

敷地外部から邸宅の様子が窺えないしつらえになっており、樹木を残

し、鬱蒼とした空間が外界を遮断する空間になっている。 
このように、自分の敷地を際立って認識できる敷地を選定する一

方ではこもるしつらえを加えるという、相反する趣向を両立していた

といえいる。 
また、４章から、別邸ごとに敷地内の建物や門の配置にバリエー

ションが見られることは、崖線において、別邸に住まう人が、自分が

取得した敷地の細かな地形の差異に注目し、しつらえを加えていたと

いえるのではないか。 
５－２ 趣向の背景として考えられるもの 
自分の取得した地形に対する読み取りは、自分の別邸敷地を「紅

葉ヶ丘」という通称名で呼ぶ記述が見られることからも、住まい手自

身が、自分の敷地を地形的な一つのまとまりとして、認識していたの

ではないだろうか。 
６ 結論と今後の課題  
・ 崖線の尾根型斜面に敷地選定の傾向がみられた。 
・ 別邸の立地がみられる場所は低地部分から「図」として認識可能
な場所と対応していること 

・ 岩崎邸、小坂邸では敷地内部のしつらえにおいて籠るしつらえが
みられた。 
別邸敷地選定において、多摩川縁から「図」として認識できるよ

うな敷地を選ぶ一方で、近傍では敷地内部の様子がわからず、外界を

遮断するような、籠るしつらえをしていたことがわかった。 
今後の課題は、各別邸に関する資料が十分でないゆえ、５章で述

べたような意識を別邸に住まう者が持ち敷地選定を行っていたかを

確かめるべく、①別邸の住人の伝記や日記などの文献資料からの検証、

②同時代性を考え、このような趣向を求める理由として、国木田独歩
が示す「武蔵野の美」の追体験との関連を調査する必要がある。また、

崖線の対象地区以外の別邸についても調べる必要がある。 
＊１:世田谷の近代風景概史 三田義春(1986), ＊2:関東圏における近代別荘地形成に関

する研究 十代田朗(1994), ＊3:鎌倉の谷戸における別荘立地選定の地形的要因 日本都市
計画学会学術研究論文集第 39 号 谷本あづみ・久野紀光・齋藤潮(2004)主要参考文献：ゲ
シュタルト心理学—「景観用語辞典」篠原脩編（1998）,風景学入門 村良夫（1982）,見え
隠れする都市 槇文彦（1980）,建設技術者のための地形図読入門 鈴木隆介（1997）

表２ 別邸敷地と建物配置 

図３ 敷地内部のしつらえ（別邸１３小坂邸） 

①ー③ 撮影：米畑勝行（世田谷区文化財調査報告集 10収録） 
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