
 

 
 

国分寺崖線沿いの近代別邸の地形的立地特性と 
敷地内部のしつらえに関する研究 

  
Topographical features of location for second houses  

on Kokubunji terrace cliff side  
 

公共システムプログラム 
07M43117 小谷野 真由巳 指導教員 齋藤 潮 

Public Policy Design Program 
Mayumi KOYANO, Adviser Ushio SAITO 

 
Abstract 

     This study aims to clarify the topographical feature of location of villas which were built in the 
modern period on Kokubunji terrace cliff side.  The cliff is 10-20m high in the east side of the 
Tamagawa River and has topographical complexity.  This area had been left as useless land for 
agriculture until the wealthy found it desirable for their villas in the Meiji and Taisho era.  By 
comparing the historical materials on landed property with old topographical maps were distinguished 
followings.  1)There were three groups of the villas, A : Kokubunji-Koganei, B : Cyofu-Seijyo, and C : 
Futakotamagawa.  2)The location of the villas were tends to be located in the projecting part of cliff.  3) 
Some of the villas were built in the topographical differential points.   

 
 
 

 
１． はじめに                                 

１－１ 背景と目的  

国分寺崖線は古多摩川の河岸段丘であり、高低差約20m の崖

が約 30km に渡って連なる地形である。崖下には湧水地も多く南

面する斜面は樹林地であった。明治末期頃から昭和中期までの

間、崖線沿いには実業家や政治家など富裕層の別邸が建ち並ん

だ。別邸の住人の多くは別邸周辺が民間企業による大規模な宅

地開発が進む前に敷地を購入し、当時では宅地にも田畑にも向

かない崖線の斜面地部分を含んで取得していた。 

これらの崖線沿いの別邸の成立背景として、十代田＊１は、（1）

健康志向の高まり－大気療法の普及（2）交通の発達－私鉄の登場

と自動車の普及（3）新しい風景観の誕生－「武蔵野ブーム」の到

来、をあげている。この「新しい風景観の誕生」については、山根

ら＊2 が、「それまでのように珍しい風景を評価するだけでなく、ある

がままの一見平凡な自然にも美を見いだすようになった」とし、国

木田の小説『武蔵野』＊3 を筆頭に自然主義文学を通して広まって

いったとしている。     

この「新たな風景観の誕生」が広まる中、別邸の住人らは、崖線

の中でもどのような場所を選定し、敷地内部をしつらえていたのか、

これを明らかにするため、本研究では国分寺崖線沿いの別邸を

対象として、その地形的立地特性を把握するとともに、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 研究の位置づけ 

 本研究に関連する研究には、（Ⅰ）国分寺崖線沿いの近代別邸

の分布を概略的に捉え、別邸での主な活動形態とその時代背景

を示したもの＊１、 (Ⅱ)別荘敷地選定における地形的要因を各別

邸からの周辺の地形認識に注目し、立地特性を明らかにしたもの
＊4（Ⅲ）国分寺崖線二子玉川地区を対象とし、明治・大正期の別

邸の地形的立地特性について明らかにしたもの＊5がある。 

本研究は、周辺地形との関係から立地特性を論じ、別邸敷地

内部のしつらえを詳細にみようとする点で（Ⅰ）とは異なる。地形と

敷地選定の関係性に着目した点では、（Ⅱ）に近いが、敷地内部

で別邸住人が加えたしつらえとの関係をみる点で切り口が異なる。

（Ⅲ）の研究をふまえ、崖線全体に対象範囲を広げ、別邸敷地内

部のしつらえをみるものである。 

１－３ 研究の構成と方法 

以下本研究では（表１）の資料を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２章では、各自治体史等（資料 a-e）より、崖線沿いに分布して

いた別邸を把握し、土地台帳および地形図（資料 f-h）より、その

敷地取得年、敷地境界線情報を抽出する。 

３章では、別邸の地形的立地特性をみるため、地形図（資料 f, 

g）より、敷地内部の地形を把握する。３－１では、崖線上での平面

的な分布特徴を読み取る。さらに３－２で３－１の分布傾向の意味

する視覚体験を CGを作成して確認する。 

４章では、敷地内部のしつらえをみるため、４－１では、各別邸の

敷地範囲と建物の配置状況を把握する。また、別邸が建てられる

以前の敷地の様子を地形図（資料 h）より把握し、敷地購入後にど

のように既存の樹木などに手が加えられたのかをみる。４－２では、

敷地の一部が現存するもの、平面図などの資料から分析が可能

な別邸 A地区 3 戸、B 地区 3 戸、C地区 5戸に対して、地勢線と

園路、建物配置との関係を詳細にみていく。５章では、３章、４章

から考察を行い、６章で結論を導く。 

 

２． 国分寺崖線沿いの別邸分布と特徴          

２－１ 国分寺崖線沿いの別邸分布 

 表 1 研究で用いた資料一覧 
!"#$ !"% &'( &')

* +,-./012 +,-./345673 8998

: ;<=>?@A# BCDE 899F

G HI./012 HI../3J5673 899F

K LMNO PQ=RST#UV WFFW

X YZ[\]^_`J ab]^c7 89dF

e Afgh ijk 89F9l89mW

n 8opFFFqrsftu vabw+xfyz{ 89|p}q89||

~ 8o8FFFFqftu �.����f�567 89p9

�� 8F���������� +Af�� WFF�

� 8oWFFFFqftu vabw+xfyz{ 89Fm

� 8opFFF�.��u �������k 89m9



 

各自治体史（資料 a-c）より、別邸•別荘利用が確認できたもの、

個別の資料（資料 d,e）より隠居利用目的のものを対象とする。ここ

では、国分寺崖線沿いに分布した別邸が 31 戸確認できた。(図２) 

別邸分布は A 国分寺・小金井地区（12 戸）、B 調布・成城地区

(4戸)、C二子玉川地区(15戸)と大きく３つのまとまりがみられた。こ

のうち、現存別邸は、31 戸中 6 戸（●印）、A 国分寺・小金井地区

（2 戸）、B調布・成城地区（2 戸）、C二子玉川地区（3 戸）である。 

 ここでは、土地台帳（資料 f）より把握した敷地取得年の早い順に

A,B,C 各地区において別邸番号を付けた。（例：A-1）（表３）以下

ではこの別邸番号を用いる。 

２－２ 各地区の特徴 

各地区での主な出来事と別邸敷地取得年との関係を年表にま

とめた。対象地区では、関東大震災以後、耕地整理や企業による

宅地開発によって、急速な宅地化が進んだといえる。よって、別邸

敷地取得の際に、関東大震災の前後で、敷地選定条件が異なっ

ていたと言え、(ⅰ)震災前、（ⅱ）震災後で分けて捉える必要があ

る。（表４）以上の作業から、各地区について以下のことがいえる。 

A 国分寺・小金井地区：別邸数は 12 戸だが、C とは異なり別邸分

布が分散している。取得時期は、M22 甲武鉄道（現中央線）開通

により国分寺駅ができた後、住宅開発企業（箱根土地株式会社な

ど）が大規模な分譲を開始する前の(ⅰ)震災前に 12 戸中 10 戸が

集中して取得している。 

 B 調布・成城地区：A,C に比べ、別邸が 4 戸と少ない。取得時期
は、（ⅰ）震災前は B-1、１戸のみであり、（ⅱ）震災後昭和中期以

降に B-2,3,4 が分布した。また、陸軍省から大規模な土地の接収

を受けたため、民間による宅地開発が進んだ時期が他の A,B に

比べ遅かった。 

C 二子玉川地区：別邸数が 15 戸と最も多く、A,B に比べ、狭い範

囲に集中して分布している。取得時期は、M40 渋谷~玉川間開

通後、企業による宅地開発前にみられ、（ⅰ）震災前から（ⅱ）震

災後も昭和初期まで継続的に分布がみられる。 

 

３． 別邸敷地選定にみられる傾向               

 別邸敷地取得範囲を、２章で用いた各自治体史(資料 a-e)に加

え、土地台帳(資料 f)および地形図(資料 g,h)より確認する。その際、

1/3000 多摩地形図(資料 g)は、刊行範囲が限られるため、欠損部

を 1/10000 地形図(資料 h)で補うこととする。 

３－１ 地形の特徴にみる別邸分布傾向 

遷緩線（赤破線）を引き、斜面地部分を崖線として示すと、各地

区で（図 5）のようになる。これより、崖線は直線的に崖が連なる地

形ではなく、いくつもの開析谷が台地に切り込むことによって、複

雑な凹凸を持った地形であるといえる。   

そこで、以下では、別邸敷地範囲がどのような地形的特徴を持

っているのか、崖線の地形をミクロにみた場合、（１）斜面の形と、

マクロにみた場合、（２）開析谷との関係の両方をみていく。 

（１） 斜面の形（表 6） 

尾根型の斜面を

取得する別邸が

16 戸と最も多く見

られ、直線型の斜

面を取得する別

邸が、5 戸、谷型

の斜面を取得する別邸が 3 戸、尾根と谷型両方を取得する別邸

が5戸であった。（ⅰ）震災前の別邸には、尾根型の斜面を含ん

で取得するものが多く、尾根型斜面の先端部を取得するものが多

い。 

 

表 4 各地区での別邸分布の変遷 
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図 2 国分寺崖線沿いの別邸分布 
（武蔵野台地西部の国分寺崖線および 
立川断層（角田）＊6より作成） 
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表 6 斜面の形による分類 
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 （２）開析谷との関係（表 7） 

崖線における開析

谷の開口部を１箇

所として数えると、

各地区３箇所ずつ

開口部があり、A 地区は、敷地面積が大規模な別邸は開析谷に

関与して分布したが、小規模な別邸は関与せずに分布した。B 地

区は、どの別邸も開析谷には関与しなかった。これらは、C 地区で

開析谷に集中して別邸が分布した傾向とは異なる。 

３－２ 別邸敷地の視覚的特徴 

 ３－１でみられた別邸の立地の様子が視覚体験において、どのよ

うに捉えられていたのかを数値地図データ（資料 i）を用いて、透

視図を作成し確認する。低地部分の視点場を A, B では野川沿い、

Cでは多摩川沿いに設定する。 

 これより、A,B は Cに比べ視点場と崖線との距離が近いため、崖

線全体よりは、近傍の崖を捉えることになる。その際、A,B では開

析谷の場所では、稜線が途切れ、その場所が尾根と尾根との切

れ目として確認できる。そのため、大規模に尾根と谷型両方の斜

面を取得する別

邸A-4,5,8,10は、

おおまかにその

立地を捉えるこ

とができる（図８）

が、開析谷に関与しない別邸は捉えにくい。A-11 は開析谷に関

与しない別邸であっても大規模な尾根型の斜面に位置しており、

捉えやすい。このことは、C で尾根型の斜面を取得する別邸が複

数の開析谷によりいくつかの地形のまとまりとして認識可能であっ

たこととは異なる。 

３－３ ３章のまとめ 

  別邸の敷地選定において、A では尾根と谷型両方の斜面が

B,Cでは尾根型の斜面が取得される傾向がある。また、Aでは、台

地に切り込む開析谷が稜線の切れ目として視覚的に体験可能で

ある。そして、このように認識された場所には大規模な別邸敷地が

対応している。このことは、C で、開析谷が複数あることで、いくつ

かの地形のまとまりが視覚的に体験可能であり、際立って認識さ

れた場所に別邸の敷地が対応していたこととは逆である。 

 これは、ゲシュタルト心理学による「図」と「地」が開析谷の見え方

によって A,B と C とで入れ替わったと言える。そして、３－１と３－２

から別邸敷地が対応する場所は低地から「図」として地形認識し

やすい場所に対応していることがわかった。 

 

４． 別邸敷地内部のしつらえ            

４－１ 敷地範囲と建物配置状況 

各別邸の敷地取得範囲および、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、各別邸の敷地および建物
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表 7 開析谷との関係による分類 

A国分寺・小金井 

B 調布・成城 

C二子玉川 

図５ 各地区における別邸分布状況 

図 8 低地からの透視図  



 

配置の状況を簡略的に示し一覧にする。（表 9） 

 これより台地の平坦部

に主屋を建てる別邸が

多くみられ、台地のみ：

6 戸、台地̶斜面地：8

戸、台地̶斜面地̶低

地： 10 戸であった。そ

の一方で、斜面地の

み：4 戸がみられた。 

 そして、台地部分を含

む：24 戸、斜面地を含

む：22 戸、低地を含む：

11 戸であり、その利用

は、台地部分に主屋：

21 戸、斜面地は樹林

地：19 戸、低地部分に

池：4 戸であった。これ

は、台地部が平坦地で

あり、宅地にしやすかっ

たことが考えられる。し

かし、台地のみならず

斜面地を含めて取得し、

斜面地に手を加えてい

るものもあった。 

 そこで、以下４－２では、

台地、斜面地、低地を

取得している A-5 を例

に敷地内部のしつらえ

を個別にみる。 

４－２ 個別の別邸の分析 

 ４－２－１ A-5 江口（岩崎）邸 

 以下の資料を用い、岩崎別邸の敷地内部のしつらえを分析する。

また、補足的に現存部分について、現地調査を行った。 

・現存部実測図（S52）：斜面地部分の園路、池 

・1/3000 多摩地形図(S18) ：建物配置、園路、植生  

・東京都公園協会へのヒアリング：現存状況の確認 

建物および園路配置と地

形線との関係を（図 10）

に示す。 

 これより、建物配置は主

屋が台地にあり、その先

には遷急線まで芝生面と

なっていること。表門は低

地に設けられ、中門は遷

急線を超え台地に設けら

れていること。茶亭、藤棚

は台地にあるが、遷急線

沿いの特に尾根型の斜

面の先端に位置している

ことがわかる。また、敷地

内部の主なルートは、４

つ考えられ、その際、どのような地形変化を体験するか、補足的に

現地調査により捉えたものを、（表 11）に示す。 

４－２－２ その他の別邸 

 同様に、他の別邸では、A-2 は、主屋は遷急線沿いの尾根型の

斜面の先端部に位置していた。A-9 では、頂上に四阿を設けた築

山が遷急線沿いの尾根型の斜面の先端に設けられ、台地の主屋

周辺は芝生面であった。また、B-4 では、台地の主屋周辺を芝生

面にし、遷急線沿いに待合、四阿を設け、そこから富士山を眺め

るとともに、斜面地部分にも四阿を設け、斜面林を残し散策路を設

け、所々に燈籠や仏像を配した。その一方、B-1 は台地面に芝生

面をしつらえるのみで、斜面地はしつらえていない別邸もあった。 

４－３ ４章のまとめ 

 多くの別邸では、台地部分に邸宅を設けられていた。そして、そ

の周辺を芝生地にし、開けるようなしつらえが加えられていた。遷

急線に沿いの尾根型の斜面の先端部に建物や重要な眺望点を

位置づけている別邸があった。 

 斜面地部分は樹木を残し、踏み分け道を設け、散策できるような

しつらえがみられた。 

 

５． 考察                                

５－１ 地形へのまなざし 

 別邸の住人は敷地選定の際に、崖線の開析谷を捉え、低地か

ら「図」として認識しやすい敷地を選定していたのではない

か。また、敷地内部のしつらえにおいても、斜面の形におけ

る特異点が選定されていたことから、大小様々なスケールで

崖線の地形を認識していたのではないか。  

５－２ 趣向の背景として考えられるもの 

 斜面地部分では、崖線の内部を歩いて楽しむしつらえがあった

一方で、台地部を開き芝生面にし、低地部は池に浮島設けるなど、

別邸住人らは、敷地内部において、必ずしも新しい風景観だけを

満たそうとしてはいなかったのではないか。 

 

６． 結論                                

・崖線沿いの別邸分布がA 国分寺・小金井、B調布・成城 C二子

玉川地区の３地区にまとまって分布していることを明らかにした。 

・ 尾根型斜面を取得する傾向が見られた。特に（ⅰ）震災前の別
邸では、尾根型斜面の先端部を取得する傾向が見られた。 

・別邸 A-2,5,9,B-1,3 では、敷地内部において、地形の型の特異

点が建物位置や築山の場所に対応していた。 
参考文献 
＊１十代田朗(1992)「戦前の武蔵野における別荘の立地とその成立背景に関する研究」日本造園
学会 
＊2山根ますみ他（1990）「武蔵野のイメージとその変化要因についての考察」造園雑誌 53 
＊3 国木田独歩(1898)「武蔵野」 
＊4 谷本あづみ他（2004）「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 
＊5小谷野真由巳他(2007)「国分寺崖線二子玉川周辺における明治・大正期の別邸の地形的立地
特性」日本都市計画学会 
＊6 角田清美（2002）「国分寺崖線-その地理的・地質的特徴」国分寺崖線保全のまちづくり実行委
員会 図 10 A-5 江口（岩崎）邸配置図 

表 11 A-5 敷地内部のしつらえ 
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表 9 敷地敷地と建物配置一覧 


