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第１章 序章                      

1-1 背景と目的 

 東京都西多摩郡奥多摩町には峰と呼ばれる山上の集落があ

り、山村の伝統を色濃く残している。山村において道は生活

に密着した重要なインフラストラクチャーであり、その整備

はいつの時代も重大な課題であった。峰では 1950 年頃から

2000 年頃にかけて車道が建設されたが、同時に集落の空間構

造および空間利用が大きく変化したようだ。道は民家と様々

なフィールドをつなぐ機能的な役割だけでなく、住民同士・

集落同士をつなぐ役割も併せ持つ。峰においても道は元来

人々の交流の場でもあったが、車道建設を経てそうした働き

が希薄化したようだ。これには、少なからず社会的背景の変

化による影響もあるように思われるが、一方で空間的な要因

も考える必要がある。近年の空間計画が人々の交流を排除し

ているという指摘は、パーソナルスペースの強化、共有領域

的な性格を持つ空間の減少、機能面や効率性にばかり目が向

けられ人間の行動や心理を度外視する空間の増加など様々な

ことが言われている。空間構造と空間利用の相互関連を見る

ことは、今後の空間計画のあり方を考える上でも意義のある

ことである。そこで本研究では、近年の峰集落における空間

変化と人々のふれあいやアクティビティの変化を明らかにし、

それらがどう相互に関連していたのかを検討していく。 

1-2 研究の位置付け 

 山村の道に関する研究として中嶋らの一連の研究(1)や中村

の研究(2)があるが、本研究とは研究の目的が異なる。空間特

性と空間利用の関連は、佐多らの路地空間における研究(3)な

どがあるが、本研究は山村への車道建設に着目した点・対象

地と周辺との関係も捉えることを試みた点で独自性がある。 

1-3 研究の構成 

 2 章で峰集落の概要と歴史について触れた後、車道建設の

経緯を述べる。3 章では近年峰集落内外の道がどう変化した

か、また道の利用目的がどう変化したかを述べ、関連事項と

して民家の無人化についても把握する。4 章では車道建設前

後で民家のしつらえやアクティビティがどう変化したかを調

査する。5 章で車道建設前後での空間構造の変化が与える道

の利用形態への影響を考察し、6章で結論とする。 

1-4 研究の方法 

 2 章から 4 章は地図分析・資料調査・現地調査・住民への

ヒアリング調査により行う。5章を 3章と 4章から考察する。 

第２章 峰集落の概要と車道建設の経緯                     

2-1 峰集落の概要と歴史 

 峰は東京都西多摩郡奥多

摩町の西部、奥多摩湖から峰

谷川沿いに 2kmほど北上し

た山腹に位置する過疎の山

村である。江戸初期には奥・

下りと共に峰村と呼ばれ、後に尾根越しの留浦へ編入された。 

 現在峰の常在人口は 14戸 24人で、ほとんどが 60歳以上の

高齢者である。主な産業は林業･養蚕･農業･狩猟などであった

が、現在はこれらで生計を立てるのは困難である。 

2-2 車道建設の経緯 

 峰集落内には麦山・下りの集落から延びる 2つの車道が建

設されている。建設は前者の方が早く 1960 年頃に作られた。

下りからの車道は 1963年に建設が始まり徐々に集落内ヘ延

伸し 1984 年に集落最高地点の民家（標高 980ｍ）に達した。 

第３章 集落構造の変化                     

3-1 道の変化 

 住民へのヒアリング調査より、集落内外での道の利用の変

遷について把握した。その結果徒歩による道の利用目的は 7

つの項目に大別することが出来た。車道建設以前(1948)と完

了後(1997･2000)の 5万分の 1地形図から道を読み取り、そこ

にヒアリング調査で得られた道の利用目的・交流のあった集

落をプロットしたものが図 1である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

峰周辺において車道建設が多くなされ、また消滅した歩道

があること、徒歩による道の利用が減少し集落近辺に集約化

したことなどが読み取れた。また峰集落内の道に関してより

詳細に見ると、図 2のように変化している。 

 

 

 

 

 

 

 

 旧道の多くが現在も残されており、車道と旧道が混在して

いる。一方で消滅・荒廃して通れなくなった道も存在した。 

3-2 民家の無人化 

 峰･とう沢において、無人化の原因と年度を歴代のゼンリン

住宅地図および峰の住民への聞き取り調査により把握した。

写真 1:峰集落の様子 

図 2:集落内の道の変化（左 1950 年頃 右 2010 年） 

基図は被害区域図。ヒアリング調査・地図調査・現地調査より補足し作成。 

図 1:道の利用目的･交流のあった集落の変遷（左 1948 右 1997･2000） 

基図は 5 万分の 1 地形図。ヒアリング調査により補足し作成。 



その結果、18軒の無住化が確認できた。そのうち原因が把握

できたのは 15軒で、住民の集落外への移転によるものが 9軒、

住民の死亡あるいは高齢化によるものが 5軒であった。 

第４章 民家のしつらえ、アクティビティの変化                     

 前章の集落構造の変化を踏まえた上で、道の変化に着眼を

置きつつ、より詳細な空間構造･空間利用の変化を把握する。 

4-1 民家・敷地と道との関係 

 まず現在車道に接道している 20軒の民家について、車道建

設前後の民家･敷地と道との位置関係を、地図調査及びヒアリ

ング調査により把握し分析した。車道建設以前は庭が他人に

通行路として使われていた民家が 9軒あったが、現在は 3軒

と減少している。また、民家から見た公道の方向が車道建設

前後で変化した民家が 3軒あった。 

4-2 民家のしつらえの変化 

次に上の 2つの要素について変化が大きかったと思われる

4軒について民家しつらえの変遷などの詳細な調査を行った。 

4-2-1 原島邸 

庭は以前他人の通行路として使われていたほか、1974年ま

では毎年峰の伝統行事である

獅子舞が行われていたが、現

在はそういった利用は見られ

ない。古い民家は庭側に縁側

があり開放的なファサードで

あったが、1995年に立て替え

た民家はより閉鎖的である。

現在の状態を見ると、庭と道との境界は明確だが、視界をさ

えぎるようなしつらえは全く見られない。 

4-2-3 大野昇邸 

 集落内でもっとも遅くまで茅葺き屋根の姿を残していたが、

1995 年頃に建て替えられた。以前は庭が人々の通行路として

使われたが、1977年に民家が車道と接道してからは庭を通る

道は使われなくなった。そして 2000 年には旧道をふさぐよう

に倉庫が新設された。また民家へのアプローチ方向が北・南

から北西の１方向へ変化した。以前は庭側(東側)に縁側・唯

一の入口があったが、建て替えた民家では北側を含め入口が

3ヶ所に増えている。ただ玄関は以前と同じく庭側である。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3 アクティビティの変化 

 他集落への道途中に峰のカキと笠松と呼ばれる特徴的な大

木があり、それぞれ休憩場所として認識・利用されていたが、

現在はそうした利用はほとんどされていないことが分かった。

また、峰集落の伝統行事である獅子舞は民家の庭や花入神

社・山の神を祀る祠の前などで奉納されていたが、近年その

場所には変更が見られる。 

第５章 考察                     

5-1 車道建設による民家の移転への影響の考察 

 無人化が起きた民家において、当時民家から車道まで距離

があった 9軒と車道が民家近辺まで建設されていた 9軒とを

比較すると、前者の 9軒は無人化の原因が全て移転だったの

に対し、後者の 9軒では移転による無人化は見られなかった。

よって峰集落周辺では、民家近辺への車道建設の有無と移転

の有無には相関が見られたと言える。   

5-2 車道建設による民家のしつらえへの影響の考察 

5-2-1 庭のパブリック性の消失としつらえ 

 車道建設に伴う庭のパブリック性の変化への反応として考

えられるものに、庭を通る旧道をふさいで通行不可能にする

しつらえ(倉庫の新設・ガードレール)、玄関へ通じる置石、

庭側の縁側の消失などが見られた。一方で道と敷地の境界部

に視界を隠すしつらえが全く無い民家など、車道建設以前の

庭の使われ方の名残と思われる空間も見られた。 

5-2-2 民家のアプローチ方向の変化としつらえ 

 車道建設に伴う民家の表方向の変化への反応として考えら

れるものに、入口やポストの位置の変更が見られた。一方で

ポスト位置と玄関位置の異なる民家が見られたが、これは車

道建設以前の姿を一部継承したためと考えられる。またポス

トやインターホンが設置されていない民家が何軒か見られた

が、これは車道建設以前の人々の交流の姿が現在も一部継承

されているためと考えられる。 

5-3 車道建設によるアクティビティへの影響の考察 

 峰のカキは車道建設以前、つづら折りの急坂を登った突き

当たりのアイストップに位置していたが、車道建設前後で道

との関係が変化し、そのことが休憩場所としての空間利用に

影響を与えた可能性がある。また笠松では下りから峰へ登る

車道の建設に伴って中道が歩かれなくなったことで、休憩場

所としての利用もされなくなった。 

第６章 結論                      

 本研究対象である奥多摩町峰集落では道は人々の生活と密

接に結びつく重要なインフラとして存在していたと言える。

そして細かく見ると、特徴的な大木が休憩場所として認識・

利用されたり民家の庭先で伝統行事の獅子舞が行われるなど、

以前特に人々の交流やアクティビティの場となった場所が存

在することが分かった。しかしこれらの利用は現在では見ら

れなくなってきている。また集落内の個々の民家に着目する

と、車道建設の前後で道との位置関係が変化している民家が

見られ、この影響で敷地のパブリック性が失われた民家、表

方向が変化した民家があった。またそれらに対応したと考え

られるしつらえの変化も見られた。また一方で、車道建設以

前の名残であると考えられる空間・空間利用も存在した。ま

た、民家の移転と車道建設の有無に相関関係が見られた。 
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写真 2:庭先で行われた最後の獅子舞 

図 4:車道建設前後での変化の様子（左 1974 年 右 2010 年）基図は奥多摩町配管網図。

左は空中写真および聞き取り調査・右は現地調査により補足し作成。 

 




