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第一章 序章                      

１－１ 背景と目的 

江戸期では都市防火政策の一つとして、明暦大火以後多く

の火除地が設置された。当初は空地として防火機能に特化し

た空間であったが、18世紀になると火除地が庶民の都市活動

の場として複合的に利用された。次第に庶民による火除地の

利用は盛んになり、その賑わいが名所になる程であった。以

上が江戸の火除地をめぐるこれまでの学術的知見の概要であ

るが、火除地が設置され様々な利用が見られるようになった

都市的背景は、防火機能以外に語られていない。しかし多く

の火除地が長年に渡り利用され、名所となったことを踏まえ

ると、火除地が当時の都市的背景を全く無視して、防火目的

のみにより計画されたとは考えにくい。 

本研究の目的は、江戸の火除地について、幕府によって設

置時に与えられた防火とは異なる都市的意図や、火除地が都

市活動の場として様々な利用をされる場となった経緯を探る

ことである。 

１－２ 研究の位置付け 

火除地の広場的利用１に関する研究には、主に渡辺２、千葉
３の研究があり、これらは共に御触書等の政治的史料を元に、

江戸の火除地の性格変化を四期に分けて論じている。本研究

は、空間変化・利用変化を時系列上で精査した点、火除地が

どのように利用され認識されていたかを把握するために江戸

の案内記を利用している点で、これらの研究と異なる。 

また用いる史料の面で清水４、羽生５の研究は参考になるが、

史料を時系列的に扱い、空間変化と名所観の変化を共に扱っ

ている点で、これらの研究とは方法論上も異なっている。 

１－３ 研究の構成 

 二章では本研究の目的に適する火除地を選定し、用いる史

料の妥当性を検討する。三章では既往研究による火除地政策

の時代区分が、火除地の利用実態と一致しているかを概観す

る。四章では火除地を立地により分類し、それぞれの利用・

名所観の変化を把握する。これにより浮かび上がった傾向に

関して、五章で広場的利用の形成として考察し、結論を示す。 

第二章 研究の方法                   

２－１ 対象とする火除地の選定 

通常、火除地とは都市防火の為に設けられた空地を指すが、

その形態や規模は様々であり、広小路・明地などの類似した

名称の空地が多く存在する。既往研究や江戸に関する諸文献

においても、これらの定義に共通なものは見られない。従っ

て本研究の目的にとって重要と思われる、その場所が本来的

に防火目的で作られた空地であるかという観点をもとに、以

下の基準により対象とする火除地の選定をした。(図１) 

基準① 近世諸資料※１により幕府が火除地として設置した

ことが確認でき、比較的長期にわたり存在した空地  

基準② ①において‘明地’等の名称のものは、古地図※２

上で江戸城や大寺院等の防火空地として確認できた空地 
※１…東京市史稿市街篇、武江年表を用いた。  

※２…御府内沿革図書、朝日新聞社「復元江戸情報地図 1/6500」を用いた。 

２－２ 使用する資料と特徴 

羽生の研究を参考に、本研

究で使用する史料の特徴を把

握する。火除地が人々にどの

ような場所として認識されて

いたかを把握するために、江

戸の名所を紹介する案内記を

用いた（表１）。羽生によると

案内記は、江戸の後期にむけ

て種類が多様化するとともに、

徐々に客観性と実用性をおび

る傾向がみられるという。本

研究では江戸全期にわたる案

内記を用いるため、主観的な

記述が含まれる史料も

使用するが、各記述内

容により妥当性を判断

する。同様の理由によ

り、明暦大火以前に関

しては二種の屏風絵を

用いて史料の補足を行

った。 

第三章 火除地利用の時代変化              

３－１ 既往知見における火除地利用の時代的理解 

 これまで江戸の火除地は、

幕府の都市防火政策上の防火

機能と、市民の都市活動の場

としての必要性による、せめ

ぎあいとして描かれてきた。

これは、渡辺、千葉により右

のように整理される。火除地

の広場的利用を概観し、時代

区分の妥当性を検討する。 

３－２ 火除地の時代区分の妥当性 

第一期の利用を概観する。第一期に設置された火除地にお

いて設置以前に、四日市や下谷などが往来の人々で賑わって

いる様子が江戸名所図屏風・江戸図屏風に描かれている（図

２）。また明暦大火後に多くの火除地が設置されると、土てま

へに四日市広小路、中道通にいろいろうり物有之、日々江戸橋へ持出て営

みとし（江戸雀) といった火除地の利用に関する記述が見られる。

第一期において既に防火空地に留まらない利用がみられる。 

火除地の成立時期を比較すると、明暦大火直後から１８世

紀末まで広く分布しており、これらが同時期に広場的利用を

形成したとは考え

にくい。幕府の火

除地政策の変化と

は別に、個々の火

除地が独自に広場

的利用を形成した

と考えられる。 

３－３ 火除地の時代変化に関する視点 

①既往知見による時代区分は、幕府の火除地政策の変化区分

であり、火除地の利用実態とは必ずしも一致していない。 

②各火除地の利用変化を分析する際、時系列上で火除地設置

前と設置後の利用を比較することが重要な視点である。 

したがって本研究にとって、時代区分により分析すること

は妥当でなく、しかし時系列的な視点として、個々の火除地

に対して設置前後を比較することとする。  

図 2 下谷の茶店 (江戸図屏風） 

表 1 使用する案内記 

慶長見聞集 １６１４年 江戸砂子 １７３２年

竹斎 １６２１年 江府名勝志 １７３３年

江戸名所図屏風 １６２５年 続江戸砂子 １７３５年

江戸図屏風 １６３３～３４年

色音論 １６４３年 江戸名所花暦 １８２７年

御府内備考 １８２９年

江戸雀 １６７７年 江戸名所図会 １８３６年

紫の一本 １６８３年 東都歳時記 １８３９年

江戸鹿子 １６９０年 絵本江戸土産 １８５１～６８年

　　１7世紀（～明暦大火以前）

　　１７世紀（明暦大火以後～）

　　１８世紀

　　１９世紀



第四章  立地区分にみる火除地の利用          

４－１ 町人地（橋詰）に立地する火除地 

 橋詰に立地する火除地は、設置前に

既に、徳川家康が 1601 年に整備した

五街道の要所であり、大高札場が置か

れていた。また、…日本橋を見渡せば、

夜となくひるとなく人の立ならびたるは、たゞこれ

市のさかんに立たるかごとく…(慶長見聞集) 

という様子や、両国橋の納涼が慶安期

に始まっていることが分かる。 火除

地設置後も日本橋では各種の市場が、

筋違橋では神田祭の巡行や能興行が、

両国橋では納涼や見世物が、それぞれ

盛大なものとして紹介されている。 

４－２ 町人地（河岸地）に立地する火除地 

八丁堀には火除地に娼家が並び、見世物・豆蔵が出ていた。

鎌倉河岸にもかつては遊女屋が存在した。また、神田八講明

地は神田の職人街と日本橋の商人町の境に位置し、町人共自分

入用を以、掘割、今川橋出来。（御府内沿革図書） というように、町

人が自分達の資金で物流の為に堀を開通し、後に火除地が設

置された。この場所が神田の物流の中枢であった事が分かる。 

４－３ 町人地（寺院門前）に立地する火除地 

 寛永寺・増上寺は１７世紀に多くの案内記で紹介されてい

る。下谷広小路では、堂の下に桜植えられたり、春はしほ美景也。…此山

に登りぬれば、江府残りなく眼前に見下ろし、…見どころおほき景地なり。（江戸

雀） と、明暦大火前に桜と花見、眺望が名所として語られ、

幕末まで花見文化の中心地であり続ける。また山下広小路で

は、設置後に近辺の者が店を出すことを出願し許可され、各

種の露店が発展した（図３）。増上寺では設置前に参道の賑わ

いや境内の露店の様子が見られた。今に至ていやましに繁昌して、一

天四海にかくれなく、諸国より奇集まる所多ければ…（江戸雀） 

４－４ 武家地に立地する火除地 

護持院ヶ原は火除地設置と同時に馬場が設けられ、ほぼ同

時期の享保年間に御放鷹の場として指定されている。その後、

これまで禁止されていた庶民の火除地の利用が解禁され、景

地と評価された。一方、田安御門でも火除地設置直後に官有

稽古場が、翌年には火除植物場ができ、薬園になった。また

武家地が続く地域であるが、眺望の良い場所として庶民に知

られていたようである。田安の御門の御堀の上より東を見れば、駿河

台より初めて、下町丌残、…、御船蔵等高くぬきんでて見ゆる。（紫の一本）  

４－５ 用途境界（武家地・町人地）に立地する火除地 

御茶ノ水は火除地設置後、約 30 年後に馬場が、さらにその

40 年後には官有の稽古場が作られている。同様に溜池でも火

除地設置の 60 年後に、付近の町人が使う物干場が、約 100

年後には武家地側に官有稽古場ができている。類似した変化

が麹町でも見られた。また御茶ノ水は、桜や楓の名所、渓谷

美が名所となっている。溜池畔においても景地として秋の白

膠木の紅葉や冬の看雪が紹介されていた。 

第五章 火除地の広場的利用の形成           

５－１ 火除地設置時の幕府の意図 

幕府は、町人地に立地する火除地を、盛り場となっていた

交通の要所や寺社、河岸地に付随するように設け、町人が何

らかの広場的行為を行う場として火除地を位置づけたと思わ

れる。また、武家地に立地する火除地では、設置時に馬場・

稽古場の設置や放鷹の場として指定し、将軍や武家の為の施

設として利用する意図が設置時にあったと解釈できる。 

５－２ 広場的利用の変化 

盛り場に設けられた火除地では、市の拡大、祭事や興行の

場、露店が並ぶ娯楽空間など、様々な個性を持った広場的利

用を形成していった。一方、武家地に立地した火除地であっ

ても、庶民に利用を解放する事で新たな名所性を帯びたと解

釈できる。用途境界に立地する火除地では、設置当初はあま

り利用が見られなかったが、数十年を経て周辺住民の利用が

火除地内部に及び、利用によって分化したものもみられた。 

５－３ 考察のまとめ 

幕府は設置当初から、火除地に複合的な都市活動の場とし

ての価値を見出し、これにより幕府や町人にとってそれぞれ

意義のある空間となることが可能であったと解釈できる。ま

た火除地周辺の利用により、広場的利用を形成した時期が異

なっており、利用実態は時代による一様な変化ではなかった。 

第六章 結論                      

６－１ 結論 

・火除地の利用実態を捉える観点として、時系列上で火除地

設置前後の利用状況を比較する視点を提案した。 

・火除地設置前後の利用状況の把握により、幕府は火除地を

複合的な都市施設として理解していたと解釈できた。 

・火除地周辺の土地利用により、広場的利用の形成過程が異

なる事を明らかにした。 

６－２ 今後の課題 

・本研究で得られた結論を、幕府側の御触書等と比較し、幕

府の火除地設置時の意図等を正確に把握する必要がある。 

・対象とした火除地には、防火機能を備えた類似空間が存在

すると思われ、これらの空間も同様に分析する必要がある。 
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表 3 火除地の立地区分 
立地分類 火除地名

四日市広小路

筋違橋広小路

両国広小路

鎌倉河岸

神田八講明地

八丁堀火除地

下谷広小路

増上寺大門前火除地

山下広小路

護持院ヶ原

田安御門火除地

御茶ノ水火除地

溜池畔

采女ヶ原

麹町火除地

町人地
（橋詰）

町人地
（河岸地）

町人地
（寺院門前）

武家地

用途境界
（武家地
　・町人地）

表 2 火除地利用の変化概要（補注６） 
名所性 都市インフラ 商業 娯楽 武家施設 催事 悪所 名景・名物

四日市広小路 設置前　 ○ 街道,高札場 魚河岸

　後　 ○ 街道,高札場
魚河岸,様々
な市場,蔵

筋違橋広小路 設置前　 ○ 街道 青物市場 御成

　後　 ○
街道,高札場,
米蔵

青物市場,
様々な店

御成,祭の巡
行路,興行

両国広小路 設置前　 ○ 街道,高札場 神輿渡し

　後　 ○
街道,高札場,
米蔵

芝居,髪結等 御召場
神輿渡し,臨
時の見世物

納涼

鎌倉河岸 設置前　 △ 河岸 芝居 遊女屋

　後　 ○ 河岸,酒屋 芝居

神田八講明地 設置前　 ○ 河岸 牢屋敷

　後　 ○
河岸,様々な
店,蔵

牢屋敷

八丁堀火除地 設置前　 △ 江戸の防護湊 河岸

　後　 ○ 河岸,蔵 見世物,豆蔵 娼家

下谷広小路 設置前　 ○ 茶店 御成 桜の花見,眺望

　後　 ○ 茶店,床机 御成 桜の花見,眺望

増上寺火除地 設置前　 ○ 見世物 御成

　後　 ○ 見世物 御成

山下広小路 設置前　 ‐

　後　 ○
茶店,浄瑠璃,
独楽 等

護持院ヶ原 設置前　 ‐ 御召場

　後　 ○ 馬場,放鷹 眺望

田安御門火除地 設置前　 ○ 馬場 眺望

　後　 △ 馬場,稽古場 眺望

御茶ノ水火除地 設置前　 △ 名水の井戸

　後　 ○ 馬場,稽古場 祭の巡行路 桜楓,渓谷美

溜池畔 設置前　 △ 江戸の上水

　後　 ○ 町方物干場 稽古場 紅葉,雪見

采女ヶ原 設置前　 ‐

　後　 ○ 講釈,浄瑠璃 馬場

麹町火除地 設置前　 ‐

　後　 △ 町方物干場 稽古場

橋
詰

河
岸
地

寺
社
門
前

武
家
地

用
途
境
界

図 3 山下の露店 （江戸名所図会） 



                                                   
１ 本研究において広場的利用とは、火除地で行われる、防火機能とは無関係の何ら

かの都市活動を意味する。 

２ 「近世広場の成立と展開  火除地広場の成立と展開」 渡辺達三 1973年 
３ 「『御府内沿革図書』に見る江戸火除地の空間動態」 千葉正樹 2001年 
４ 「江戸における広場的空間の特性と変遷に関する研究」 清水教行 1989年 

５ 「江戸東京の名所の変遷に関する研究」 羽生冬佳 2003 年 



 


