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ABSTRACT 
The purpose of this study is to clarify when the disappearance of moats occurred, how the sites of 
moats were used and how the moats were treated in the reconstruction planning in local cities 
originated castle towns. We use picture maps in Edo era and topographic maps in the later Meiji era, 
the earlier Showa and 1970 and residential maps in 2004. Then the following three results are become 
clear. First, the disappearance of moats have occurred from the Meiji Restoration to 1970 in many 
local cities, especially from the Meiji Restoration to the earlier Meiji era. Second, most sites of moats 
were used for roads and building sites through all periods and some in the later Meiji era used for field. 
Third, in the reconstruction planning, avenues along the moats were planed in many local cities and 
avenues were planned over moats in some cities. 

 
 
 
 

 

第 1 章 序論                     
1-1.背景と目的 

地方主要都市の多くが、城下町に端を発する事が知られ

ている。江戸時代に発達した城下町は、明治維新以降、近

代化・都市化・戦災復興などの影響を受け、姿を変えてい

った。濠についても明治維新以降、多くの都市で消失し続

け、濠の残った都市でも内濠のみとなっている都市が多い
1。そうした中、現在における松山や明石では、濠沿いに

城跡という歴史的空間と広幅員街路が一体として計画設

計されたことを伺わせる空間が存在している。また、現在

に残る濠は、都市空間内における貴重な水辺空間としても

位置付ける事ができる。 

これまでの城下町に関する研究は、近代化における官公

庁施設の立地傾向や城郭跡地の土地利用に着眼をおいた

ものが目立つ。また、東京や大阪といった大都市における

濠の消失についての調査はあるが2、地方都市における濠

の消失動向を調査分析したものは見受けられない。 

こうした背景を受け、本研究では全国の地方城下町都市

を対象として濠の消失状況、跡地の土地利用、さらに地方

都市における一大都市計画事業である戦災復興都市計画

において、濠がどのように取り扱われ位置付けられたのか、

その一端を明らかにする事を目的とする。 

1-2.研究の位置付け 

先行研究として、佐藤3や浦山4による城下町の近代化に

関する研究、西山5や田畑6による城跡の公園化に関する研

究がある。また、戦災復興に関しては、天野7や浅野8によ

る研究が存在する。濠についての研究は、馬木9による江

戸城外濠の改築・埋立てにおける都市風景のとらえかたに

ついての研究がある。しかし、本研究のように複数の都市

を対象として濠の消失状況を把握しようとした研究は見

受けられない。本研究の意義として、濠の消失状況を把握

する事で、現在に残る濠の貴重さを再認識すると共に、今

後の保存活動における一助となると考える。 
1-3.研究の構成と方法 

 研究の構成は以下に従う。第 2章で明治維新後の城の取
り扱いについて概観し、第 3章で濠の消失状況について扱
う。第 4章で戦災復興都市計画の中で濠がどのように取り
扱われたのか、第 5章で事例として富山と松山における濠
消失の背景・理由を扱う。第 6章でまとめを行う。 
1-4.研究対象 

 研究対象として、戦災復興都市計画が計画された地方城

下町都市を対象として、分析に使用する城下町絵図・旧版

地形図が収集できた 31 都市を選び出した。ただし、大阪

や名古屋などの大都市は対象から抜かした。 

第２章 明治維新後の城の取り扱い            
2-1.廃城令 

 1869 (M2)年に版籍奉還が行われ土地と人民が朝廷の管

理下におかれる。1871 (M4)年に廃藩置県が行われた際、

兵部省内に築造司が設置され全国の城郭が兵部省により

管理される。1873 (M6)年に廃城令が出され 144 城 19 要害

126 陣屋が廃城指定となり管轄が大蔵省の移り、43 城 1

要害が存城指定となり陸軍省の管轄となる10。廃城指定と 



 
 

 

なった城郭は、その後県庁などに利用される土地以外が所

在市町村や旧藩主に払い下げられ、存城指定となった城郭

は軍用地として用いられる予定であった。1881 (M14)年に

内務省から大蔵省に対し、廃城指定となった城跡を払い下

げるよう申請が出され、主として開発のために旧城郭を民

間に払い下げることを目的として許可された11。1889 

(M22)年に軍用地として使用する 21 城を残し、存廃指定を

受けた跡地が旧藩士や所在市町村に払い下げられる。 

2-2.廃城令以後の城の取り扱い 

 城跡が保存の対象となるのは、1919(T8)年の史蹟名勝天
然紀念物法からだが、本格的に保存の対象となるのは

1950(S25)年の文化財保護法からである12。ただし、法的な

保存以前にも、姫路城等は有力者の計らいにより保存され

た事例がある13。また、富山や小田原では 1915(T4)年の旧
都市計画法にて定められた風致地区制度を用いて、城跡を

中心とした範囲を保全しようとした14。 
第３章 地方城下町都市における濠の消失状況            

3-1.調査分析方法 

濠の消失状況を把握するため、以下の方法を用いた。 

江戸時代の城下町絵図、明治後半(M22-44)・昭和初期

(S3-20)・1970(S45)年前後の旧版地形図、2004(H16)年の

ゼンリン住宅地図を用いて、東西約 2.3km/南北 2.0km の

範囲における濠の中心線の総距離を計測した。城下町絵図

に関しては、旧版地形図に重ね合わせ、適宜修正を行を行

い計測した。ただし、甲府や高知など一部の都市では濠が

上記計測範囲内におさまらなかったが、他都市と同一基準

で計測した。 

3-2.消失状況 

図 1 は、江戸期における濠の総距離を基準とし、その後

の年代における濠の総距離を割合で示し、結果を重ね合わ

せた図である15。まず、2004 年における現存状況について

だが、松山は 8 割弱の濠が残っており、他と比べて非常に

現存状況がよいことが分かる。次いで、姫路・明石・和歌

山・福岡では 6 割前後の濠が残っており、高崎・大垣・徳

絵図・地図 濠跡地の土地利用 

絵図 旧版地形図 
番号 都市名 

存

廃 
江戸期 明治後半 昭和初期 1970 年前後 

明治維新から

明治前半 

明治後半か

ら昭和初期 

昭和中期

から 1970

年 

1970 年

から

2004 年 

1 盛岡 存 A T1 S16 S46     
2 宇都宮 存 C M42 S14 S44 建,樹  建 建 
3 高崎 存 B M43 S15 S45 軍    
4 前橋 廃 C M43 S15 S44 県 道   
5 小田原 存 A M21 S11 S47+S48 田    
6 富山 廃 C M43 S14 S45 県,建,荒  建,道  
7 福井 存 C M43 S9 S47 建,道,鉄,田 建,空 建,空  
8 甲府 存 C M24 S8 S48 道,畑 道,鉄   
9 大垣 廃 C M26 S10 S47 建,田 建 建,道  

10 静岡 存 A M24 S14 S48  道,市,税 建,学  
11 浜松 廃 A M25 S15 S47     
12 岡崎 廃 A M26 S7 S46 建,道,田,竹,空 道 建,道,公 駐車場 
13 豊橋 存 A M26 S15 S46 建,乾    
14 津 存 A M26 S14 S45+S46  建,道,学 建  
15 姫路 存 C M29 S8 S44  建 建  
16 明石 廃 B M21 S11 S44  建,道 公  
17 和歌山 存 C M25 S20 S44   建  
18 岡山 存 C M31 S3 S45 建,道,空 建 建  
19 広島 存 C M29 S8 S45  建,軍 建,道  
20 福山 廃 C M33 S14 S44+S45 沼 建,県 道  
21 徳島 存 C M32 S14 S46 道 鉄   
22 高松 存 C M32 S8 S46  建,鉄 建,鉄  
23 松山 廃 C M38 S9 S46   建  
24 今治 廃 A M29 S6 S45+S46 建 建 道  
25 宇和島 存 C M40 S11 S48  建 建  
26 高知 廃 C M42 S11 S45 建,田 建,鉄 建,道  
27 福岡 存 C M35 S15 S47  建 道  
28 熊本 存 A M36 S6 S44 乾,荒 乾 建  
29 大分 廃 C M38 S14 S49 道  道  
30 延岡 廃 B M37 S14 S45     
31 鹿児島 存 A M38 S14 S44 建,道,鉄 鉄 建 道 
出典  
絵図は A:『城下町古地図散歩』B:『日本城下町絵図集』C:『日本の市街
古図』旧版地形図は国立国会図書館東京館所蔵を用いた. 

凡例 建＝建物/道＝道路/県＝県庁舎/ 
市＝市役所/税＝税務署/学＝学校/鉄＝鉄道/ 
公＝公園/田＝田圃/沼＝沼田/竹＝竹藪/ 
樹＝樹木/乾＝乾濠/軍＝軍用地/空＝空地 

表 1.分析に使用した地図等と濠跡地の土地利用 



 
 

 

島では 4 割前後の濠が残っている。その他の都市は 2 割台

以下に含まれ、大部分の濠が消失している事がわかる。 

次に、各都市おいて消失割合が最も高い期間についてみ

てみると、明治維新から明治前半の時期に 16 都市、明治

後半から昭和初期の時期に 9 都市、昭和中期から 1970 年

前後の時期に 2 都市となっており、明治維新から昭和初期

までの期間にほとんどの都市で最も大規模な濠の消失が

起きている16。 

さらに、対象都市における、濠の消失が起きている時期

についてみる。小縮尺の地図を用いているため、計測誤差

のバイアスを考慮し、２割以上の濠消失が起きている都市

数を数えると、明治維新から明治前半までの期間に 19 都

市、明治後半から昭和初期までの期間に 10 都市、昭和中

期から 1970 年前後までの期間に 10 都市、1970 年前後か

ら 2004 年までの期間に 1 都市となっており、濠の消失に

ついては 1970 年前後以降には、ほとんど起きていないこ

とが分かる。 

3-3.濠跡地の土地利用 

各年代における濠跡地の土地利用をまとめたのが表 1

の右側である。以下、各年代におけるまとめである。 

①明治維新から明治前半までの濠跡地利用 
建物用地や道路用地として利用される事例が多い中、小田

原・福井・岡崎などでは田圃として利用されている事例が

ある。また、県庁や鉄道用地のように近代になり導入され

た施設のために利用される事例が少数ある。 
この年代における特徴は、積極的な土地利用とは考えにく

い跡地利用が確認できることである。都市の規模は小さく、

都市周辺には田畑が広がっていることからも、土地不足に

よる濠の消失とは考えにくい事例である。 
②明治後半から終戦直前までの濠跡地利用 
ほとんどが建物用地に利用されており、明治維新から明治

前半に比べて鉄道用地や公共施設用地として利用する都

市が増えている。 
③終戦直前から 1970年前後の濠跡地利用 
建物用地、道路用地に利用する都市が多い。 
④1970年前後から 2004年の跡地利用 

濠の消失が確認できるのは、岡崎・高知・鹿児島の 3都市
だけであり、建物や道路用地に用いられている。 
第４章 戦災復興都市計画における濠の取り扱い       

4-1.戦災復興都市計画の概要 

 終戦年である 1945(S20)年に戦災からの復興を目的と
した一大都市計画事業に関する基本方針が閣議決定され

た。基本方針の中では、産業の立地や人口の配分など能率

的な面に加え、地方的美観の発揚を即応するような都市集

落を建設することが求められた17。 
4-2.街路計画 

戦災復興における街路計画の特徴として、美観に配慮し

た美観道路の創出がある。設計標準の中では「重要公共施

設の配置計画に即応して広路又は広場を配置し都市の防

災並に美観に資すること/街路の配置に当っては視観を重
視し建造物、公園、山嶽等を背景とする美観道路を配置す

ること」18とある。上記方針は、これ以前の街路に関する

配置や設計標準の中では見受けられない項目である。また、

計画の中では幅員と軌道の有無に応じた街路標準横断図

が示され、全ての横断図の中に街路樹が配置されている。

戦災復興における美観を意識した街路の具体的な設計方

針は、山嶽等を背景とする美観道路との記述のみであり、

その他の設計方針は示されておらず、詳細については不明

となっている。 
4-3.街路と濠の位置 

 昭和初期の旧版地形図と戦災復興計画図を比較し、街路

が濠沿い計画されている都市を確認すると、高崎・小田

原・富山・静岡・津・姫路・明石・和歌山・広島・高松・

松山・今治・高知・大分・鹿児島の計 15都市がある。ま
た、富山・甲府・岡山では街路が濠の上に計画されそれに

より濠の消失が起きている。 
戦災復興では美観の創出が求められていた中で、街路標

準横断図には水辺沿いの街路を想定した横断図は示され

ておらず、水辺が美観の対象として捉えられていたかの判

断はできないが、用途地域について着目すると小田原・明

石・広島などは濠を含めて緑地・公園指定になっており、

緑地・公園の一部としては捉えられていたことが伺える。  
つまり、現在における濠沿いの街路については、戦災復

興時に計画されたものであるが、濠を美観対象として位置

付けたのか、もしくは城郭跡地を美観対象としたのかは明

確でないが、戦災復興時に濠沿いに街路が計画されたこと

が、現在の濠沿いの街路創出の大きな要因となっている。 
第 5 章 事例                      
4-1.富山の場合 

富山は、明治初期から戦災後まで断続的に濠の埋め立て

が行われており、各年代における濠の消失背景の一端を把

握するのに適した事例として取り上げる。なお、富山にお

ける濠の埋め立てについては、富山市郷土資料館作成した

レポートを参考にしている19。 
明治初期の外濠の埋め立て 
廃城令が発令された際、富山城は廃城指定を受け、その

後、三の丸が払い下げられる。1885(M18)年の「富山県上
新川郡富山市街見取全図」からは、三の丸が払い下げられ

市街化し、外濠が徐々に埋め立てられていく経過が確認で

きる。また、学校や寺院を建てる際には砂持奉仕が行われ

賑やかに作業が進められたとの記述があり、積極的な都市

づくりとして濠の埋め立てが行われていたと考えられる。

ほとんどの外濠が 1892(M25)年までに埋め立てられた。
つまり明治初期の埋め立て背景としては、廃城令以後の城

郭跡地の払い下げが大きな要因と考えられる。 

図 1.各都市における濠の消失状況 



 
 

 

昭和初期の都市計画策定における街路案 
1924(T13)年に富山市は都市計画施行都市の指定を受

け、都市計画地方委員会が設置された。本委員会の中では、

城郭を貫き目抜き通りであった大手通りと富山駅とを直

線道路で繋ぐとの案が計画された。しかし、富山市史蹟名

勝天然記念物調査会から「富山城址保存に関する建議書」

による反対声明が出されたことが影響したのか、最終的に

城址を貫く案は採用されなかった。 
戦災復興都市計画における濠の埋め立て 
富山は戦災により市街地の 90％が罹災した。空襲によ

り生じた瓦礫処理のために内濠北側が埋め立てられ、次に

街路新設のために内濠東側が埋め立てられた。内濠西側は、

建物が建てられる度に埋め立てられていった。昭和初期に

計画された街路計画では、内濠東側上を通る街路は計画さ

れておらず、戦災復興の際に新しく計画されたものである。

富山では昭和初期に、城郭の破壊に対する反対声明が出さ

れていた経緯がありながら、戦災復興では濠の上に街路を

計画・建設されており、詳細な背景は確認できていないが、

濠が城郭などに比べ低く評価されていたと想像できる。 
4-2.松山の場合 
松山は江戸期から戦前まで地図にて確認する限り、濠の

消失が見受けられない稀な事例だが、戦後に濠の一部が消

失している。これ以外にも、松山では戦後に大規模な濠埋

め立てが計画されていながら、市民団体などの反対を受け

中止となった騒動がある。以下でその背景と反対理由につ

いてまとめる。なお、松山における騒動に関しては、長坂

の調査研究を参考にしている20。 
終戦直後の濠埋め立て計画 

1948 年、進駐軍が濠埋め立てを示唆したことにより、
市により濠埋め立て計画が立てられる。埋め立てに際し当

時の安井雅一市長は「敗戦以来、各方面に変貌を来たし、

松山市にとり伝統・歴史は第二義的である。(中略)水利問
題について、100町歩の水利権を十分尊重し補填をしなが
らやってまいりたい。」「市は土地が欲しい。風致の点も考

えるが将来高層建築の並ぶ立派な市街地としたい。」と述

べている。それに対し、市民を中心とした反対団体は以下

の反対理由を挙げている。①国宝松山城の城濠の完備する

点は全国屈指であり、濠と城は密接不可欠②城濠の水は灌

漑用水として使用されており、埋め立て後の影響が大きい

③水に恵まれない松山から水源地を奪うことは、風景上、

風致上好ましくない④城濠は市民にとってオアシスとな

っている⑤濠は養魚場として利用し、将来は濠も含めて大

松山公園を計画するべきである⑥観光資源として保存す

べきである。最終的に濠埋め立て計画は中止となった。埋

め立てに際しての市長の意見から、戦災復興期には新しく

都市をつくるための土地が必要との意見が読み取れ、同時

代の濠消失背景には、都市化のために濠が消失した事例が

あると想像できる。 
 

また、彦根では衛生面を理由とした濠の埋め立てが確認

されており、都市化の中で水質悪化による濠の埋め立てが

起きていたとも想像できる21。 
第 6 章  まとめ                         
6-1.まとめ 

 本研究により、以下の事が明らかになった。 
①明治維新以降から 1970 年前後の間に、断続的に濠の埋
め立てが多くの都市で起き、松山や静岡などごく一部の都

市を除いて、大部分の濠の消失が起きていた。 
②濠跡地の土地利用としては、どの年代においても建物用

地として用いられる事例が多い。また、明治後半までの土

地利用の中に、田圃や荒地といった積極的な土地利用とは

考えにくい事例が数件確認できた。 
③戦災復興都市計画に、多くの都市で濠沿いを通る街路が

計画されていたと同時に、濠の上に街路が計画された都市

もある。 
6-2.今後の課題 

 濠の消失背景や理由をより明らかにするために、都市ご
とに詳細な経緯や濠の利用状況等を調査する必要がある。 
                                                   
1 西ケ谷恭弘『日本名城図鑑』理工学社 1993 
2 例えば、『都市の景観形成と首都高速道路』1984がある 
3 佐藤滋ほか「近世城下町を基盤とする地方都市の近代都市つくりに関す
る研究 その 1-7」日本建築学会学術講演梗概集 1988-1996など 
4 浦山益郎ら「官庁街の変遷と都市テサイン手法に関する研究 その 01~
15」本建築学会学術講演梗概集 2002-2007など 
5 西山道大ら「畿内における城址の公園化に関する研究」日本建築学会近
畿支部研究報告集 計画系(46) pp.833-836  2009 
6 田畑貞寿ら「城跡の公園化と歴史的環境の整備」造園雑誌 53(5) 
pp.169-174 1990 
7 天野光一ら「戦災復興街路の計画設計思想に関する研究」都市計画論文
集 23号 pp.511-516 1998 
8 浅野純一郎「地方都市の戦災復興都市計画における街路計画の立案とそ
の特色に関する研究-戦前期の初期計画との比較を通して-」日本建築学会
計画系論文集 第 76巻 第 667号 pp.1621-1630 2011 
9 馬木知子「明治・大正期の外濠の改築・埋立にみる都市風景のとらえか
たについて」都市計画論文集 39号 pp.121-126 2004 
10 森山英一『明治維新・廃城一覧』pp.19 新人物往来社 1989 
11 西村幸夫『都市保全計画』pp.49東京大学出版 2004 
12 上掲 5 pp.71-74によれば、戦前は皇国史観に基づく史蹟評価が強かっ
た 
13 上掲 5に同じ pp.58-59 
14 野中勝利「城下町都市における戦前の風致地区の指定にみる都市づく
り上の風致地区の位置づけと役割」日本建築学会計画系論文集 第 471号
pp.99-109 1995 
15 盛岡は地図が不鮮明なため計測不可能、宇都宮・前橋は絵図を旧版地
形図に重ね合わせることが不可能であったため表には記載されていない。

徳島・福山に関しては、地図上で確認する限り一度消失した濠が復元して

いるが、詳細を確認することはできなかった。 
16 盛岡、宇都宮に関しては除いてある 
17 建設省『戦災復興誌 第一巻 計画事業編』pp.56 大空社 1991 
18 上掲 12に同じ pp.57 
19 富山市郷土博物館「富山城址の変遷 富山城と私たちが暮らす街」 
20 長坂整史「松山城埋立て反対運動について」伊豫史談 354 2009 
21 米島万有子「マラリア防疫を目的とした濠の埋め立てによる歴史的景
観の改変-彦根城の遺構「濠」をめぐる行政と地域住民の論争に着目して-」
京都歴史災害研究 第 12号 pp.31-39 2001 
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表 2.富山における濠の消失変遷 


