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第 1章 序論 

1-1 背景と目的 

現代に東海道を歩いて旅する人がいる。彼らは、ブログ等

に石碑や建造物、絵図に描かれた要素の写真を掲載している

場合が多い。それらをもとに近世の旅路を想像しながら東海

道を歩いているのであろう。 

さて、街道に沿って宿場町を訪れ、近世に想像をめぐらせ

る場合、すべての宿場町が伝統的なまち並みを残しているこ

とが旅の魅力につながるだろうか。むしろ、宿場町毎に異な

った形で近世の片鱗を残していることが旅の魅力となりえる

のではないか。新たな宿場町を訪れる度に新鮮な心構えで近

世の面影を探すこととなり、飽きることなく 53の宿場町をめ

ぐることができる。 

東海道の宿場町には近世の旅路を想像させうる要素(以後、

想起素材)があり、それらを探し近世の様子を想像することを

現代に宿場町をめぐる旅の魅力の一つとする立場のもと、想

起素材の各宿場町における存在状況を明らかにし、宿場町を

めぐる旅からみた想起素材の存在状況の意味を考察する。 

1-2 研究の位置づけ 

本研究に関連する先行研究としては、複数の宿場町で調

査・比較等を行った研究

(1)

、歴史的なまち並みと観光の共生

に言及した研究

(2)

、物語をめぐる旅における旅行者の行動に

ついての研究

(3)

、がある。これに対し、本研究の関心は宿場

町における近世の面影の残り方にある。 

1-3 論文の構成 

2 章で東海道・宿場町の概要、かつての宿場町の特色をま

とめ、3章で現代の町に残る石碑や建造物、4章で絵図に描か

れた要素をまとめる。5章では現代の宿場町の特徴をとらえ、

6章で 2～5章の結果をまとめ、7章で結論とする。 

1-4 研究の対象地 

本研究では、東海道に整備された 53の宿場町を対象とする。 

第 2章 東海道の宿場町のかつての特徴 

2-1 東海道の概要 

東海道の道筋は原則として中世以来の街道筋を利用し、10

の城下町を通っている。また、峠や海上渡し・架橋されてい

ない大河川などの難所が点在していた。 

2-2 宿場町の概要 

江戸時代の宿場町は、陸上交通での輸送機能と宿泊施設を

併設したところをいい、人馬による貨客の継立・通信業務・

旅人の休泊に対する施設の三つに大別される義務を負った。 

2-3 宿場町毎の特色 

文献等から読み取れるかつての宿場町の栄え方の特徴とし

て、城下町・門前町・港町・遊興地を挙げ、『児玉幸多編「日

本史小百科 宿場」(東京堂出版)』と『「歩いて旅する東海道」

(山と渓谷社)』の記述から、それらの栄え方に該当する宿場

町を整理した。同様に、東海道の難所として書かれている峠・

海上渡し・架橋されていない大河川を取り上げ、それらと宿

場町との位置関係を出す。また、『児玉幸多編「近世交通史料

集 4 東海道宿村大概帳」(吉川弘文館)』より、かつての人

口・戸数を調べ栄え方・難所との関係を示した。 

第 3章 想起素材としての旧跡 

3-1 旧跡による想起 

近世の想起素材として、宿場町であったことを現代に伝え

る石碑や建造物(以後、旧跡)がある。本陣・脇本陣・問屋場・

高札場・旅籠の 5 施設(以後、街道施設)を対象とし、各宿場

町にどのように旧跡が残っているか調査する。 

3-2 調査概要 

宿場町を含む自治体が HP に掲載している「町めぐりマップ」

等と『「歩いて旅する東海道」(山と渓谷社)』に書かれている

街道施設の旧跡を抽出する。ガイドマップ・HP・google マッ

プのストリートビューを参照し、旧跡の形態を現存・移築現

存・模造・アイコンの 4パターンに分類した。 

3-3 宿場町の類型化 

宿場町毎に、抽出した街道施設を形態別に整理し、それぞ

れの旧跡の形態の種類によって宿場町を類型化した
(Fig.1)

。 

3-4 まとめ 

宿場町を旧跡の種類・形態で 5 グループに分類した。全て

の街道施設の旧跡を残す宿場町は、現存する旧跡を持つ宿場

町に限られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4章 想起素材としての描画要素 

4-1 絵図による想起 

現代に残る絵図に描かれた要素を見て、それらを中心に絵

図から情報を補い、かつての様子を想像できると考える。 

4-2 調査概要 

『白石克編「広重 東海道 53 次八種百十八景」(小学館)』に

Fig.1 宿場町に残る旧跡の形態、及び宿場町の類型 



ある 7 種の絵図から同書の記述を基に描画

要素を抜粋した。また、『「歩いて旅する東

海道」(山と渓谷社)』の記述から描画要素

を抽出した。 
4-3 宿場町毎の描画要素 

抽出された要素の中から難所
(Table 1)

・特徴

的な建造物
(Table 2)

を、『「歩いて旅する東海道」

(山と渓谷社)』からその他の描画要素
(Table 3)

を、宿場町ごとに整理した。 

4-4 まとめ 

絵図を介して想像することで、

かつての旅人の行為なども併せ

て想像することができる。絵図

に描かれた難所は現代の旅路の

中でも経験でき、特徴的な建造

物は今もその痕跡を確認できる。

また、橋や料亭など様々な要素

が今もまち並みの中に残る。 

第 5章 宿場町の現在の姿 

5-1 宿場町であった地域の現

在の姿 

宿場町が現在どのような町

に姿を変えたか、想起素材の

周辺はどのような土地利用が

されているかについて、用途

地域を調べることで明らかに

する。また、各宿場町が現代

において主要な交通機関とど

の程度離れているかを合わせ

て調査する。 

5-2 調査概要 

各宿場町の町めぐりマップ・『「歩いて旅する東海道」(山と

渓谷社)』・『児玉幸多編「近世交通史料集 4東海道宿村大概帳」

(東京堂出版)』・絵図を参照し、宿場町であった範囲を定める。 

宿場町を含む自治体が HP に掲載している「地理情報システ

ム」「都市計画図」の用途地域図に宿場町の範囲をプロットし

用途地域の割合・長さ・駅や国道との距離を測定する。 

5-3 現在の宿場町の特色の違い 

用途地域の指定がされていない地域を指定なし型、商業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系・住居系の土地利用が全範囲でされている地域をそれぞれ

商業地域型・住居地域型、75%以上を占めている地域をそれぞ

れ過半商業地域・過半住居地域、その他を細分型とし、宿場

町を分類した
(Table 4)

。また、宿場町毎に国道と鉄道駅との距

離を測定した
(Table 5)

。 

5-4 まとめ 

商業系・住居系の土地利用の割合が多いが宿場町毎に様々

な土地利用がされている。鉄道駅は峠の難所付近の宿場町で

は比較的離れているが、国道と鉄道駅とともに 1.5km 以上離

れている宿場町は 1地域のみである。 

第 6章 宿場町をめぐる旅において 

6-1 結果の重

ね合わせ 

2～5 章の結

果から宿場町毎

の特徴を整理し、

さらに、街道施

設の旧跡付近の

用途地域を示す。 

街道に沿って

宿場町を 10 の

シリーズに分け、

宿場町を連続し

て訪れる際の想

起素材の存在状

況の特徴を述べ、

可能性と課題を

考察した
(Table 6)

。 

 

6-2 宿場町をめぐる旅の観光資源 

各宿場町において、近世を想像する経験に相違がある。こ

の相違により、連続して宿場町を訪れた際に各宿場町の印象

が強くなる対比の係留効果が働くとすると、想起素材が各宿

場町で異なった形で存在することは旅行者の柔軟な想像力を

引き出す効果を持つ。 

第 7章 結論 

7-1 結論 

1．現在の宿場町の想起素材の在り方・土地利用・主な交通機

関との距離を示し、近世の想起素材の存在状況を明らかに

した。宿場町毎に異なる変化をしたまち並みの中に、様々

な形をした想起素材が存在する現実が明らかとなった。 

2．これらをシリーズとしてみた場合に、想起素材の存在状況

の多様性という観点から変化が充実した区間・乏しい区間

が抽出された。前者は現代のまち並みの中から過去を想起

する際に、一様ではない想像力を引き出すという意味にお

いて宿場町をめぐる魅力となる可能性がある。 

3．かつて宿場町であった地域において、伝統的なまち並みや

町屋風の建物を再現するだけでない観光振興の在り方の可

能性が示唆された。 

7-2 今後の課題 

自治体のマップやガイドブックでの調査のみのため、今後

はヒアリング調査・フィールド調査が必要である。 
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宿名 難所

2 川崎宿 多摩川(六郷)

7 平塚宿 相模川

10 箱根宿 箱根山

15 蒲原宿 富士川

16 由比宿 薩埵峠

19 府中宿 安部川

21 岡部宿 宇津ノ谷峠

23 島田宿 大井川

24 金谷宿 大井川

25 日坂宿 小夜の中山

28 見附宿 天竜川

30 舞阪宿 今切の渡し

31 新居宿 今切の渡し

41 宮宿 七里の渡し

42 桑名宿 七里の渡し

48 坂下宿 鈴鹿峠

49 土山宿 鈴鹿峠

宿名 特徴的な建造物 痕跡

6 藤沢宿 遊行寺 遊行寺

9 小田原宿 城 小田原城址公園

11 三島宿 三島神社 三島大社

12 沼津宿 沼津城 沼津城本丸跡

17 興津宿 清見寺 清見寺

22 藤枝宿 田中城 田中城跡

29 浜松宿 浜松城 浜松城

34 吉田宿

城

吉田神社

吉田城

吉田神社

38 岡崎宿 岡崎城 岡崎城

39 知立宿 知立神社 知立神社

41 宮宿 熱田神宮 熱田神宮

42 桑名宿 桑名城 九華公園

43 四日市宿 諏訪明神 諏訪神社

44 石薬師宿 石薬師寺 石薬師時

46 亀山宿 亀山城 亀山城跡

48 坂下宿

岩屋観音

鈴鹿明神

岩屋観音

片山神社

49 土山宿 田村神社 田村神社

52 草津宿 膳所城 膳所城址公園

53 大津宿 三井寺 園城寺

Table 2 絵図に描かれた特徴的な建造物 

宿名 描かれているもの 絵図

3 神奈川宿 料亭田中屋 広重の五十三次内

4 保土ヶ谷宿 新町橋 広重の五十三次内

5 戸塚宿 吉田大橋 広重の五十三次内

道標 広重の五十三次内

12 沼津宿 三枚橋 広重の五十三次内

20 丸子宿 丁子屋 広重の五十三次内

27 袋井宿 丸凧の工房 浮世絵

36 赤坂宿 蘇鉄 広重の五十三次内

37 藤川宿 棒鼻 広重の五十三次内

42 桑名宿 蟠龍櫓 広重の五十三次内

43 四日市宿 諏訪神社 東海道名所図会

51 石部宿 田楽茶屋 広重の五十三次内

Table 3 その他の描画要素 

Table 4 土地利用による宿場町の類型 

国道

鉄道

2川崎宿、3神奈川宿、4保

土ヶ谷宿、5戸塚宿、8大磯

宿、13原宿、15蒲原宿、17興

津宿、18江尻宿、19府中宿、

26掛川宿、35御油宿、36赤

坂宿、37藤川宿、39知立宿、

45庄野宿、47関宿、52草津

宿、53大津宿

24金谷宿、40

鳴海宿、46亀

山宿、51石部

宿

12沼津宿、23島

田宿

-

1品川宿、7平塚宿、9小田原

宿、31新居宿、33二川宿、34

吉田宿、38岡崎宿、41宮宿、

43四日市宿

6藤沢宿、11三

島宿、27袋井

宿、30舞坂

宿、42桑名宿

- 29浜松宿

16由比宿、20丸子宿、28見

付宿、44石薬師宿

22藤枝宿、50

水口宿

14吉原宿 -

10箱根宿、21岡部宿、25日

坂宿、48坂下宿、49土山宿

32白須賀宿 - -

遠距離

(3000m～)

近接

(～500m)

近距離

(500～1500m)

中距離

(1500～3000m)

遠距離

(3000m～)

近接

(～500m)

近距離

(500～1500m)

中距離

(1500～3000m)

Table 5  宿場町と鉄道駅・国道との距離 

Table 1 
絵図に描かれた難所 

Table 6 シリーズ毎の想起素材の存在状況 
1品川宿

近世の片鱗をアイコンのみでしか見ることができない。最初の宿場町なの

で、象徴的なものを配置するべきである。

2川崎宿～4保土ヶ谷宿

街道に沿って宿場町を訪れる度により状態のいい旧跡を含む宿場町とな

る。次の宿場町への期待を持つことができる。

5戸塚宿～10箱根宿

全ての地域で旧跡はアイコンのみしか残っていない。商業的な土地利用

がほとんどであり、似通っている。箱根に向けて道のりも険しくなるため旅

人にとって退屈でつらい区間である。

11三島宿～14吉原宿

移築現存や絵図に描かれた橋や料亭が残っている。それぞれに特徴のあ

る区間である。

15蒲原宿～21岡部宿

旧跡を多くの残す地域から街道を進むにつれ、はじめ数は減っていき、18

江尻宿の後は増加する。各宿場町の変化の仕方・旧跡の残り方の違いと

地形の関係を感じられる区間である。

22藤枝宿～24金谷宿

旧跡の残り方に変化はあまりない。しかし、城下町・川越の拠点であった

地域で、かつての栄え方の片鱗を感じることができる区間である。

25日坂宿～37藤川宿

現存する旧跡を残す地域、何も旧跡を残さない地域がある。宿場町・城下

町の栄え方の違いにおける旧跡の残し方の違いを感じることができる。

38岡崎宿～46亀山宿

旧跡の情報は少ない。絵図の描画要素が多く残っている区間である。

47関宿～52草津宿

街道に沿って宿場町を訪れる度にその旧跡が減っていくが、草津宿の本

陣など状態のいい旧跡もあり、また、土地利用も様々である。宿場町毎の

旧跡の残し方の違いを感じることができる区間である。

53大津宿

非常に長い宿場町の範囲に対し、旧跡が一つしか残っていない。本陣の

建造物を残す52草津宿の後でもあり、最後の宿場町なので、象徴的なも

のを配置するべきである。

シリーズ⑦

シリーズ⑧

シリーズ⑨

シリーズ⑩

シリーズ①

シリーズ②

シリーズ③

シリーズ④

シリーズ⑤

シリーズ⑥

商業地域型 商

1品川宿、2川崎宿、4保土ヶ谷宿、9小田原宿、14吉原宿、

18江尻宿、19府中宿、22藤枝宿、23島田宿、29浜松宿、33

二川宿、34吉田宿、43四日市宿、52草津宿

商＋住

3神奈川宿、6藤沢宿、7平塚宿、8大磯宿、11三島宿、27袋

井宿、28見付宿、30舞坂宿、46亀山宿、51石部宿

商＋工 12沼津宿、38岡崎宿、41宮宿

商＋白地＋住 10箱根宿

住居地域型 住

16由比宿、17興津宿、20丸子宿、35御油宿、36赤坂宿、45

庄野宿

住＋商 15蒲原宿

住＋市調＋工＋商 49土山宿

商＋住 5戸塚宿、39知立宿

住＋商 13原宿、24金谷宿、31新居宿、47関宿

商＋住＋工 26掛川宿、40鳴海宿、42桑名宿

住＋商＋工 21岡部宿、50水口宿

住＋工 37藤川宿

市調＋商＋工＋住 53大津宿

指定なし型 - 25日坂宿、32白須賀宿、44石薬師宿、48坂下宿

過半商業地域型

過半住居地域型

細分型


