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Heritage along once flourished historic highways are often lost due road widening projects as most of them are still the 
shortest routes that connect important places today.  This survey focuses on Old Tokaido, one of the five highways 
that connected Edo Tokyo and cities around Japan, that still serves as a major corridor connecting towns between Tokyo 
and Kyoto.  It explores to what extent the post towns and the road between them are conserved as historic highway 
landscape and discuss what kind of conditions are necessary for the conservation.  The walking survey was conducted 
for the entire length of Old Tokaido to collect data on the conditions of roads and historical townscapes.  The result is 
shown in the form of matrix categorizing the segments of Old Tokaido according to walkability and development 
pressure. 
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1. 調査の背景と目的  
近年、歴史的な建造物や街並み、風景が再評価されるようにな

ってきており、自然遺産や伝統的建造物などを再評価し観光要素

として活用する取り組みやその風景を維持するためのマスター

プランが策定されてきている。一方、1964年の東京オリンピック

後のモータリゼーションの発達により交通量や車での移動が増

大し、かつての風合いが消されてしまう場所もあった。特にかつ

ては人の往来でにぎわっていた旧街道は、道幅は狭いが今でも重

要な場所を結ぶ一番の短絡路であることが多いために幹線とな

る道路が通される傾向があり、旧街道上にあった遺産は道路の拡

幅により消されてしまうことが多い。 
本調査は旧街道の一つであり今でも日本の大動脈である東海

道上にあった旧東海道を取り上げ、その旧街道上、特に宿場町と

宿場町の間の区間における歴史的な街道景観の保全がどの程度

おこなわれているかを明らかにし、保全条件についての分析およ

び考察をおこなうことを目的とする。 
 
2. 調査の位置付けと方法・構成 
宿場町は、かつての姿を色濃く残す地域も多いために、宿場町

の街並みや建物に関する研究は多い 1) 2)。また、古くからの街並

みが多く残っている旧中山道に関しては、道中（宿場町間）の街

並みの研究が行われている 3) 4)。しかし、東海道の宿場町間にお

いての街道景観の実態についての研究はない。 
本調査では、旧東海道の江戸日本橋から京三条大橋間の海上を

除く旧東海道全域で、宿場町ではない宿場町間の全道中を対象と

する。 
第３章では道路状況についての分析を、第４章では街並み整備

について、かつての街道の風景を残すものがどのように残ってい

るか、また残っておらずとも修景などを繰り返し再現しているか

を検討する。第５章では地形および都市整備に関する分析を行い、

第６章では、これらのデータをもとに重ね合わせ類型化とケース

スタディをおこなったのち、第７章で結論を述べる。 
旧東海道全区間の実地徒歩調査を2017年8月30日から9月12

日にかけての14日間でおこない、それを補完する形で書籍、地形

図、都市計画図を参照し、また、各市区町村のホームページに掲

載されている計画データを用いた。ルートについては図１を参照

のこと。 
 
3. 道路状況の現状と整理 
3. 1. 歩道についての分類と考察 
対象地を歩道に着目して次の8つに分類した。 

(0) 歩道なし（車道のみ） 
(1) 歩道舗装のみ 
(2) かさ上げ・縁石 
(3) ガードレールなど車道と物理的な高さがあるもので区分け 
(4) (2)と(3)の双方が存在 
(5) 歩行者専用道路 
(6) 登山道、ハイキングルートなど 
(7) 道なし（通行不可） 
 それぞれの各県における割合は表１のとおりである。 
 道路地図と重ねて評価すると、国道では、(2)や(3)、(4)というよ

表１ 歩道分類の割合（都道府県別） 
*表中の[N/A]表記はデータが存在しないことを示す。 

  
東京

都 

神奈

川県 

静岡

県 

愛知

県 

三重

県 

滋賀

県 

京都

府 
小計 

0 N/A 1.7% 4.3% 2.3% 2.9% 4.8% 0.3% 16.3% 

1 0.8% 2.4% 9.7% 5.9% 5.0% 5.3% 0.4% 29.5% 

2 N/A 1.8% 16.3% 3.0% 1.6% 2.1% 0.0% 24.7% 

3 N/A 0.2% 1.0% 1.6% 0.5% 0.1% N/A 3.4% 

4 2.7% 10.6% 4.9% 3.3% 0.7% 0.4% 0.6% 23.3% 

5 N/A 0.2% 0.5% 0.0% 0.0% 0.1% N/A 0.9% 

6 N/A 0.7% 1.0% N/A 0.1% 0.1% N/A 1.9% 

 

- 144 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.18, 2019年 8月 

Reports of the City Planning Institute of Japan, No.18, August, 2019 

 

 

 

うに車道と明確に分かれた部分が多いが、西方へ行くほど縁石の

みなどの場合も増えてくる。 
旧街道は道路幅が狭いことなどからバイパス道路が通されたも

のが多いが、一方で、通行量が多いものの歩道舗装のみであるな

ど、歩くのには危険な箇所が少なからず存在する。 
 また、旧東海道は峠越えも多く山道も箱根峠、宇津ノ谷峠、鈴

鹿峠など2%ほど存在する。 
3. 2. 車道についての分類と考察 
対象地を車道に着目して次の５つに分類した。 

(1) 歩行者専用 
(2) 一方通行 
(3) 対面：中央分離白線なし 
(4) 対面：中央分離白線あり：片側１車線 
(5) 対面；中央分離白線あり：片側２車線以上 
 それぞれの各県における割合は表２のとおりである。 
 中央分離白線がない道路では車がすれ違うための位置関係が

はっきりしていない上にすれ違いの際に歩道に割り込む形で行

ったりするため、歩行者にも危険を感じる道路であった。中央分

離白線がない道路は全体の41%と多いにも関わらず、旧街道は通

行量が多いところも多々ある。 
3. 3. 道路管理主体についての分類と考察 
対象地を道路管理主体に着目して次の３つに分類した。 

(1) 国道 
(2) 都府県道 
(3) その他 
 それぞれの各県における割合は表３のとおりである。 
 国道はきちんと歩車分離がなされている部分が多い一方、都府

県道は地域道路を含むため、車道との分離が舗装だけであるなど、

必ずしも歩くような空間として適していない場合もある。 
 特に国道21%のうち、国道一号線（現在の東海道）に指定され

ているのは15.5% (15/21)と7割を超える。 
 東京小田原間は特に京浜道路などにより車線数も多くかつて

の風合いが消されてしまっているところが多くある一方、三重

県・滋賀県などは国県道に指定されているところは少ない。 
3. 4. 旧東海道の道路状況の実態 
 旧東海道では、通行量に対して車線が少ない場所や、歩くのに

危険を伴う道路が存在することが確認できた。 
 
4. 街並みとその整備の現状と整理 
4. 1. 松並木 

松並木は旧東海道の象徴である。松並木の存在は昔の人にとっ

ては目印や休息場、日除けとしての役割を持っていた。表4に都

道府県別の松並木の存在する割合を示す。 
静岡県内は松並木を多く残している(残っている)箇所が多い一

方で、生活圏が近い神奈川県内にも現存しているところが多いの

はバイパス路を適切に通した結果などであると思われる。データ

制約上、かつて全区間で松並木があったとは言えないが、東海道

らしさの象徴でもある松並木が 4%にも満たないために、このよ

うな区間は貴重な存在である。 
4. 2. 街並みおよび道路舗装 

旧東海道は住宅街やバイパス路を通行する場合があるが、一部

で修景された場所や道路舗装が異なる場所があった。関宿や有松

エリアは伝統的建造物群保存地区として指定されているが、それ

以外でも、旧東海道を歩いているように感じられる場所がある。

これまでに述べた松並木や山道など以外の人工的な景観要素で

ある街並みおよび道路舗装（石畳を含む）に関して検討した。 
(1) 街並みの評価方法：街区画が少なくとも1区画以上の道路内

において建物が修景されていると感じられるか。 
(2) 道路舗装の評価方法：石畳調で、石に彩度の高い色を使って

いない道路が続く、もしくはオレンジから茶色のコンクリー

ト舗装である。旧東海道以外の場所で同じような風合いで舗

装されておらず、ここが旧東海道であると容易に判断がつく。 
全東海道において、街並み修景が見られるのは17.11km（2.2%）、

東海道を感じさせる道路舗装が見られるのは 47.99km（7.9%）で

あった。 
4. 3. かつての幅員・松並木 

東海道宿村大概帳 5)には、宿場町の概況や道路幅員、通過町村

や管理区分などについて記録されている。道路幅員および松並木

についての現況と比較をするために、本書を対象として文献調査

を行った。 
道幅については、概ね３〜４間の幅であった。現在の道路状況

でいうと、片側交互通行～中央分離白線ありの対面通行ほどの幅

であり、そのような幅を持つ旧街道では現在でも古い建物など昔

ながらの風情が残る部分もあった。松並木については、区間によ

ってばらつきはあるが概ねの区間で整備されていたようだ。「道

と路がわかる事典」6)にも「江戸時代の東海道には、松並木が延々

と続いていた。だが、戦時中に飛行機の燃料を採取するため、ま

た道路の拡張などのために伐採され、今ではごく一部にその面影

をとどめているに過ぎない。」と書かれている。 
4. 4. 各市区町村の計画の評価 

各通過市区町村の景観計画もしくはマスタープランにて、旧東

表２ 車道分類の割合（都道府県別） 

 
東京

都 

神奈

川県 

静岡

県 

愛知

県 

三重

県 

滋賀

県 

京都

府 
小計 

１ N/A 1% 2% 0% 0% 0% N/A 3% 

２ 1% 1% 0% 1% 0% 0% N/A 3% 

３ N/A 3% 13% 6% 8% 10% 1% 41% 

４ 0% 10% 21% 6% 2% 2% 0% 41% 

５ 3% 3% 2% 3% 1% 0% 0% 13% 

 
 

表３ 道路管理主体の割合（都道府県別） 
 東京

都 

神奈

川県 

静岡

県 

愛知

県 

三重

県 

滋賀

県 

京都

府 
小計 

１ 2.6% 8.6% 3.9% 3.3% 1.4% 1.5% N/A 21.33% 

２ N/A 2.9% 17.7% 4.9% 0.6% 1.3% 0.6% 27.90% 

３ 0.93% 6.0% 16.2% 8.0% 8.9% 10.1% 0.7% 50.78% 

表４ 松並木の割合（都道府県別） 
 東京

都 

神奈

川県 

静岡

県 

愛知

県 

三重

県 

滋賀

県 

京都

府 
小計 

県内

割合 
0.0% 5.3% 3.9% 6.3% 0.6% 0.9% 0.0%  - 

全体

割合 
0.0% 0.9% 1.5% 1.0% 0.1% 0.1% 0.0% 3.6% 
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海道に関しての整備・修景計画があるかを以下の4つにより判断

した。 
①資源認識：計画の中の各市区町村の「景観の特徴」の章などで、

東海道およびその街並みが資源、もしくはその市区町村の中にあ

る特徴として記述されているか。 
②保全意思：「景観づくりの指針・方針」などの章で①で触れた資

源特徴を生かしてまちなみを形成していく意思があるかどうか。 
③街道軸設定：各市区町村の中に存在する道としての旧東海道が

一貫した軸としての計画があるか。 
④保全方法：昔ながらの旧東海道の風景を保全するために、計画

として細やかな規則やファサード指定があるか。 
表５に、宿場町および市県の範囲で計画評価が概ね良好であっ

た市町村・地区をあげる。 
4. 5. 総括 景観と計画の相違について 

本章での各節の分析をオーバーレイして統括すると、東海道ら

しさが残るようなものは元来からあまり残っていない上に、それ

らが自治体により必ずしも資源認識されていないことも多いこ

とがわかる。特に、松並木は他の要素に比べて重要度が低い。ま

た、山道や登山道も元来自然のものであるという認識があるから

か保全方法としては割合が低くなる。一方で、それらを持ってい

る場所は旧東海道を観光などの資源と認識して景観計画を立て

ている場合も少なくない。 
 
5. 地形および都市整備の現状と整理 
5. 1. 道路開発と鉄道開発 
 道路や鉄道が旧東海道とどのような位置関係にあるかを地図

上で判断するとともに、各道路がどのような景観なのかを以下の

分類で判断した。これら分類を全区間について図示した（図１）。 
  G1：修景済み 
  G2：昔ながら 
  G3：住宅街 
  G4：商業街…ビル街/商店街も含む。 

  G5：ロードサイド型 
 現東海道（国道1号線）は、宿場町を比較的避けて通している

が、宿場町間については考慮されておらず、旧東海道と国道１号

線が交差する場所もある。 
5. 2. 用途地域と市街化区域 

 旧東海道に並行して東海道新幹線や東名高速道路が建設された

ことや、主要な市街地が東海道沿いに点在していることから、商

業地域や住居系用途地域を含んだ、ほぼ全ての用途地域を旧東海

道は通過している。また、峠を含む一部の区間以外は市街化区域

もしくは市街化調整区域として指定されている（図２）。 
5. 3. DID 

 旧東海道の道中で駅近くもしくは鉄道沿線である範囲ではDID
が広がっていく。おおむね旧東海道に沿って東海道線が敷設され

ているため、かつてDIDでなかった地域であっても地域が広がっ

ていくことが確認できた。 
5. 4. 標高 

 旧東海道は、概ね周りよりも低い場所を通過している。このよ

うな場所は特に道路や鉄路が通される際にも通しやすい場所で

あるため、旧道がそのまま国道となり旧道が消滅してしまう場所

も存在する。 
5. 5. 総括 

 街道景観が残る場所では概ね国道は迂回して通されているこ

とが多く、交差したとしても立体交差が多い。DID指定を受けて

いる、もしくは用途地域が指定されている、いわば開発圧力が強

い中で景観保全の取り組みが行われている地域については、次章

でケーススタディとして考察する。 
 
6.  旧東海道の類型化とケーススタディ 

6. 1. 宿場町および道中の類型化 

 第３章から第５章までを総括し、すべての地域についての類型

化を行う。図３にその結果を示す。縦軸が第３章、横軸が第５章、

色分けが第４章の結果を用いている。 
6. 2. 街道景観が優れている場所の類型と詳細 

 街道景観が優れている場所（G1およびG2）では、概ね歩きや

すさと開発圧力は相反する関係性にあった。どのようにして昔な

がらの景観を保全・維持してきたかを詳細分析していくが、宿場

町について取り扱った論文は存在するために、宿場町以外の場所

で居住者がいる場所、つまり山の中をのぞく以下の場所を主にケ

ーススタディをおこなう。 

表５ 計画評価が概ね良好な市町村・地区 
東京都 ： 品川区  

神奈川県： 川崎市、茅ヶ崎市、大磯町 保土ヶ谷宿、藤沢宿 

静岡県 ： 静岡県 宇津ノ谷地区、新居宿 

愛知県 ：  二川宿、有松地区 

三重県 ： 亀山市  

滋賀県 ： 湖南市、栗東市 草津宿 

 

 

図１ 各区間の景観についての類型化 
 

図２ 都市計画区域の指定の様子（国土数値情報より作成） 
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①開発圧力が弱く歩きやすい：「宇津ノ谷峠」「金谷日坂間」「土山

宿前後」 
②開発圧力が強く歩きにくい：「品川宿南」「三島宿手前」「舞阪宿

手前」「御油～赤坂間」 
③開発圧力が強く歩きやすい：「大磯宿手前」「蒲原宿」 
 ケーススタディでは、今まで用いたデータに加え、各地区の歴

史、住民の活動、どのような景観であるかを詳細に追加調査をお

こなった。 
 開発圧力が弱く歩きやすい地域（ケーススタディ①）では、ど

こも公共交通がなく不便な地域である上に車が必須な地域であ

る。近傍に国道などが通されないと生活不便地域となり人口減少

に進展する。むしろ、このような人口減少地域であるからこそ開

発が進まず現在まで旧東海道の風景が残った地域である。 
 開発圧力が強く歩きにくい地域（ケーススタディ②）では、か

つての道幅を残すために車の通行幅や歩道が犠牲になっている。

近くのバイパスの混雑などにより抜け道となっているため当該

区間の自動車は排除できない。しかし、当該地域でも地域住民に

よる任意団体の活動により景観を維持している場合がある。 
 開発圧力が強いが歩きやすい場所（ケーススタディ③）では旧

街道を通行する人を生活者だけにするような誘導が功を奏して

いる。地域活動が活発であり保全に成功している。 
 
7. 結論 街道景観保全の条件の整理 
 以上をまとめると旧東海道において、街道景観の保全を行って

きた場所は共通して以下のいずれかの必要条件を満たす必要が

あると推察できる。 
(1) 車の交通量をバイパスにより減少させ、モータリゼーション

による開発圧力を避ける。 
(2) 開発圧力を、都市計画および景観計画により抑制あるいは低

下させる。 
(3) 地域住民が景観に誇りを持ち、住民同士の連携を促して街並

みづくり活動に対して参加し、その活動に対し行政が活動の支援

や協力体制を提供する。 
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図３ 宿場町および宿場町間の類型化 

*図中の数字は日本橋を起点(0)にし、品川宿(1)、川崎宿(2)、…、終点の京三条大橋(54)と、宿場町の順番に対応する数字であ
る。数字の後につく英字は、その範囲の中で類型が異なる区間を江戸寄りからa,b,c…と振っている。 

*下付き文字は５章での分類G1〜G5に対応する。 
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