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            2011.2.16～17 

川崎宿～日本橋を歩き  東海道完全踏破 

 

 旧東海道ウオーキングの旅もいよいよ最後、起点の日本橋をめざす時が来

た。天気予報とにらめっこして、友と行く日を 2 月 16 日～17 日と決めた。 

 

遅れてできた川崎宿と六郷の渡し 

 東浦を 6.27 の電車に乗りひかり 504 で新横浜へ、今回もきれいな富士山

を眺めながら 8.51 新横浜着。横浜線 9.00 の電車に乗り換えて新発見、隣の

車両にはイスがなかった。次の駅を発車した時に車内アナウンスがあった

｢これよりイスを引き出してご利用ください｣、つまり混雑しているラッシュ

アワーにお客さんは全員が立ったまま。大都会ならではのことだ、9.24 川崎

駅に到着、砂子交差点まで出て東海道

の旅をスタートする。東海道は徳川家

康が 1601 年に整備して 39 宿を定め

た。ここ川崎宿は他の宿場より遅れて

1623 年(元和 9 年)家光の時に追加制

定され、いわゆる 53 次ぎとなった。

1600 年に江戸三大橋として六郷大橋

が架けられた。しかし、たびたびの洪

水により破損し、元禄元年(1688)から 

川崎市内の東海道                     舟渡しになり 200 年続いた。 

川崎宿に旅籠は６２軒あり、久根崎、新宿、砂子、小土呂の四町で、幕末の

はやり歌に｢川崎宿で名高い家は万年屋、新田屋、会津屋…..｣中でも万年屋

と奈良茶飯は有名で、さらに｢六郷の渡しを渡れば万年屋、鶴と亀とのよね

饅頭｣と唄われた。徳川将軍四代にわたるお大師様への厄除参詣が、江戸庶

民の大師詣でをさかんにし、門前町ができて大いに栄え、旅人はもちろん多

くの参拝客の往来でにぎわいました。また、幕末には下田から江戸へ向かっ

たアメリカ総領事．ハリスもここに宿泊したといわれています。現在、都市

化や第二次大戦の戦火のため、当時の景観は全く残っておらず。わずか少数
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の寺院にその痕跡を残すのみとなっています。 

 スタートして直に旧田中本陣跡の説明板があらわれる、三つあったと言わ

れる本陣のうち最も東に位置し江戸に近いため｢下の本陣｣といわれた。建物

の改造などには幕府の助成もあり半官半民的な運営がされた。参勤交代の制

度により多くの大名が利用し栄えた、しかし、江戸後期になると大名家の財

政難や、参勤交代の緩和により衰えていった。安政 4 年(1857)アメリカ総領

事ハリスが、田中本陣の荒廃ぶりを見て宿を万年屋に変えたことは知られて

いる。国道１５号を横切る手前に江戸名所図会に描かれた｢万年屋跡｣がある

のだが、見つけられなかった。 

本陣跡から 10 分程行くと多摩川にぶつかる、宝永元年(1704)42 歳で本陣

の田中家を継いだ田中休愚は、幕府に掛け合い六郷川(多摩川)の渡し舟の運

営を請け負うことに成功する。渡船の収益を宿の財政にあて、宿場の経営を

立て直した。その後商品経済の悪化による物価高騰、高い年貢による農村の

荒廃、幕府財政の悪化に対し、自己の宿役人としての経験や鋭い観察眼によ

って幕府を論じた｢民間省要｣を著した。これによって八代将軍吉宗に認めら

れ晩年には代官になったという。 

     

川崎大師の灯篭と明治天皇渡御碑            長十郎梨のふるさと碑 

 

多摩川に架かる新六郷橋のたもとに二つの記念碑がある、ひとつは明治天皇

が明治元年に東下の際、23 隻の舟を並べて作られた舟橋で六郷川を渡った記

念碑。もう一つは｢長十郎梨のふるさと｣の碑。明治中頃大師河原村の当麻辰



77 

 

次郎がつくった梨の新種は、病害に強く甘味があり、後にその屋号をとって

｢長十郎｣と名付けられました。長十郎梨のふるさとが川崎とは意外でした。

新六郷橋を渡って行くと、大きな中洲がありテニスコートがある。その隣に

はバラックやブルーテントがいくつも見られた、明らかにホームレスの人た

ちのものだろう。駅前のビル街を見てきた者としては複雑な気持ちになる。

この多摩川を下って行くと、河口には 4 本目の滑走路が運用を始めた羽田空

港がある。 

 

早めのランチはココスでハンバーグ 

 新六郷橋を渡って行くと、自転車のおじさんがあき缶を山のように積んで

来るのにであった。橋を渡ってからも同じようなおじさん数人と出会った、

この辺りは街工場が軒を並べており、その中に廃品回収工場もあった。多摩

川を渡ってから京急本線に並行して国道１５号を歩く。２km 程歩くと京急

本線の高架工事が進められている、上下線が別々になって３階建構造だ。現

在は地上と２階を電車が走っていて、３階は工事中だった。10.41 羽田空港

に向かう京浜急行空港線の踏切を渡る、この路線も高架工事が進められてい

た。その先では塀に囲まれた広いエリアで、大きなクレーンが動いて工事が

進められている場所があった。日本橋まで１５km の地点で何の工事かと思

いながら行くと、｢平成２３年春完成予定 大田区総合体育館｣のでかい看板

があった。そこには見る感動! する笑顔! スポーツでもっと健康に……のス

ローガンとモダンなでかい建物が描かれていた。ここ大田区は大森区と蒲田

区が合併してできた区というが、人口は今年１月で６７万人を超えている。

市とは違うが並の市よりでかいのだ。そこから１km 程歩くと、東海道は国

道から右へ分岐する。そこは大森署前の交差点で、渡りきると歩道橋の階段

横においしそうなランチを描いた看板が目に付いた。 

お店はココスで時刻は 11.10 でもあり、朝が早かったのでここでランチにす

ることにした。妻と友夫婦はランチにしたが、私は看板が気になってハンバ

ーグ&カツにした。スープはおかわり自由、今日のランチはクリームコロッ

ケがメインで早々とでてきた。ハンバーグ&カツはそれよりかなり遅れてだ

されたが、ホットプレートにのった熱々のハンバーグは、目玉焼きものって

旨かった。それに小ぶりのカツもおいしかった、食後にドリンクバーのコー
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ヒーもいただきランチ５００円、ハンバーグ６００円、ドリンクバー１８０

円でゆっくり食事をすることができた。 

 

八百屋お七も処刑された鈴が森刑場跡 

 食事を終えて 12.00 にスタートする、ここからは国道を離れて美原通りの

商店街を行く。ここは旧東海道では三原通りと呼ばれた、三原とは字名の南

原、中原、北原をまとめたもので、美称して美原になった。昭和２年(1927)

東海道は拡幅されて第一京浜国道が完成した、そのため往時の幅員を比較的

残しているのは、大田区ではこの美原通りと六郷地区の一部だけという。広

くもない通りは、買い物をする商店街としては丁度良いのではと思う。そん

な通りを１km も行くと再度国道に合流し、右手には平和島競艇場がある。

そして、左手には磐井の井戸がある、この井戸はかつて東海道を行き来する

旅人たちがこの清水を飲み、霊水として人気があったという。ただし｢心正

しきものが飲めば真水、邪心があれば塩水になる｣と言い伝えられていた。

でも幅の広い国道では簡単に向こう側へ行けないので見学はしなかったが、

まるで地元｢生路井｣と同じような言い伝えである。 

 

  

東京都史跡鈴が森遺跡         火あぶりや張り付けに使用した台石 

 

その先、京浜急行の大森海岸駅を過ぎて直に東海道は右へ分岐する。その分

岐する道に挟まれた所に雑木が茂っているのが見える、近づくと｢東京都史

跡鈴が森遺跡｣と書かれた標柱が立っている。鈴が森の刑場跡で大経寺境内
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の一角にある、丸橋忠弥、天一坊、白井権八、八百屋お七などがここで処刑

された。処刑者の供養塔、火あぶりや張り付けに使用した台石も残されてい

る。ここから 500m ほど先の立会川にかかる浜川橋は、鈴が森で処刑される

罪人が裸馬に乗せられ江戸府内から護送されてきて、親族たちがひそかに見

送りこの橋で共に涙を流したことから、別名｢なみだ橋｣とよばれるようにな

ったという。 

 

浜川砲台と二十歳の坂本竜馬 

 浜川橋を渡ると商店街になる、ここの通りにはブルーの旗に｢若き日の竜

馬が行く｣の白い文字がおどってる。おいおいこんな所にも竜馬かいと話し

ていると、道路工事のための警備のおじさんが｢その先に竜馬の像もあるよ｣

と教えてくれた。それではと街道から５０m も入ると、藤棚のある小公園に

なっていて立派な竜馬像が立っていた。おまけに足元には福島雅治の写真ま

で置いてあり、隣にはこれも立派な説明板があった。そこに記されていたの

は……….嘉永６年(1863)黒船４隻来航の折、坂本竜馬は土佐藩品川抱屋敷

(拝領とは異なり買い入れ、借用した屋敷で、浜川橋～立会川が海にそそぐ所

まで)の近くにあった浜川砲台の警護にあたっていたという。浜川砲台とは嘉

永６年（１８５３年）、土佐藩抱屋敷近くに設けられた８問の砲台跡。近年、

敷石の一部が発見された。現在は埋め立てが進み、往時の面影もないが、か

つて勝島運河を含む東側には海が広がり、坂本龍馬も土佐藩下屋敷を宿所と

して浜川砲台の警護に動員されたという。 

 

  

竜馬の像                  浜川砲台の案内 
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そんなことから当地は開運貿易の亀山社中の設立.薩長同盟の斡旋など、近代

を切り開いた竜馬が志を立てたゆかりの地と言えます。……と記されて東京

京浜ロータリークラブが、二十歳の竜馬像としてここに建立した。なおこの

像には平成１１年修理時の、高知県桂浜の像の金属片が熔かしこんであると

いう。ちなみに黒船は｢サスケハナ 2450t 蒸気船｣｢ミシシッピー1690t 蒸気

船｣｢サラトガ 882t 帆船｣｢プリマウス 989t 帆船｣と説明があった。 

品川寺(ほんせんじ)と品川橋(しながわばし) 

 竜馬像を後にして２０分程歩いた

所に品川寺がある、｢へーしながわ寺

というのがあるのか｣と話しをして

いると、おばさんが｢ほんせん寺とい

うのですよ、ここにはジュネーヴの

鐘がありますよ｣と教えてくれた。よ

く見てみると品川百景の看板があり、

｢Honsenji Temple｣としてある。で

もこれは、ほんせん寺と読めないな 

銅造地蔵菩薩坐像と山門          と言うと、友が｢確か朝廷から何かい

ただくと、一品と書いていっぽんと

いったはず｣という。少し小さめの大

仏さんが台の上に鎮座し、石畳がま

っすぐに延びた先に山門が見える。

この大仏さんは東京都指定有形文化

財の｢銅造地蔵菩薩坐像｣と言い、高

さ 2.75m深川の地蔵坊正元が発願し

江戸市中の多くの賛同者を得て江戸

六地蔵第一番として、宝永５年 

珍しい屋根の本堂             (1708)に造られたという。境内に入る

と本堂は和風ではなく、定光寺の徳川義直廟に似た明風の建物だったので少

し驚いた。隣にはこれも何かの指定を受けると思われるイチョウの大木がそ

びえていた。ジュネーの鐘の記念碑は分かったが、説明板はなくそのいわれ

は分からなかった。友が持参した地図には寺をでてすぐの通りが｢ジュネー
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ヴ通り｣と名付けられており、それなりの交流があったことが分かる。その

通りを横切ると都会には珍しく畳屋が営業していた、そんな街を２０分程行

くと目黒川に架かる品川橋を渡る。この橋は｢しながわばし｣と 呼び、江戸の

ころは海が近く漁業が盛んで、神社仏閣も多い所という。江戸時代には南品

川宿と北品川宿の境を流れる川に架かっていたので境橋と呼ばれていたと

いう。橋を渡った所に北浜公園があり、ここで小休憩した。われわれを見た

お年寄りが、どちらからきたのかと声をかけてくれ、この辺りのことを話し

てくれた。ここは昔、川沿いに日本冷蔵 KK があった場所で、そのため氷屋

がたくさんあったという。その名残で今も魚屋が数軒営業していた。 

 

品川宿はこの辺りの商店街といった感じ 

 北浜公園の隣が品川宿本陣跡で今は聖蹟公園になっている、入り口に自転

車がいっぱい並んでおりどこが入口なのか分からない状態だ。品川宿には本

陣１、脇本陣２ケ所が置かれていた。本陣は鶴岡市郎右衛門が務めたが、後

に鳥山金右衛門になった。明治５年宿駅制度が廃止されると、警視庁病院な

どに利用された。ここの公園は昭和１

３年に造られたが、名前の聖蹟公園は

明治元年(1868)明治天皇が東京に行

幸の際、この本陣で宿泊されたことが

由来となっている。公園と言っても片

隅に宿場の説明板と聖蹟の碑がある

のみで緑もなければ広場があるだけ

だった。でもすみっこに陶板製の本陣

の説明が埋め込まれていた。 

ここから京急線の踏切までは昔な

がらの商店街で、街路灯の上の方にペナントをかたどったオレンジ色の旗に、

品川宿の白い文字が目立つ。また街路灯の真ん中あたりには子供たちの作品

で、標語付きの絵が飾られており気持ちも和む。そんな通りには小さな八百

屋さん、小さな魚屋さんも軒をつらねている。通りの右手、海側には｢御殿

山下台場跡｣がある。嘉永６年(1863 )ペリー艦隊の黒船４隻来航を契機に、

幕府は品川沖に１１か所の台場(砲台)を造る計画を立てた。しかし、翌年の
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安政元年(1854)に第一～第三台場が完成したところで工事は中止となった。

現在の台場小学校のある辺りが台場跡だという。さらに通りの左側国道沿い

には品川神社がある、ここは源頼朝が建立したと伝えられており、江戸時代

は北品川宿の鎮守であった。その神社の裏には板垣退助夫妻の墓がある。 

 

  

商店街の魚屋さん             宿場跡を抜けると京浜急行の踏切 

 

道幅の狭い商店街は何となく風情があり、昔は宿場だったことを感じさせる。

そんな通りを品川橋から１km も行くと京浜急行の踏切を渡る、すると、周

りの景色が一変する。高層ビルが林立しているのだ、時間は 14.30 で品川駅

前まで 500m 程の地点。ここで一旦ホテルに入り休憩することにして、駅前

のザクロ坂を登る。なかなかの急坂である、ホテルは品川税務署の隣｢グラ

ンドプリンスホテル新高輪｣。でかいホテルで道沿いなので、すぐに分かる

はずなのに入口が現れず行きすぎてしまった。というのも後でホテルを出る

ときに分かったのだが、坂を上ってくるとホテルの名前が書いてある部分が、

立ち木で覆われてまるで見えなかったのだ。１時間程休憩してから泉岳寺へ

向かうことにした。 

 

名前が泣く一流ホテル 

 品川駅前の大きなホテルなのに、入口が分からず行きすぎてしまったこと

を記しましたが、このホテルはやはりどこかセンスが悪いのです。なぜなら

同じような名前のホテルが四か所それも近距離にあります。品川駅の少し手
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前の街道沿いに｢品川プリンスホテル｣駅前のザクロ坂を上ってくると｢グラ

ンドプリンスホテル高輪｣、｢グランドプリンスホテル新高輪｣、ここは一文

字違うだけ、さらに｢ザ．プリンスさくらタワーホテル｣とあります。やたら

とプリンスホテルがあり、田舎者が来たら迷うことは大いにあり得ます。 

名門ホテルのはずですが歩いて来る客はいないと思っているのか ? 入り口

のホテル名が隠れてしまっていても気がつかないなんて………。現地現物で

チェックするべきで、トヨタ生産方式を学んでもらいたいものだ。私たちは

５階の２５２５室だったが、同じように一つ問題点があった。それはサービ

ス過剰で部屋の温度が高すぎて私にとっては暑くて仕方がなかった。さっそ

く窓を開けて、エアコンのスイッチを切っておいた。ビジネスホテルではあ

りそうなことだが、ここは東京の都市ホテルなのに……..。さらに問題点が

あった、それは翌朝のことトイレでペーパーの取り付け位置が、越しかけた

体の後ろにあって、体をひねらないと取れなかった。せっかく朝一を気持ち

よくスタート出来ると思ったのに、気分を害してしまった。 

 

四十七士の眠る泉岳寺へ 

 １時間ほど休憩して 16.00 にホテルを出発、品川駅前の東海道を左折する

と直に高輪海岸の石垣石が七つ積んである。これは江戸時代に高輪海岸にそ

って造られた石垣に用いられたものという。発掘調査では３段積みの石垣が

確認され、３段目の石は江戸時代後半の物といわれる。３段目から下は今も

現地にそのまま保存されている。 

この地は海から眺めて高台の縄手道から｢高縄手｣と言われていましたが、

転じて｢高縄｣から｢高輪｣になったとか。ビル街を眺めながら行くとビルの合

間に高輪神社があり 16.26 泉岳寺に到着した。山門前には加藤家葬儀場の看

板があるので明日はお葬式があるらしい。境内に入ると白文字で泉岳寺の看

板をつけたすばらしい総門がある、この寺は慶長１７年(1612 )徳川家康によ

って建てられ、総門は３４世の和尚が建てたという。近くには何故か大石内

蔵助の像が立っている、お参りもそこそこに四十七士の墓へ向かうと、上野

介の首洗いの井戸や天野屋利兵衛の墓もある。そして、四十七士の墓の手前

には単独で浅野長矩公と奥方の立派な墓があり、その横に石の柵で囲まれた

正方形に近い広いスペースに四十七士の墓がある。47 の墓については次の様
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な特徴がある、①大石内蔵助の墓だけは屋根付き②預けられた四家ごとにま

とめられている③切腹した４５名の墓には｢刃｣の文字が戒名のまえについ

ている④切腹しなかった２名の墓は｢遂｣の文字がついている。 

 

  
四十七士の墓               大石内蔵助の墓の前で 

 

四十七士は元禄１５年(1702)１２月１４日に討ち入り、めでたく大願成就の

すえ、あえて幕府に裁きを求めた。義士一同は翌１２月１５日夕刻、細川家

(大石内蔵助はじめ１７名)、松平家(大石主税はじめ１0 名)、毛利家(杉野十平

次はじめ１０名)、水野家(神崎与五郎はじめ 9 名)の四家に預けられた。翌元

禄１６年２月４日幕府は苦心の末、武士の対面をたて切腹せしめ、ただちに

主君の墓側に各々四家に分けて葬られた。ただし、寺坂吉右衛門と萱野三平

の墓は供養塔である。整然と並ぶ４7 人の墓は、訪れる人の絶えることはな

いだろう。 

江戸南の入口｢高輪大木戸｣  

 泉岳寺を出て田町駅に向かうと１０分程で｢高輪大木戸跡｣だ、江戸の町は

要所ごとに木戸が設けられていた。犯罪人の監視など治安維持が目的で、二

間(3.6m)開きの扉を付け、木戸番小屋が設けられた。大きいものを大木戸と

言い、高輪や甲州街道の四谷など江戸の入口に設けられた。高輪大木戸跡は

江戸時代中期の宝永７年(1710)芝口門に建てられたのが起源という。江戸の

南の入り口として道幅６間の両側に石垣を築き、夜は閉めて通行止めとした。

伊勢参り、京のぼりの旅人の送迎もここで行われ、付近に茶屋などもあった

し、当時は品川宿にいたる海岸は景色もよく月見の名所でもあったという。 
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高輪大木戸跡                 東京タワー 

 

車の流れが途切れることのない道沿いに片側だけ石垣が残り、石を３段積み

上げた上は笹の緑が映えているし、小さな松の木もありその脇には大きなエ

ノキが枝を広げていた。ビルばかりの無機質な街の中にあって一服の清涼剤

でもある。さらに１０分程歩き札の辻の交差点で歩道橋を渡ると、一直線に

延びた桜田通りを走る車が点灯しはじめ、背後かなたに赤と白の東京タワー

がくっきりと浮かんでいた。時間は 17.13 になっていたがまだまだ周囲は明

るかった、このあと田町駅まで歩いて一日目の全行程を終えた。あすは残る

５km を歩き、いよいよ東海道の起点である日本橋をめざす。 

 

二日目 

 

江戸無血開城を決めた｢勝と西郷会見の場所｣ 

 7.30 ホテルの部屋を出て品川駅から田町駅に向かう、朝のラッシュに乗っ

た電車でまたまた新発見。名古屋圏の電車はドアが３か所あるが、乗った電

車はなんと６か所のドアがあり、ドアだらけの電車なのだ。これでは座席な

ど設置するスペースもない。田町駅を降りて歩きだすと大勢の人が行きかう

三菱自動車の販売店前に、田町薩摩邸付近の案内と｢江戸開城 西郷.勝海舟会

見の地｣という碑があった。この敷地は明治維新前夜慶応４年３月１４日、
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幕府の陸軍総裁勝海舟が江戸１００万市民を悲惨な火災から守るため、西郷

隆盛と会見し江戸無血開城を取り決めた｢勝.西郷会談｣が行われた薩摩藩屋

敷跡と記されている。この蔵屋敷(現在地)の裏はすぐ海に面した砂浜で、当

時薩摩藩国元より送られてくる米などはここで陸揚げされました。現在は埋

め立てられていますが、この付近は最後まで残った江戸時代の海岸線です。 

 

  

江戸開城 西郷.勝海舟会見の地碑       金杉橋の屋形船 

 

両側にオフイスビルが林立する通りを進むと小さな八百屋さんがあった、

こんな所に民家があるのかとあたりを見回すとマンションがあった。すぐ右

手には JR と東京モノレールが並行しているが、芝４丁目の交差点で左に曲

がって行く。ここから５００m も行くと金杉橋を渡る、川の上を高速道路が

走り、川には屋形船が数隻浮かんでいた。あまりきれいでもない川の屋形船

だが、夜なら何も見えず旨いお酒が飲めるのかも。そんな話をしながら浜松

町駅に通じる大門の交差点を渡る。ここを左に行けば芝公園で増上寺があり、

その背後に東京タワーがそびえている。増上寺は徳川家の菩提寺として選ば

れ、２代秀忠、６代家宣、７代家継、９代家重、１２代家慶、１４代家茂の

６人の将軍の墓がある。この交差点から１km も行くと JR の高架をくぐり、

すぐ左手には新橋駅がある。すると道路の真上に３階建てのビル? が現れる、

ちかづいてよく見ると２階は道路で、３階は｢ゆりかもめ｣の新橋駅。この辺

り一帯は昔 JR の新橋操作場があったエリアで、日本橋まで 2.5km の地点。

200m も行くと｢銀座の柳碑｣があり、右に曲がって行くと新橋演舞場や、移

転の話題で盛り上がる築地市場がある。 
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君の名はで一躍有名になった｢数寄屋橋｣ 

 私たちが小学生のころに一世を風靡した｢君の名は｣、このドラマが始まる

と女風呂が空になったと言われるほどの人気だった。主人公の町子と春樹が

空襲のとき出会ったのが｢数寄屋橋｣。ドラマの結末はよく覚えていないが、

その橋が今はどんなになっているのか興味があった。金座６丁目の松坂屋前

を過ぎて、三越のある４丁目で左折して３００m ほど行くと高速道路が高架

を走っている。その下らしいが良く分からないので、目の前にある交番のお

巡りさんに聞いてみた。すると親切に、道路わきにある小さな石板の地図ま

で案内して説明してくれた。やはり橋はなくなっていたが、島崎藤村や北村

透谷の碑があること、大岡越前で知られる南町奉行所が数寄屋橋の隣にあっ

たことなどが分かった。 

高架下が数寄屋橋の跡       銀座の歴史｢なぜ銀座と呼ばれたか｣ 

再び東海道に戻り 300m も行くと

｢銀座発祥の地｣の碑がある、それに

よると慶長１７年(1612)徳川幕府は、

この地に銀貨幣鋳造の銀座役所を設

置した。当時町名を新両替町と称し、

通称を銀座町と呼んだ。それが明治

２年に銀座を町名とすることになっ

たとある。そこから銀座一丁目の交

差点を渡り１００m ほどの、高速道

路の高架下に今度は｢銀座煉瓦の碑｣がある。明治５年(1852)2 月２６日銀座

は全焼し、延焼は築地方面に及び、焼失戸数４０００戸といわれる。東京府

知事由利公正は、罹災した銀座全地域を不燃性建築とすることを考え、政府

は国費をもって煉瓦造り２階建てアーケード式洋風建築を完成させたとあ

る。これが今の銀座通り商店街形成のもとになった。さらに銀座の歴史を語

るものがあった、それは｢ガス灯｣である。明治初期わが国文明開化のシンボ

ルとして銀座に煉瓦建築がなされた、その際街路照明にはガス灯が用いられ 

にはガス灯が用いられた。そのガス灯が当時の姿そのままに再現されている。

床の煉瓦は最近発掘されたものを、当時のままの｢フランス積み｣で再現。 
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ガス灯の柱は明治７年の実物を使用している。

記念碑の横に建つ落ち着いた黒塗りのガス灯

には、間違いなくガスの炎が燃えていた。その

すぐ隣が旧京橋跡で、欄干の橋頭だけが記念に

残されており、道路の反対側には歌舞伎風のデ

ザインの｢江戸歌舞伎発祥之地碑｣がある。その

前の 交差点を渡ると、歩道横にフェンスが続

いていて｢京橋の変遷｣と題して 十数枚のパネ

ルが展示されて いた。これを見るとその変わ

りようが一目で分かり、ただただ感じ入るのみ。 

ガス灯と銀座煉瓦の碑 

 

日本国道路元標のある日本橋に立つ 

 東京駅からまっすぐ伸びた八重洲通りを横切ると、中央分離帯に｢ヤン．

ヨーステン記念碑｣がある。八重洲の地名は彼に由来すると言われる、航海

士としてイギリス人航海長ウィリアム．アダムズ(三浦按針)らとともに、慶

長５年(1600)豊後に漂着。江戸に出て、家康の外交貿易の顧問となり、日本

橋に屋敷を与えられたという。ビル街の銀座は意外と静かで人通りは多くな

い、もはや東京の中心ではないのだ。9.38 高島屋が現れると日本橋までは

200m ほど、9.45 ついに日本橋に到着した。この日本橋が初めて架けられた

のは、徳川家康が幕府を開いた慶長８年(1603)と伝えられています。 

 

  
日本橋の記念碑と橋の装飾 
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幕府は東海道をはじめとする五街道(東海道、中山道、甲州道中、奥州道中、

日光道中)の起点を日本橋とし、重要な水路でもあったこの辺りは江戸経済の

中心となっていました。橋詰には高札場があり、魚河岸もありました。現在

の日本橋は東京市により、石造り二連アーチの道路橋として明治４４年に完

成しました。橋銘は第１５代将軍徳川慶喜の筆によるもので、青銅の照明灯

装飾の麒麟は東京市の繁栄を、獅子は守護を表しています。 

明治政府は江戸時代の一里塚にならって、日本の道路の起点として｢日本

国道路元標｣を設置しました。橋の中央にある日本国道路元標は昭和４２年

都電の廃止に伴い、柱からプレートに変更されました。プレートの文字は当

時の総理大臣佐藤栄作の筆によるものです。なお複製が北西橋詰に設置され

ています。そして平成 11 年 5 月には国の重要文化財に指定されました。 

   

複製の道路元標                 手前の四角が本物の道路元標 

 

これまで街並みウオーキングであちこち歩き、２００５年１月１４日に岡

崎の２７曲がりを歩いた。これをきっかけに翌年から愛知県内の東海道を歩

き始めた。県内の東海道を歩き通したことで、いつの日か日本橋～三条大橋

の 492km を歩ければと思い、友と一緒に夫婦で東海道を歩き始めた。退職

後の夢の一つを、まるっと 6 年間でその思いを実現させることができた。 

このあと緒川城で生まれ、徳川家康の母として戦国の世を生きた｢於大｣の

眠る伝通院に立ち寄り帰路に就いた。 
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日本橋魚市場発祥の地の碑 

 

伝通院本堂 

 

於大の墓 


