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地名は語る
様々な新技術が開発されて、人類学・考古学をはじめ分析科学が進化し、発達した現代に
おいて、ほとんど研究が行なわれない不思議な分野がある。それが、
『日本語』探索の基本
資料としてのみならず、文献に載らない歴史事実を大量に秘めた、
『地名』である。
最初に検討する『山手線の駅』には、駅ごとに「地名の由来」が伝えられている。
ダイダイ

よ

よ

ぎ

たとえば、代々伝わるモミの老木があったので「代々木」
。原っぱに設けた宿場があったか
はらジュク

たまち

シン ばし

ら「原 宿 」。むかし田んぼだった処に町ができて「田町」。川に新しい橋を架けて「新橋」
。
ウ ラ ク サイ

ユウラクチョウ

かんだ

織田有楽斎の屋敷があったので「有 楽 町 」
、神に奉納する田があった「神田」
。子馬（駒）を
こまごめ

す がも

込めて育てた場所から「駒込」
。湿地に鴨の巣が沢山あって「巣鴨」
。大きな塚があったから
おほつか

「大塚」などなど、
「地名の由来」が語られている。
はじめてこの由来に接したのは、小学生のころだったが、高校時代になると、なぜ地名の
起源が、
「当てた漢字の説明」に終始するかが理解できなくなった。我が国の『地名』は、
漢字を導入したあとに、命名されたのだろうか？
言葉の生きた化石といわれる地名の探索は、
『日本語の研究』とおなじ意味になるので、
『言葉。地名』を対等に扱う姿勢が必要である。両者の関係は、次の事実が表現している。
私たちが会話をするとき、
「いつ、どこで、誰が、何を、どのように、なぜ」という疑問
代名詞を基本に置き、英語がここに「When. Where. Who. What. How. Why」を使うために、
『５Ｗ.１Ｈ』として言語表現の基本要素になっている。この中の「Where」
、どこの場所か
を表わす言葉が、
『地名』とよばれる固有名詞である。ふだん意識することなど全くないが、
現代の生活を営むうえでも、地名は重要な役割を担っている。
世界のなかの「日本：Japan」はアジア大陸東端にある島国を指して、
「東京都、大阪府、
福岡県」はここにある行政組織の一区画を表わしている。都道府県には市区町村があって、
この区画は更に大字・小字に細分される。新幹線を使うときの「東京、新大阪、博多」駅、
空路での「羽田（東京）、伊丹（大阪）、板付（福岡）」空港の重要度や、会社の業務、日々の
暮らしを見ても、地名が生活に絶対不可欠な要素であることがわかる。
もし地名…「あ、い、う、え、お…」
「1，2，3…」などの原初的な記号をふくむ…がなか
ったら、どんな状況になるだろうか？
まず国、都道府県、市区町村の区分がなくなり、これら行政組織の財源にあてる税金が
『会社名と人名、地名』を基本におく戸籍をもとに徴収されているので、官公庁自体が存続
できなくなる。同じ状況は水道・電気・ガスの公共施設、郵便・電話・インターネットなど
の通信機能、新聞・テレビ等の報道機構にもあてはまり、鉄道・道路・空路・航路の交通機
関は、地名そのものを主体に運営されるので、地名を排除すると、公共・公益機関をはじめ、
社会全体が機能不全に陥ってしまう。
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このように、
『地名』は社会一般と密接な関わりを持つため、原始社会の中でも、
『言語』
の発生と同時に生まれた、固有名詞と考えて良いようである。
【はじめに言葉ありき…】。とは『新訳聖書

ヨハネ伝』に記された有名な一節である。

わが国でも、言葉と地名は、
「漢字」が導入される弥生時代以前に存在したことが、
『魏志』
い

と

な

や

ま

と

倭人伝に記載された。ここには「伊都國、奴國、邪馬臺國」や、主要国の概略戸数の記録、
そ

ぶ

女王国における「租賦…租税と賦税…を収む」の記述が、公共機関の存在を裏づけている。
国名が載ったことは当時地名があった史実を語り、戸数の記録と租賦税徴収もまた、国名以
外の地名と、人名がつけられていた様子を暗示している。
おほのやす ま

ろ

和銅 5（712）年に、 大 安麻呂が著した『古事記』序文は、倭語を文字で表わす難しさ
を述べたうえで、音訓併用を採りいれることを記した。我が国の漢字は二種以上の読みを
もつため、漢字の当て方が語源探索に重要で、
「音読み、訓読み」の区別が必要になる。
いけぶくろ

しぶや

おおさき

しながわ

う えの

山手線 30 駅の中で、訓読みの漢字を当てたのは「池 袋 、渋谷、大崎、品川、上野、
た ばた

す がも

シンジュク

ユウラクチョウ

トウキョウ

ニ ッ ポ リ

田端、巣鴨」など 19 駅で、音読みは「新 宿 、有 楽 町 、東 京 、日暮里」の 4 駅、音訓を
ジュウばこ

シン お お く ぼ

ゴタン だ

シン ばし

ゆ トウ

はらジュク

併用した 重 箱読みの「新大久保、五反田、新橋」3 駅、訓音併用、湯桶読みの「原 宿 、
はままつチョウ

にし ニ ッ ポ リ

たかだの バ

ば

浜松 町 、西日暮里」の 3 駅、訓音訓を交えた「高田馬場」駅がある。
いまもなお、『地名の語源』を解明できない原因のひとつが、当てた漢字の意味にとら
われ過ぎることではないだろうか？
たとえば、新しい宿場と解説される「新宿」は、東日本に偏在する地名であり、関東地方
には「シンジュク：30 例。あらジュク：7 例。にいジュク：3 例」と、三つの読み方をもつ
「新宿」が混在する。地図で所在地形を当たると、ほぼ全数が「湿地端：川岸、海辺」にあ
ることが判る。神奈川県逗子市新宿は、盛夏に若者が溢れる「逗子海水浴場」の住居表示で
あり、甲州街道内藤新宿を継承した「東京都新宿区新宿」以外の新宿に、新しい宿場の意味
は出てこない。これは関東地方だけに偏在する「原宿：はらジュク」にも当てはまり、13 ヶ
所の原宿地名も「湿地端」につけた様子が窺われる。
『日本分県地図地名総覧』
〈1987 人文
社〉から大字・小字に使われた「～宿」地名を取り出すと、関東地方には三百ヶ所以上もの

宿地名があったことがわかる。宿地名は「やど、シク、シュク」と読むが、すべてを「宿場」
と解くのは不可能と言えそうである。
同様に、江戸城外濠…古名は新橋川、汐留川…に架けた橋名を採ったと伝わる重箱読み
の「新橋」は、全国市町村の大字名に 16 ヶ所あるが、そこに橋がない新橋が 7 つあり、
この名も「橋名」を採った可能性が薄い様相が浮上する。
「川」には流域の重要な地名を
採った命名法則があって、1965 年 7 月に東新橋へ改名した「汐留」が港区の町名だった史
実に注目すると、新橋川に採った「新橋」も、かつて村の字名だった可能性が出てくる。
新宿駅に隣接する「新大久保」駅は、中央線大久保駅より後にできた駅のため、新しい
大久保の意味で「新」を使った。だが「新宿、新橋」に当てた音読みの「新：シン」に
は、新しい意味ではない、違う言葉にあてた雰囲気を感じとれるのである。
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日本語の原型である『倭語』と、同じ時代に大系を創った可能性がある『地名』には、
やま

さか

さわ

たに

たき

かわ

いけ

うみ

しま

さき

「山、坂、沢、谷、滝、川、池、海、島、崎」など二音節の基本用語…すべて訓読み…が
現代に継承されている。これらの基本語は言葉を聞いただけで、すぐ当てた地形を連想で
きることが、『地名』とは何を表現した固有名詞だったかを教えてくれる。
本サイトは、一般地名の命名傾向の探索を主題に置くが、地名をどのように付けたかが
解明されていない現在、日本全国に分布する同一地名をどんな地形に当てたかを集計し、
そこに現われる共通項から、地名の意味と命名法則、命名年代を導き出したい。
たとえば、我が国の国花の『さくら』は、地名では京浜東北・根岸線の「桜木町」駅、
鹿児島の象徴である「桜島」などに使用されている。地名に使われた「サクラ」の語源解
釈は、江戸時代の本居宣長以来の研究により、つぎの説が提起されている。

Sakura＝Saku：裂く、割く（∨型地形）＋ra（接尾語）
Sakura＝Sa（接頭語）＋kura：刳る、くり抜く（∪型地形）
二つの解釈法により、地名の「サクラ」は地形表現を主体に命名された史実が浮上し、
樹木から転用した名でないと考えることが定説になった。サクラは『桜峠、桜坂峠』など
峠に多用された地名で、上記の「Saku：裂く、割く（∨型地形）」
、
「kura：刳る、くり抜く
（∪型地形）」が峠の地形表現に合致する。

峠名には、縦断面が「∧型・∩型地形」の坂道、横断面が「∨型・∪型」という山々の
鞍部を表現した名が多く使われている。この模様は峠を主題にする第四章『言葉と地名』
に詳しく述べるが、
「Sakura」を「Saku＋ra（接尾語）」
「Sa（接頭語）＋kura」の二つに分
けるのではなく、
「Saku＋kura」と二つの動詞に分解する手法を採りたい。すなわち、

『地名は、二音節の動詞を組み合わせた「掛け言葉」を利用して、地形を表現した』
仮説を立てて、地名を解いてゆきたい。
仮説をどのように導き出したかは、市町村の「字名」でなく、自然地名の「峠」を扱う
第四章『言葉と地名』
、岬と島の名を主題におく第五章『地名考古学』で解説をしたい。
おなじ地形を異なる言葉で表現した「～峠（3,287 例）
、～崎（1,901 例）
、～島（2,860
例）
」から、
「～」部分をアイウエオ順に整理した資料を作り、これを分析して仮説を導き
出した。三つの地名群の言葉の使用法と、命名年代の違いに地名の進化過程が残されてい
るので、
『縄文時代の言語⇒弥生時代の言語⇒倭語⇒日本語』の研究に役立つのである。
〈㊟ 『地名資料Ⅱ～Ⅳ』に 1970 年代の 5 万分の 1 地形図にのる「峠、崎、島」全数を提示〉

「脳⇒口⇒耳⇒脳」を使って意志を伝達する会話は、短い単語、たとえば「山、川、
海」など二音節の名詞や、
「打つ、欠く、割る、切る、組む」など二音節の他動詞を基本
に据えて『地名』を創作したように見える。時代を重ねるに従い、ここに『掛け言葉』の
利用を計り、二音節の動詞は語尾を四段…地名では五段…に活用しても、意味を替えない
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付帯条件を定めたのであろう。さらに、単語すべてが『開音節』…一音の語尾に必ず母音を
付ける構造：
「A. 1. U. E. O」
「Ka. Ki. Ku. Ke. Ko」
「Sa. Si. Su. Se. So」など…を

『倭語』の根幹に据えて、同音異義語を多数そろえたことが、
『掛け言葉』の活用を促が
したと想像できる。
二つの動詞を掛け言葉で結ぶ仮説から、
『言葉：Kotopa＝Koto. 事、言＋topa. 飛ぶ』
を『放つ、離す＝話す』姿が浮かび上がり、言葉や地名を創作したのは、石や木に溝を打
ち欠くことに始まる、
『欠く⇒書く』作業がなかった時代…縄文時代前期…と推理できる。
分子生物学が発達した現代は、母方の遺伝子だけを継承する「ミトコンドリアＤＮＡ」
の分析により、
「縄文人→倭人→日本人」のルーツ探索が始まった。父方Ｙ染色体の分析
から推察すると、縄文人のＹ染色体がＡ～Ｔの 20 種類のうち、古いハプログループＤ型
と判定されて、比較的新しいＯ型の中国・朝鮮など、東アジア人の系統ではないと推定さ
れている。Ｄ２型のＹ染色体…ｙａｐ遺伝子…を多く残したのが「アイヌ人、琉球人」と
され、本州・四国・九州の人々は弥生～奈良時代に入った大陸からの大量の渡来人の因子
を交えて、
「Ｏ型：50％. Ｄ型：30％. その他：20％」くらいの混血と推定されている。
サンカンチ

2016 年には、三貫地貝塚（1952 年発掘。福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺：縄文時代後期～晩期
の遺跡）を発掘した際に出土し、丁寧に保存されてきた人骨、男女二体の歯から核ＤＮＡ

が抽出された。分析結果は、やはり東アジア系の核ＤＮＡとは異なる模様が報告された。
これまでの言語学上の『日本語』は、朝鮮語と同様にウラル・アルタイ語系に属し、イン
ド・ヨーロッパ語系の中国語や英語圏の言語と異なる区分がなされてきた。しかし近年では、
『日本語』はウラル・アルタイ語の系統とは違った言語ではないか、との意見も出されてお
り、いまは、新たな仮説を立てて、論議すべき時代へ移行した。
本サイトの基本におく地形表現法…二音節の言葉、基本動詞を『掛け言葉』で結ぶ表現…
の立証は、第四章『言葉と地名』の第二節「峠名の解き方 ⑴ 桜峠」以降で行なうが、こ
の様式が『言葉、地名』を一貫した共通論理を基に創作するために考案された。という仮説
を立てたい。きわめて論理的に構築した『地名』が表現した地形を、
『地質学、考古学』の
成果を参照すると、命名年代の分析ができる。わが国には江戸時代まで、伝承を大切にする
文化が存在したために、古い時代の地名を現代に伝えている例が多い。
たとえば。東京の東急田園都市線に「池尻大橋」駅、京王井の頭線に「池ノ上」駅があ
って両駅は約 1.5 ㎞離れているが、この「池」は同じ池を指したと考えられそうである。
いま、付近に池は存在しないが、国道 246 号線と目黒川の交点にある「池尻大橋」駅は、
世田谷区と目黒区の区界にあるため合成名になったが、東京都世田谷区池尻、目黒区大橋
に隣接する町が「目黒区東山」であるところが重要である。
東山は、明治時代から『東京の三貝塚』として、西ヶ原貝塚（北区西ヶ原）、芝丸山貝塚
（港区芝公園）と共に広く知られた「東山貝塚」の所在地名で、縄文時代前期～晩期に

「ハマグリ、アサリ、ヤマトシジミ」などを産した、海に面する入江状の地形があった。
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右図は目黒川流域図であるが、目黒川
とは、左上の国道 246 号線と首都高速 3
号線が走る「目黒区大橋・東山」から、
河口の「品川区東品川」までを流域にす
る二級河川の名称である。
国道 246 号線の北、
「世田谷区池尻」
より上流は北沢川、烏山川が流れていた
が、1970～80 年代に暗渠・下水道化した
のちに、1990 年代に北沢川緑道、烏山川
緑道が整備された。
目黒区東山三丁目に「東山貝塚公園」があるように、縄文時代前期から晩期まで「東山
貝塚」は活動した。次に述べる気温上昇により発した『縄文海進』によって，今の目黒川
流域全体が東京湾の入り江になったのは、縄文時代前期後半の約 6,000 位前、気温低下に
連動した『縄文海退』により、東山貝塚が機能しなくなった縄文時代晩期、約 2,500 年頃
になって入り海が消えたのであろう。この模様から、
「池尻、池ノ上」という私達にも理解
できる地名は、縄文時代前期、約 6,000 年前につけた様子が考えられそうである。詳細は
本文「⑬ 目黒駅」に記したい。
いま縄文時代は、草創期（16,000～12,000 年前）、早期（12,000～7,000 年前）、前期（7,000
～5,500 年前）、中期（5,500～4,500 年前）
、後期（4,500～3,300 年前）、晩期（3,300～2,500
年前）と区分されている。

氷期から後氷期へ移る大気温度の変動が激しかった縄文時代は、約 16,000 年前に海面下
130ｍ前後の大陸棚にあった海水面が、1 万年後の約 5,500 年前の縄文時代前期～中期の区
分点に、今の海面より 5～6ｍも上昇し、海面内陸部へ浸入する『縄文海進』が発生した。
この温度変化の模式図は次のようになる
左図〈『環境考古学事始』 NHK ブックス 365 安田

この 1 万 3 千年間の気候変動曲線

義憲

1980〉は、最終氷期から現代に至る大気温

の変遷と海面の変化（右の目盛：ｍ）を表わし
たグラフである。図の曲線 1 は東京湾の沿岸、
2 は伊勢湾沿岸、3 は大阪湾沿岸の海面変化を
表現し、線 4 は年平均気温の推移を表してい
る。精度が上がった最近のデータでは大気温度
がもっと細かく上下した様子も明らかにされ
ているが、
これに伴う海水面の上下動の解析が
難しく、気温と海水位変動の模式図として、図
の上下動を基本に考えて良いようである
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右図は、先にあげた関東地方の「縄文時代
の海岸線の変化」模式図である。
赤点は貝塚遺跡の位置を表わすが、最初に
取り上げる山手線、京浜東北・根岸線沿線
に、
『縄文海進⇒海退』の痕跡を留めた大戸
貝塚（前期：埼玉県さいたま市中央区大戸）、
あんぎょう

安 行 （後期～晩期：川口市安行）、中里（中

期～後期：東京都北区上中里）、駒込妙義坂下

（中期：豊島区駒込）
、芝丸山（後期：港区芝
公園）、大森（後期～晩期：大田区山王・品川
区大井）
、杉田（中期～晩期：神奈川県横浜市
磯子区杉田町）が存在する。

これだけではなく、根岸線の路線名・駅名
に採られた「横浜市磯子区根岸」は、山手線
鶯谷駅本屋の所在地「東京都台東区根岸」と
同一名で、南浦和駅の西に「さいたま市南区
根岸」も存在する。三つの「根岸」の共通点は、かつて海岸に面していたことである。
ほんもく

根岸線根岸駅は、本牧埠頭に陸揚げした石油をガソリンに精製し、関東各地への輸送拠
点を設けた港湾に立地し、鶯谷駅のある上野台は縄文時代晩期まで海辺であったことは、
新坂貝塚（台東区上野桜木）の存在を見ても明らかである。さいたま市の根岸が、海進時
に海岸だった史実は「浦和（←浦端）」駅に、
「根岸」の地名解釈は根岸駅に記したい。
東京都区内では、大気温度度変化に伴う『縄文海進⇒海退』の模様と、弥生時代以後の
海岸線は正確に復元されており、基盤地形図や土地条件図も刊行されているので、これら
を参照して、山手線、京浜東北線駅名の「地名解釈、命名年代の探索」を行ないたい。
わが国の不思議なところは、この縄文海進、約 5,500 年前の地形を表現した『地名』が、
現代に継承されている事実である。東京都世田谷区「池尻」
、台東区「根岸」など、この具
体例をあげるのも本サイトの主題のひとつなので、徐々に取り上げてゆきたい。
次頁の図は「縄文海進」に直接関係する例ではないが、東海道・山手線『東京、有楽町、
新橋』駅周辺の基盤地形図…第三紀と第四紀更新統層…である。
図の黄色地に赤い等高線がのる範囲が台地で、左上は皇居がある「淀橋台地」
、右が江戸
前島とも呼んだ「日本橋台地」である。二つの台地に挟まれた白い部分は、徳川家康が江戸
城を築く以前は「日比谷入江」と呼ばれた入り海だった。
慶長 8（1603）年、江戸前島に「神田、日本橋、京橋」などの町域を設けて、江戸城建設
の際に、駿河台から土砂を採って入江を埋め立て、江戸城内、丸ノ内の大名屋敷が造られた。
丸ノ内の旧名が昭和 4 年まで「永楽町、八重洲、有楽町」だった史実が大切である。
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右図では、東京駅左上の四区画が「永楽町」
、中上の
六区画が「八重洲」を表わし、永楽町・八重洲に『東京
駅』が建造された。八重洲の下の六区画が「有楽町」で、
三つの地名は海岸につけた例が多く、日比谷入江の海
辺を表現した確度の高い地名である。
いまは、
「八重洲」の起源が、リ－フデ号で豊後臼杵
に漂着して、ウィリアム・アダムス（三浦按針）と共に、
外交・貿易などで家康に取り立てられた「ヤン・ヨース
テン」が八重洲河岸に居を構えたため、
「ヤンヨース⇒
ヤヨス⇒ヤヘス」へ替ったと採る説や、
「有楽町」も織
ウラク

ユウラク

田信長の弟、有楽斎長益が有楽町に屋敷を建てたから、
という明治時代初期に作った『東京府志料』にのる通説
が一般化している。
わが国の地名に人名を採用した例は皆無に近く、江戸城内の丸ノ内に外人の名や、江戸へ
来た記録が存在しない人名をつけるか？ という疑問が湧く。人名をつける場合に、全国の
大名を集めて日比谷入江を埋めた、
『天下普請』の総指揮をした「本多正信」の名をつける
なら納得もゆくが、語呂合わせの解釈には問題があると思う。
海辺や湿地端につけた全国大字に 19 ヶ所ある「永楽」が関東地方以西に分布し、16 ヶ所
の「有楽」も東日本の類似地形に当てているので、地名解釈は八重洲を交え「㉑ 有楽町駅、
㉒ 東京駅」に記したい。
左上の淀橋台上の皇居（もと江戸城）の起源地名、
「江戸：日比谷入江の出入り口。神田川
（江戸川）河口」は、地図中上にある「皇居東御苑」につけた地名であった。

先に、港区「新橋」は、新しい橋につけた可能性が薄いと記したが、図左下の烏森町へ明
治 42 年に設置した烏森駅は、東京駅が開業した大正 3 年、
「新橋」駅と改称すると同時に、
旧新橋駅を貨物専用施設に替えて「汐留」駅と改名した。
「新橋」の起源地名は、現在の中央区銀座八丁目に接する「港区新橋一丁目」で、昭和 39
年に東京オリンピックを開催する前はここに新橋川が流れ、交差する銀座通りに「新橋」の
名をもつ橋が架けられていた。
重箱読みの「新橋：シンばし」地名は、全国市町村の大字名に 16 ヶ所あって、橋がない
新橋が 7 つある。と記したが、
「東京都港区新橋」が基盤地形図では、日比谷入江が湾入す
る最深部に位置するところが大切である。付近は明治 43 年 6 月、山手線「烏森～有楽町」
間に赤レンガ連続アーチ橋を敷設したとき、細心の注意を払って建造され、湾入部の沖積層
は粘土、シルト、砂礫層が 20ｍほど堆積した軟弱地盤で、
「有楽町層」と名づけられた。
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この「有楽町層」の発見から、
『縄文海進⇒海退』の研究が始まったのである。なぜ湾入
した軟弱地盤に「しんばし」地名を当てたかは、
「⑧ 新宿駅、⑳ 新橋駅」で解説をしたい。
本サイトの解説は、旧来の通説の批判ばかり、と感じられる方が多いと思う。しかし分子
生物学の発達によるＤＮＡ解析により、日本人の祖先である『縄文人』が新人…ホモサピエ
ンス・サピエンス…の中で、古い系統の人種であることが判明し、いま世界の注目を集めて
いるのである。
「古代からの伝承を貴ぶ」精神文化が、江戸時代まで継承されていた我が国に、『縄文、
弥生、古墳』時代の地名が現代に残されていても不思議はないのである。
順を追って述べて行くが、縄文時代に創造された地形地名の命名法は、渡来人の大量移入
と共に入った『漢字』の普及により、六世紀頃から継承されなくなった。
『言葉の語源』も、
奈良時代に全く理解不能になっていた様子が、
『古事記』
『日本書紀』
『風土記』の地名説話
に残されていて、文献では溯れない『縄文時代、弥生時代の言語』を、地名を基にして復元
するのが、本サイトの主題である。
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山手線の沿革
本章では、
『地名は、地形表現を主体に命名された』仮説が、どんな地名に適合するかを
考えたい。はじめに『山手線の駅』を取り上げるのは、駅名が東京を代表する地名であり、
山手線が走る台地上と低湿地につけた地名には明らかな違いがあって、地形地名の性質を
浮上させやすいからである。この仮説が正しければ、地名が表現した地形がどの時代にあっ
たかを検証して、地名の命名年代を推理できるところが大切で、私たちが毎日使っている
『日本語（←倭語←弥生語←縄文語）』の源流をたどる基本資料になる。
図 1 は東京周辺の基盤地形で、ここにのる「空色から緑色の地域」の大半が、約 5,500 年
前の縄文時代前期～中期には海だった。そのために、海岸の痕跡を留めた地名が多数、現存
するので、この辺に注意して、山手線各駅の地名解釈を行ってゆきたい。

図 1-1

25,000 分の 1 デジタル標高地形図『東京都区部』
〈2006

㈶日本地図センター〉

〈㊟ 図の最南部の川が目黒川、この左端に世田谷区池尻、目黒区東山がある〉
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図 1 のデジタル標高地形図だけでは、山手線がどこを走っているかが解りにくいので、図
2 にほぼ同じ範囲を記した地形概略図をあげよう。東京に住んでいても、ふだん便利な電車
や自動車を利用していると、これほど起伏に
富んだ地形にあることは気がつかない。
複雑な地形の武蔵野台地（山手台地）は、古
多摩川が造った扇状地を基盤に置いている。
しゃくじい

や

た

その分流の痕跡をとどめる石神井川、谷田川
（上野台と本郷台の間を流れていた川。いまは
あいぞめ

やはた

大半が暗渠、下流は藍染川）
、谷端川（本郷台
豊島台間。暗渠、下流は小石川）、神田川（豊島
台

淀橋台間。下流旧流路は日本橋川）、目黒川

（淀橋台

目黒台）が分断した段丘が「赤羽台、

十条台、上野台、本郷台、豊島台、淀橋台、目
黒台」とよばれる。
これら小河川の水源が、多摩川扇状地の扇
頂にあたる青梅市からほぼ等距離に位置し、
各河川の河床にある礫層がおおよそ同じ高さ
にあるので、武蔵野台地は小川が台地を浸食
して造ったものでなく、箱根山・富士山などが
噴出した火山砕屑物の「関東ローム層」が常に
水が流れていた河川に堆積しなかった結果、
形成したと考えられている。
これは生成年代に差がある各台地と河川の
標高差が、関東ローム層が 1 万年に約 1ｍ堆
図 1 2

山手台地と下町低地の地形

『富士山はなぜそこにあるのか』

積した様子と、計測値が一致することから導
きだされている。山手線がはしる台地上では、

〈貝塚爽平 1990 丸善〉

12～13 万年前（リス→ヴュルム氷期の間氷期）

㊟ 図の赤羽は「東十条」、

に浅海底であった地が陸化し、その上に厚さ

渋谷は「恵比寿」の誤記

12～13ｍのローム層を堆積させた「淀橋台」

が最も古い台地である。約 8 万年前に多摩川三角洲が陸化して、8～9ｍの関東ローム層をの
せた台地が「豊島台、目黒台」と呼ばれて、約 6 万年前の荒川三角州にローム層を 6ｍほど
堆積させた地域が「赤羽台、十条台、上野台、本郷台」と区分されている。
この様子は地形をみても納得がゆき、台地生成年代順に開析谷が発達し、起伏に富んだ地
形になっている。段丘群を縦貫する山手線では淀橋台を通る「五反田～高田馬場」間がもっ
とも急峻な路線であることも、これを裏づけている。図２の点線が安土・桃山時代の海岸線
を表現し、東海道線「新橋～品川」間は、この時代の海中に建設されたのである。
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図 3 は山手線（やまのて：江戸時代から下町との対句）の線路勾配を表わす、縦断面図で
ある（写真で見る『山手線百年』〈1985 日本交通公社〉より転載）
。
図 1 3 山手線の線路勾配図（勾配の単位は‰：パーミル。Ｌは平坦地を表わす）

上図（品川～新宿～大塚）のように、武蔵野段丘を縦断する山手線「品川～新宿～田端」
間は 25‰の急勾配…電車線のみ。日本鉄道品川線の路線を継承した山手貨物線の標準勾配は
10‰…が随所にある山間地域の路線にみえるほど、起伏の多い地形を走っている。

「五反田～高田馬場」間の淀橋台、
「高田馬場～大塚」間にある豊島台、
「大塚～駒込」間
の本郷台、
「駒込～田端」間の上野台という四つの丘陵を横切って、
「目黒～恵比寿」
、
「新宿
～新大久保」、
「池袋」をサミットとする三つの峠越えがあり、最高地点は「新宿～新大久保」
間で中央線を乗り越すスルーガーダー橋の 40.8ｍである。この高度は東北本線小山駅付近、
高崎線では深谷駅周辺に肩を並べ、武蔵野段丘を巡る山手線が如何に急峻な地形を走って
いるかが良く判る。新宿からさらに台地を登り続ける中央本線の吉祥寺駅は 62.8ｍ、立川
駅は 82.7ｍ、八王子駅が 110.1ｍ、高尾駅は 170.3ｍもの高さになっている。
上図とちがって、下の図（巣鴨～東京～品川）の武蔵野台地端を走る「田端～東京」間の
東北線、
「東京～品川」間の東海道線の区間は低湿地と捉えられる地形で、約 5,500 年前の
縄文海進の時代から 2,000 年前の弥生時代まで海であった史実は、地質調査から明らかに
されている。さらに山手線内部の台地間にある谷の大半に海が入っていたことも、海蝕崖の
存在、縄文時代前期～晩期の貝塚遺跡の分布状況から立証されている。前頁の図 1－2 に記
入された海辺の点線が江戸時代直前の海岸を表して、当時、江戸城本丸から新橋付近の海は
「日比谷入江」
、半島状の東京・有楽町周辺が「江戸前島」と呼ばれていた。
本サイトは、江戸時代以前から伝承された「地名」の大半が、地形表現を基本に置く地形
地名であった仮説を主体にするので、地形変遷の掌握が大切になる。駅名に採られた地名が
海に面していたときに付けた史実を留めるものも数多く残されており、起伏に富んだ複雑
な地形に設置された駅の名は、段丘上に命名されたもの、崖端、谷間、低湿地、海辺ではか
なり違った様相をみせるので、この辺に注意して、山手線の駅を検証したい。
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つぎに山手線の生成過程を調べると、この線は、環状線を意図して造られた路線でない史
実が浮かび上がる。すでに明治 5（1872）年 10 月 15 日に開通していた「新橋（→汐留）～
横浜（→桜木町）」間の官設鉄道（東海道本線）と、明治 16 年 7 月 28 日に日本鉄道が開業し
た「上野～熊谷」間（高崎線）は、翌 17 年 8 月に前橋まで延長されていた。二つの路線を
連絡させるため、明治 18（1885）年 3 月 1 日に開設したのが「赤羽 板橋 新宿 渋谷
品川」間をむすぶ日本鉄道品川線であった。
山手線（品川線＋東海道線＋東北線＋豊島線）が環状線を組みあげる過程にも、複雑な歴史
があるので、年表にまとめると、以下のようになる。
表1 1
明治 18 年 3 月

山手線・京浜東北線の概略年表
日本鉄道品川線

赤羽～新宿～品川間開業。

32 年 12 月

官設鉄道東海道線

品川～新橋間、品川線列車乗入運転開始。

36 年 4 月

日本鉄道豊島線

田端～池袋間開業。

38 年 4 月

日本鉄道東北線

上野～田端間、豊島線列車乗入運転開始。

39 年 11 月

日本鉄道国有化

42 年 10 月

品川線と豊島線を合わせて、
『山手線』と命名。

12 月

品川～烏森（⇒新橋）間と上野～田端間に、山手専用路線開通。
山手線電化（上野～新宿～烏森。池袋～赤羽）
、電車運転開始。

43 年 6 月
9月
大正 3 年 12 月

烏森～有楽町間開業。
有楽町～呉服橋仮停車場（東京駅北端）間開業。
東京駅開業。呉服橋仮停車場廃止。
山手線の汽車併用運転（赤羽～新宿～新橋）廃止、全面電車化。
高島町（横浜）～品川～東京間に『京浜線』電車の運転開始。

8年3月

中央線 万世橋～神田～東京間開業。
山手・中央線（上野～新宿～品川～東京～神田～新宿～中野）に
『のノ字』運転開始。

14 年 3 月
4月

田端～新宿～品川間複々線竣工。山手電車線と貨物線を分離。
山手・中央線 『のノ字』運転廃止。

11 月

東京～上野間開業。
『山手環状線』全通、京浜線電車乗入。

12 月

上野～田端間 京浜線電車運転開始。

昭和 3 年 2 月

田端～赤羽間 京浜線電車運転延長。

7年9月

赤羽～大宮間 京浜線電車運転延長。線名を『京浜東北線』に改称。

31 年 11 月

田町～田端間複々線竣工。山手線と京浜東北線を分離。

39 年 5 月

根岸線 桜木町～磯子間開業。京浜東北・横浜線と直通運転開始。

45 年 3 月

根岸線 磯子～洋光台間開業。
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昭和 47 年 7 月

山手線 赤羽～池袋間を「赤羽線」に分離。

48 年 4 月

根岸線 洋光台～大船間開業。

53 年 10 月

外郭環状線「武蔵野線」全通。山手線通過貨物列車の大半を移動。

59 年 2 月

「ヤード系貨物列車」を全廃。

60 年 9 月

埼京線（川越～大宮～武蔵浦和～赤羽～池袋）開業。

61 年 3 月

山手貨物線（池袋～新宿）に埼京線電車乗入。

62 年 4 月

日本国有鉄道から、
「ＪＲ東日本」へ移管

63 年 3 月

山手貨物線（上中里～駒込～池袋）に東北・高崎線電車乗入。

7月
平成 13 年 12 月

山手貨物線（新宿～大崎）に東海道線電車乗入。
東北・高崎～東海道線をむすぶ「湘南新宿ライン」創設。

14 年 12 月

埼京線を大崎に延長。東京臨海高速鉄道りんかい線と相互乗入。

27 年 3 月

東北線（上野～東京）に「上野東京ライン」創設

図 1 4 山手環状線の形成過程（写真で見る『山手線百年』
〈前出〉より転載）
。

品川線開業時
明治 18 年

豊島線開通

『のノ字』運転開始

明治 36 年

大正 8 年

山手環状線全通
大正 14 年

品川線に豊島線、東海道線と東北線を組み合わせた「山手線」は、約 40 年の歳月をかけ
て環状線を造りあげた。この最後に開通した区間が「新橋～東京～上野」間というところが
興味を惹く。1 年 2 ヶ月の短期間で「赤羽～品川」間 20.9km を敷設した品川線に比べて、
わずか 5.5km の路線の建設に 20 年もの歳月を要したのは、第一次世界大戦（大正 3～7 年）
の勃発、関東大震災（大正 12 年）の発生という大事件の影響を見逃せない。しかし「新橋～
東京～上野」間は市街地が形成されていたために、土盛りでない高架線を必要として、軟弱
地盤地帯にレンガ積み、鉄筋コンクリート製高架線を築くのが、経験の少ない当時の技術力
では難しかったことが、長期間かかった原因だった。
14

しかし慎重、かつ極めて丁寧に造られた高架線は、数々の土木技術の革新をもたらしたば
かりでなく、関東大震災にビクともせず、太平洋戦争の集中爆撃もくぐり抜け、2014 年現
在では、すでにレンガ積みアーチ橋（汐留～東京）は 100 年、鉄筋コンクリート製アーチ橋
（東京～神田）も 95 年、ラーメン・スラブ橋（神田～上野）が 90 年もの年月を経た今日、

日本一の超過密ダイヤ、山手線・京浜東北線電車を支える、強度上の問題が少ない構造物と
して高い評価をうけている。
このとき併設された「東京～上野」間の列車線は、東北・高崎・常磐線列車を東京駅着発
とする構想だったが、様々な事情から全面実施ができなかった。直通列車がほとんどなかっ
た昭和 58（1983）年に、東北・上越新幹線の東京駅乗り入れのため、神田駅付近を新幹線の
路盤に改築して、列車線は分断されてしまった。
30 年以上も放置された路線の復活はないと諦めていたが、東京駅本屋の復元と同時期に
「東北縦貫線」の工事が着手されて、難工事の神田駅付近の新幹線上の高架橋も完成して、
山手貨物線を走る「湘南新宿ライン」と同じ E231・E233 系に、常磐線の交直両用 E531 系、
特急『ひたち、ときわ』用 E657 系電車を交えた「東北・高崎・常磐⇔東海道」線を直通す
る中距離電車『上野東京ライン』が、平成 27（2015）年 3 月 14 日に開通した。
交直両用電車をつかう常磐線は品川折り返しになったが、
「宇都宮（高崎） 大宮 上野
東京 横浜 小田原 熱海」を結ぶ『上野東京ライン』は、京浜東北快速線の役割を担う
ことが判る。山手線西部でも平成 13（2001）年 12 月１日に生まれた「湘南新宿ライン」と、
平成 14 年 12 月 I 日の「埼京線」大崎延伸が、山手快速線の務めを果たすことになった。
湘南新宿ラインと埼京線電車は、「赤羽 池袋 新宿 渋谷 恵比寿 大崎」に停車し、
山手貨物線の大半が日本鉄道品川線の路盤を引き継いでいるので、品川線開業時の「赤羽
板橋 目白 新宿 渋谷 目黒 品川」とほぼ同じ運行形態が復活した。埼京線電車に乗り、
1Ｂ1 タンク機関車のイギリス製 500・600 型、アメリカ製 900 型が、マッチ箱とよばれた二
軸客車を 10 両ほど牽引する、明治時代の姿を空想するのも一興だろう。
このように、山手環状線全体に快速運転が実施されることになったが、誕生経緯が東西で
はまったく違っていた。東部の東海道・東北線では、
「品川～東京」間の慢性的過密ダイヤ
の解消と、東西の新幹線が乗り入れた東京駅在来線ホームの能力不足を直通電車化して折
り返し・回送列車を減らし、東京駅の停車時間短縮を図る解決策であり、
「東京～上野」間
の混雑緩和にも有用だった。西部は貨物列車が激減した山手貨物線に余裕ができたための
快速運転設定と、正反対の理由で誕生したので、細かい事情は本文に記したい。
山手線が走る「東北線、品川線、豊島線」は、私設鉄道の「日本鉄道」によって建設・運
営された。
「新橋～品川～横浜」間の官設鉄道が、資金をインド西部の東洋銀行から借り入
れて建設したように、明治時代初期に政府が自己資金で全国に鉄道を建設できるほどの力
はなく、明治 22 年 7 月 1 日に「新橋～神戸」間を全通させた東海道本線の建設に総力を傾
けていた。そのため、将来の国有化を前提に置いて、各地方ごとに私設鉄道が生まれた。
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東北線などの路線は、岩倉具視を中心に華族が出資して造った「日本鉄道」が経営した。
ただ明治 16 年 7 月の高崎線「上野～高崎」間、明治 18 年 3 月の品川線「品川～赤羽」間の
建設と車両の選定、運転などは未経験のため、最初は工部省鉄道局が代行した。
ここで、我が国「鉄道の父」と評される当時の鉄道頭、井上勝の基本方針を貫徹させたと
ころが重要である。いまは湘南新宿ラインが走る品川線・豊島線は、武蔵野台地を縦貫する
山岳地帯なみの地形を通っているが、ここにはトンネルが一つもなく、最急勾配が「10‰」
という、のちに主要幹線の規範になる厳格な条件を定めて建設された。谷には築堤を設け、
台地を切り通して走るのが、「山手線」の特徴である。
山手線の建設史をひもとくと、品川線と豊島線には、一ヶ所ずつ路線を変更した区間があ
ったことが判る。品川線「五反田～渋谷」間、豊島線「池袋～巣鴨」間がそれである。
前者は『目黒駅追い上げ事件』とも呼ばれ、目黒川流域の住民による鉄道敷設反対運動が
起きて、駅名を先に決めていた目黒駅を下目黒村でなく、上大崎村（→品川区上大崎）に建
造したところに路線変更の痕跡を留めている。後者は豊島線の計画路線が「雑司ヶ谷～田端」
「目白～田端」
「池袋～田端」と三転したばかりでなく、豊島区内の「池袋～巣鴨」の駅名
に文京区「大塚」を採ったところに、路線を替えた様子が隠されている。こちらは巣鴨監獄
（今はサンシャイン 60）が関係していたので、
「池袋駅」
「大塚駅」で検証したい。

古代から継承された「地名」は、ある一地点の地形を表現した例が多く、
『言霊』として
大切に伝承されてきた。ところが明治時代から、地名を移動する例が増えはじめ、山手線の
駅はこの史実を正確に記録しているので、ここにも焦点を当てたい。本サイトが基本に置く
『地名は、命名時の地形を表現した』仮説は、地名をつけた場所だけでなく、命名年代を推
測できる利点があるので、積極的に応用してゆきたい。
山手線の一つひとつの駅に対する命名も特徴があって、古代から近世・近代までの地名と
記号が、複雑な歴史をうちに秘めて混在している。品川線の開通順序にしたがい、赤羽を起
点とした、山手線内回りの順に駅名を検証してゆこう。
これから取り上げる駅では、前駅との間の路線の特徴、駅の設立過程、駅名に採られた地
名の解釈などを提起してゆきたい。駅名に続く「地平、半高架、高架」の表記は線路の形態、
「○○ｍ」の表示は路盤の施工基面（線路道床下面）の標高、住所は駅本屋（駅長室のある建
物）の所在地名、年月日は駅の開業日を表わしている。

「地形を表現した地名」は全国に同一名があるのが普通で、同名の大字をあげ、どのよう
な地形に付けられていたかの一般的傾向を見出すための資料として提示した。ここにあげ
る地名は、平成 13（2001）年 4 月 1 日から、平成 22(2010)年 3 月 31 日までに行なわれた
『平成の市町村大合併』以前の名を使用した。いまの市町村名は、現代流新設記号が多数混
入していて、地名研究の資料価値を失っているので、おおよそ昭和 50（1975）年前後の地
名を採用した。それでは、今は埼京線の駅になった「赤羽駅」から始めよう。
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(1)

赤

羽 高架 13.4ｍ

北区赤羽

明治 18（1885）年 3 月 1 日

「赤羽駅」は、明治 16 年 7 月 28 日の日本鉄道高崎線、
「上野 王子 浦和 上尾 鴻巣
熊谷」の開業時にはなく、品川線の開通日に分岐駅として設置された駅である。北へ延び
る東北・信越線、西へ延伸する東海道線の旅客・貨物輸送を、東京府内でむすぶ路線として
敷設したのが、日本鉄道「品川線」だった。
というのは表向きの話で、品川線が造られた真の目的は、品川湊に陸揚げした建設資材を
中山道へ敷設する信越線と、奥州街道に敷く東北線への運搬が主目的で、両線開通後は高崎
周辺から「繭、生糸」を横浜港へ運ぶ、シルク・レイルロードとして重用された。
開業当時の旅客列車は一日三往復、開業日の乗客は「0 人」と、利用客が一人もいなかっ
た史実が記録された。翌年の一日平均の利用客が、
「目黒駅：19 人。渋谷駅：31 人。新宿駅：
77 人。目白駅：24 人〈『明治 19 年東京府統計書』〉」と記録されたように、いまは一日 100 万
人以上が利用する山手線の繁栄から、想像できない理由で品川線が誕生した。
品川線は「赤羽～品川」間の連絡にあったが、明治 36 年 4 月 1 日に「池袋～田端」間に
豊島線が開通、明治 42 年 12 月 16 日に「上野 新宿 品川 烏森（新橋）」間の電車運転を
開始して、山手線は東京市内の通勤・通学路線へ変貌した。大正 3 年 12 月 20 日に東京駅が
開業すると、「赤羽 新宿 品川 新橋（汐留）」間を運行していた汽車列車が廃止されて、
「赤羽～池袋」間は山手線の盲腸線と化し、通称、赤チョンこと「赤羽線」に変容した。
赤羽線は古くから親しまれた名前だが、正式路線名に採用されたのは昭和 47 年 7 月 15 日
と意外に新しく、それまでは山手線に属していた。明治 42 年 12 月、山手線に電車運転が開
始されたとき、単線の「赤羽～池袋」間にも電車が走りはじめて、大正 14 年 3 月 31 日に
「赤羽～池袋」間を複線化した。
東北本線の赤羽駅には、昭和 3 年 2 月 1 日に「田端～赤羽」間へ複線を増設・電化して、
「京浜線」電車が運転を開始した。さらに昭和 7 年 9 月 1 日に「赤羽～大宮」間を複々線化
して、旅客線を電化して電車を走らせたときに、路線の通称を京浜線（東京＋横浜）から「京
浜東北線」に改めた。この赤羽駅の電車専用ホームは、なぜか高架線で建造された。
昭和 60 年 9 月 30 日、東北・上越新幹線の用地取得に関連した通勤新線として、
「大宮
武蔵浦和 赤羽 池袋」間をむすぶ埼京線が開業した。このとき新幹線と一体化工事をした
ために、赤羽線（埼京線）も高架ホームへ上がった。
赤羽は重要な乗換駅だが、当時、両端の「京浜東北線、赤羽線（埼京線）」が高架、真中の
「東北・高崎線」は地平ホームだった。京浜東北線から赤羽線へ乗り換えるには、一旦地下
へ降り、ここから二階分の高さがある急階段を上る乗り換え不便駅になってしまった。この
駅は貨物も扱っていたので、昭和 59 年 2 月 1 日に国鉄が操車場を中心におく「ヤード系貨
物輸送」を廃止するまで、地平にあった赤羽貨物駅が活動していて、東北・高崎線を高架に
上げることはできなかった。
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その後、埼京線は、貨物が激減した山手貨物線を利用して、昭和 61 年 3 月 3 日から新宿、
平成 8 年 3 月 16 日に恵比寿、平成 14 年 12 月 I 日に大崎まで延伸し、川越～大崎間全体が
「埼京線」と呼ばれるようになった。そのため、いまは赤羽線の名を聞く機会もなくなり、
脚光をあびることがなかった路線名を更に不遇なものにした。
ちなみに、埼京線の正式路線名は「川越～大宮」間が川越線、「大宮～武蔵浦和～赤羽」
間が東北本線、
「赤羽～池袋」間は赤羽線、
「池袋～大崎」間が山手線である。おなじように
赤羽駅に止まる「京浜東北線」も、
「大宮～東京」間は東北本線、
「東京～横浜」間が東海道
本線、
「横浜～根岸～大船」間も根岸線であるため、路線の正式名でないことが判る。
平成 10 年 12 月 6 日に、赤羽駅の貨物線と旅客線を高架にあげたホームを造ってエスカ
レータも設置し、ようやく「埼京線、東北・高崎線、京浜東北線」乗り換えの不都合を解消
した。平成 13 年 12 月 I 日から、東北貨物線 山手貨物線 大崎支線 品鶴貨物線 東海道
貨物線を走る「湘南新宿ライン」を設定して、好評を博している。
それでは本論へうつり、駅名に採られた地名への、本サイト流の解釈法を記したい。
「赤羽」は、戦国時代の文献にのった地名で、古くは赤羽根、赤場根とも当てられていた。
武蔵国豊島郡赤羽村、いまの「東京都北区赤羽」は、武蔵野段丘の東北端、赤羽台の開いた
谷に面する低地につけた地名である。
本サイトは、
『地形地名は、二音節の言葉（主に動詞）を組み合わせた「掛け言葉」を利用
して、地形を表現した』仮説を基本に据えて、
「赤羽・山手線、京浜東北・根岸線」全駅の
地名解釈を行なってゆきたい。この仮説をどのように導き出したのかは第四章『言葉と地名』
の「峠名の解き方 (1) 桜峠」に詳述したい。
まず、
「Akapane」の掛け言葉を外して二音節の言葉に分解し、この名を使う市町村の大字
名の一部を全国から取り出すと、次の例があがる。
「Aka．開く：谷の開口部。Faka. 剥ぐ、穿く：崖、谷」
山口県美祢郡美東町赤

福岡県田川郡赤村赤

→美祢市

「Kapa．交ふ：谷、側、皮：崖端」
高知県宿毛市樺

熊本県荒尾市樺

「Pane⇔Nepa. はねる、粘る：泥地、湿地」
神奈川県秦野市羽根

島根県大田市波根町

富山県富山市羽根

東京都羽村市羽

このように、
「赤羽」を分解した「Aka. Kapa. Pane」の名は、それぞれ市町村の大字名に
使われていて、日本語の言葉の基本単位が『二音節』であるところに一致する。ただ二音節
の地名は言葉の意味が広すぎて、大まかな表現しか出来ないので数は少ない。ここにあげた
解釈法はこじつけにも見えて、すぐ納得できるようなものではないと思うけれども、とりあ
えず、仮説の提起ということでお付き合い願いたい。
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また、二つの言葉を合わせた「Akapa→Akafa→Akawa」
「Kapane→Kafane→Kawane」の大字
も現存するので、その一部をあげよう。
石川県羽咋郡富来町阿川

山口県豊浦郡豊北町阿川 →下関市

→志賀町

愛媛県伊予市上・下吾川

高知県吾川郡伊野町波川 →いの町

宮城県刈田郡七ヶ宿町川根

広島県高田郡高宮町川根

新潟県新津市川根

→安芸高田市

愛媛県周桑郡丹原町川根 →西条市

→新潟市

ここにあげた「Pa→Fa→Ha→Wa, A」
「Pa→Ba」の変遷は、日本語の基本変化であるため、
これ以後は何の注釈もつけずに使ってゆきたい。これらの地名は、平成 13（2001）年 4 月
1 日から平成 22(2010)年 3 月 31 日までに行なわれた『平成の市町村大合併』以前の名で、
合併後の市町名は「青色小文字」で表記した。合併前に「3,255」あった市町村も、合併後
は「1,727」に半減し、残念ながら現行の市町村名は『地名資料』としての価値を消失した。
『平成の市町村大合併』以前と以後の市町村名の対照は、
『地名資料Ⅰ市町村』にまとめた
ので、興味をお持ちの方は御覧いただきたい。
「Akapa, Akafa, Akawa：谷の開口部の崖端」、
「Kapane, Kafane, Kawane：谷、崖下の湿地」
と解ける「阿川、吾川、波川」と「川根」は、おおよそ当該地形にあるように見える。
次に、両者を重ねた「Akapane＝Aka．開く：谷の開口部＋kapa．交ふ：谷、側＋pane⇔nepa.
はねる、粘る：泥地、湿地」と解釈される「東京都北区赤羽」付近の土地条件図と、全国に

分布する市町村大字の「赤羽、赤羽根、赤刎」全数をあげると、以下のようになる。
○福島県石川郡石川町赤羽
栃木県真岡市赤羽
栃木県芳賀郡市貝町赤羽
○千葉県勝浦市赤羽根
○東京都北区赤羽
○神奈川県茅ケ崎市赤羽根
○新潟県五泉市赤羽
○長野県岡谷市赤羽
○長野県諏訪市赤羽根
○長野県上伊那郡辰野町赤羽
岐阜県各務原市蘇原赤羽根町
愛知県幡豆郡一色町赤羽
○愛知県渥美郡赤羽根町赤羽根 →田原市
○徳島県麻植郡山川町赤刎
図1

5

東京都北区赤羽付近の土地条件図『東京西北部』 （国土地理院 1981）
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図 5 は、市街地化されて元の地形が判りにくい都市部の基盤を記した、25,000 分の 1 土
地条件図『東京西北部』から、赤羽付近を抜粋したものである。図の中央から南へ伸びる橙
色の部分が、武蔵野段丘の東北端にある「赤羽台」を表現している。
荒川を渡った東北本線は、赤羽台の崖端に沿って走ってゆく。東へ開いた三つの谷をもつ
赤羽台の上から二つ目、亀ヶ谷と呼ばれる谷の開口部に面した低地に「赤羽駅：東京都北区
赤羽一丁目」がある。ここから分岐する赤羽線（埼京線）は築堤を登り、一番下の「十条台」

を切り開いて直線状に上ってゆく。
この赤羽駅の地形が、「Akapane：谷の開口部にある崖端の湿地」に合致する。今の赤羽に
湿地帯の面影などないが、時代を遡れば、確実にこの地形が存在した時代へ辿り着く。荒川
対岸にある「埼玉県川口市川口：Kafakuti＝Kafa. 川、側＋faku. 吐く＋kuti. 口」が荒川
河口だった時代は、遺跡の分布状況から古墳時代（約 1,700～1,400 年前）と考えられるの
で、この時代なら対岸の赤羽にも湿地帯を想定できる。大雨のとき、赤羽駅西口の駅前広場
が冠水しやすいことをも地名が表現している、と考えられそうである。
なお、現在の「Ha」行を「Fa」行で表記するのは、中世に来日した宣教師が残した文献に
こう記され、奈良時代は「Pa」行であった様子も想定されているので、歴史の古い地名はこ
の表記を使ってゆきたい。
また図 5 の右側に、全国市町村の大字に使われる「赤羽，赤羽根、赤刎」全数をあげた。
大字の赤羽は関東・中部地方に片寄った分布をとるが、このように「偏在」を見せるのが、
地名の特性である。○印をつけた赤羽は、谷の開口部にある「Akapane」で、無印は平野部
にあって地形語の解釈をとれない赤羽を表わしている。長い歴史をもつ地名には、一律に解
釈できない例もあり、数を集めて共通項を浮上させることが大切に思われる。
東京都区内にはもうひとつ、都営地下鉄大江戸線に「赤羽橋」駅があり、ここ、港区東麻
布一丁目には江戸時代に赤羽河岸があったという。赤羽橋は、新宿御苑を水源にする渋谷川
の下流、古川に架かる橋で、東京タワーがある淀橋台（麻布台）の谷が開けたところにあり、
「赤羽：谷の開口部にある崖端の湿地」に合致するように見える。
さらに赤羽の同族に、語尾をかえた「Akapana, Akapani」があるので、大字をあげよう。
岐阜県大垣市赤花町

奈良県宇陀郡榛原町赤埴 →宇陀市

兵庫県出石郡但東町赤花 →豊岡市
三者とも山裾、台地端の開けた谷の出口にあるが、赤花は「Pana→Fana→Hana. 鼻、端：
突出部」の意味から尾根の先端、赤埴は「Fani. 埴：黄赤色の粘土。赤土」を強調した谷間
う

だ

はいばら

に付けられている。奈良県宇陀郡榛原町赤埴（平成 18 年元旦に宇陀市へ統合）は、
に

こと

大和の宇陀の さ丹つかば そこもか人の 我を言なさむ
『万葉集』巻七
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と詠われた丹（Ni：赤褐色の硫化水銀）を産出した、奈良県宇陀郡大宇陀町（平成 18 年元旦
から宇陀市へ統合）にあった大和鉱山の隣接町名だった。

赤埴は「谷の開口部にある崖端の泥地」の地形を表わしただけでなく、縄文時代から赤色
顔料として重用され、弥生～古墳時代には墳墓に敷き詰めて、死者の霊を慰めた赤土を表わ
した「ベンガラ（紅柄：酸化第二鉄。Fe₂O₃）」と共に重視された材料も、
「赤埴」と表現した
ところが大切である。一般に湿地を意味した「丹生：Nifu→にゅう」
「埴生：はにゅう」の
一部に硫化水銀、ベンガラを産した地もあり、
「丹生、埴生」は地名への当て字の中で、最高
度の作品と言って良いようである。
赤埴と同系統の「赤花、赤鼻」にはユーモラスな雰囲気がただよい、東京の「赤羽」も、
赤羽台に堆積した「箱根山、富士山」などの火山砕屑物、黄赤色の関東ローム層を意識して
つけた様子も感じとれる。
わずか「三音、四音」の言葉に地形の意味を凝縮した『地名』には、論理性を重んじた古
代人の言語感覚の鋭さをつよく感じとれる。言葉の一音を替えただけで、他の地形を表現で
きる『倭語』の基本構成がとくに素晴らしい。現代に伝わる『和風』文化の原点が、縄文時
代にあることを伝えているのであろう。
「Akapane」の地名解釈にあげたように、
「Aka」
、
「Kapa」
、
「Pane」地名が現存し、これら
を組み合わせた「Akafa」
、
「Kafane」
、
「Akapane」地名が、すべて地形を表現していたなら、
ここには『掛け言葉』が存在したと考えるのが、素直な受け取り方である。参考例としてあ
げた「Akafa」に「赤井、赤江、赤尾・赤穂」の系列名があり、
「Kafane」の関連地名である
「川奈、河沼、川野・河野」も微妙に違った地形に当てられている。
ここに見られるように、かつては日本人の特質といわれた、細やかな気配りに着目して、
「駅名」を探索してゆきたい。なお、地名は奈良・平安時代より前に存在していた可能性が
高いので、地名の読み方は、現代語読みでなく、古語の読み方を常用して行きたい。
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(2)

十

条

地平 21.9ｍ

北区上十条

明治 43（1910）年 11 月 1 日

東北・上越新幹線が上を通る赤羽駅ホームを出た埼京線電車は、新幹線・東北本線と別れ
て築堤を走り、十条台を直線状に切り開いて 10‰の勾配を登り、
「十条駅」に着く。山手線
に電車が走り始めて一年後に設けた十条駅は、もと山手線の駅の中でただひとつ、ホームが
二本の線路をはさむ「対向式ホーム」駅である。
山手線の「駒込 新宿 品川」間は貨物線が併走するので、線路がホームを挟む「島式ホ
ーム：池袋・大崎駅はホーム二本」、
「田町 東京 田端」間は京浜東北線との複々線になり、
山手線が内側、京浜東北線が外側を使う二本の島式ホームが標準仕様になっている。唯一の
例外が「渋谷駅」で、もと品川線、いまの埼京線渋谷駅の場所にあった旧駅を大正 10 年 7
月 15 日に電車線を増設して造った新駅は、半径約 300ｍの急曲線上に設置せざるを得なく
なり、内回り・外回り用ホームを一本ずつ使う特殊な形になった。この様式は利用客が増加
して改築した、東京メトロ銀座線の「新橋、日本橋」駅にもみられる。
また，
「代々木駅」は、対向式ホームの間に島式ホームをはさむ形にして、島式ホームで
山手線内回りと下り中央・総武線緩行を接続し、
「新宿～代々木」間に立体交差を造って、
新宿駅を方向別島式ホームにした設計の素晴らしさは、高く評価されている。
駅名の「十条」は、室町時代の記録がのこる地名で、律令時代の条里制度のなごりを留め
た名とも考えられている。しかし付近に条里の痕跡がないこと、関連地名がないこと、十条
が起伏の多い台地上にあることなどから、条里の存在を疑問視する説もある。
まず市町村の大字で「ジュウジョウ、チュウジョウ」と読む地名をあげよう。
埼玉県児玉郡美里町南・北十条

熊本県八代市十条町

東京都北区上・下十条
新潟県南蒲原郡中之島町中条 →長岡市

愛知県豊川市中条町

静岡県田方郡韮山町中條

大阪府茨木市中条町

→伊豆の国市

「ジュウ、チュウ、ジョウ」は倭語ではなく、
「十：呉音。中：漢呉音。条・條：呉音」に
分類される漢語の表現で、
「シャ・シュ・ショ」などは「拗音」に区分される。山手線では
「新宿：シンジュク（音読み）。原宿：はらジュク（湯桶読み）、浜松町：はままつチョウ、
有楽町：ユウラクチョウ（音読み）、東京：トウキョウ」が拗音を含む駅名である。拗音が入
る地名は「湿地、谷、沢、滝」などにつけた自然地名に、
「城ヶ島、長者ヶ崎、常願寺川、
千丈谷、常念沢、称名滝、戦場ヶ原、中禅寺湖」のように使われている。
拗音が入る地名は数が多く、地名解釈では音読みの中国音（朝鮮音）を倭音に戻す復元法
を確立する必要がある難かしい地名なので、第四章『言葉と地名』、第五章『地名考古学』
に詳述したい。むろん「新宿」駅で復元法の一端を示すが、ここでは結論だけを先にあげて、
「武蔵国豊島郡十條村」の起源地名の探索を行ないたい。
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十条は「Zyûzyó←Tsifutsifo＝Tsifu：谷、崖＋futsi. 伏し：斜面。淵＋tsifo：谷、崖」
へ復元され、「谷に面した段丘端、または谷の内部の斜面」につけた様子を感じとれる。
「Tsifu, Tsifo」を谷、崖と解くのは、平安時代中期の『和名抄』にのる、日向国臼杵郡智
保郷が、今の宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井に比定され、
「高千穂峡」と呼ばれる五ヶ瀬川
の峡谷にあることを参照している。また、濁音が入る十条を、清音だけの「Tsifutsifo」に
復元するのは、倭語の語頭に濁音がなかったためで、この辺も新宿駅で解説したい。
「Tsifo：萎む、∨型・∧型地形、崖」を使った地名に、北アルプス、槍ケ岳の全容が見ら
れる蝶ヶ岳（長野 上高地 2664m）の「蝶沢」がある。この沢は「Tsifosafa＝Tsifo：∨型
地形、崖＋fosa. 干す：水のない枯れ沢＋safa. 沢」と地形表現をしたうえに、残雪の形が

巨大な蝶に似る蝶沢の姿を重ねている。さらに山名の蝶ヶ岳は「Tsifo：∨型地形、崖＋foka.
ほぐ、ほぐす：バラバラにする：崖、谷＋kata, 肩＋take. 岳」と、沢名を転用した様子を
残している。槍ヶ岳北面の「千丈沢、天上沢」カールも、
「Semutsifosafa. Temutsifosafa」
と同じ手法を使って解くと、『倭語』と『漢語』の表現を重ね合わせた可能性が窺われる。
この辺は地形表現としての最高峰と言えるので、第七章『富士川と富士山』に詳述したい。
十条を「Tsifutsi, Futsifo」に分解して、大字名と自然地名（島、岬、峠、山）を調べる
と次の関連地名があがる。ここでは、自然地名のカッコ内の（大阪、和歌山）などは所属都
府県名を表わし、次に続く（五條、栗栖川）は、5 万分の 1 地形図の図幅名を示している。
今後の自然地名の表記も、おなじ様式を採ってゆきたい。
神奈川県小田原市十字

兵庫県姫路市中地

愛知県名古屋市南区忠治

鹿児島県曽於郡志布志町志布志 →志布志市

十字峠（大阪 五條

十丈峠

500ｍ）

（和歌山

栗栖川

540ｍ）

中将岳（新潟 十日町 682ｍ）

忠次郎岬 （徳島 阿波富岡）

滋賀県大津市藤尾奥町

兵庫県美方郡浜坂町藤尾 →香美町

奈良県生駒市藤尾町

広島県芦品郡新市町藤尾 →福山市

富士尾山（長野 信濃池田 1296ｍ）

府中山（宮城 気仙沼 196ｍ）

これらの地名は解釈が難しい部類に属している。しかし地名に多用された自然地名、5 万
分の 1 地形図にのる全数（峠：3287 例。岬：3101 例。北海道と沖縄県を除く）を検証すると、
地名のつけ方と地形語の意味が解らなくなった時代を『五世紀：古墳時代中期』に想定でき
るので、目茶苦茶な当て字をして、まるで無関係にみえる地名群を一括して扱った。
地名に当てた文字が、地形表現に関係しない代表例が、府中山（Futsifu→ふチュウ）で
ある。府中は律令時代の国府（いまの県庁）所在地を表わして、現在の宮城県、律令時代の
陸奥国国府は、陸奥国宮城郡多賀郷（宮城県多賀城市市川）にあったので、ＪＲ気仙沼駅の
北西にある府中山は、文字の意味を考えてはならない、山名に位置づけられる。
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なぜこんなことを記すかというと、本サイトは地名が『掛け言葉』を使って三音節から四
音節の簡潔な言葉で、地形を表現をした史実を提起するためである。地名に『掛け言葉』を
使ったことが真実であれば、一字で二～三音を表わす「漢字」を利用したこと自体が無茶な
発想と考えられる。と同時に、
「なぜ、日本語の言葉の語尾が開音節であるか」
「なぜ、基本
動詞が四段（五段）活用であるのか」「なぜ、日本人が掛け言葉を好むのか」などの諸問題
を考えるうえでも、大切な事柄になるからである。本サイトは、地名に当てた漢字の意味を
根幹に据えた『古事記』
『日本書紀』
『風土記』の地名解説とは、まったく異なる解釈を行な
うので、とりあえず、地名解釈の提起に専念したい。
この地名解釈は、現存する同一種の地名を数多く集め、そこに共通する地形表現を取り出
して、地名の意味を浮上させる手法を利用する。ただし、ここには様々な問題、たとえば古
代語を考えるうえの必須事項である、奈良時代の文献にのる漢字の当て方を分類した『上代
特殊仮名遣い』や、地名への『好字二字化令の公布（713 年と平安時代中期：
『延喜式』記載）
』
の検証も入るが、本章ではなく、第三章以降で扱いたい。
図1

6 土地条件図

十条は「Zyûzyó←Tsifutsifo＝Tsifu：谷、

東京西北部

崖＋futsi.伏し：斜面。淵＋tsifo：谷、崖」

へ復元されて、
「谷に面した段丘端」へつけ
たように見える。命名地点を探るのは一般の
地図では難しいので、赤羽駅で利用した
25,000 分の 1 土地条件図をあげよう。
左上図は、赤羽台の上から三つ目の谷の拡
大図で、
南側の台地は「十条台」と呼ばれる。
この谷の奥、北区西が丘二丁目と上十条五丁
目の境界を「Tsifutsifo：谷に面した段丘端」
の起源地と考えたい。
図1

7 十條村付近

迅速図（明治 30 年頃）

下図、明治時代の迅速図でも同じ範囲を比
較したいが、迅速図の北端がここまでなので、
「十條村→北区上十条」だけを対比して頂き
たい。明治の迅速図が、現代の精密地形図と
遜色がないのが素晴らしい。
この地図に、東西・南北方向に道路が造ら
れた例が多い「条里」の痕跡がないところが
大切である。
図の左下、中山道下板橋宿に交差する川が
「石神井川：しゃくじいがわ」で、ここに架けた橋が板で造られたので、
「板橋」の地名がつ
いたと伝えられている。この真偽は次の「板橋駅」で検証しよう。
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残念なことに、昭和 55（1980）年頃に刊行された「土地条件図」は、いまは地図専門店に
も在庫がなく、国土地理院にも再販の予定がないようで、入手し難くなってしまった。ここ
には、インターネットの発達による様々な地図を利用できる時代背景があり、各種の地図を
どのように活用するかは、個人の判断に委ねられる時代になったようである。
本サイトの基本におく「地形地名の解釈法」自体が公認されていない現況では、推論が正
しいかの判定は難しい。しかし数式で証明できる自然科学の分野と違い、地名命名法則を立
証するには、各地の実例を沢山あげる以外に方法がなく、くどすぎると思うくらいの例をあ
げなければならない。これからも現代の精密地図、土地条件図、古地図などを利用して、地
名の検証をつづけよう。
なお本サイトでは、山と谷の地形を「∧型・∨型地形」
「∩型・∪型地形」の表現を多用
してゆくが、両者に差はなく、使われた言葉の意味をもとにした雰囲気だけの区別である。
この表現法が『倭語』の根幹にあったことは、さまざまな地名を検証した後に、京浜東北
線「大森駅」で検証したい。
「∩型・∪型」の縄目文様（縄文）を土器に施して、無限に続く
自然の循環現象「∩＋∪＝∿型」を基本に据えたのが、
『縄文時代』の表現法であった。
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（3）板

橋

地平 26.7ｍ

板橋区板橋

明治 18（1885）年 3 月 1 日

十条駅を発した電車は、十条台を切り通して走り、台地端に設けた築堤を下って、滝野川
（石神井川）橋梁をわたり、豊島台を 10‰の勾配で上って「板橋駅」に到着する。板橋駅は

「赤羽、新宿、渋谷」駅と共に、品川線の開業日に生まれた古い歴史を持っている。
中山道の宿場名を採用した「板橋」駅は当初から貨物業務が主体で、貨物用側線は平成 11
年 3 月末まで残されていた。昭和時代には、栃木県安蘇郡葛生町から東武鉄道佐野線・伊勢
崎線を経由して、東北本線を走るセメント列車が一往復、板橋まで運行していた。
この列車の「大宮～板橋」間を大宮機関区のＤ51 が牽引して、山手線を走る最後のＳＬ
列車として注目を集めた。列車は 10 時頃に板橋駅へ着き、構内にあったセメント工場への
入換をして午後 2 時頃、逆向のＤ51 が回送列車を牽き大宮へ帰っていた。が昭和 44（1969）
年、ディーゼル機関車 DE10 に置き換えられて、時代離れをした光景も失なわれた。
電化区間の「大宮～板橋」間に蒸気機関車を使ったのは、板橋駅の貨物側線に架線柱は設
置されていたが、駅構内すべてに架線を張っていなかったためだった。平成 28（2016）年
まで側線の一部が残っていたが、翌年、三本の電車留置線を新設して面目を一新した。
赤羽線の貨物列車牽引機は山手線と共通運用で、新鶴見機関区（横須賀線新川崎駅付近に
所在）の EF10. 12. 13. 15. 65 型電気機関車と、高崎第二機関区の EF15 が使われていた。

当時、板橋駅に貨物用側線が輻輳していたため、島式ホームの長さが 136ｍしかなく、ラッ
シュ時の赤羽線を通勤地獄に陥れた。
山手線の旧型電車 11・60・72 系の混成 8 両編成（池袋電車区所属）と 60・72 系 7 両編成
（品川電車区）を、昭和 36 年 10 月から新性能カナリヤイエロー101 系「McMTTTMMc」7 両編

成に置き換え、さらに「McMMMTTMMc」8 両編成に増強したのは昭和 38 年 10 月 1 日だった。
しかし赤羽線は板橋駅ホームの長さ制限から、旧型 72 系「McTcMcTMMTc」の 20ｍ車 6 両
に 17ｍ車サハ 17 を交えた 137ｍの編成で運行せざるを得なかった。さらに池袋駅の赤羽線
ホームが一面しかないために増発もできず、都区内最悪、ラッシュ時乗車率 300％の混雑を
招いた。そこで板橋駅の配線を変えてホームを 160ｍに延長し、72 系 8 両編成にしたのは
昭和 40 年。昭和 42 年 4 月 3 日に、ようやくカナリヤ色 101 系 8 両編成化を実現した。
この後、昭和 46 年 4 月 20 日に「TcMMTMMTMMTc」の 10 両編成にした山手線は、ウグイス
（黄緑）色の 103 系、赤羽線はカナリヤ（黄）色の「McMMMTTMMc」101 系の 8 両編成時代が

長く続いたが、昭和 59 年 1 月に赤羽線もカナリヤ色 103 系 10 両編成化をして輸送力を強
化した。
（㊟ Mc：制御電動車、M：中間電動車、Tc：制御車。T：付随車）
赤羽線が埼京線へ替わったのは昭和 60 年 9 月 30 日、同年 3 月から山手線にステンレス
車体、界磁添加励磁制御の 205 系を投入して、ウグイス色の 103 系を埼京線へ転属させた。
ただ、山手快速線の役割をもつ埼京線には、抵抗制御の 103 系より、中速・高速域にチョッ
パ制御を使える 205 系が適していたので、平成元年から埼京線用 205 系を新製し、平成 2 年
12 月までに 103 系を置き換え、平成 25 年 6 月から 26 年 1 月に、É233-7000 へ置換した。
26

中山道の宿場町「下板橋驛」から名を採った板橋は、鎌倉時代の文献に記録されていて、
石神井川（←シャクジゐ：練馬区石神井公園）に架けた橋が、板で出来ていたから、板橋とつ
けたと伝えられている。だが奈良時代以前、おそらく縄文時代中期（5,500～4,500 年前）
から橋桁の上面に板を張るのが慣例だった史実をみると、常識的な工法の橋に「板橋」の名
をつけたことが中山道の宿場町の起源とは考えにくい。そこで、全国市町村の大字に使われ
る「板橋」を取り出して、そこに川が流れているかを調べてみよう。
○青森県上北郡東北町板橋

×栃木県今市市板橋

→日光市
→桐生市

△宮城県加美郡小野田町板橋

→加美市

×群馬県勢多郡新里村板橋

×宮城県本吉郡歌津町板橋

→南三陸町

○東京都板橋区板橋

×福島県郡山市西田町板橋

×神奈川県小田原市板橋

○福島県白河市板橋

×新潟県中頸城郡中郷村板橋 →上越市

×福島県東白川郡棚倉町板橋

○長野県南佐久郡南牧村板橋

×福島県石川郡石川町板橋

○京都府京都市伏見区上・下板橋町

×茨城県龍ケ崎市板橋町

△京都府北桑田郡美山町板橋 →南丹市

×茨城県真壁郡関城町板橋

→筑西市

○広島県庄原市板橋町

×茨城県筑波郡伊奈町板橋

→つくばみらい市

東日本に偏在する板橋の中で、国土地理院の 5 万分の 1 地形図（1975 年前後に収集）を調
べた範囲で、○印を付けたのは「川が流れて橋が架かっている板橋」
、△印は「川があって
も橋がない板橋」
、×印は「川がなく、橋もない板橋」地名である。
長野県南佐久郡南牧村板橋を流れる川は「板橋川」という。後に川を扱う第七章『富士川
と富士山』に詳述するが、橋名を採った川はなく、川名または地名から、橋名をつけるのが
常道だった。板橋地名の中で同名の橋があるのは、東京の板橋だけのようで、板橋の過半数
が川に接していない場所にあるので、地名の「板橋」が橋名をとった可能性は薄いと判定で
きる。板橋を地形地名と考えると、解釈は意外に難しい。まず「Ita, Wita」
「Tapa, Tawa」
「Fasi」「Itapa. Tapasi」地名を取り出すと、次の例があがる。
「Ita：傷む、襞：崩壊・浸食地形」

「Wita：浸食地形、水際」

岡山県御津郡御津町伊田 →岡山市

神奈川県川崎市中原区井田

高知県幡多郡大方町伊田 →黒潮町

和歌山県海南市井田

福岡県田川市伊田

大分県別府市井田

「Tapa：束ねる、束。∩型地形」

「Tawa：たわむ。∩型・∪型地形、崖」

山梨県北都留郡丹波山村丹波
ひかわ

京都府福知山市田和

ひかわ

たわ

島根県簸川郡斐川町上庄原字田波

岡山県津山市綾部字乢

沖縄県具志川市田場

山口県下松市峠

たわ
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「Fasi：端（斜面の端）」
大阪府堺市土師町

山口県江津市波子町

「Itapa：崩壊・浸食地形＋∩型・∪型地形、崖」
長野県東筑摩郡四賀村板場 →松本市

あ

じ

む

大分県宇佐郡安心院町板場 →宇佐市

「Tapasi：∩型地形の崖端」
島根県浜田市田橋町
ここにあげた解釈法も、独断、と評されて仕方ないと思う。
「板橋」地名全数に川が流れ
ていれば、
「川で浸食された∪型地形の端、川岸」と解けそうだが、川がない板橋を含める
と、
「崩壊・浸食・∪型地形の端」くらいの解釈しかできないのは残念である。
ただ、板橋の中間に置かれた「Tapa」は地名の基本語で、
「束ねる、たわむ」意味を基本
に「∩型・∪型地形，崖」を表わしていた。この表現（坂道：∩型地形＋山の鞍部：∪型地
形）を、そのまま取り入れたのが「峠」である。
「Tafa・Tafu・Tafo＋Koye→Tafukoye→Tafuke：

たうけ：峠」と合成して、平安時代後期の和歌に初めて姿を見せるのが「峠」である。
峠は、我が国の地名の中で最上級の表現法を取り入れた地名群で、動植物から事物一般の
名を使って地形表現をしたので、『言葉の語源』探索に最適な地名群といえる。今後、同一
種の地名の分布が片寄る様子を述べるが、なかでも特異な分布をみせるのが、自然地名の峠
を「Tafa→タワ（黒）、Tafu→トウ（緑）、Tafo→タオ（赤）」と読む地名の分布図と、
「越：
Koye, Kosi」の分布である。これほど極端な分布をとる地名群は他にないと思うが、考古学
に興味をお持ちの方なら、二つの分布図を見て、命名年代がすぐお判りになるだろう。
図 1

8

峠名の「タワ、タオ、トウ」と「越」分布図
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左の三つの分布域が、弥生時代後期の中細形銅剣圏〈タワ：黒〉、平形銅剣圏〈タオ：赤〉、
平形銅矛圏〈トウ：緑〉に、ほぼ重なるところが大切である。
「刀、塔」の音読みは、今は
「トウ」であるが、古語では「タウ（タフ）」であったことも関連づけて良いと思う。
右図の「越」は、主分布域が中央構造線に重なるので、金属資源を利用し始めた弥生時代
から古墳時代の命名を考えたい。二つの地名群の命名年代を特定できれば、以下の地名に使
われた言葉が、弥生～古墳時代まで遡れる様子を暗示している。
仏ヶ峠（ほとけがタワ：岡山 高梁）

杉ヶ乢（すぎがタワ：岡山 勝山）

梨 垰（なしのきダオ：広島 上下）

道祖峠（さやのタオ：山口 山口）

窓の峠（まどのトウ：愛媛 宇和島）

桜 峠（さくらがト：愛媛・高知 梼原）

鳥 越（とりゴエ ：熊本 本渡）

鳥越峠（とりごえトウゲ：高知 高知）

岩戸越（いわとゴエ：宮崎 三田井）

椎葉越（しいばゴエ：熊本・宮崎 椎葉村）

こうして同種の地名を群として集めて分布図を作成すると、
「地名は偏在する」特性から、
おおよその命名年代を推定できる。一枚の地図を作るだけでかなり時間が掛るので、この種
の研究は少ないが、
『縄文時代』に遡りうる地名も後に取り上げたい。峠・越の具体的な名
は『地名資料 Ⅳ 坂、越、峠』に掲載し、分析は第四章『言葉と地名』で行ないたい。
地名の命名年代が想像以上に古いことを考えると、現代に古代語の意味が伝えられてい
ない事実も理解できる。ここでは「Itabasi」を、板で出来た橋でなく、地形語の「Itapasi
＝Ita，Fita：襞、水際〔fitafita〕＋tapa：たわんだ崖＋pasi．端」と解くと、水辺のたわんだ
斜面を表現した地名になる。中山道の板橋は「石神井川が蛇行する部分につけた地名」と、
一般に流布する「板橋」と違った解釈を採りたい。この辺を地形図と対照してみよう。
図1

9

埼京線「十条駅、板橋駅」と石神井川、中山道
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地図は「2 万 5 千分 1 デジタル標高地形図『東京都区部』
〈2006 ㈶ 日本地図センター〉
」
から板橋付近を抽出した。図の中上から中下へ走るのが「埼京線」で、上端に「十条駅」、
下端に「板橋駅」がある。真横に流れるのが「石神井川」で、左上から中下へ通じる道路が
「中山道」である。中山道が石神井川を渡る地点に「板橋」の地名がつけられていた。いま
の中山道（国道 17 号線）の東側にある、板橋区本町と仲宿を結ぶ細い道路に「板橋」の橋名
が残されている。
御覧のように、この地点は、広い河川敷の石神井川の蛇行部、豊島台の突出部にあって、
「Itapasi：川岸がたわんだ崖端」の地名解釈を満たしている。
ここに中山道の宿場（下板橋驛）が置かれたのは、石神井川の存在を見逃せない。一般に
武蔵野段丘は水利が悪く、上水路が整備される江戸時代中期以前に成立した村は、川沿い、
または崖端の湧水地を中心に発達した。つまり江戸時代より前に成立していた「村」の起源
地名は、水場に接していたと考えるわけで、
「赤羽村、十條村、板橋村」だけでなく、山手
線の駅は、おおよそ江戸時代以前にできた村名を採用しているので、この辺にも気をつけて
地名を探索して行きたい。
のちに京浜東北線「上中里、王子」駅に取り上げる、
「武蔵国豊島郡」という郡名の発祥
地は、石神井川（滝野川、音無川）が隅田川に合流する地点の「北区豊島」に比定できる。
都心をふくむ律令時代の「武蔵国豊島郡」は、隅田川（荒川）と石神井川、谷田川（上野台
と本郷台の間を流れていた川。下流は不忍池に注いでいた藍染川）の水運、中山道の陸路を主

体に運営された様子が浮かびあがる。
いま、東武東上線の駅に「池袋、北池袋、下板橋、大山、中板橋、ときわ台、上板橋」
、
都営三田線に「新板橋、板橋区役所前、板橋本町」
、ＪＲ埼京線「板橋」と、七つの板橋が
使われている。中山道を中心に考えると、板橋区本町が「板橋」の起源地名と考えられるよ
うで、埼京線（品川線）板橋駅は、北豊島郡板橋村からの転用名、東武東上線の下板橋駅は
中山道「下板橋宿」
、上板橋駅は川越街道「上板橋宿」を継承した名である。
ＪＲ板橋駅は、板橋区の東南端にあって、駅本屋（駅長室のある建物）は「板橋区板橋」
にあるが、ホームの大半が「豊島区池袋本町」に属し、駅の東側は「北区滝野川」に三分さ
れた珍しい駅である。
「板橋区、豊島区」は、昭和 7 年 10 月 1 日に旧北豊島郡を東京市へ編入した時に誕生し、
「北区」は、昭和 22 年 3 月 15 日に「滝野川区と王子区：両区も昭和 7 年 10 月 1 日に誕生」
を統合して生まれている。板橋駅周辺が三区にまたがる区画は昭和 7 年 10 月に決めたわけ
だが、なぜ、このように区分したかは判らない。
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(4)

池

袋 地平 32.6ｍ

豊島区南池袋

明治 36（1903）年 4 月 1 日

貨物施設を撤去して、島式ホームと電留線だけになった板橋駅を発車すると、まもなく右
から東武東上線が近づいてくる。東上線の北池袋駅を過ぎるとすぐ左に、もと池袋電車区、
いまは山手線 E231・E235 系、埼京線 E233 系、成田エクスプレス E259 系を留置する「東京
総合車両センター池袋派出所」が現われる。電車は車両センターからの入出区線を合わせて、
大塚からの切り通しを登る山手線を乗り越して、
「池袋駅」に到着する。
埼京線に替わる前の赤羽線は、山手線を乗り越さずに東武東上線ホームの隣り、山手線外
回りホームの外側一面を使っていた。昭和 55（1980）年 5 月 20 日に貨物扱いを廃止した池
袋駅では埼京線誕生の 2 年前、昭和 58 年 10 月 2 日に貨物ヤード跡にホームを二本造り、
まず赤羽線が利用した。昭和 60 年 9 月 30 日に赤羽線が埼京線へ代り、昭和 61 年 3 月 3 日
から山手貨物線を利用して、埼京線を新宿へ延長し、昭和 63 年 3 月 13 日から山手貨物線
の「上中里～駒込～池袋」を通る東北・高崎線電車が池袋駅に乗り入れた。
山手貨物線（大宮操車場 浦和 赤羽 田端操車場 池袋 新宿 大崎 新鶴見操車場）が
旅客線に変貌を遂げた平成 13（2001）年 9 月 21 日から、東北・高崎線と東海道線をむすぶ
「湘南新宿ライン」が設定された。列車本数が少ない頃は問題なかったが、本数が増えてく
ると、池袋駅南部の埼京線と山手貨物線の平面交差を解消する必要が生まれた。そこで埼京
線南行を池袋派出所の入出区線との合流点から高架にあげて、山手貨物線を乗り越すコン
パクトな立体交差を完成させたのは平成 16 年 6 月末だった。この時から湘南新宿ラインを
真ん中に挟んだ、埼京線との方向別ホーム使用が実施された。
こうして山手線、埼京線（赤羽線）の接続駅、東北・
高崎線電車の始発駅になった「池袋駅」は、東武鉄道
東上線、西武鉄道池袋線、東京メトロ丸ノ内線・有楽
町線・副都心線を接続する東京北部における鉄道の要
衝になり、新宿駅に次ぐ我が国第二位の乗降客、一日
270 万人（山手線利用客は 55 万人）が利用する、巨大
ターミナル駅となった。
しかし、右の明治 30 年代の池袋村（中央）付近に駅
はなく、広い平地も畑作地として利用されていた。図
の右上が品川線の板橋駅と中山道、左下が目白駅と目
白通り、その下が神田川である。
池袋が注目を集めるのは、明治 29 年 12 月 25 日に
開業した常磐線（田端～土浦。当時の路線名は日本鉄道
土浦線）に連絡する日本鉄道「豊島線」が敷設され、

分岐駅として明治 36 年 4 月 1 日に「池袋駅」を設け
た時で、品川線が開通した 18 年も後のことだった。
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図1

10

池袋村周辺

迅速図

豊島線は、明治 29 年 8 月に「田端～雑司ヶ谷」間に計画されたが、建設途中の巣鴨監獄
（現サンシャイン 60）の敷地を縦貫するために、翌年「田端～目白」間に変更した。しかし

この第二次計画案も監獄の南端をかすめて通るため、線路はできるだけ監獄から離してほ
しい、との東京市の要望と、切通しに造った目白駅では、分岐駅に必要な敷地がとれないこ
ともあって、明治 34 年 6 月に巣鴨監獄の北を通るルートへ変更し、
「池袋駅」を分岐駅とし
て新設する案を申請して、同年 8 月に承認された。このとき、日本鉄道はすでに第二次計画
路線「田端～目白」間の豊島線用地の大半を取得していたようで、証拠は、つぎの事実に表
わされている。
ひとつは、
「♡型」の山手線で「田端～巣鴨」間は順当な曲線を描くが、
「巣鴨～大塚」間
で環状線を造るのとは逆のカーブを描くところに、路線変更以前に鉄道用地を確保してい
た痕跡が残されている。さらに「駒込～巣鴨」間の直線区間を延長すると、目白駅付近に到
達すると同時に、都電荒川線「向原停留場南部～雑司ヶ谷停留場」間の直線区間が豊島線の
計画路線に一致する。これは日本鉄道が確保していたルートを都電荒川線の前身、明治 44
年に開業した王子電軌鉄道が譲り受けたと考えられそうである（大塚駅に記載）。
図 1 11

山手線「池袋

大塚 巣鴨 駒込 田端」 5 万分の１地形図 大正 10 年頃

もうひとつは、なぜ「豊島区」内に大塚駅を造ったかである。「大塚」は、江戸時代から
今の「文京区」の町名であり、開設時の大塚駅は「東京市小石川區巣鴨町大字巣鴨」に属し
ていた。豊島線の駅に大塚を使った原因も、
「田端～目白」間の第二次計画路線を復元して、
当時の日本鉄道の駅命名法を参照すると、ある推測ができる。
開設時の品川線の駅は板橋駅（中山道）、目白駅（目白通り）、新宿駅（甲州街道、青梅街道）、
渋谷駅（玉川通り：国道 246 号線）、目黒駅（目黒通り）のように、主要道路との交点に設け
られた。
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この史実を頭におき、駒込からの直線ルートを延長した計画路線を地図に記すと、春日通
りと交差する都電荒川線の向原停留場の東側、明治 36 年当時は「東京府北豊島郡巣鴨村大
字巣鴨字向原」
、今の豊島区東池袋五丁目に「大塚駅」を設置する意図があったことが解る。

品川線と豊島線の駅は、字名でなく、町村名をつけることを原則にしていたので、東京府北
豊島郡巣鴨町に設ける駅を「巣鴨」と決めていた日本鉄道が、巣鴨村の駅に巣鴨を使えなか
ったことも判る。そのためこの隣町、
「東京市小石川區大塚町：いまの文京区大塚」を駅名
に選んだのである。
しかし第二次計画路線の巣鴨駅西部から、目白でなく、第三次案の池袋へ行き先が変わっ
た豊島線「巣鴨～池袋」間におく駅の場所が決まっても、この間には「巣鴨、西巣鴨」の町
名しかなく、駅に使える名はなかった。そこで日本鉄道は既定方針を変えずに、この中間駅、
東京市小石川區巣鴨町に「大塚駅」を開設したのだった。
このように、明治 36 年の豊島線開業当時、巣鴨駅の所在地名「東京府北豊島郡巣鴨町」
、
大塚駅を造る予定だった「東京府北豊島郡巣鴨村」
、現在の大塚駅がある「東京市小石川區
巣鴨町」と三つの巣鴨が併存した時代で、日本鉄道が駅名をつけるのに悩んだ様子が判る。
これは、江戸時代までは地名をきちんと使いこなしていた慣習を喪失し、
「官」と「民」が
はっきり区分された近代、明治時代以後のこの国の姿を描き出している。
「民」の便宜など
まるで眼中にない「官」の悪癖を引き継いで、山手線大塚駅周辺は、昭和 44 年 4 月 1 日の
住居表示実施により、豊島区巣鴨・西巣鴨の一部を「北大塚、南大塚」に換えて今日に至っ
ている。この辺の事情は、あらためて「大塚駅」で取りあげたい。
山手線の路線、駅名に多大な影響を与えた巣鴨監獄は、明治時代初期は石川島（中央区）
にあった。が、明治 28 年に監獄を北豊島郡巣鴨村へ移転して、
「巣鴨監獄→巣鴨刑務所→東
京拘置所」と名を替えた。戦後米軍に接収された「スガモプリズン」は、東京裁判において
戦犯を収容した地として知られた。が、昭和 46 年に東京拘置所を足立区小菅に移設して、
天神鼻は昭和 53 年に地上 60 階、高さ 240ｍの超高層ビル「サンシャイン 60」を建設した。
山手線に池袋駅を造る原因になった付近は、
「住居表示実施」以前は豊島区西巣鴨だったが、
まだ東京拘置所があった昭和 41 年 1 月 11 日に「東池袋」へ変更した。
町名変更は、昭和 39～50（1964～1975）年に行なわれた都区内の「住居表示実施」の一端
を表現している。この時期に「池袋、池袋本町、上池袋、東池袋、西池袋、南池袋」と、池
袋は豊島区の約半分の領域を占める巨大な勢力に拡大した。明治時代中期に、巣鴨村を三分
した「東京府北豊島郡巣鴨村・巣鴨町、東京市小石川區巣鴨町」が幅を利かせたが、昭和時
代中期から、「池袋」が巣鴨を圧倒した。
池袋の発展は、大正 3 年に東上鉄道（現東武東上線）、翌年に武蔵野鉄道（現西武池袋線）
が池袋駅に乗り入れた史実が重要である。両鉄道とも巣鴨駅への接続を望んでいたのだが、
行政指導により池袋駅に代わって、巨大ターミナルを誕生させる要因になった。
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戦国時代の記録がのこる「池袋」は、江戸時代から明治 22 年まで池袋村だったが、前年
に公布された『市制・町村制』実施により、巣鴨村に吸収されて大字池袋となり、大正 7 年
から西巣鴨町大字池袋、昭和 7 年の豊島区誕生により、やっと豊島区「池袋」が復活した。
この経緯をみても、駅が造られなかったら、池袋は、確実に消えていた地名であろう。
先にあげたように、いまは町名の池袋が多す
ぎて、どこが本物の池袋か判り難い。が池袋駅
西南にある「元池袋史跡公園」を設けた西池袋
一丁目 9 番地が「武蔵国北豊島郡池袋村池袋」
の故地と伝えられて、丸池とよばれた池のミニ
チュアが作られている。
ただ、付近は明治時代に雑司ヶ谷村に属した
ので、台地端の池袋二丁目の低地か、江戸時代
の豊島郡池袋村 字 本村を継承したという池袋
本町を考えたい気もするが、はっきりしないの
で、豊島区が推薦する説に従っておきたい。

図 1 12 元池袋史跡公園

土地条件図

「池」
、
「袋」は全国に分布する湿地を表わす地名で、その一部をあげよう。
群馬県多野郡吉井町池 →高崎市

静岡県伊東市池

新潟県上越市池

三重県上野市池町 →伊賀市

静岡県浜松市池町

高知県高知市池

青森県黒石市袋

茨城県結城郡八千代町袋

岩手県水沢市袋町

埼玉県北足立郡吹上町袋 →鴻巣市

東京都中野区沼袋

静岡県袋井市袋井

単独の「池」、
「袋」は普通の地名といえるが、両者を合わせた「池袋」は極めて少ない。
豊島区池袋以外の大字名は、根岸線「山手～磯子」間にある神奈川県横浜市中区池袋がある
だけの希少地名である。考古学ファンなら、縄文時代中期の井戸尻遺跡（長野県諏訪郡富士
見町境）の近くに、
「池袋、田端」の小字があるのを御存知の方がおられるだろう。

地名解釈は難しく、
「Ikepukuro＝Ike，Fike. 池：湿地＋kepu⇔puke：湿地＋puku．吹く、
拭く：湿地＋kuro, 刳る、刳りぬく：∪型地形」と採れるだろうか？ 中間にある「Kepu」
は「けぶい→けむい。けぶり→けむり」の変遷が残された鉛直に上る「煙」と関係を持つよ
うで、崖を表現した地形語に見えるので、池と袋は切り離した方がよさそうである。
韻律も「ieuuo」と他に例がない奇妙な構成をとるのも不思議なことで、池袋は「池」
「袋」
を組み合わせた、通称に発した名前と考えたい。
「元池袋史跡公園」の丸池は、
「袋池」と呼
ばれたこともあったようで、「Fukuro-ike」ならば韻律上の問題もなさそうである。
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地名解釈において、
「Ikepukuro」の「kepu」と「kuro」にアンダーラインをつけたのは、
「ｕｅｏ」母音の異種を組み合わせた「ue. uo. eu. eo. ou. oe」という六種の音型が、
地名では「∪型地形。下向きベクトル」を表わす特別な表現に使われているからである。
本サイトは、「Kupomu. Tupomu. Fekomu. Otu. Heru. Moru」などを倭語の『少数音型』と
名付けて特別に扱いたい。山手線では、池袋のほかに「新大久保：Ofokupo. 目黒：Mekuro.
上野：Ufeno. 駒込：Komakome. 大塚：Ofotuka」が該当して、目黒駅から 3.5 ㎞も離れた場
所が「目黒」の起源地名だったことを立証するのに、
『少数音型』の地形表現が役立つから
である。
少々唐突だが、この区分を中心におき、平安時代の『小倉百人一首』にのる有名な和歌の
一部を母音だけの表記にすると、『倭語の韻律』の骨格が浮かびあがる。
天の原

ふりさけ見れば 春日なる

三笠の山に 出でし月かも

ａａｏａａ ｕｉａｅｉｅａ ａｕａａｕ ｉａａｏａａｉ ｉｅｉｕｉａｏ.
『小倉百人一首』 7. 安倍仲麿
花の色は

うつりにけりな

いたづらに

わが身世にふる

ながめせしまに

ａａｏｉｏａ ｕｕｉｉｅｉａ ｉａｕａｉ ａａｉｏｉｕｕ ａａｅｅｉａｉ.
9. 小野小町
この二首は、藤原定家が選んだ『小倉百人一首』の中で、
「少数音型」が入らない特別な
和歌である。いま私たちが常用する日本語の原型に想定される『倭語』が、
「ａ.ｉ」母音を
基調に置き、「ｕ.ｅ.ｏ」母音を組み合わせて、独特の韻をふむ『倭語の韻律』を構成して
いた史実が大切である。他の和歌には「少数音型」が入るので、この例をあげよう。
あしびきの

山鳥の尾の しだり尾の

ながながし夜を

ひとりかも寝む

ａｉｉｉｏ ａａｏｉｏｏｏ ｉａｉｏｏ ａａａａｉｏｏ ｉｏｉａｏｅｕ.
3．柿本人麻呂
田子の浦に

うち出でてみれば

白妙の

富士の高嶺に

雪は降りつつ

ａｏｏｕａｉ ｕｉｉｅｅｉｅａ ｉｏａｅｏ ｕｉｏａａｅｉ ｕｉａｕｉｕｕ．
4．山部赤人
千早ぶる

神代もきかず 竜田川

からくれなゐに

水くくるとは

ｉａａｕｕ ａｉｏｏｉａｕ ａｕａａａ ａａｕｅａｉｉ ｉｕｕｕｕｏａ．
14．在原業平朝臣
人はいさ

心も知らず ふるさとは

花ぞ昔の 香ににほひける

ｉｏａｉａ ｏｏｏｏｉａｕ ｕｕａｏａ ａａｏｕａｉｏ ａｉｉｏｉｅｕ．
35．紀貫之
35

ひさかたの

ｉａａａｏ

光のどけき 春の日に

ｉａｉｏｏｅｉ

静心なく 花の散るらむ

ａｕｏｉｉ ｉｕｏｏｏａｕ

ａａｏｉｕａｕ．
33．紀友則

天つ風

雲の通ひ路 吹き閉ぢよ

をとめの姿 しばしとどめむ

ａａｕａｅ ｕｏｏａｏｉｉ ｕｉｏｉｏ ｏｏｅｏｕａａ ｉａｉｏｏｅｕ．
12. 僧正遍照
淡路島

かよふ千鳥の 鳴く声に

いく夜寝覚めぬ

須磨の関守

ａａｉｉａ ａｏｕｉｏｉｏ ａｕｏｅｉ ｉｕｏｅａｅｕ ｕａｏｅｉｏｉ．
78．源兼昌
これやこの

行くも帰るも

別れては

知るも知らぬも 逢坂の関

ｏｅａｏｏ ｕｕｏａｅｕｏ ａａｅｅａ ｉｕｏｉａｕｏ ａｕａａｏｅｉ.
10. 蝉 丸
地名と関係が薄くみえる「和歌」をあげたが、「歌枕」といわれる地名…「春日、三笠、
田子の浦、富士、竜田川、淡路島、須磨、逢坂」…が和歌に溶け込んでいる様が良く判る。
「ａ.ｉ」母音を基本に据えた『倭語』では、
「ｕ.ｅ.ｏ」母音の異種を組み合わせた音型の
使用が極端に少ないために、これを『少数音型』と呼びたい。
あをによし

奈良の都は

咲く花の

ａｏｉｏｉ ａａｏｉａｏａ

にほふがごとく いま盛りなり

ａｕａａｏ ｉｏｕａｏｏｕ ｉａａａｉａｉ．
『万葉集』 巻三 328

大和は

國のまほろば

たたなづく

青垣 山ごもれる

小野

老

大和しうるはし

ａａｏａ ｕｉｏａｏｏａ ａａａｕｕ ａｏａｉ ａａｏｏｅｕ
ａａｏｉｕｕａｉ．
『古事記』景行記 歌謡番号 31
和歌の中で「少数音型」がキリリと全体を引き締め、絶妙の効果をあげているところに御
注目いただきたい。この模様は、言葉・地名に認められる様々な定理・法則を提起した後に、
第六章『日本語の源流』で詳述したい。
「ａ.ｉ.ｕ.ｅ.ｏ」五母音を二つ組み合わせた母音音型は 25 種類であり、この中の「ue.

uo. eu. eo. ou. oe」六種類の音型が均等に使われたと仮定すると、「24％」になるはず
だが、地名では「10％以下」になるので、
「少数音型」と名付けた。
このように五母音を均等に使わないのが「地名の特性」であり、
『百人一首』の和歌にも
表われたように、
「ａａ. ｉｉ. ａｉ. ｉａ. ｏｏ. ｕｕ」の使用比率が高くなっている。
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これまであげた「赤羽：ａａａｅ. 板橋：ｉａａｉ」や、後の「高田馬場：ａａａｏａａ」
のように、地名と和歌の韻律は同じ様子を見せている。この辺は定量分析ができる「地名統
計資料」が真価を発揮するところなので、順に具体例をあげて検証してゆきたい。
少数音型が、人体語の「腕（Ude）、脛（Sune）
、胸（Mune）
、臍（Heso）
、骨（Pone）
」や、
「雄（Wosu）⇔雌（Mesu）
」に使用されて、いずれも「∧・∨型。∩・∪型」に関係すると
ころが大切である。とくに腕で打った結果が穴（Utso. Uro）
、または瘤（Kobu）になるのが
少数音型の性質を表現している。
韻律を重視した和歌において、
『万葉集』
『古今和歌集』
、江戸時代の『俳句』
『川柳』を比
較すると、奈良＜平安＜江戸時代へと時代を経る毎に、「少数音型」の使用が増えてゆき、
いまでは意識することなど全くない語法になっている。しかし古代の地名を分析する上で
重要な手掛かりになる。
縄文～弥生時代に使われた古代語の論理を現代に伝える『地名』の語源探索は、縄文語・
弥生語の研究と同じ意味になるので、両者を同等に扱う必要が出るわけである。
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(5)

目

白 地平 25.2ｍ

豊島区目白

明治 18（1885）年 3 月 16 日

起伏の多い武蔵野段丘を走る山手線は、一駅毎に高低差がついている。赤羽から十条台・
本郷台・豊島台を上りつづけた路線も、池袋駅を頂点に下り勾配へ変化し、西武鉄道池袋線
のスルーガーダー鉄橋が上を乗り越し、目白通りをくぐり抜けて、「目白駅」に到着する。
この駅にも貨物施設があったが、昭和 40 年代は保線や工事用車両の留置線になっていた
印象が強い。貨物側線を撤去したのは、山手線内で最も早い昭和 48（1973）年 9 月 20 日で、
これに次ぐのが大塚駅の昭和 49 年 10 月 1 日だった。
豊島台南端に位置し、神田川の谷の近くに設けた「目白駅」は、台地を切り込む形の駅に
なった。この地形が「田端～目白」間の第二次豊島線の分岐駅としての要件に合わず、池袋
を分岐駅から巨大ターミナル駅に発展させる一因になった。
目白は「Metsiro＝Metsi. 目地：小さな∪型の溝、飯：軟弱な湿地＋tsiro.代：端」
、または
「Me.目：湿地、窪地＋siro.代」と解けて、
「湿地端、窪地端」を想定できる。この地形は目
尻の形を考えると判りやすい。サ・タ行の濁音は「Tsa」行から変化した可能性が高いので、
「Metsiro」は、
「Metiro」
「Mesiro」両方の意味を考える必要があると思う。大字の目白は、
次の四ヶ所、埼玉・東京・神奈川だけにある特殊な地名である。
埼玉県入間郡毛呂山町目白台

東京都豊島区目白

東京都文京区目白台

神奈川県藤沢市片瀬目白山

東京の目白は、江戸時代から「目黒、目白、目赤、目青、目黄」の五不動の一つがある場
所として名高く、
「目白駅」も目白不動から名をとったと伝えられている。そこで五不動が
所在する現在の町名をあげよう。〈㊟ 「目黒、目白、目赤」を三不動とする場合もある〉
目黒不動

滝泉寺

目黒区下目黒三丁目 20 番地

目白不動

金乗院

豊島区高田 二丁目 12 番地

目赤不動

南谷寺

文京区本駒込一丁目 20 番地

目青不動

教学院

世田谷区太子堂四丁目 15 番地

目黄不動

永久寺

台東区三ノ輪二丁目 14 番地

五不動尊のなかで、目白不動だけが太平洋戦争の戦火をうけて、いまの場所へ移された。
江戸時代から戦前まで、次の地にあったことが知られている。
目白不動

新長谷寺 文京区関口二丁目 5 番地

関口二丁目付近は、明治初期の迅速図に「不動堂」が載っていても、目白の地名は見られ
ない。が、明治 16 年に作られた精密な 5 千分の 1 地形図『東京府武蔵國小石川區小日向
水道町近傍図』には、小石川區関口臺町に「目白坂」が記されている。目白不動があった新
長谷寺は、徳川秀忠の命で建立され、目白の名を家光がつけたと伝えられる。
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しかし坂の名に使われた史実は、地名の命名傾向を
考えると、江戸時代以前から目白の地名があったのは

図 1 13

文京区目白台

土地条件図『東京西北部』

確実といえよう。現代の目白坂は関口二丁目と三丁目
の境界、目白通りにあり、付近に地名解釈の「目白：
湿地端、窪地端」に該当する地形はない。

が、右の 25,000 分の 1 土地条件図『東京西北部』と
下の 25,000 分 1 デジタル標高地形図『東京都区部』
に、目白台一丁目と関口二丁目の間に、神田川に面し
たＹ字型の谷が記されている。江戸時代に目白不動が
あったこの地は、
「椿山。Tsupaki＝Tsupa. 唾＋paki.
チンザンソウ

吐き≒湧水地」と呼ばれ、いま椿山荘がある場所であ
れば、
「目白：湿地端、窪地端」の地名解釈に合致し、
文京区関口二丁目（もと小石川區関口臺町：目白坂の故地）を「目白の起源地」と考えたい。
図1

14

25,000 分の 1 デジタル標高地形図『東京都区部』（2006 ㈶日本地図センター〉

だが、山手線と目白通りとの交点、左上の目白駅から 2.5km も離れた地名を、なぜ駅名に
採用したか？ という、あらたな疑問が湧く。
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この問題は、品川線の駅の設置場所と開業年月日を考えれば、ある程度
推理ができる。明治 18 年 3 月 1 日に開業した品川線へ最初に設けた駅は、
「赤羽、板橋、新宿、渋谷」の四駅だった。この後、3 月 16 日に開設した
のが「目白、目黒」駅である。わずか 15 日、開業が遅れた両駅も、最初か
ら駅を造る意図があったのは右図を見ても明らかで、
「赤羽 板橋 目白
新宿

渋谷 目黒 品川」の各駅がほぼ等間隔に位置することがこれを表

現している。と同時に五つの中間駅がある共通点を持つことも判る。
板橋は先に記した「中山道」の要衝（明治時代中期の北豊島郡役所の所在地）で、新宿も「甲
州街道」の宿場町（南豊島郡の郡役所所在地）、渋谷は「大山・厚木街道→国道 246 号線」
、
目黒は「目黒通り」と山手線の交差する位置にあり、目白も「目白通り」の交点に駅が設け
られた。
（㊟ 荏原郡役所は北品川にあった。右図は開業時の品川線）
江戸城から発した五本の放射状街道が江戸時代に重用されていた史実をみても、最初に
品川線へ設置した中間駅が、各街道の交点に位置することを理解できる。明治時代中期の交
通体系を見れば、しごく当然の地に駅を設けたと考えられる。さらに駅名に採った名を検証
すると、板橋・新宿は街道の宿場名をとり、渋谷は駅の所在地名を名乗っている。
そこで問題になるのが『目白、目黒』の両駅である。目黒駅本屋は現在も品川区上大崎に
あり、駅開設時も武蔵国荏原郡上大崎村に所属した。つまり目黒駅は、駅の所在地名を使わ
ずに、近くにある荏原郡下目黒村の「目黒不動」の名を借りたのである。
こう考えると、目黒駅と同じ日に生まれた「目白駅」も、所属村名の北豊島郡高田村をな
のらずに、目白通りに近い関口の「目白不動」の名を採ったと推測できる。明治 18 年頃に
「目白通り、目黒通り」の名があったなら、品川線の駅に道路名を採ったと捉えられる。が、
目黒通りは目黒不動を経由していないので、やはり通説どおり、両駅は不動尊の名を採った
と考えたい。二つの不動に由来する品川線『目白、目黒』駅の命名は、江戸っ子の名残りを
留めた洒落っ気が感じられて、当時は拍手喝采を浴びたことだろう。
しかし地名の移動という観点から、2.5km も離れた地名を盗用するのは考えさせられる。
「目白」は、昭和 7 年 10 月 1 日に大東京市が誕生したとき、新設した豊島区の町名、駅周
辺の「目白町」へ取り込まれてしまった。池袋駅の前後に、山手線の大塚駅（推定起源地：
図 14 の右上に載る大塚二丁目：大塚駅で解説）と、目白駅の起源地名が、いまの「文京区」

にあったところを、ご記憶いただきたいと思う。
品川線の駅が中山道の宿場名を採用したために、南東へ移動した板橋や、本家の文京区よ
りも豊島区目白の方が有名になった例。巣鴨・池袋のように、時代と共に領域をかえて勢力
を拡大、または衰退するのが地名の宿命といえる。これからとりあげる「高田馬場、大久保、
新宿、代々木、目黒、大崎、品川」も、おなじ様相をみせている。
もし、目白駅と目黒駅の開設日が離れていれば、目白駅は素直に所属村名の「高田」駅を
名乗ったはずで、のちに設置される次の駅に「高田馬場」が使われることはなかった。

40

(6)

高田馬場 高架 21.9ｍ

新宿区高田馬場

明治 43（1910）年 9 月 15 日

目白駅を出た電車は豊島台を切り通して下り、直角に回り込む西武新宿線を乗り越して
神田川をわたり、淀橋台北端に設けた「高田馬場：たかだのバば」駅に到着する。電車が駅
に着くと、2003 年 4 月 7 日、高田馬場生まれ、と漫画に記された『鉄腕アトム』のテーマ
曲が流れてくる。
図1

15 戸塚村、諏訪村付近（明治 30 年頃）

日本鉄道が国有化され、山手線に電車
が走り始めてから設けた高田馬場駅は、
駅所在地名の豊多摩郡戸塚村（Totu.凸：
慣用音＋tuka.突く：∧型地形。塚≒凸型の
小山）
、東の戸塚村諏訪（明治 29 年まで南
豊島郡諏訪村：Sufa．洲端、吸ふ：水際、湿
地端）を名乗ろうにも、それができない事

情があった。
かつては東海道の宿場町、当時神奈川
県鎌倉郡の郡役所が置かれた東海道本線
「戸塚駅：明治 20 年 7 月 11 日開設」が
すでに設置され、中央本線に「上諏訪、
下諏訪駅：明治 38 年 11 月 25 日開設」があったために、1km も東に離れた「高田馬場」を
駅名に採ったことには同情の余地もある。だが、この駅名が、のちに町名を大混乱に陥れる
元凶になった。
㊟

豊多摩郡は、明治 29 年 4 月 1 日に東京府南豊島郡と東多摩郡を合わせた合成郡名。
現在の「新宿、渋谷、世田谷、杉並、中野、練馬」区の範囲に相当する。昭和 7 年 10 月
1 日の大東京市の誕生により、全域が区制を敷いて豊多摩郡は自然消滅した。

高田馬場は、寛永 13（1636）年、徳川家光が旗本たちに「馬ぞろい：閲兵式」をさせた場
所として知られ、
『忠臣蔵』の堀部安兵衛が元禄 7（1694）年に仇討ちをした地として名高
いところである。いまは、むろん高田馬場は宅地化されて、往時を忍ぶよすがもなく、わず
かに、その旧地を表わす西早稲田三丁目（もと戸塚一丁目）の一角に説明板が立てられてい
るだけである。
江戸時代から、高田馬場は正式な地名でなかったようで、
「Takata＝Taka．焚く、高：高所
＋kata．肩：段丘端」という前後対称の地名は、かつて目白駅の所属村名だった豊島台の段
丘端にある北豊島郡高田村を指していた。
「Takata」を分解した「Taka.多賀」
「Kata.加太、
加田、賀田」には、次頁の使用例があがる。
「Taka」は高所の意味で良さそうだが、
「Kata」
には「肩、方、片」の意味があり、海に面した「和歌山市加太、尾鷲市賀田町」
、琵琶湖に
近い「長浜市加田町」は、
「潟」の意味も考える必要がある地名に見える。
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岩手県水沢市多賀

滋賀県犬上郡多賀町多賀

茨城県日立市多賀町

香川県高松市多賀町

静岡県熱海市上・下多賀
和歌山県和歌山市加太

青森県中津軽郡岩木町賀田 →弘前市

滋賀県長浜市加田町

三重県尾鷲市賀田町

高知県吾川郡伊野町加田 →いの町
また、崖の直立面（一定の巾がある地形）を表わした「馬場、羽場」も、全国に分布する
ので、その一部をあげよう。
福島県喜多方市馬場

岩手県盛岡市羽場

奈良県奈良市馬場町

群馬県利根郡新治村羽場 →みなかみ町

鳥取県鳥取市馬場

石川県金沢市羽場町

高田馬場は、広範囲の通称に使われていた高田に設けた「馬場：乗馬・競馬をする平地」
の意味でつけた説と、いまも住居表示にのこる新宿区馬場下町（Papa，Fapa.巾：崖の直立面
＋pasi.端＋sita.下≒崖下）の地名と高田を組み合わせた名と採る二つの説がある。

正反対の地形を表わす名のどちらが正しいかは判らないが、本来の高田（豊島区雑司ヶ谷
二丁目。もと高田本町：高田小学校所在地）と馬場下町の中間にあった「高田馬場」は、江戸

時代一流の洒落で、両者を折衷した名と考えてみたい。合成名と推定される高田馬場は、も
うひとつ岐阜県養老郡養老町高田馬場町（たかだばんばちょう）がある。ここには隣接して
養老町高田があるので、やはり合成名と考えられるようである。
高田は、昭和 46 年 4 月 29 日に直江津市と合併して上越市になった旧高田市を含めると、
五つの市に使われる地名である。ＪＲの駅は、この旧高田市へ明治 19 年 8 月に設置した信
越本線と、明治 24 年 3 月に開設した和歌山線の駅は「高田」を名乗った。だが昭和 8 年 12
月にできた大船渡線の駅は「陸前高田」と、明治 2 年から 9 年まで、青森・岩手・宮城の正
式な県名ができるまで使っていた「陸奥(むつ)、陸中、陸前」という、陸奥（みちのく）国
を三分した「三陸」の地域名を語頭に冠した。
これが明治 39 年 10 月 1 日以降、『鉄道国有法』が施行された後の国有鉄道の駅命名法の
規定である。おなじ地名を使う場合は、旧国名や地域名を冠するのが慣例になった。むろん
例外はあって、新大久保駅で一端を記したい。これまであげた「赤羽、十条、板橋、池袋、
目白」駅は、日本鉄道の時代に造られた私鉄の駅だったが、「高田馬場、新大久保」駅は、
国有化後に誕生したため、全国の駅を基にして駅名をつける規制が加わった。
市名も同一名がないように工夫されていて、おなじ読みをする「佐賀県鹿島市⇔茨城県鹿
嶋市」
「大阪府和泉市⇔鹿児島県出水市」
、一見おなじように見えても「おおた」と読む群馬
県太田市、
「おおだ」の島根県大田市は、読み方も当て字も違っている。唯一の例外は律令
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時代に備後国府、武蔵国府が置かれた名残りを留める府中市（広島県：昭和 29 年 3 月 31 日
市制。東京都：昭和 29 年 4 月 1 日市制）が併存するだけである。

平成の大合併で、宮城県仙台市とおなじ読み方の鹿児島県川内市は「薩摩川内市」に名を
換え、埼玉県本庄市を意識した秋田県本荘市も「由利本荘市」に改名した。平成の大合併で
は市町村名が長くなり、この上に「ひらがな」の使用が増えたことが特徴にあがる。
現在もっとも長い表記の市は、茨城県「かすみがうら市、つくばみらい市」と、鹿児島県
「いちき串木野市」である。これらの市では、普通の市の倍以上の文字を書かされる上に、
この程度の漢字も書けないのか、と馬鹿にされかねない「民の想い」を無視する、明治時代
から 100 年以上の伝統をほこる「官の横暴、無神経さ」を表現している。
「高田」を市名に採用したのは、今は上越市の旧高田市（明治 44 年 8 月 1 日市制施行）、
奈良県大和高田市（昭和 23 年 1 月 1 日市制）、大分県豊後高田市（昭和 26 年 4 月 1 日市制）、
岩手県陸前高田市（昭和 30 年 1 月 1 日市制）に加えて、平成 16 年 3 月 1 日、広島県高田郡
「向原町、吉田町、甲田町、美土里町、高宮町、八千代町」を統合して、旧国名と郡名を組
み合わせた「安芸高田市」を追加した高田は、市名に最も使用例の多い地名である。
律令時代の郡名には、安藝国高田郡の他に、伊豆国田方郡があり、「高田、田方＝Taka．
高：高所＋kata．肩：段丘端」の地名が見晴らしの良い台地端に立地し、水陸交通の要地が郡

の中心地へ発展した様子を暗示している。伊豆国田方郡の起源地に想定される静岡県田方
郡大仁町田京…平成の大合併後は、伊豆の国市…は、「潟」の意味を考えて良さそうである。
さらに、平安時代中期の郷名を記録した『和名抄』に高田郷が 11 例のり、関東地方では
相模国足下郡高田郷（神奈川県小田原市高田）、武蔵国橘樹郡高田郷（神奈川県横浜市港北区
高田町）
、常陸国信太郡高田郷（茨城県稲敷郡江戸崎町高田→茨城県稲敷市高田）は、1.100 年

以上前の地名を現代に伝えている。律令時代の「国・郡・郷」名は、現代の常識がまったく
通用しない難読名が多いので、徐々に解説をして行きたい。
高田馬場駅付近へ戻ると、昭和 50 年 6 月 1 日の「住居表示実施」では、町名に使われた
経歴がない「高田馬場」が登用されて、もとの戸塚町、諏訪町の大半を消し去り、高田馬場
駅周辺を占拠した。さらに残りの戸塚町、諏訪町、高田町は「西早稲田」という記号に換え
られて、戸山町の諏訪通りに面した片隅に幽閉された諏訪町（高田馬場一丁目の諏訪神社が
起源）も今はなく、戸塚町も、大隈庭園と早稲田高校（両者とも、江戸時代は早稲田村）一帯

に残されるだけになった。
歴史の素養、地名の基礎知識、民の想いへの理解力など微塵もない、
「お上」のお達しで
は致し方ないが、「戸塚、高田馬場」は本来の地とはまるで違った場所を指すことになり、
地元の方の切歯扼腕のほどは、筆者などとは比べようもないだろう。もしこの付近に山手線
の駅が設置されるのが、5 年ほど早ければ、高田馬場駅は「諏訪駅、諏訪森駅」として誕生
した可能性はあり、そうしたなら、いまの目茶苦茶な状態は回避されたであろう。
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(7)

新大久保

高架 35.0ｍ

新宿区百人町

大正 3（1914）年 11 月 15 日

山手線電車は、高田馬場駅から淀橋台の 10‰の連続勾配をのぼり、西武新宿線と並走し
ながら「新大久保駅」に到着する。この直線区間は架線柱が複々線の外側にあって、新大久
保駅ホームから山手貨物線、西武線を撮る格好の撮影地として知られた。かつて二軸貨車の
「チ（長物車）、ヨ（車掌車）、ツ（通風車）、ト（無蓋車）、ワ（一般有蓋車）、ス（全鋼製有蓋
車）、レ（冷蔵車）、テ（鉄側有蓋車）
、タ（タンク車）、カ（家畜車）、ナ（活魚車）」等を 50 両

ほど連ねた、長大な貨物列車の全容を撮れる駅だった。しかし平成 25 年 9 月 28 日にホー
ムドアを設置したため、長く親しまれた撮影名所も、雰囲気が変わってしまった。
明治 28 年 5 月 5 日に開設した甲武鉄道（→中央本線）
「大久保」駅と、山手線「新大久保」
駅本屋の所在地は共に百人町である。この名は、江戸時代初頭に江戸城の警護にあたった伊
賀の鉄砲百人同心が、付近に屋敷を構えた故事に由来し、大正元年に町名に採用されている。
両駅は大久保駅開設時に南豊島郡大久保村に所属し、それ以前は西大久保村だった。
この経緯をふまえると、新大久保は「百人町」駅でよかった感じもするが、天下の鉄道院
（大正 9 年 5 月、鉄道省へ昇格）に、忍者屋敷の名を採用する気など微塵もなかっただろう。

近隣のブランド名を失敬する伝統的手法も、
「柏木」は中央本線の駅名に使用中（大正 6 年
10 月 1 日、東中野に改名）で、
「戸山」では明治 32 年 3 月 20 日に開設した北陸本線富山駅

と紛らわしいので、これを避けたかもしれない。
いまＪＲには、奥羽本線、中央本線、山陽本線に「大久保駅」がある。
「高田駅」が信越
本線と和歌山線にあることは前駅で述べた。この「大久保、高田」は、明治 39 年 10 月 1 日
に『鉄道国有法』が施行される前は、奥羽本線・信越本線は官設鉄道だったが、中央本線・
山陽本線・和歌山線は、私設鉄道の駅だった。
官設鉄道の路線と各私設鉄道に、開業時から各路線内に同じ駅名はなかったが、国有化を
意識して駅名をつけなかったので、
『鉄道国有法』が施行された後には、一挙に 50 以上の同
名駅が誕生した。おなじ名が多い字名の特性を考えればこれも致し方なく、必然性をもった
現象といえる。本サイトは、この特性を利用して、おなじ地形に同一地名をあてた史実を復
元し、地名の意味を探索している。ここでは、鉄道国有化後の処置に適切さを欠いたところ
に問題があり、一部の駅にみられるように、片方の駅を改名する措置を、なぜ行なわなかっ
たかに疑問がのこる。
たとえば、旧駅名の「中山」を改めた奥中山（日本鉄道→東北本線→IGR いわて銀河鉄道：
奥中山高原駅）
、下総中山（総武鉄道→総武本線）
、中山寺（阪鶴鉄道→福知山線）
、中山（横浜
鉄道→横浜線。大正 6 年国有化）や、
「境」を改称した羽後境（官設鉄道→奥羽本線）、武蔵境
（甲武鉄道→中央本線）
、境港（官設鉄道→境港線）のように、ほぼ全てを改名した駅名と、

大久保（官設鉄道→奥羽本線）（甲武鉄道→中央本線）（山陽鉄道→山陽本線）など、現代にま
で同一名の駅が混在するのは、不自然な印象をあたえる。
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地域に密着した地名を採ったといっても、地名の当て字に着目すれば、
「なかやま：中山、
仲山」、
「さかひ、さかゐ→さかい：境、堺、界、坂井、阪井、酒井」
、
「おおくぼ：大久保、
大窪」のように、異なる文字で区別するか、付近にある別の地名を採用していれば、無理に
旧国名などを冠する必要もなく、地名を混乱に陥れる元凶にはならなかった。
しかし「大久保」の当て字は全国に分布するのだが、
「大窪」を当てた大字は、東北地方
の一例を除くと、中部地方以西に偏在するのは奇妙な感じがする。和銅 6（713）年と平安時
代中期に公布された『好字二字化令：地名に二文字の好字を当てるように指示した法令』を西
日本にだけ残したとは、他の地名に類例がないので考え難い。この法令でおおよそ二文字化
された地名の中で、大久保が多いのは不可解な現象だが、その一端をあげよう。
茨城県日立市大久保町

埼玉県与野市大久保

栃木県栃木市大久保町

千葉県習志野市大久保

群馬県新田郡藪塚本町大久保 →太田市

神奈川県横浜市港南区大久保

宮城県気仙沼市長磯大窪

兵庫県明石市大久保町大窪

富山県氷見市大窪

岡山県岡山市大窪

大阪府八尾市大窪

熊本県熊本市大窪

→さいたま市

兵庫県明石市大久保町大窪は、山陽本線「大久保駅」がある明石市大久保町大久保の隣町
で、外部の人間には使い分けが難しい感じがする。
「大久保⇔大窪」と同様に三文字の使用
が多いのが「久保田⇔窪田」「佐々木⇔笹木・佐崎」である。これらは地名を調べるより、
地名からの転用率が 70％以上という『苗字』を調査する方が効率は良く、やはり三文字の
苗字は東日本へ偏っている。苗字の全国ランキングでは、佐々木（13 位）
、長谷川（34 位）
、
五十嵐（113 位）
、久保田（122 位）
、大久保（153 位）の順に並び、長谷川・五十嵐は二文字
で表わせる漢字がないので、三文字で表記されている（順位は『名字由来 net』による）。
ところで、昭和時代後期に流行した著名駅に隣接した駅に「新」をつける手法は、中央本
線「大久保駅：明治 28 年 5 月開設」に対する、この『新大久保駅：大正 3 年 11 月開設』
が元祖で、総武本線小岩駅（明治 32 年 5 月開設）と新小岩駅（大正 15 年 2 月開設）が続く。
「新：シン」は音読みの漢語で、訓読みの「大久保、小岩」に新をつけた読み方は「重箱読
み」に区分される。漢語だけでなく、訓読みの和語に「新」を冠すれば何でも新しくなり、
「超」をつければ物凄くなるという発想は、言葉の意味と、言語体系全体を掌握できない幼
稚化、痴呆化の現われと捉えられる。開設から百年もたった「新大久保」駅を、
「新しい大
久保駅」とは誰も考えないことを、意識しなければならない。
駅名に採られた大久保では、「大」の地名解釈が大変難しい。この名は、市町村名・字名
に多く使われたばかりでなく、自然地名の「島（大島）、岬（大崎）、峠（大峠）、山（大山、
大岳、大峰、大森）、川（大川）」に多用された。地名に使われた漢字の使用頻度で二位以下

を圧倒的に引き離した、第一位にランクされる言葉である。
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「大」は、山手線の駅に「新大久保、大崎、大塚」
、京浜東北・根岸線にも「大船、大森、
大井町、大宮」と、七つの駅に使われた地形用語である。これほど多用された言葉が古語・
現代語の「大きい」意味だけで使われたとは考えにくいので、この難解な言葉は、第四章の
『言葉と地名』の「大峠と小峠」で検証したい。ここでは、とりあえず地形語の基本表現と
考えられる「∧型・∨型地形、崖」の意味があったと仮定して、話をすすめたい。
「Ofokupo＝Ofo：∧型・∨型地形、崖＋foku. ほぐす：谷、崖＋kupo.食ふ：∪型地形、窪」
と解釈される大久保は、池袋駅で提起した『少数音型』を重ねたところに注目いただきたい。
∪型地形を重ねた大久保は、まちがいなく窪地を表現している。この地形は大久保一丁目と
二丁目を分ける大久保通りにあった大きな窪地といわれるが、今は痕跡もみられない。
しかし地下に埋没した地形をも記す土地条件図『東京西北部』には、大久保通りの南側、
西大久保一丁目（今は大久保一丁目）から環状 5 号線（明治通り）を越え、東大久保二丁目
（今は戸山二丁目）の低地へ至る細長い谷があるので、これが大久保の起源と推理できる。

ここには、新宿区「歌舞伎町、番衆町、西大久保」に発した三本の谷を結ぶ大きな谷が明治
通りの東側にあり、戸山町から馬場下町、早稲田鶴巻町へは、明治時代まで「蟹川」と呼ば
れた川が流れていたという。この模様を 25,000 分の 1 土地条件図「東京西北部」でお目に
かけよう。
（㊟ 図の町名は、昭和 53 年 7 月 1 日の「住居表示実施」以前の名称）
図 1 16 新大久保駅、新宿駅付近
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土地条件図（昭和 56 年刊行）

(8)

新

宿 半高架 37.1ｍ

新宿区新宿

明治 18（1885）年 3 月 1 日

新大久保駅をでた電車は 5‰のゆるい勾配を上り、職安通りを跨いで山手貨物線と離れ、
山手電車線西部の最急勾配 25‰を上って、中央線快速と中央・総武線緩行の上り線、三本
を乗り越すスルーガーダー鉄橋を渡る。この 40.8ｍのサミットが山手線の最高地点である。
鉄橋を渡り終えると 25‰勾配を下り、青梅街道に架かる大ガ－ドを通って、日本一、いや
世界一乗降客が多い「新宿駅」ホームに滑り込む。
山手線に中央本線を接続し、山手貨物線を利用した埼京線、湘南新宿ライン、成田エクス
プレス、スーパービュー踊り子などのＪＲ列車に加え、小田急電鉄小田原線、京王電鉄京王
線、西武鉄道新宿線、東京メトロ丸ノ内線・副都心線、都営地下鉄新宿線・大江戸線を配し、
一日に約 350 万人（ギネス記録。山手線の利用客は約 75 万人）の乗降客を扱うのが副都心の
「新宿駅」である。ただ平成 20 年 6 月 14 日に副都心線ができて、新宿三丁目駅に乗降客の
一部が移動し、いま一日の利用客は約 320 万人になっている。
図 1 17

新宿駅付近

迅速図（明治 30 年頃）

日本鉄道品川線の開業と同時に、明治 18 年 3 月 1 日に生まれた「新宿駅」は、甲州街道
との交点にあたる南豊島郡角筈（つのはず）村に設けられた。計画では甲州街道と青梅街道
が交差する新宿追分（いまの伊勢丹付近）が第一候補だったが、繁華街に駅は造れず、角筈
に置かれた。中央線の前身である甲武鉄道が明治 22 年 4 月 11 日に開業して、品川線へ接
続した。甲武鉄道は明治 37 年 8 月 21 日に「飯田町～新宿～中野」間の電車運転を開始し、
明治 39 年 10 月 1 日に国有化されたため、国有鉄道（ＪＲ）最初の電車運転を行なった線区
として、歴史的栄誉を担っている。
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中央線電車の新宿駅は、
「青梅街道口、甲州街道口」と二つの駅が並置されて、
「山手線、
中央線列車」ホームとは別の場所に停車した不便さがあり、大正 13 年 7 月 21 日に列車線
と同じ位置にホームを建造した。大正 13 年 12 月と 14 年 4 月に、新宿駅の前後に山手線と
中央線電車の立体交差を造り、下り中央線電車と山手線外回り、内回りと上り中央線電車用
二本のホームを使う方向別運転を実施し、もう一本のホームは中央線列車用に使った。この
後、昭和 8 年 9 月 15 日から、中央線「東京 新宿 中野」間に急行（現在の快速）運転を
開始し、これに伴い新宿駅の中央線ホームが一本追加された。
いまは島式ホームが八本になった新宿駅だが、約 60 年前、ホームが四本だった頃の新宿
駅構内の配線略図をあげよう（写真で見る『山手線百年』〈1985 日本交通公社〉より転載）。

昭和 32(1957)年頃は「中央線快速と長距離列車」用ホームが 2 本、
「山手線・中央総武線
緩行」用ホームが 2 本だったが、貨物ヤードを順次撤去して、ホーム増設を重ねていった。
今の新宿駅ホームは「埼京線、湘南新宿ライン」用 2 本、
「成田エクスプレス、東武特急」
用 1 本、
「中央線快速・特急」用 3 本、
「山手線・中央総武線緩行」用 2 本へとホームを倍増
した。これは昭和 57 年 11 月 15 日に全廃した貨物ヤードと、貨物駅があったからである。
右上の新宿貨物駅は「高島屋、東急ハンズ、紀伊国屋書店」などに替ったが、新宿駅の通勤
電車用ホームに比べて、新設した中長距離電車用ホームが代々木寄りにずれているのは、
「新宿～代々木」間に巨大な貨物ヤードがあった名残りを留めたものである。
昭和 40 年頃にピークを迎えた鉄道貨物輸送の中で、東海道⇔東北・常磐・高崎・上信越・
中央・総武線をむすぶ山手貨物線は、首都圏の大動脈だった。最盛期に一日 130 往復もの貨
物列車が設定され、1,000～1,200 トン牽引の山手線貨物列車は、50～60 両の各種各様の貨
車を連ねて、様々な機関車が牽く姿が魅力だった。中央線用機関車（茶色）をふくめると、
昭和 30 年前後に
「ED15.16.17.24.60.61」
「EF10.11.12.13.14.15.52.58」
「8620.C58.D51.D52」、
昭和 40 年頃は「ED61.EF10.11.12.13,15.58.60.64.65. DD13」へ替わったが、これほど多種
の機関車が集まる駅は、全国でも「新宿駅」以外になかった。山手貨物の主役は「EF15」だ
ったが、新宿駅と縁が深かったのは「EF13」だった。戦時中の資材節減から凸型車体にした
EF13 は、耐用年数を 10 年としたために、昭和 28～32 年に大改装が加えられた。当時列車
暖房装置を備えて流線形になった EF58 には、箱型のデッキ付一次型が 31 両あって、この
旧型を流線形車体に載せ替え、余った車体を、両数が同じ EF13 に転用したのだった。
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凸型 EF13 は、東海道本線と上越線で使われていたが、昭和 29 年 10 月に山手貨物線が電
化されると新鶴見機関区へ集結しはじめ、車体載せ替え中の昭和 30 年頃から更新車は中央
本線の旅客列車を牽いて来た「EF10.11.14.52」に替って、甲府機関区にも配属された。
貨物用電機が山岳路線で旅客列車を牽く例は、奥羽本線や上越線にあったが、これらは客
貨兼用で、貨物を牽かなかったのは中央線だけだった。中央本線「八王子～甲府」間の貨物
は ED17 重連の牽引で、昭和 33 年から ED61 重連に替わり、昭和 40 年の「甲府～松本」電化
後は、旅客が EF13、貨物は EF60 を経て EF64 牽引になった。昭和 45 年から客貨とも EF64
に置換されて、
「八王子～甲府」間貨物も昭和 50 年以降、EF64 に統一された。
旅客専用の中央線 EF13 と、山手貨物線 EF13 の 31 両全部を見られるのが新宿駅だったが、
旅客列車が EF64 に替った後、甲府の EF13 は八王子へ移動し、中央線「八王子～飯田町」間
や山手貨物線に入って相変わらず新宿駅に顔を見せていた。かつて EF13 が牽く冬の中央線
列車が「ホヌ 30．ナヌ 32. マヌ 34」などの蒸気暖房車を併結していたことや、普通列車に
「オハ 351～8」
、準急『アルプス』にナロハネ 10 が使われたのも、遠い昔話になった。
いま新宿駅を通過する山手線の貨物は三往復（中央線は０）で、二往復半は早朝と深夜に
運転され、昼頃に EH500 が牽く札幌→名古屋間の貨物列車を見られるだけになった。だが、
一日 20 万トンも通過した鉄道貨物が何に替わったかは、考えて置くべき問題だろう。
もうひとつ、新宿駅には、明治 37 年 8 月 21 日に甲武鉄道の「デ 950」型が走り、明治 42
年 12 月 16 日に山手線「ホデ 6100」型が、鉄道院最初の「院電」として運行を開始した歴
史があり、これを引き継いだ「中央・総武緩行、中央快速、山手」線の新宿駅は、その時代
の通勤電車を一遍に見られる、素晴らしい場所である。
昭和 30 年代前半は、釣掛式通勤電車のほぼ全形式が山手・中央・総武線に使われていた。
17ｍ車の「モハ 10、モハ 11、モハ 12、クハ 16、サハ 17」は山手線の主力で、20ｍ三扉の
「モハ 30、モハ 40・41・60、クハ 55、サハ 57」は主に総武線、20ｍ四扉「モハ 72、モハ
73、クハ 79．サハ 78」は全線で使われた。
（制御電動車をクモハに換えたのは昭和 34 年）
中央・総武線緩行は 72 系が主体で、
「3M3T」の基本編成に、朝夕は「McTc」の付属編成が
付いた 8 両編成だった。津田沼電車区に「モハ 41」の大半が集結していて、モハ 40 改造の
モハ 41 と半流モハ 41 を繋いだ、少数の「McMc」の付属編成が魅力だった。
中央線快速も 72 系が主力で、「3M3T」
「4M3T」の基本編成に「McTc」
、またはモハ 40・73
を増結した 8 両、9 両、10 両編成が混成していた。昭和 30 年から 72 系新製車を 5 両単位
で配属したが、6 両編成にするため旧型サハ 78 を組み込んでバランスがとれず、中野電車
区の低屋根 72850 番台との凸凹編成、
全金属製 72920 番台の新旧混交は最低と酷評された。
三鷹電車区の編成には半室 2 等車のクロハ 16・55 の併結もあったが、昭和 32 年 6 月の二
等車併結中止に伴い、老幼専用車に名を替えた翌年から、101 系に置換された。
17ｍの 11 系は、昭和 27 年頃まで各線に分散していたが、昭和 28 年の電車称号の改定時
に山手線へ集結した。17ｍ車 5 両と 20ｍ車 3 両の混成が山手線の標準仕様で、池袋電車区
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では 101 系に置換するまでこれを続けた。昭和 31 年 11 月 19 日に「田町～田端」間の山手・
京浜東北線の分離をした際、品川電車区は 20ｍ車（72 系とモハ 60、サハ 57）の 7 両編成に
統一した。だが、山手線に新車を入れたのは昭和 32 年 10 月に 72920 番台の 7 両編成を二
本品川電車区へ投入しただけで、中央線から古い 72 系を貰い受けるのが通例だった。
品川電車区には荷物電車のモニ 13 と共に、車体の半分以上を無蓋車に改造した配給電車
「モル 23・24、クル 29」が配置され、大井工場から各電車区にメンテナンス部品を運んで
いたが、昭和時代末に自動車輸送に切り替えて、愛嬌ある姿は消え去った。
東京では、20ｍ四扉車「クモハ 31・32」を見られないのは残念だったが、大阪環状線に
101 系を投入した昭和 36 年 10 月に、城東・西成線で使われた 73 系と共に、モハ 43 改造の
クモハ 31 が上京してファンを驚かせた。4 両（31000. 9. 11. 13）が横浜線、１両（31008）
は総武線に入ったが、大半が三列ガーランド通風器、木製ドアのままだったため、首都圏の
通勤地獄に堪えられず、わずか 5 ケ月で大阪に帰ってしまった。同時期にクハ 58・47 改造
のクハ 79（79036. 40, 66）も来て山手線、総武線で使われたが、鋼板ドアを装備していた
ので、総武線への 101 系投入が軌道に乗った、昭和 40 年前後に大阪へ戻った。
これらの電車の標準装備だった「釣掛式駆動法」は、モータを台車と車軸に半分ずつ吊り
掛ける方式で、明治 42 年の山手線電車化以来、長く使われてきた。しかしモータへ車輪の
振動が直接伝わり、高速運転に問題があるため、昭和 20 年代後半にモータを台車だけに取
り付けて可撓式継ぎ手を利用する、カルダン駆動が私鉄各社に導入された。
昭和 32 年 7 月に登場したモハ 90（後の 101 系）試作車は全金属製の軽量化車体、高速回
転モータを装架した中空軸平行カルダン駆動、電空併用ブレーキの新採用、オレンジ・バー
ミリオン（金魚色）の鮮やかな塗色を施し、ブドウ色の通勤電車の概念を一変させた。翌年
から中央線快速の 72 系を置き換えて、昭和 35 年 11 月に 101 系化を完了した。
昭和 36 年 10 月、ようやく山手線にカナリア・イエローの 7 両編成の 101 系を投入して、
昭和 38 年 10 月に旧型車を一掃した。しかし置き換え中に山手線の輸送力増強、8 両編成化
が求められた。中央線用に造った 101 系は電動車が 2 両一組のため、25‰の急勾配が随所
にある山手線 8 両編成には、電動車 6 両、付随車 2 両の「6M2T」の編成にせざるを得ず、出
力を増強して「4M4T」で運転できるウグイス色の「103 系」を新製した。この後は山手線に
103 系を入れ、置き換えた 101 系を中央・総武線緩行に転属する方式が続けられ、緑の山手
線 103 系化、黄色の中央・総武線緩行の 101 系化を昭和 44 年 10 月に終了した。
旧型車を置き換えた 101 系は、内装の近代化、車両性能の向上と共に、両開き扉の採用が
最大の功績だった。朝の新宿駅では、中央線上り快速電車をホームの両側に相互着発させて
乗降時間を延ばし、乗客を押し込む「押し屋」のみならず、ドアが閉まりそうもないときは、
「剥がし屋」が乗客を引き摺り下ろす荒業が使われた。通勤地獄といわれた当時、各線とも
輸送力増強が求められて、中央線快速電車の全面 10 両編成化は昭和 36 年 10 月、中央・総
武線緩行は昭和 44 年 10 月、山手線は昭和 46 年 10 月に 10 両編成化を完了した。
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昭和 40 年代中半から昭和 50 年代にかけては大勢に変化なく、中央線・総武線の 101 系
の一部を 103 系に置き換えたことと、103 系の冷房化改造、山手線と京浜東北線のＡＴＣ
（Automatic Train Control：自動列車制御装置）化が始まり、各線間の転属が激しくなった。

そのため、103 系のラインカラーの塗り替えが間に合わず、どの線でも「橙（中央線色）、黄
（総武線色）、黄緑（山手線色）、濃緑〈常磐線色〉、青（京浜東北線色）
」を混成した編成が見

られる過渡期だった。山手線と京浜東北線のＡＴＣ化は、昭和 56 年 12 月に完了した。
電圧の変化に応じて速度を変える直流直巻モータを使う電車は、
「直列、直並列、並列」
に複数のモータを繋ぎ換え、この間に抵抗を段階的に挿入して滑らかな走行をする「抵抗制
御法」を常用していた。この方式の欠陥である発熱により電圧を落とす抵抗の存在が、省エ
ネルギーを意識し始めた世の中の流れに合わなくなっていた。昭和 40 年代中半から大電力
を扱える半導体（サイリスタ）を使った新しい制御法が、私鉄各社で開発された。
昭和 56 年 2 月、
「省エネルギー電車」の看板を掲げた、サイリスタチョッパ制御、電力回
生ブレーキ付き「201 系」試作車が、中央線快速用に登場した。試作車は計画通りの省エネ
成果をあげたが、製造価格が高い欠点があって、トンネル内の温度上昇を嫌う地下鉄以外の
私鉄に普及しなかった「電機子チョッパ」を採用して注目された。201 系は昭和 60 年 3 月
に中央線快速用 103 系を置き換えた後、中央・総武緩行線に投入された。だが、当時は国鉄
の財政が悪化し、高価な 201 系をこれ以上増備できなくなっていた。
そこで次に製作されたのが、山手線用、軽量ステンレス車体にウグイス色の帯を巻いて、
側面の戸袋窓をなくし、2 次型から一枚窓のすっきりした外観に変えた「205 系」だった。
205 系は電機子チョッパでなく、私鉄で常用された低速時だけ抵抗制御を使う複巻モータの
界磁チョッパの応用形、直巻モータを使う「界磁添加励磁制御」を採用した。
昭和 60 年 3 月、山手線に登場した 205 系は、同年 10 月に開業する「埼京線」へ山手線の
103 系を転属させて、昭和 63 年 6 月に山手線への投入を完了した。この後は、埼京線に集
中配置して、平成 2 年 12 月に埼京線の 205 系化を終えた後に横浜線、南武線、京浜東北線、
中央・総武線緩行、京葉線へ配置した。昭和 62 年 4 月 1 日に国鉄が民営化されてＪＲ東日
本へ代わり、205 系は首都圏での国鉄最後の通勤電車になった。
国鉄が民営化した頃、私鉄では直流モータのチョッパ制御ではなく、構造が簡単な三相
交流モータを使う VVVF（Variable Voltage Variable Frequency：可変電圧・可変周波数）
インバータ制御の本格採用が始まっていた。電車、というより回転力を使う全ての機構で
究極の技術といえる三相交流モータを駆動するインバータ（直流→交流変換機構）制御は、
いま注目を集める「電気自動車」の基本技術であるところが大切である。
例によって国鉄への導入は遅く、昭和 61 年に常磐線用 207-900 を試作したが、ＪＲへ
の移行時期に重なったため実用化されず、私鉄各社との格差が問題になりはじめていた。
ＪＲへ移行後、平成 4（1992）年 3 月にＪＲ東日本は『重量半分、価格半分、寿命半分』
を掲げた試作車 901 系三編成を造り、試験結果をふまえて平成 5 年 2 月、スカイブルーの
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103 系を置き換える京浜東北線用 209 系を製作し、平成 9 年 10 月に 209 系化を完了した。
平成 10 年 11 月からは、中央・総武線緩行用に広幅車体の 209-500 系が造られた。
平成 12 年 2 月には、209 系の制御素子ＧＴＯサイリスタから、応答速度が速いＩＧＢＴ
（絶縁ゲート二極型トランジスタ）に置き換えた新形式、E231 系（E は JR・East の略称）

が生まれ、引きつづき中央・総武線緩行と、常磐線へ投入した。
この E231 系の投入により、平成 13 年 3 月に中央・総武線緩行から 103 系が引退した。
昭和 38 年 3 月に試作車が山手線にデビューして以来、
「緑の山手線、赤い中央線、黄色の
総武線」として 38 年間親しまれた 103 系も、新宿駅に姿を見せることがなくなった。
E231 系は、平成 14 年 1 月から山手線に投入され、六扉車を 2 両はさむ 11 両編成で登場
した。山手線の 11 両編成化は 205 系時代の平成 3 年 12 月に実施されて、翌年から六扉車
サハ 204 を入れた編成に改めた。しかし平成 23 年 8 月、京浜東北線につづき、山手線か
らも六扉車が消え…理由は目黒駅で解説…、いまは四扉車の 11 両編成で運行されている。
その後、E231 系の出力を増強して前面のデザインを少し変えた E233 系は、京浜東北線の
209 系を置き換えたのち、平成 18 年 12 月から中央線快速に投入され、平成 20 年 3 月、201
系の置換を完了した。平成 25 年には、埼京線へ E233 系を配置して 205 系に替わった。
こうして平成 27 年現在、新宿駅に発着するＪＲの通勤用電車は、209 系（中央・総武線緩
行）、E231 系（山手線、中央・総武線緩行、湘南新宿ライン）
、E233 系（中央線快速、埼京線、
湘南新宿ライン）
、E235 系（山手線）と、埼京線へ乗り入れる東京臨海高速鉄道りんかい線の

70-000 系、すべてがインバータ制御に統一された。
新宿駅を発着する特急電車も、平成 2 年に登場した 251 系「スーパービュー踊り子」だけ
が界磁添加励磁制御で、中央本線の E257 系「あずさ」
「かいじ」
、新型振り子電車 E351 系
「スーパーあずさ」
、E259 系「成田エクスプレス」もインバータ制御である。
電車の耐用年度は約 30 年であるため、ここまで記した「山手線」で使われた電車の推移
をまとめると、次のようになる。
形

式

使用期間

制御法

駆動方式

72 系 茶色

1944～1963

抵抗制御

釣掛式駆動

101 系 黄色

1961～1967

抵抗制御

中空軸平行カルダン駆動

103 系 緑色

1963～1988

抵抗制御（出力増強） 中空軸平行カルダン駆動

205 系 SUS

1985～2004

界磁添加励磁制御

中空軸平行カルダン駆動

E231 系 SUS

2002～

インバータ制御

ＴＤ平行カルダン駆動

E235 系 SUS

2015～

インバータ制御

ＴＤ平行カルダン駆動

この推移に現われたように、
山手線ではおおよそ 20 年毎に車種が代わった様子がわかる。
緑の 103 系だけ 25 年使われたように見えるが、実際はＡＴＣ（自動列車制御装置：1981）搭
載車、冷房装置取付車（1973～1981）に置き換られて、1980 年代に初期型がほとんど残ら
なかったので、車種の取り換えがあったと見て良いとおもう。
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「電力回生ブレーキ」を常用する 205 系 SUS（ステンレス車体）から E231 系への置換は、
さらに「省エネルギー」の VVVF インバータ制御の採用が主体だったが、20 年前に設置した
ＡＴＣが電子機器が発達した時代に合わないため、デジタル式（Ｄ-ＡＴＣ）に交換された。
E231 系にはＴＩＭＳというコンピュータを駆使した制御機構が使われ、山手線に初めて採
用した扉上部に設けた液晶ディスプレイに、駅名や列車運行状況などの情報を流すＶＩＳ
（Visual Information System）が採用された。山手線は首都圏の顔であるため、一般線区
より早めに車両を置き換えており、2017 年 5 月から量産型「É235 系」が投入された。
約 50 年前、
「ゲタ電」と呼ばれ、混雑率「300％」の通勤地獄に活躍した 11・40・72 系な
ど個性あふれる車両群は、単一形式の量産化が進む現代から見るとやはり懐かしい。
だが昭和 20 年代後半の私鉄各社の抵抗制御電車の高性能化に始まり、昭和 30～40 年代
における国鉄交流車両、とくにサイリスタ位相制御の実用化と、40 年代の私鉄直流電車の
サイリスタチョッパ制御、電力回生ブレーキの採用は、高度成長期に相応しい姿であった。
ここには、車両メーカーが「三菱、日立、東芝」という半導体・家電メーカーに重なる幸
運もあり、トランジスタと比較して扱い難いサイリスタを実用化した技術の蓄積が、ＧＴＯ
（Gate Turn Off）サイリスタを自力開発した「インバータ制御」へつながった。

「VVVF インバータ制御」は、昭和 50 年代にモータを使う家電製品、クーラー・洗濯機・
冷蔵庫等の省力化、メンテナンスフリーを実現して注目を集め、駆動装置に構造が簡単で、
小型軽量の三相誘導モータを使える利点は計り知れない。鉄道では、モータを発電機として
「電力回生ブレーキ」に使い、走行に使った電力の 40％ほどを架線に返して、回生電力を
他の車両が利用する省エネルギーシステムが実用化された。50 年前の「103 系」と、現在の
「E231, E233」系では、消費電力が半分になったところは、注目すべきである。
この基本技術も、昭和 43 年 10 月に奥羽本線「福島～米沢」間の EF71、ED78 型電気機関
車に採用した「交流電力回生ブレーキ」で実現した。モータを発電機として使うブレーキ機
構は、高速から低速に回転が変わっても、発電機の出力（例えば 50hz の周波数、2 万Ⅴの電
圧）は一定に保ち、電流だけが変化する「静止型インバータ：Static Invertor：ＳＩＶ」

の開発が不可欠だった。
「晴れ、曇り」の天候変化、
「風速」が変動しても、常に「周波数 50hz、
電圧 100Ⅴ」の一定出力を保てなければ、
「太陽光、風力」発電の実用化はなかった。
30 年前のわが国は、西ドイツと共にインバータ技術の最先進国だった。だが今はかたや
自然エネルギー活用の「脱原発」最先進国、かたや実用化の目途が立たない高速増殖炉…廃
炉が決定…を中心に置く「核燃料サイクル」を金科玉条に、
「失われた 20 年」を過ごして、

核廃棄物の処理法すら定まらない国、という、大差がついてしまった。
車両の進化と変遷を直に触れられる「新宿駅」は、電車を見ながら技術の推移を考えるの
も楽しみの一つである。私鉄に目を移すと、鉄輪式（普通のレール方式）のリニアモータを
使う都営大江戸線。機械的な摩擦力を使わない、純電気ブレーキ制動法を実用化した、常に
先端技術にチャレンジする小田急電鉄の姿勢に興味を惹かれる。
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本線から大きく分岐してしまったけれども、新宿駅に戻って、地名の語源を探索しよう。
駅名に採られた「新宿：シンジュク（音読み）」は、甲州街道の宿場名であった。
日本橋に発した甲州街道の最初の宿場町が、16km も離れた高井戸宿（杉並区下・上高井戸）
では旅人が難儀を重ねたので、元禄 11（1698）年、中継宿として内藤若狹守下屋敷の北側
の地に宿駅を開設して「内藤新宿」が生まれた。後に内藤の名が落ちて「新宿」が定着し、
新宿区内藤町は、その下屋敷跡の新宿御苑をふくむ住居表示に名を留めている。と、通説を
羅列して地名解説を終えるが普通だが、
『地形表現を基本に置いた地名』解釈を提起するの
が本サイトの流儀であり、ここにも新説を唱えたい。
地名の「～宿」は、関東地方に集中する名である。まず関東地方をのぞく全国の大字名か
ら、
「新宿」地名を取り出すと、以下の名があがる。
山形県西村山郡朝日町新宿

愛知県豊川市新宿町

富山県魚津市新宿

愛知県名古屋市名東区新宿

福井県坂井郡三国町新宿 →坂井市

兵庫県佐用郡上月町西新宿 →佐用町

静岡県沼津市新宿町

山口県徳山市新宿通

→周南市

静岡県駿東郡清水町新宿
「新宿」は、おおよそ関東・中部地方に偏在する地名とみて良さそうである。ちなみに、
『日本分県地図地名総覧』
〈1987 人文社〉から、大字・小字名に使われる「～宿」地名を取
り出すと、関東地方には三百ヶ所以上も宿地名があったことが判る。宿地名は「やど、シク、
シュク」と読むが、すべてを「宿場」と解くのは不可能といえよう。
東日本に多い「Yata：谷田、矢田。Yati：谷地、萢。Yatu：谷、谷津。Yato：谷戸、宿」は、
∪型湿地につけた地名群として知られ、
「谷田、谷地、谷津、谷戸」の当て字も谷型地形を
暗示している。関東地方で宿を「やど」と読むのは、千葉県東葛飾郡関宿町関宿（→野田市）
ほか 10 例あるだけで、なぜか「借宿、狩宿：かりやど」が多いのは不思議な現象である。
「シク、シュク」と読む地名も「sikusiku 泣く。zikuziku, zyukuzyuku 滲み出る。敷く、
熟す：平地、湿地」と解いて理解できる場所が多く、宿地名の大半が湿地端、河原、海岸に
面している。関東地方の「シンジュク：30 例。あらジュク：7 例。にいジュク：3 例」と、
三種類の読み方がある「新宿」も同様で、代表例をあげると以下のようになる。
（地名の後の
表記は、新宿が面する「川、湖、湾」を表わす）

シンジュク
茨城県西茨城郡友部町住吉字新宿

涸沼川

埼玉県東松山市新宿町

市野川

茨城県新治郡出島村宍倉字新宿

霞ヶ浦

千葉県市川市下新宿

旧江戸川

栃木県栃木市鍋山町字新宿

永野川

千葉県館山市新宿

汐入川

群馬県桐生市新宿

渡良瀬川

神奈川県逗子市新宿

逗子湾

埼玉県児玉郡神川町新宿

神流川

神奈川県厚木市下荻野字新宿 荻野川
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あらジュク
茨城県常陸太田市新宿町

源氏川

栃木県足利市新宿町

矢場川

栃木県那須郡湯津上村新宿

巻 川

埼玉県川越市新宿

久保川

黒部川

東京都葛飾区新宿

中

にいジュク
千葉県香取郡東庄町新宿

川

関東地方の「新宿」地名の所在地形をあたると、ほぼ全数が湿地端、河原、海辺にある様
子がわかる。これは、新宿を次のように解くと納得がゆく〈Arasiku は原宿と同意〉。
Sinzyuku←Simusiku＝Simu．湿む：湿地＋musi．蒸す：湿地＋siku：平地、湿地。
Niizyuku←Nifisiku＝Nifi：湿地＋fisi.菱：∨型の湿地端＋siku：平地、湿地。
(Nifi, Niwi＝Ni：土、泥＋fi：水。wi：井)
神奈川県逗子市新宿一・二丁目に海水浴場があるように、こういった実例をみると、新宿
区内藤新宿が本当に「新しい宿場」の意味でつけられたかとの疑問が湧く。住居表示に残さ
れたように、内藤町の大半が新宿御苑を指して、淀橋台の台地端にある新宿御苑は、地表が
コンクリートで覆われる前は、都区内屈指の湧水地、渋谷川の水源として知られたのである。
ここで注意すべきは、漢語の音読みの「新宿：シンジュク」である。
「新：シン」の「ン」
は「撥音」に区分される音読みであり、平安時代に「む」と訓で読んだ例が、
『倭名類聚鈔。
略称：和名抄。承平年間：931～938 年、源順（みなもとのしたがふ）編』に数多く載せられて
いる。いまは撥音で読む地名を、『和名抄』で「む」と読んだ郡名の例をあげよう。
伊勢国庵芸郡（あむき→あんき）

下総国印幡郡（いむぱ→いんば）

近江国神崎郡（かむさき→かんざき）

上野国甘楽郡（かむら→かんら）

播磨国神崎郡（かむさき→かんざき）

出雲国神門郡（かむと→かんど）

肥前国神埼郡（かむさき→かんざき）

備後国品治郡（ほむち→ほんち）

越後国蒲原郡（かむぱら→かんばら）
摂津国東生郡（ひむかしなり→ひんがしなり→ひがしなり）
このように、上代語には撥音の「ん」がなかった様子がうかがわれて、地名解釈に取り入
れる必要が生まれる。山手線と京浜東北・根岸線では、撥音が入る駅に「新大久保、新宿、
五反田、新橋、神田、港南台、新杉田、関内、新子安、さいたま新都心」があがる。
この中で「新大久保、新杉田、新子安」駅は、近接して「大久保、杉田・子安（京浜急行）」
駅があったため、これと区別して「新」を付けた駅。
「港南台」は昭和時代後期に団地名を
とった駅。
「関内」は、江戸時代末の横浜成立時に設けた関所の内外の区分を表わした名称。
「さいたま新都心」は平成 12 年 4 月の新設駅名である。これらはすべて漢語の音読みの表
現法で、撥音を倭語の「む」に戻す必要はない。
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地形地名の可能性があるのは「新宿、五反田、新橋、神田」駅である。平安時代中期の『和
名抄』の記録に濁音が少ない史実を重視すると、濁音は語頭に立たない定理を使って、地名
と言葉の創作法に『掛け言葉』を利用したと仮定すると、中間音と語尾にも濁音はなかった
ことになる。そこで「シンジュク、ゴタンだ、シンばし、カンだ」と濁音が入る音読み、重
箱読みの駅名も「新宿：Simusiku. 五反田：Kotamuta. 新橋：Simupasi. 神田：Kamuta」へ
復元できる。新宿以外の解釈は「五反田、新橋、神田」駅で検証したい。
新宿では、
「シンジュク」の後半部、十条駅でふれた「拗音」も問題になる。山手、京浜
東北・根岸線での使用例は「十条、新宿、原宿、浜松町、有楽町、東京、石川町、桜木町、
東十条」駅があがる。「浜松、有楽、石川、桜木」町は拗音が入る音読みの「チョウ」で、
「田町、御徒町、大井町」を訓読みの「まち」に読み分ける基準がないのは日本語の欠陥と
いえよう。町が地名解釈に関係するのは「田町」だけなので、
「浜松、有楽、石川、桜木、
御徒、大井」を考えれば良く、無理に拗音を取り込む必要のない駅名といえる。
また、我が国の首都「東京」は、慶応 4（1868）年 7 月 17 日、明治天皇の詔書によって、
江戸を「東の京都（みやこ）」と改名し、これを「トウキャウ→トウキョウ」と音読みにし
た名である。この辺は、東京駅でもう一度とりあげたい。
先の新宿地名の解釈で「Simusiku→Sinzyuku」の変化を想定したが、律令時代の国名・郡
名で、倭語の読みから「拗音」へ変わったものに、次の例がある。
日向国（ひむか→ひうか→ヒュウが）

美濃国郡上郡（くむしほ→グジョウ）

越前国丹生郡（にふ→ニュウ）

若狭国遠敷郡（をにふ→おニュウ）

この変遷を参照すると、
「シンジュク」は、
「Simusiku＝Simu．湿む：湿地＋musi．蒸す：湿
地＋siku：平地、湿地」へと復元できそうである。撥音・拗音は、
「神田：かむた→カンだ」

「丹生：にふ→ニュウ」など湿地と関係する例が多いので、第五章『地名考古学』で詳述し
たい。「新宿」を地形地名と採る解釈では、湿地を表現した名と考えて間違いないと思う。
甲州街道の日本橋と高井戸宿の中継宿として設けた「新宿」を、記録の上から眺めると、
寛永年間（1624～1642 年）に、新宿二丁目付近に町屋ができて、寛文年間（1661～1672 年）
以降、これが「内藤宿」と呼ばれたという。先に記したように元禄 11（1698）年に、新宿一
丁目の大木戸に「内藤新宿」が生まれたが、
『江戸名勝志』
〈藤原之廉 1733〉には、新しい
宿場町は、高井戸宿に対比してつけたものでなく、内藤宿の「新宿」だったと記される。
この辺が面白いところで、
「新宿」は、内藤氏下屋敷（新宿御苑）の大木戸付近の古地名だ
った雰囲気も感じとれる。つまり新宿は、
「湿地を表現した地名」のうえに.「新しい宿場」
をかけ合わせた、江戸時代一流の洒落と採るわけである。
はたして、この推理が妥当であるかは判らないが、地名全般の命名傾向から判定すると、
可能性は無きにしもあらず、といった感じなのである。
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(9)

代々木 高架 38.7ｍ

渋谷区代々木

明治 39（1906）年 10 月 23 日

新宿駅をでた電車は、すぐ 25‰の急勾配を下って、中央・総武線緩行の下り線をくぐり
抜けると、23‰勾配を上って「代々木駅」に着く。ひろい新宿駅構内の甲州街道より北の地
域は「新宿区新宿三丁目」だが、甲州街道の南側、新宿貨物駅があった場所と代々木駅構内
はすべて「渋谷区千駄ヶ谷五丁目」に所属して、代々木駅本屋（駅長室がある建物）だけが
「渋谷区代々木一丁目」にある。
ここまであげた駅は、東北本線に属する赤羽を除いて、赤羽線・山手線に所属している。
だが「代々木駅」は、毛色をかえた中央本線の駅なのである。中央線列車の始発駅「新宿」
が山手線の駅で、中央線快速電車が停まらない「代々木」が中央本線の所属。というのは理
屈に合わないといわれても困るが、同じことは東京駅（東海道本線）、神田駅（中央本線）、
秋葉原駅（東北本線）にも当てはまる。これは「国鉄⇒ＪＲ」における駅の所属線の規定が、
駅を最初に開設した路線名を採用するために発した現象である。
『国有鉄道法』が施行された明治 39 年 10 月 1 日に、中央線の前身である甲武鉄道が国
有化され、その 22 日後に中央線に誕生したのが「代々木駅」だった。この日は、品川線を
ふくむ日本鉄道が私鉄の時代で、日本鉄道が国有化されたのは、代々木駅開設から 9 日後の
明治 39 年 11 月 1 日だった。新宿駅とは反対に、山手線の代々木駅が併設されたのは明治
42 年 12 月 16 日、
「上野～新宿～品川～烏森」間の電車運転を開始した当日だった。
当時の山手線は貨物線（埼京線）を走っていたので、中央線（今の快速線）の代々木駅は
高架、山手の駅は地平という乗り換え不便な駅だった。この不都合も、大正 13 年 12 月に山
手電車線を新設して高架になり、翌 14 年 4 月に「新宿～代々木」間に中央・山手線の立体
交差を設けて、昭和 4 年 3 月に「新宿～飯田町」間の列車線（→中央線快速）と、電車線（緩
行線）を分離して、
「新宿～代々木」間の骨格を完成した。関東大震災から昭和初頭の大不

況時に、山手線と中央線緩行を新宿駅で方向別に、代々木駅では対向式ホームの間に島式ホ
ームを入れて、山手線内回りと下り中央線緩行を接続し、利用者への便宜を計った功績は、
いまなお高く評価されている。
この基本計画は、昭和 6～8 年に実施した総武線電車乗り入れと、快速線の併設に伴なう
御茶ノ水駅改良工事にも引き継がれた。このとき「水道橋～御茶ノ水～万世橋」間に二ヶ所
の立体交差を設け、神田川と駿河台に挟まれた狭隘な「御茶ノ水駅」の中央線と総武線に方
向別ホームを造った設計の妙は、時代を読み切った先見性の賜物である。
いまの中央線を見ているだけでは判らないが、飯田橋駅の快速線から別れ、かつて中央線
列車の始発駅だった飯田町駅（今は撤去）の存在を考えれば、御茶ノ水駅で中央線と総武線
の乗り換えを図る方向別運転をする外に選択の余地がなかった。中央線が快速運転を終え
たあとは、総武線電車を御茶ノ水駅着発とし、東京発の快速電車を各駅停車に替えてから、
総武線電車を緩行線に留置して折り返しをする、無駄のない配線がすばらしい。
57

その後、昭和 41 年 4 月に「荻窪～中野」間を複々線化した中央線では、緩行線と地下鉄
東西線「荻窪～中野～竹橋」間の地下鉄電車乗り入れを開始し、同年 10 月に大手町へ延伸
して国鉄⇔地下鉄の「荻窪～大手町」間の相互乗り入れを実現した。ラッシュ時に 300％近
くも混雑していた中央線の輸送力が改善され、昭和 46 年 4 月に東西線の西船橋までの全線
開通と同時に「三鷹～荻窪」間の高架複々線も完成し、現代につづく輸送体系を整えた。
駅名に採られた中央本線の「代々木」は、全国に類のない地名で、東京の代々木以外の大
字は、次の三ヶ所に見られるだけである。
北海道夕張市鹿島代々木町

東京都渋谷区代々木

北海道江別市野幌代々木町

山口県徳山市代々木通 →周南市

ただし、北海道の二つの代々木町は、陸軍の練兵場があった代々木からの転用名であり、
「新宿通・代々木通・原宿町・有楽町・銀座」がならぶ徳山市（平成 15 年 4 月 21 日から、
周南市へ改名）の住居表示も、東京の有名地をとったものである。
ダイダイ

唯一つの本物、東京都渋谷区代々木は、付近に住む人々が「代々サイカチの木」を植えて
ダイダイ

きたからとも、彦根藩井伊家の下屋敷に、大昔から「代々つたえられたモミの老木」があっ
たからだともいう。いまは、井伊家下屋敷跡の「明治神宮」内の表参道に、二代目を称する
モミの木を植えて由来を記しているのが面白い。しかし、この説は「？」マ～クを付けるの
が通例で、起源不詳の地名とされている。
左図は付近の地形図で、淀橋台の真中に位
置する菱形の台地は、東に新宿御苑を水源に
する「渋谷川」
、西は「河骨川～宇田川」が造
った谷に囲まれている。いまは三川とも暗渠
に姿を換えて、なぜこのような地形が出来た
かを教えてくれない。菱形台地南端に「渋谷区
宇田川町＝Uta．打つ：∪型・∩型地形＋taka：
高所＋kafa.側≒谷の上端」があって、隣り町が

渋谷川の起源地名、
「渋谷区渋谷」であること
も興味をさそう。
図の中上に中央本線「代々木駅」
、真中の
明治神宮の南池から流れ出す川が山手線と
交差するところに「原宿駅」
、中下の渋谷川
と宇田川の合流点に、
「渋谷駅」が記されて
いる。この東を走るのが「明治通り：環状
図1

5 号線」で、河骨川～宇田川の西を通るの

18 「代々木、原宿、渋谷」駅付近

2 万 5 千分 1 デジタル標高地形図『東京都区部』
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が「山手通り：環状 6 号線」である。

宇田川は左中から流れてくるが、北から真っ直ぐ来るのが「河骨川：こうほねがわ」で、
合流点に小田急電鉄「代々木八幡駅」がある。河骨川はかつて岸辺に咲くスミレやレンゲの
花の中をさらさら流れ、童謡『春の小川』を生みだした様子が、小田急電鉄参宮橋駅の南に
ある『春の小川記念碑』に記されている。むろん河骨川は暗渠化されて、その面影をまった
く留めていない。
日本全国に同一名がない「代々木」の地名解釈はきわめて難しい。
「Yoyoki＝Yoyo：類型
なし。崖（fofo）
、谷（popo）の同類？＋yoki．避く：横に連なる崖←foki. ほぐ、ほぐす：
谷、崖」と、苦しいこじつけをしなければならない。古語に「よよむ：老いて腰が曲がる」

四段活用自動詞があるので、何らかの関係があるのかもしれない。
戦国時代の文献にのる代々木が崖系の地名だったなら、淀橋台の台地端、代々木五丁目の
「代々木八幡神社」を起源地にあげたい。河骨川の西を走る山手通りに面し、渋谷区元代々
木町（昭和 44 年元旦以前は代々木本町）に隣接する代々木八幡神社境内には、縄文時代の竪
穴式住居が展示されていて、付近に数少ない縄文時代早期から後期に連なる遺跡として知
られる。渋谷川と宇田川の合流点にある「渋谷」を見ると、河骨川と宇田川合流点の「代々
木八幡」付近が古代から注目されていた、と考えることも許されるだろう。
もう一つ注目したいのが、この菱形台地上部の大半が国有地という事実である。北部は
「明治神宮」
、西部に「代々木公園」
、中央南部に「国立代々木競技場」があり、東の台地端
（原宿）と南端（渋谷）が商業用地・住宅地として利用されている。

これは東京都区内における土地利用の一般的傾向を示し、江戸幕府が台地上を武家屋敷、
天領として選んで、明治時代に軍部がこれを引き継いだ。庶民の遊興地や花街は、おおよそ
低地、湿地に形成されていたのも興味ぶかい。新宿二丁目や十二社（ジュウニソウ：いまは
西新宿二丁目の新宿中央公園付近）
、渋谷円山町は、この典型と言えるだろう。

いま代々木公園と代々木競技場がある場所は、第二次世界大戦前は陸軍代々木練兵場で、
戦後は米軍に接収されて住宅が設けられ、ワシントンハイツと呼ばれた。が昭和 39 年 10 月
10 日の東京オリンピック開催に合わせて、昭和 36 年に返還され、ここに旧住宅も利用した
選手村が置かれた。神宮外苑の「国立競技場」も近く、オリンピックの中心会場になった千
駄ヶ谷・代々木付近を流れる渋谷川、河骨川、宇田川を暗渠に換えて、明治通り・山手通り
も拡幅された周辺の景色は一変した。原宿・表参道・青山が「ファッションの街」へ変貌し
たのは、この時代からだった。
「代々木」地名が、全国にここ一ヶ所しかないことは意外に知られていない事実である。
先に「池袋」も大字では横浜にもう一つあるだけと記したが、おばあちゃんの「原宿」と呼
ばれる「巣鴨」もまた、武蔵国豊島郡巣鴨村→東京都豊島区巣鴨だけに使われた特別な地名
である。
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(10)

原

宿 地平 21.8ｍ

渋谷区神宮前

明治 39（1906）年 10 月 30 日

標高 38.7ｍの代々木駅は、山手線でもっとも標高が高い駅で、ここから淀橋台を下って
渋谷駅（標高 19.6ｍ）と恵比寿駅（20.5ｍ）の中間点、平成 25 年 3 月 16 日に地下へ移った
東急電鉄東横線が山手線を乗り越していた、ポニートラス鉄橋まで下りつづける。
高架線上の代々木駅を出て中央・総武線と別れると、この高架の下から出てきた、もと品
川線の山手貨物線が近寄ってくる。代々木駅から 10‰前後の勾配を下って貨物線に並ぶと
右に明治神宮の森が現われる。右にカーブしながら平坦になったところで、貨物線から別れ
た宮廷ホームを見て、代々木駅寄りは地平、渋谷駅側は切り通しに変わる「原宿駅」に到着
する。この駅には二つの出入り口があって、代々木寄りの「竹下口」は駅から階段を下りて
道路に出るが、渋谷側の「表参道口」は階段を上って同じ道路に出るので、駅のホームが下
り勾配（10‰）に設置されている様子がわかる。
大正 14 年 10 月に造られたクリーム色、緑屋根の「宮廷ホーム」は、どの駅にも必須の
「駅名表示」などの文字が全くない、すっきりした姿が印象的である。昭和 29 年の山手貨
物線電化以前、筆者は小学生で、吉祥寺付近に住んでいたので、新鶴見機関区所属の御召専
用蒸気機関車 C51239、尾久機関区の C57126 が牽く御召列車を見ていないが、東京機関区の
EF5861 が牽引する五両編成の御召列車は、何度も見る機会に恵まれた。
昭和 35 年に新製された御召列車の「御料車 1 号」は、近代的なデザインと品格ある溜色
（マルーン）塗装に、金色の帯と菊の御紋章が光り輝く名車である。御料車の前後につなぐ

供奉車は昭和 7 年製だが、当時の客車の基本仕様と違い、屋根の端面を折妻にしたオハ 35
戦後型とスハ 32 系を合わせた、落ち着いた雰囲気を醸し出す姿がすばらしい。
昭和時代は全国の国民体育大会・植樹祭などで、原宿発着の御召列車が毎年数回運転され、
直流電化区間は東京機関区の EF5861、浜松機関区の EF5860 の御召専用機が牽引した。未電
化区間では蒸気機関車「8620. C11. C56. C57. C58. C59. C60. D51」が、さまざまな線区
で満艦飾の御召列車装備をして最期の晴れ姿を披露した。ここに「C61. C62」がないのは、
メカニカルストーカ（自動給炭装置）を備えた両機はシンダ（粉炭・ばい煙）飛散量が多く、
走行中にも御料車の窓を開けて、御挨拶をなさる両陛下に失礼がないようにとの配慮から、
御召列車を一度も牽いたことがない機関車になった。
いまは貴賓室を駅本屋中央に備えた、東京駅発着の新幹線網が整備されたことに加えて、
御召列車を牽く機関車がなくなったため、原宿宮廷ホームは平成 13 年 5 月 21 日の全国植
樹祭に使われたのが最後で、これ以降、宮廷ホームは使用されていないという。
原宿駅はもうひとつ、他の駅にない機能を備えている。ふだん原宿駅は、山手線の基本仕
様である島式ホームを使っているが、大晦日と正月三ヶ日だけ、外回り線に設けた明治神宮
（大正 3 年着工、9 年 11 月 1 日造営）への臨時ホームを使用する。山手線をはじめ都区内の

路線は、大晦日から元旦にかけて、終夜運転をするのが恒例になっている。
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原宿駅本屋所在地の「神宮前」は、昭和 40 年 3 月 1 日の住居表示実施時の新設名である。
由緒ある「原宿、隠田、竹下町、青葉町、神宮通、上通、宮下町」を消して広い範囲を占拠
する町名になった。神宮前は東京メトロ銀座線の駅名に使われていたが、千代田線が開業し
た昭和 46 年 4 月 20 日に「表参道」駅と名を改め、原宿駅に隣接した新駅に「明治神宮前」
を譲った。いまでも、イギリス風ハーフ・ティンバー様式の駅舎に名をとどめる「原宿」、
若者の町「竹下通り」が、神宮前より全国に知れ渡っているのがおもしろい。
昭和 50 年代後半に、竹下通りで衣装を揃えた「竹の子族」が注目を集め、休日の歩行者
天国を略した「ホコ天」で独特の集団舞踊を披露したが、交通規制をかけて強制的に廃止さ
れた。平静時代の昨今からみれば、高度成長期末からバブル時代への、若者パワーが感じら
れる光景だった。
戦国時代の古文書に記録された「原宿」は、鎌倉街道の宿場町、すなわち原っぱの宿から
付けたと採る、
『新編武蔵国風土記稿：天保 12（1841）年成立』の解釈法が一般化している。
しかし、地形地名の立場からみると、
「新宿」と同じように、この説にも疑問が感じられる。
全国ではなく、関東地方だけに偏在する原宿地名をあげると、つぎのようになる。
○茨城県結城郡石下町原宿

→常総市

茨城県猿島郡五霞町原宿台
栃木県今市市原宿

群馬県新田郡新田町市野井字原宿 →太田市
埼玉県日高市原宿

→日光市

○千葉県香取郡小見川町下飯田字原宿→香取市

栃木県下都賀郡都賀町原宿 →栃木市

千葉県香取郡山田町府馬字原宿

栃木県下都賀郡壬生町藤井字原宿

神奈川県横浜市戸塚区原宿

群馬県太田市原宿町

神奈川県津久井郡城山町原宿

→香取市

→相模原市

群馬県邑楽郡板倉町岩田字原宿
あらじゅく

茨城県結城郡石下町本豊田字 新 宿

にいじゅく

→常総市

千葉県香取郡東庄町新 宿

全国の大字名では、山口県周南市原宿町（←徳山市）以外、
関東地方だけにある「原宿」は、平坦な低地や湿地端にある
のが特徴である。○印の原宿が上記の新宿に近接すること
も、東京都新宿区新宿と、昭和 40 年以前の「渋谷区原宿」
との近似の関係を表わすように見える。
原宿は「Farasiku」が変形した地形地名と考えられて、
「Farasiku＝Fara．原、腹：凹凸のある台地、緩斜面＋rasi⇔
sira：尻、端＋siku：湿地≒台地端の湿地」と解くと、原宿
村の地形に合致する。右の明治 30 年頃の迅速図、左上にあ
る明治神宮の「南池」から出た小川が、今の竹下通り付近を
流れていて、明治 39 年 10 月 30 日、ここに原宿駅ホームが
造られた。

図1
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19

原宿村付近

迅速図

「原宿：台地端の湿地」の解釈を基本におくと、山手線の「原宿」は、昭和 39（1964）年
の「東京オリンピック」直前、暗渠に変えて拡張した明治通りの下に埋没した渋谷川流域に
特定できる。もとは武蔵国南豊島郡原宿村だった、神宮前一丁目の東郷神社付近を起源地に
推定したい。
いま原宿と聞けば、ファッションの街を連想するのが常識だが、江戸時代に伊賀忍者の居
オンデン

住地だった史実は、あまり知られていないようである。かつて原宿村の南にあった隠田村は
この名残りを留めた地名と考えられているが、
「Omuta＝Omu：∪型湿地＋muta：湿地⇔tamu．
溜む：水たまり」の後半が音転した地名と解くのが、隣接した原宿とバランスのとれる解釈

だと思う. 隠田が渋谷川の別称、隠田川として使われた経歴を見ても、倭語だった可能性が
高い地名である。
この「Omu」は、「Pomu→Fomu→Omu」の変遷が考えられるが、残念なことに古語・現代語
に意味を伝える言葉は残されていない。そこで「くぼむ＝Kupo. 食ふ：∪型湿地端、窪＋pomu」、
「つぼむ＝Tsupo. 壺：∪型地形＋pomu」
、
「しぼむ＝Sipo. しぼる：∨型湿地＋pomu」という
合成動詞の意味と、
「Pomu→Fomu→Omu」が少数音型であるところに、
「∪型湿地」を表現し
た可能性を見出せる。
「Fomu, Pomu」は、地名の「本田、本郷、本所」をはじめ、
「日本坂、日本平、日本橋、
二本木、六本木」などの地名解釈を行なう上で、解いておかねばならない基本用語である。
ジュウサンボン

第二章『京浜東北線の歴史』本郷台駅、第五章『地名考古学』の「3 地名の復元 ⑶ 十 三 本
ぎ

うっぷるい

木峠と十六島鼻」などで、具体例を上げて検討したい。
先に、原宿駅は山手線の標準仕様の島式ホームだけでなく、明治神宮への臨時ホームを備
えている様子を記した。このホームは、昭和 39（1964）年 10 月の東京オリンピックの時に
使われたが、2020 年のオリンピックと、その後の利用を考えて、いまの渋谷駅と同じ仕様、
外回り・内回りホームの片面使用の本格工事が 2018 年の春から行われている。同様に前回
オリンピックに臨時ホームを設けた、中央本線千駄ヶ谷駅も、半世紀ぶりにホームを復活さ
せる工事が進められている。
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(11) 渋

谷 高架 19.6ｍ

渋谷区道玄坂

明治 18（1885）年 3 月 1 日

切り通しの原宿駅を出発した電車は、5～10‰の緩い勾配を下ってゆく。右手の丘に特異
な国立代々木競技場を眺めたあとは、広い谷間に設けた築堤上を走り、渋谷の繁華街と宮下
公園に挟まれながら、左へ大きくカーブをする「渋谷駅」へ侵入する。
日本鉄道品川線の開業日にできた「渋谷駅」は、いまより南の直線区間…品川線渋谷駅→
渋谷貨物駅→住宅展示場→埼京線渋谷駅…に設けられていた。渋谷駅も旅客・貨物の分離、輸

送力増強という時代の要請を受け、単行の電車運転から 11 両編成用 220ｍ以上のホームを
もつ駅に変貌し、中央本線飯田橋駅と共に、構内に急曲線を抱える駅になった。
渋谷川の谷底に設けた渋谷駅は、宮益坂のトンネルをでた東京メトロ銀座線が最上位を
占める不思議な構造になり、高架から道玄坂へもぐり込む京王電鉄井の頭線のターミナル、
地下へ移った東急電鉄東横線が東京メトロ副都心線をむすび、東急田園都市線

半蔵門線

を接続する巨大駅になった。都電の着発駅からバスターミナルへ替わった東西駅前広場も、
都区内屈指の活動をつづけている。
平成 26（2014）年現在の渋谷は、駅周辺の再開発が進行中で、まず東京メトロ副都心線
が平成 20 年 6 月 14 日に明治通りの下に建設され、池袋から西武池袋線・東武東上線への
連絡を完成した。平成 25 年 3 月 16 日、副都心線へ乗り入れた東急東横線の地下路線が完
成して、
「渋谷～代官山」間は地下に替わり、西武池袋線・東武東上線と東急東横線の相互
乗り入れ運転が開始されて、
「川越・所沢・和光市 池袋 新宿三丁目 渋谷 横浜 元町・
中華街」という新ルートが生まれた。だが東横線と、地上 2, 3 階にある「山手、井の頭、
銀座」線の乗り換えが不便になり、四線の連絡が良かった、渋谷駅最大の長所は失われた。
この後は、東横線渋谷駅と東急デパート東横店東館を撤去して、2020 年に 47 階建の高層
ビルを建てると同時に、渋谷ヒカリエの地下 5 階へ移動した東横線との接続が悪くなった
東京メトロ銀座線の駅をヒカリエ側に移設するという。この間に、山手線渋谷駅の内回り・
外回り、方向別ホームを普通の島式ホームに替えて、さらに 2027 年、山手線と乗り換えが
不便な埼京線渋谷駅を山手線ホームの隣りへの移設が行われると聞く。
埼京線渋谷駅は品川線開業時の渋谷駅だったが、大正 10 年 7 月 15 日に山手線の客貨を
分離したとき貨物駅へ改装し、昭和 55 年 10 月 1 日に貨物扱いを廃止した後は放置されて
いたが、埼京線が恵比寿へ延びた平成 8 年 3 月 16 日に、埼京線渋谷駅として復活した。
大正 10 年に山手線渋谷駅は旧駅北側の曲線上に移設したが、旧駅の貨物施設が拡大して
いて、駅前広場を広く取ろうとした構想によったのだろうか。渋谷新駅両側のスペ－スを大
きくとったこと、玉川電軌（→東急玉川線→田園都市線）が大正 11 年 6 月に、東横電鉄（→
東急東横線）が昭和 2 年 8 月、帝都電鉄（→京王電鉄井の頭線）も昭和 8 年 8 月に渋谷駅へ

接続し、昭和 14 年 9 月に東京高速鉄道（→東京メトロ銀座線）が渋谷を始発駅にしたこと
と、昭和 9 年、駅の上にデパートを造ったことなどが、渋谷駅発展の原動力になった。
63

だが、なぜ山手線の最急曲線、半径 300ｍのカーブが渋谷駅構内に出現したかの原因は、
考えて置く必要がある問題だと思う。
この疑問点は、目黒駅が品川区上大崎にあることと関係していて、日本鉄道の計画路線は
渋谷駅にこんな急曲線を造るつもりはなかったように見える。
「赤羽～原宿」間を直線で結
んだ品川線が、渋谷駅から突然、半径 300ｍの急カーブを描くのは不自然である。急曲線は
渋谷駅だけにあって、
「大崎～品川」間の半円に近い連続急曲線も半径 350～500ｍである。
以下は公式記録が残っていない事象への推測だが、
「恵比寿～目黒～五反田」間のルート選
定にも不自然さが感じられるので、両者をあわせて考えてみたい。
図 1 20 渋谷駅、渋谷川と恵比寿駅。東急東横線中目黒駅と目黒川。
図の北側は代々木駅、南東部は恵比寿駅に掲載。
25,000 分 1 デジタル標高地形図『東京都区部』 〈2006 ㈶ 日本地図センター〉

日本鉄道品川線は、原宿からきた直線を延長して、渋谷区「桜丘町、南平台町、鉢山町」
の淀橋台地を縦貫し、目黒区青葉台、上目黒から東急東横線の中目黒駅付近へ出て、目黒川
沿いのルートをとる路線を計画した。
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しかし、目黒川周辺の住民に鉄道敷設を反対された『目黒駅追い上げ事件』という事態に
陥り、東北線・信越線への建設資材運搬の役割を持つ品川線の工期を伸ばせなかったために、
渋谷駅に急曲線を設けて「恵比寿～目黒～五反田」から大崎へ行く路線に変更した。
計画路線が切り通しだったか、トンネルであったかは鉄道ファンの関心事だが、品川線の
計画から工事まで監督した工部省鉄道頭の井上勝は、明治 13 年 6 月に完成させた東海道本
線の旧逢坂山トンネル（646ｍ：京都～大津間。大正 10 年に廃線）の工事を熟知していた。
この史実を頭に置くと、原宿駅から直進してきた路線を延長して、桜丘町を貫く 300ｍほ
どのトンネルを掘り、南平台町と鉢山町の間にある鶯谷町から伸びる谷を利用し、切り通し
を造って目黒区青葉台に出れば、「恵比寿～目黒」間の切り通しの半分以下の距離で済むの
で、このルートを計画路線と考えてみたい。この話のつづきは、
「目黒駅」に記そう。
地名の解釈では、
「渋谷、道玄坂、大和田町（昭和 45 年まで存在、いまは道玄坂一丁目と、
桜丘町・南平台町の一部）
」など、この界隈の地名は、人名起源の解釈が通説になっている。

渋谷三丁目にある金王八幡神社の社伝に残された、平安時代末の盗賊で渋谷氏の始祖と伝
わる「澁谷権介盛國」
、和田義盛の一族から山賊になった「大和田太郎道玄」などが、地名
の由来といわれる。
人名と地名の歴史は、地名の方が圧倒的に古く、苗字の七割以上が地名に発した事実は苗
字の研究からも立証されている。さらに、川名に採られた地名の大多数が古墳時代以前に溯
りうる可能性をもち、渋谷川の起源地名である「渋谷」も、古代の命名を想定できる。新宿
御苑～渋谷駅の間は明治通りの下に埋没した渋谷川下流は、
「古川。推定起源地：三田古川町。
明治 5 年に麻布東町・麻布新堀町へ改称、いまの港区南麻布二丁目の古川橋付近の旧地名」と呼

ばれる。古川の上流は、渋谷川と宇田川に名を替えて、いまは下水道の暗渠になって渋谷駅
の地下でひっそり合流している。西武デパートＡ館とＢ館の地下が繋がっていないのは、二
つの館を別ける道路下の暗渠に宇田川が流れているからである。代々木駅で触れたように、
渋谷が「渋谷川、宇田川」の合流点に形成された史実が大切だと思う。
渋谷は「しぶや」
「しぶたに」と二種類の読みをもつ地名で、全国の大字の読みを調べて
区分すると、次の例があがる。
しぶや
秋田県秋田市新屋渋谷町

富山県高岡市渋谷

千葉県茂原市渋谷

岐阜県岐阜市渋谷町

東京都渋谷区渋谷

愛知県豊田市渋谷町

神奈川県大和市渋谷
しぶたに
福島県耶麻郡猪苗代町渋谷

兵庫県篠山市渋谷

大阪府吹田市渋谷

奈良県天理市渋谷町
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Sipuya ＝Sipu：谷、湿地＋puya．ふやける：湿地≒谷底にある湿地。
Siputani＝Sipu：谷、湿地＋puta.蓋：∪型地形の上部＋tani.谷≒谷の上端。
「Sipu」を「塩、萎む」の系列語、十条駅で述べた「Tsifutsifo」の「Tsifu→Tifu, Sifu：
谷、崖、∪型湿地」と解くと、
「しぶや」が谷底、
「しぶたに」は谷の上部を指して、付けた
場所が違う様子を暗示している。両者の所在地形を当たると、湿地を重ねた「しぶや」の方
が、谷の意味を強調した「しぶたに」より、谷幅が広い場所にある様子がわかる。
渋谷川に沿って走る「山手線渋谷駅」が東急デパート東横店の二階にあって、宮益坂から
出てきた東京メトロ「銀座線渋谷駅」が三階にある奇妙な構造は、「Sipuya：谷底低地」に
駅を設けたために生まれた。今の「渋谷区渋谷」は駅の東側の地域に使われているが、昭和
41 年 4 月 1 日の住居表示実施以前の「しぶや」は、駅を含む西側の地域を指していたので、
渋谷駅付近を「渋谷」の発祥地と考えたい。
今は渋谷駅本屋にまで侵出した道玄坂は「Tafukemu-saka：峠坂。道玄越（宮崎 三田井）
の峠名がある」から変化した地名のようで、大和田を「Ofowata＝Ofo：谷、崖＋fowa，fofa：
崖の側面＋wata．わだかまり：水平方向に凹んだ地形。fata：崖端」と解くと、道玄坂一丁目

の飲食街の奥にある崖端地形にも、大和田小学校がある桜丘町のどちらにも適合する。
昭和時代後期に新宿を抜いて若者のメッカとなり、一日平均利用客が約 250 万人（山手線
利用客は約 41 万人）で、新宿・池袋・大阪駅につぐ乗降客数第四位になった「渋谷」は、
かつては澁谷権介、大和田太郎道玄など、盗賊の類いが跋扈した場所だった。
江戸時代初頭に江戸警護のために、伊賀の鉄砲百人同心が大久保（大きな窪地、湿地）に
屋敷を構え、竹の子・ヒッピーを輩出した原宿が、伊賀忍者の活動拠点になっていた史実も、
「大久保、原宿、渋谷」が共に窪地、湿地の意味を持つことに関連した可能性があり、地名
と歴史の相関関係を実感させる好例といえそうである。
しかし、平成 25 年 3 月に東急東横線の駅を地下 5 階へ移動して、ＪＲとの接続が悪くな
ったばかりでなく、東京メトロ副都心線で「原宿、新宿三丁目、池袋」へ直行できるため、
平成 26 年の集計では、誰もが予想したようにＪＲ渋谷駅は利用客が 3 万人減少し、19 年間
保持した「新宿駅、池袋駅」に続く、ＪＲ乗降客首都圏第三位の座を「東京駅、横浜駅」に
明け渡して、五位へ転落した。
追記。平成 30 年 5 月末と 6 月初旬の土・日に、埼京線の「新宿～大崎」間を運休して、
6 月 3 日に埼京線南行の線路を、もと東急東横線渋谷駅があった宮益坂側へ移設し、ホーム
を山手線と同じ位置へ移動する基盤が姿を見せた。同時に、47 階建ての東急百貨店東横店
も骨格を表わして、東京メトロ渋谷駅の東側への移設工事を交えて、渋谷駅東口の駅前広場
は様相が激変している。
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(12)

恵比寿 半高架 20.5ｍ

渋谷区恵比寿南

明治 39（1906）年 10 月 30 日

渋谷駅を出て少し走ると、左手に埼京線渋谷駅が現われる。代々木駅から下りつづけた電
車も、計画路線の変更により、東急東横線が走っていたポニートラス橋（平成 26 年に撤去）
付近から、ふたたび淀橋台地端へ向かう緩い勾配をのぼって「恵比寿駅」に到着する。
鉄道の駅には、私たちが毎日利用する「旅客駅」だけでなく、いまは極端に少なくなった
旅客と貨物を扱う「一般駅」、貨物専用の「貨物駅」がある。恵比寿駅はビール会社工場へ
設けた「ゑびす」貨物駅の名を引き継いだ。
「えびす：戎、夷、蛭子」「ゑびす：恵比寿、恵比須、恵美須」と、ア・ワ行にまたがる
漢字を使った当て字は、地名の意味を表現しない様子を語っている。当て字の自在性を見せ
る「エピス」は、海の中にある島（自然地名）では、戎島（3 例）、蛭子島（3）、夷島（1）、
恵比寿島（2）、恵比須島（2）に使われている。自然地名の崎・鼻名に於いても、蛭子崎（5）、
恵比須崎（2）、エビス崎・恵美須崎・戎崎（各 1）、蛭子鼻・恵比寿鼻・恵比須鼻（各 2）、恵
美須鼻・戎鼻（各 1）、恵比須ヶ崎（1）、戎が鼻（1）、蛭子前崎（1）と、各種各様の文字を当
てている。なお、カッコ内の数値は、昭和 50（1975）年前後に刊行された 5 万分の 1 地形
図に載った地名数（北海道と沖縄県を除く）を記したが、この全数を『地名資料 Ⅱ 島』
、
『地
名資料 Ⅲ 崎、鼻』に載せたので、御参照いただきたい。
当てた漢字から語源を探れない「エピス」に関係する「エピ」は、海老の体とヒゲ、毒の
ある鱏（エヒ→えい）の尾、纓（えい：冠の後につける尾のような紐）、箙（えびら：矢を入れ
て背負う容器、エピの複数型。Epi＋pira：直立崖）、とぐろを巻いて頭をだす蛇（Fepi）に共

通する、細長い突起を表現した名と考えてみたい。さらに倒置語の「Pife（水辺→冷え）」の
意味を加えると、
「Episu＝Epi（∩型地形、水際）＋pisu⇔supi（吸ふ：∪型地形）
」
、すなわ
ち洲に突き出した岬地形を表現した名と考えられそうである。
「Episu」地名の大半が海岸部に位置し、近年、正月の福の神争奪競争で名をあげた西宮
神社（式内大國主西神社：兵庫県西宮市社家町）の祭神から、七福神の一員に変身した漁業・
商業の神である「恵比寿、蛭子」が、釣竿と鯛を手にする姿も興味ぶかい。
い

ざ な

ぎ

い

ざ

な

み

蛭子を「えびす」と読むのは、淡路島に伝わる『国生み神話』に、伊耶那岐・伊耶那美命
ひるこ

が最初に生んだ子が「蛭子」で、足が悪い失敗作と考えた子を流した先が西宮神社といい、
ここの祭神が「恵比寿」だったために、室町時代頃から同一神に祀り上げたといわれる。
大字名のエピスを集めると次の例があがる。この地名群の共通項は「海岸」である。
静岡県清水市恵比寿町 →静岡市

大分県大分市恵比寿町

神奈川県横浜市神奈川区恵比須町

福岡県大牟田市恵比須町

新潟県両津市夷

富山県滑川市夷子町

→佐渡市

大阪府岸和田市戎町

高知県土佐清水市戎町

京都府宮津市蛭子

長崎県島原市蛭子町
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この四倍以上ある大字の「ヱビス」は、過半数が海岸部にあり、おおよそ中部地方以西、
西日本地方へ偏る地名で、砂浜がある海岸の岬につけた地名と捉えて良さそうである。
ビール

山手線の駅に採用された「恵比寿」は、日本麦酒醸造会社の工場への入出荷を扱う貨物駅
として、明治 34 年 2 月 25 日に設置された。付近は駅設立時に豊多摩郡澁谷村大字下澁谷に
所属し、隣接駅が渋谷であったため、当時から親しまれていた「ヱビス」ビールの商標を駅
名に採用した。もしこの駅が旅客駅、または一般駅として設置されたなら、ビール名をつけ
るはずもなく、おそらく当時の隣接大字を採った「廣尾（広尾）駅」または「三田駅」と命
名されて、周辺の町名もかなり違っていただろう。
恵比寿が貨物駅から一般駅に昇格したのは明治 39 年 10 月 30 日、同じ日に原宿駅が生ま
れた史実も興味を惹く。なぜなら、私設鉄道の「日本鉄道」が国有化されたのは、二日後の
明治 39 年 11 月 1 日であり、「原宿、恵比寿」駅が地元の要請で設置されたとしても、売却
時の資産評価額の増加を見逃せない。
貨物駅に発した「恵比寿駅」も、時代の趨勢には逆らえず、昭和 57 年 11 月 15 日にサッ
ポロビール目黒工場の貨物輸送が自動車に切り替えられて、貨物扱いを廃止した。その後、
昭和 61 年 12 月 19 日に汐留駅から移管された「カー・トレイン：恵比寿～東小倉間。乗用
車を貨車で運び、併結した寝台車にドライバーを乗せて走る列車。スイスでは環境保全を最
優先し、自動車のアルプス越えを禁止したため、人と車を同時に運ぶ列車を運行しているの
を真似た例。我が国では数年の試用で廃止」の発着駅になったのは皮肉な現象だった。これ
も平成 2 年 12 月 21 日に浜松町駅へ移されて、恵比寿駅の貨物引込線は撤去された。
この少し前、昭和 60 年 3 月 30 日から、もと貨物積み込みホームに電気機関車 1 両と客
車 3 両を並べた「サッポロ・エキスプレス」を称するビア・レストランを設置して、好評を
博した。機関車は昭和 31 年 5 月から東京機関区、後に大阪の宮原機関区へ転じて活躍した
EF5891。客車は尾久客車区に長く居たオハ 472215，オハ 472259，スハ 432365 だった。
その後、山手線名物の四本煙突をもったビール工場（住居表示は目黒区三田）も移転して
「ゑびす」の起源は失われた。と同時に「サッポロ・エキスプレス」も消え、ビール工場跡
地は、平成 6 年 9 月 1 日に「恵比寿ガーデン・プレイス」なる複合都市空間に変容した。
平安時代の『和名抄』にのる都区内最古の郷のひとつ「武蔵国荏原郡御田郷」の一部が、高
層ビルを交えたレジャータウンに変貌をとげるのも、時代の流れであろう。
ガーデン・プレイス建設中に、山手貨物線の「恵比寿～目黒」間の南行（内回り。ビール
工場跡地から、貨物線と山手線が立体交差する地点まで）の線路を撤去し、建設工事用の道路

にしたのは前代未聞の珍事だった。もとの複線に戻した後も、平成 8 年 3 月 16 日の埼京線
延長運転に伴い、恵比寿駅構内の貨物線を単線にして駅の大改造をしたことは、この駅が、
常に『目黒区三田の建物』に影響される宿命を背負っている、と考えられるだろう。
ビールに発し、いまはラーメンの名所になった「恵比寿」は、新宿・渋谷の喧噪と比べ、
静けさが素晴らしい「ガーデン・プレイス」と共に、庶民の味覚を充足させる庭、場所とし
て末ながく活動してほしいものである。
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次の図は、
「恵比寿～目黒」間の路線を 25,000 分の 1 デジタル標高地形図『東京都区部』
〈2006

㈶

日本地図センター〉から抜き出した地形図である。これまで地形に合わせて線

路を敷いてきた品川線が、淀橋台南端の台地上で最も長い区間に切り通しを造ったうえに、
「目黒～五反田」間の築堤上にＳ字カーブを設けた、極めて不自然な路線を敷設した。なぜ、
こんなに手間をかけた不経済な路線を建設したのか、次の「目黒駅」で検証しよう。
図 1 21

山手線「恵比寿～目黒～五反田」間の地形図
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(13)

目

黒 地平 22.9ｍ

品川区上大崎

明治 18（1886）年 3 月 16 日

「恵比寿駅アトレ」をなのる駅ビルを出ると、駅から「スカイ・ウォーク」なる通路で連
結した地上 40 階建て「恵比寿ガーデンプレイス」と、32 階建て賃貸マンション「恵比寿ビ
ュータワー」が左の車窓に現われる。ゑびす貨物駅とビール工場の想い出にひたる間もなく、
電車は 10～20‰の急勾配を駆け上り、山手貨物線を乗り越して 20‰の坂を下って、ホーム
の中程からトンネルの様相にかわる「目黒駅」に到着する。貨物線との立体交差は、
「池袋
～新宿～恵比寿」間にあった明治以来の貨物駅と、東海道本線品川貨物駅の位置が山手線の
反対側にあったので、電車線を増設した大正 8 年 1 月 28 日に設けられた。
品川線開業から 15 日遅れて誕生した目黒駅は、淀橋台を深く切り込んで造ったために、
貨物輸送を中心に置いた開業当時の品川線のなかで、貨物を扱わない唯一の駅だった。
目白駅で検証したように、目黒駅は開設時にも「荏原郡上大崎村」に所属して、この駅は
所在地名を名のらずに、下目黒村の「目黒不動尊」の名を採ったと考えて良さそうである。
東京市に「目黒、品川」区が生まれたのは昭和 7 年で、なぜ区境から 100ｍほどの目黒駅を
目黒区に含めなかったかは不可解な印象を与える。この状況は、後にふれる品川駅にも当て
はまり、駅名と駅本屋の所属市区名が違う駅は次の地にもみられる。
東海道本線品川駅

東京都港区高輪

京浜急行北品川駅 品川区北品川

東北本線与野駅

埼玉県浦和市上木崎

埼京線与野本町駅 与野市本町東

相模線 厚木駅

神奈川県海老名市河原口

小田急 本厚木駅 厚木市中町

山陽本線竜野駅

兵庫県揖保郡揖保川町黍田

姫新線 本竜野駅 龍野市龍野町中村

京浜急行品川駅の南にある次の駅が、北品川というのも不合理な現象だが、京浜東北線の
与野駅（大正元年設置）と山陽本線竜野駅（明治 22 年設置）が与野市…昭和 33 年市制施行。
平成 13 年に浦和・大宮市と共に「さいたま市」へ統合…、龍野市…昭和 26 年市制。平成 17 年
に揖保川町などを併合して「たつの市」へ改名…になかった事実は、鉄道開業以来の伝統だっ

た近隣のブランド名を無断借用する悪癖に発しているので理解できる。
しかし、ＪＲ相模線（旧相模鉄道。昭和 19 年に国有化）の大正 15 年に開設した厚木駅が、
相模川を隔てた海老名市にある不都合が、現代にまで放置されているのは不可解である。
「海老名、厚木、本厚木」と続く小田急電鉄小田原線（昭和 12 年開業）では、誰が考えても
厚木駅は厚木市内にある駅、と誤解をまねくのである。
「恵比寿～目黒～五反田」間の地形を記した図 21 の左下、目黒台先端の崖端に記された
「目黒不動」がある滝泉寺（リュウセンジ）は、大同 3（808）年の慈覚大師の開山を伝え、
寛永 11（1634）年、徳川家光の力添えにより普請がなされた名刹である。台地突端にある
滝泉寺は、名前のとおり滝と泉が境内にあって、家光が鷹狩りの本陣をここに置いたため、
江戸時代から信仰地、行楽地として賑わいを集めた。
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目黒の地名が目黒不動尊に発したなら、ここが起源地になるのだが、目黒川が流れている
ことがこの解釈を採り難くする。第七章『富士川と富士山』に詳述するが、川名が流域の小
地名をとった史実は公理といって過言でなく、全国どの川も、命名時に流域内で最も重要な
地点の名を採っている。この公理を重視すると、目黒川から少し離れた目黒台上にある滝泉
寺を、
「目黒」の起源地とするのは難しくなる。
「Mekuro＝Me. 目：湿地、窪地。Meku．廻る、捲る：∪型地形＋kuro. 刳る、刳りぬく：
谷、崖」は谷型地形、または入江地形につけた地名と推理できる。連続少数音型の「目黒：
euo」は数の少ない地名だが、神奈川県横浜市瀬谷区目黒町、岡山県岡山市目黒町、愛媛県
北宇和郡松野町目黒（目黒川の起源地名）は谷型地形に所在し、新潟県佐渡郡畑野町目黒町
（いまは佐渡市）も扇状地にあるので、この解釈で間違いなさそうである。

間隔がひらいた淀橋台と目黒台の間を流れる目黒川で、谷型とよべる狭窄部は限定され、
北沢川（暗渠。推定起源地：世田谷区上北沢）と烏山川（暗渠：世田谷区北烏山）の合流点の
「世田谷区池尻」から「目黒区東山、大橋」付近に限られてくる。
東山三丁目には、明治時代から『東京の三貝塚』として知られた縄文時代前期～晩期（約
6,000～2,800 年前）の「東山貝塚」遺跡があり、付近が縄文晩期まで海に面した史実を伝え

ている。さらに大橋二丁目の上目黒氷川神社には「武蔵國荏原郡菅苅荘目黒郷」を記した石
碑が残されていて、
『目黒区史』も、ここを「目黒」の起源地に特定している。
図 1 22 「東山、大橋、池尻、池ノ上」付近と、渋谷（右上） 土地条件図

この様子をみると、目黒川の起源地名である「目黒」は、約 5,500 年前がピークの縄文海
進の時代、東京湾の入江であった「目黒区東山、大橋」付近の古地名に想定できる。
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縄文海進時代以後につけた現役の島、
「池島（和歌山 那智勝浦）（長崎 神浦）」、岬名の
「池崎（佐賀 呼子）、池ノ鼻（愛媛 三津浜）、池尻鼻（長崎 福江）」の命名法を参照すると、
縄文時代から弥生時代に、
「池」は海や入江を表わしていた様子も感じとれる。
本章の冒頭にあげた世田谷区「池尻」は、目黒入江の西端を表現して、近接する京王電鉄
井の頭線の駅名、左上の北沢川の谷にある「池ノ上：住居表示は世田谷区代沢」も、目黒入江
に関係した地名と考えると理解しやすくなる。
この「目黒入江」の伝承が、かすかに江戸時代へ伝えられて、目黒不動を再興した徳川家
光の業績を合わせて、
『目黒のサンマ』という面白い落語が誕生したと考えられるかもしれ
ない。
昭和 41～43 年に実施された現在の住居表示では、
「目黒、目黒本町、上目黒、中目黒、下
目黒」と、目黒区の 1／4 近くを占める「目黒」も、江戸時代から明治時代に、荏原郡上目
黒村に属した「東山、大橋」付近の古地名と捉えられる。つまり、
「目黒」は上目黒の最北
端に発して、入り海が消えた弥生時代以降に目黒川へ名を転じ、この川名を採った下目黒の
目黒不動の名前を、さらに品川線の駅名（荏原郡上大崎村→品川区上大崎）に転用したため、
本来の起源地から 3.5km も離れた場所に「目黒駅」がうまれたと推理できる。
東山・大橋は目黒川が玉川通り（国道 246 号線）と交差する地にあり、渋谷川の起源地も
この通りと交差する渋谷であることは、目黒入江に接した国道 246 号線の原形は、おそらく
縄文・弥生時代にも重用されていたであろう。
これは、武蔵国多磨郡の郡名起源地が多摩川と玉川通りの交点にあたる「世田谷区玉川」
に想定されて、武蔵国荏原郡の発祥地はかつての東海道品川宿、目黒川が東京湾へそそぐ
「品川区北品川：荏原郡荏原郷。荏原神社所在地」に比定できることにも関係する。東京西南
部では目黒川と玉川通り（大山街道、厚木往還→国道 246 号線）が重視されるのである。
滝泉寺の目黒不動尊は、慈覚大師作と伝えられる本尊の「日本武尊：Yamato Takeru no
Mikoto」が、憤怒の相をみせる不動明王に酷似するため、誤って「目黒不動」へ転じたとい
う話も興味ぶかい。目黒川河口の品川区東品川の寄木神社の祭神は「日本武尊と弟橘媛」、
目黒区下目黒の大鳥神社にも「日本武尊、弟橘媛」が祀られていることは、単なる伝承など
とは片づけられない。付近が飛鳥時代のヤマト政権…大化改新後の孝徳・斎明・天智朝…と
密接な関係を残した、重要な意味を持つのである。
日本鉄道品川線開業前夜の歴史をひもとくと、渋谷駅で述べたように、山手線は渋谷駅北
方から南下し、目黒川流域を通る路線を計画していた。これは「原宿～渋谷」間の直線区間
を延長すると、素直に中目黒付近に辿りつくことや、渋谷駅構内にある半径 300ｍの山手線
随一の急曲線、淀橋台を切り込んで台地最長部を通る「恵比寿～目黒」間が目黒川に近づい
ても平地へ出ずに、
「目黒～五反田」間にＳ字曲線の築堤を造ったのも、
「赤羽～渋谷」間を
直線状に結んだ品川線のルートとして異質な感じを与える。
「恵比寿～五反田」間の路線は、
荏原郡下目黒村へは絶対に鉄道を敷かない、との決意を現代に伝えている。
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昭和 29 年まで D51，D52 型蒸気機関車を使って、一日約 60 往復…今は３往復、昭和 40 年
代初頭は 130 往復…もの貨物列車を運行した山手貨物線では、
「恵比寿～目黒～五反田」間

に介在する約 4 ㎞の 10‰の拝み勾配（∧型）が乗務員を悩ませ続けたことも、路線変更の模
様を語っている。渋谷駅から南下する原案や、恵比寿駅から淀橋台を横切り、下目黒村に出
れば勾配区間が短くなり、余計な難所を造らなくて済んだはずだった。
日本鉄道の計画路線に大反対を唱え、目黒川流域から淀橋台へ『目黒駅追い上げ事件』を
起こしたのは、他ならぬ目黒不動を信仰する目黒川流域の住民だった。明治時代初頭は文明
開化の象徴だった鉄道も、明治時代中期に蒸気機関車による沿線火災とばい煙が敬遠され、
各地で鉄道敷設反対運動が起こっていた。
「恵比寿～目黒～五反田」間の品川線が、荏原郡
下目黒村に入らないように、日本鉄道が不自然な路線を敷設したのは、住民による反対運動
の顛末を記録した歴史遺産といえる。しかし品川線の建設は、東北・信越本線への建設資材
運搬が主目的であり、工期を延長できなかったことが主因と考えて良さそうである。
この路線変更により、淀橋台を深く切り込んで造った目黒駅では、大正 8 年 1 月に貨物
線を分離して増設した電車線ホームの幅が狭く、長さが短いことが障害になり、山手線電車
が長大化するに従って問題が深刻化した。
昭和 31（1956）年の 20ｍ車 7 両編成化、昭和 38 年の 101 系 8 両編成化に続き、昭和 41
年から始めた 103 系 10 両編成化の工事では、目黒駅構内の外回り線は山手貨物線の外側に
目蒲線（いまの目黒線）が通って拡幅できず、内回りの駅本屋側も都道の高い擁壁と目黒通
りに阻まれて、拡張不可能にみえた。しかしこの擁壁を掘り、内回り線を潜り込ませる人工
地盤を造って目蒲線との接続を替え、目黒通りに駅ビルを新設して難問を解決した。
目黒駅ホームの半分が、山手貨物線を含めて地下駅のようになったのは拡張工事の影響
である。幅 6ｍしかなかった山手線最悪のホームを昭和 43 年 7 月に幅 16ｍ、長さ 220ｍの
標準仕様に換え、同年 10 月に 103 系 10 両編成化を開始して昭和 46 年 10 月に完了した。
さらに平成 3 年 12 月の 205 系、11 両編成化も問題なく実施された。
その後、平成 22（2010）年 6 月 26 日の恵比寿駅につづき、8 月 29 日に目黒駅にもホーム
からの転落防止用ホームドアを設けて試験を重ねた。この成果を受け、平成 24 年 12 月に
大崎駅へ導入、平成 25 年からホームドアを「池袋（3 月）、大塚（4 月）、巣鴨（6 月）、駒込
（8 月）
、新大久保（9 月）
、目白（11 月）
、高田馬場（12 月）」駅に拡大した。平成 26 年には

「田町（3 月）、御徒町（5 月）、西日暮里（6 月）、有楽町（8 月）、鶯谷（10 月）、原宿（12 月）」
駅へ、平成 27 年に「田端（2 月）、五反田（3 月）、秋葉原（6 月）、代々木（10 月）、上野（12
月）
」駅、平成 28 年に「神田（2 月）、日暮里（3 月）、品川（8 月）」駅への設置を完了した。

この後は「浜松町、新橋、東京」駅は令和元（2019）年中の設置が予定され、ホームの大規
模改造計画がある「新宿、渋谷」は、駅改造時にホームドア設置計画が立てられている。
山手・京浜東北線が並走する「田町～田端」間の複々線では、線路の保守点検、緊急事故
のために一線を空けて隣の線を使うこともあり、11 両編成の山手線と、10 両編成の京浜東
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北線の長さの違いに加え、平成 3 年以降、山手線に 2 両、京浜東北線に 1 両の六扉車を入れ
て連結位置も違ったことが、ホームドア設置に慎重な態度をとり続けた一因だった。
そのため恵比寿・目黒駅へのドア設置後、平成 23 年 9 月に山手線から六扉車をはずし、
両端の先頭車と中間車ではドアの位置が微妙に違う E231～E235 系の仕様に合わせて、先頭
車の隣の 10 号車に両端とドアの位置を揃えたサハ E231-4600 を新製して問題を解消した。
車齢の若いサハ E231-4600 は、外装だけを代えて新形式の E235 系に組み込まれている。
平成 26 年 7 月には日暮里駅で人身事故が発生し、京浜東北線電車が山手線を走った例が
あり、
「西日暮里、御徒町」駅でホームドアを利用した映像がネット上に公開された。ただ、
京浜東北線の E233-1000 は、山手線の線路内に設けた定位置停止支援装置（TASC）の受信機
を備えておらず、停止位置は運転士のブレーキ操作で、車両ドアとホームドアの開閉も、車
掌と駅員のアナウンス連携操作で行なう、なかなか大変な様子が記録された。
平成 29 年から京浜東北線の駅にもホームドアを設置するため、先頭車クハ E233 に定位
置停止支援装置（TASC）の受信機取付け工事も完了した。平成 29 年 3 月 25 日に京浜東北線
「赤羽」駅にホームドアを設置したのを皮切りに、9 月に「さいたま新都心」駅、10 月に
「浦和」駅、12 月に「上野」駅、平成 30 年 2 月に「大井町、鶴見」駅へ導入された。この
後は山手線より速いペースで、京浜東北線各駅へのホームドアを取り付ける予定という。
ここに、昭和 30（1955）年代から乗客が増加し続け、輸送力増強を義務づけられてきた
山手・京浜東北線の編成強化がようやく一段落して、10 年・20 年先も同一編成で臨む姿勢
を打ちだした様子が判る。やはり六扉車 2 両を併結してきた 10 両編成の埼京線 205 系に替
えて、
平成 25 年 6 月から 26 年 1 月までに四扉車だけの E233-7000 系に置き換えたことも、
首都圏の通勤輸送体制が定まった様子を表現している。
ふたたび路線の話に戻ると、池袋駅に記した「豊島線」の路線変更により、豊島区巣鴨に
「大塚駅：文京区の町名」が生まれたが、五不動（目白・目黒だけが地名）の二つを品川線の
駅に使いたくて、豊島区高田に「目白駅：文京区の町名」
、品川区上大崎に「目黒駅：目黒区
の町名」を設置して今日に至っている。当初の計画どおり、山手通り（環状 6 号線）沿いに

山手線が敷かれていたならば、目黒通りと交差する大鳥神社付近に「目黒駅」が設けられ、
この駅はきちんと目黒区に属して、いまの珍妙な状況は回避されたであろう。
老婆心ながら憶測を重ねると、後にこの路線へ「ゑびす」に代わり東急東横線の中目黒駅
付近に一駅と、国道 1 号線の交点にあたる大崎広小路に駅が設けられ、東急電鉄「東横線、
目黒線、池上線」は、山手線との接続状況が少し変わった形になっただろう。
こうだったなら、古墳～飛鳥時代の目黒川流域の活況が再現されたのに。とも思うが、こ
れを望まなかったのは地元の人々であり、部外者が口をはさむ問題ではないのである。
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(14)

五反田 高架

8.6ｍ

品川区東五反田

明治 44（1911）年 10 月 15 日

目黒駅をでた電車は、淀橋台を離れた築堤上を 20～10‰の勾配をくだり、Ｓ字カーブを
描いて「五反田駅」に到着する。この駅は「富士山が見える駅」をキャッチフレーズにした
そうだが、眺望を楽しめたのは高度成長以前の時代までだった。ビルが林立してから、話を
知った者に、五反田駅から富士山を見ることは一度もなかった。
山手線と国道 1 号線との交点に設けた駅の名は、寛文 11（1671）年に編纂した上大崎の
検地水帳にのる「五たんだ」の記録が初出とされている。その由来も「五反の耕地を一区画
とする田畑」の利用法から発したとする説が一般化している。こういった通説だけを書いて
終了できれば気楽だが、地名屋のへそ曲がり気質は、この難解な地名にまで不満足であって
も異説を唱えねばならぬ辛さを感じさせる。五反田は使用例が多く、おおよそ全国に分布す
るので、関東地方の用例だけを抽出すると次の例があがる。
○茨城県筑波郡伊奈町板橋字五反田
茨城県新治郡千代田町五反田

→つくばみらい市
→かすみがうら市

○茨城県東茨城郡大洗町五反田

千葉県香取郡多古町五反田

○群馬県邑楽郡千代田町赤岩字五反田

○千葉県山武郡松尾町五反田

群馬県吾妻郡中之条町五反田

→山武市

東京都昭島市福島町字五反田

五反田地名は、○印を付けたものは平坦な水稲耕作地、いまは自衛隊の駐屯地になって古
や

ち

地形を留めていない昭島市五反田を除いた三つの五反田は、
「谷地」状湿地に命名された様
たんだ

子がわかる。「反田」に数詞をつけた地名は五反田以外にもあるので、それを記そう。
茨城県行方郡北浦村小貫字二反田 →行方市

にたんだ

神奈川県三浦市三崎町諸磯字二反田

にたんだ

茨城県ひたちなか市三反田

みたんだ

神奈川県横浜市旭区三反田町

さんたんだ

茨城県水戸市六反田町

ろくたんだ

東京都昭島市宮沢町字八反田

はったんだ
や

ち

反田地名を並べて地形を対照すると、やはり、この地名群の大半が「谷地：∪型湿地」に
つけた様子が分かる。通説のように、五反田だけを田畑の区画として特別につけた雰囲気が
な こ そ

感じられなくなるので、反田地名が集中する福島県いわき市南部（もと勿来市の範囲。昭和
41 年、いわき市に統合）の例をあげよう。

岩間町仁反田

にたんだ

江畑町六反田

ろくたんだ

沼部町四反田

したんだ

勿来町酒井字七反田

しちたんだ

三沢町五反田

ごたんだ

佐糠町八反田

はったんだ
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新宿駅で解説した、撥音の「ん」を倭語の「Mu」に戻すと、二反田から八反田におよぶ反
田地名に、地形語の「Tamuta＝Tamu．谷、溜む：湿地＋muta：谷、湿地」という∪型の谷地
状湿地につけた前後対称の地名が浮かび上がる。谷を「Tamu→たん」と読む地名は、北陸か
は くび

にいさと

かみ い わ み

ら山陰地方に多く分布し、岡山～米子をむすぶ伯備線の「新郷～上石見」間にある分水嶺は、
「谷田峠：たんだタワ←Tamuta-tawa」という。
谷田・反田の「Muta：牟田、無田」は、西日本の∪型湿地を表わす地形語として知られ、
東日本の「Nita：仁多、二田」「Mita：美田、御田、三田」と対比して扱われる地名である。
しかし撥音に変化した地名を含めると、両者とも全国的な分布を考えて良さそうに見える。
中央本線「神田：Kamuta→かんだ」
「千駄ヶ谷：Semutakaya→せんだがや」駅にも、この音型
が含まれると考えれば、地名解釈をしやすくなる。
さらに、反田地名の語頭に置かれた「Nita：湿地。Mita：湿地。Sita：下、滴る：湿地。
Muta：湿地。Siti，Fitsi：湿地（Nata：段丘）。Yata：湿地（Fata：崖端）」と、湿地系の地
形語がずらりと並ぶ現象も見逃せない。一反田と九反田がないのが気になるが、大字名に一
反田は見つからなかったが、後者は長野県須坂市九反田（きゅうたんだ）、高知県高知市九反
田（くたんだ）が現存する。
「Nitamuta，Mitamuta，Sitamuta，Mutamuta，Fitsitamuta，Yatamuta. Kutamuta」に、
二反田、三反田、四反田、六反田、七反田、八反田、九反田をあてたと仮定すれば、
「五反
田」も系列地名と考えられそうである。ただ「Kota⇔Tako. 焚く：崖端。抱く：∪型地形」
の語源が解りにくく、
「炬燵：Kotatu＝Kota(⇔焚く)＋tatu. 立つ≒台地状地形」や「琴・
鏝（こて）」のように固い⋂型地形などを指すかが、はっきりしないのは残念である。
五反田を「いタンだ」と、訓音訓の湯桶＋重箱読み（みタンだ：三反田が該当）から変形
した地名と考えれば、
「Fita，Ita」に水際（fitafita）
、湿地端の意味があるので系列地名
に加えられる。しかし「Fitamuta，Itamuta」は一反田とあてられそうで、反田地名で最も
数が多い五反田は、やはり「Kotamuta」を原形とするのが妥当であろう。田畑の区画から発
したという「五反田」に、地形地名が含まれた可能性はあり、福島県いわき市の勿来地区に
「仁反田、四反田、五反田、六反田、七反田、八反田」が集中するように、こんなに細かく
田んぼの区画を定めた史実はなさそうである。
これは我が国特有の、地名をつけた古代人の洒落たセンスと、地名への当て字を楽しんだ
人々との共同作品と考えられそうである。命名年代は、倭語の数詞「ひ、ふ、み、よ、い、
む、な、や、こ」だけでなく、漢語の「イチ、ニ、サン、シ、ゴ、ロク、シチ、ハチ、ク」
を交えた命名は弥生～古墳時代に想定され、これほど高度な洒落た当て字は、やはり長い戦
乱の世が終わり、江戸庶民の文化が花開いた『元禄時代』を考えてみたい。
むろん駅名の起源になった五反田（現在の品川区東五反田 1～3 丁目）にも、
「鏝（こて）、
琴のような段丘状地形に挟まれた、∪型のヤチ状湿地」があったので、反田地名の研究が進
めば、こうした様子が明らかになると思う。
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図 1 23

品川区西五反田、東五反田

土地条件図

「Tamu. Muta」などの湿地名は、東京都区内では、大気温度が今より 2～3℃ほど高く、
海水面が 3～5ｍ上昇していた約 5,500 年前の『縄文海進』の時代から、気温が降下して今
と同じような状況になる約 2,000 年前の弥生時代に、
『縄文海退』
の後遺症を残した低地や、
台地端の谷型地形に残されている。
「五反田」の地名解釈、
「コテのような段丘に挟まれた∪型のヤチ状湿地」に注目すると、
清泉女子大学がある東五反田三丁目の琴状段丘間の谷を、五反田の起源地に比定したい。
なお、次の「大崎」駅の起源地名は、上の土地条件図にのる目黒駅（品川区上大崎二丁目）
の南にある「品川区西五反田三丁目」のオレンジ色のＬ字型岬状地形、
『縄文海進』時代に
海（青白色の低地：目黒入江）に面した、岬だった地に想定できるところをご記憶頂きたい。
この地は、昭和 41 年 9 月 16 日の住居表示実施以前に、
「大崎本町」を名乗っていた史実が
大切である。
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(15)

大

崎 地平

4.7ｍ

品川区大崎

明治 34（1901）年 2 月 25 日

五反田駅を発した電車は、淀橋台と目黒台の間を流れる目黒川を渡ったあとは、平坦な三
角州上を走って、山手線と山手貨物線に二本ずつの島式ホームをもつ「大崎駅」へ着く。
山手線用に二本ホームがあるのは、電留線（もと池袋電車区）をもつ池袋駅と、大崎駅だけ
である。大崎には山手線の全電車（E231-500・E235 系 11 両編成 51 本。3 本は予備：561 両）
の検査修繕を受けもつ東京総合車両センターがある。
この入出区用に二本の線路を使う「大崎駅」は山手線電車の始発、終着駅として重要な役
割を担っている。平成 24 年 12 月 22 日に大崎駅へ、平成 25 年 3 月 2 日に池袋駅へ設置し
たホームドアは、山手線に常用する片側だけに取り付けているのが面白い。
山手線の車両基地、東京総合車両センターは、主に電車の修理を担当した大井工場の合理
化を進めて車両基地の土地を捻出し、490 両を収容する二階建ての大崎電車区を建造して、
昭和 42 年 4 月 3 日に一部の使用を開始、昭和 43 年 10 月 1 日から全面的な活動を始めた。
それまで山手線には、池袋と品川に電車区があったが、戦後の通勤輸送の需要増大から、
5 両→7 両→8 両→10 両と編成が長大化し続けて、電車を留置する用地が足りなくなった。
そこで、昭和 37 年 4 月 16 日に京浜東北線南浦和駅に隣接した浦和電車区（今はさいたま車
両センター）を新造し、京浜東北線用の蒲田・下十条電車区の電車の一部を浦和へ転属させ

て山手線電車を収容する、苦しい時代が大崎電車区が完成するまで続いた。当時は朝・晩に
連日、山手線への回送電車が京浜東北線「蒲田～品川」「田端～東十条」間を走っていた。
いまでも山手線電車 51 編成のうち、39 編成は夜間に大崎の東京総合車両センターに収容
されるが、7 本は池袋派出所、5 本が品川に留置されている。もと品川電車区の留置線は、
午前 0 時から 6 時までの使用で、ほとんど人の目に触れない 5 本の電車は早朝、田町駅始
発の内回り電車として運用されている。
もと大崎貨物駅を改築した方向別二本のホーム、外側二線は主に、平成 13 年 9 月 21 日
から運行を始めた「湘南新宿ライン」用、内側の二線は、平成 14 年 12 月 I 日に大崎まで延
伸した「埼京線」と、地下で「大崎～東京テレポート～新木場」間をむすぶ、東京臨海高速
鉄道「りんかい線：埼京線と同日に開業」の相互乗り入れホームとして使われている。
「りんかい線」は、昭和時代後期に京浜・京葉臨海地区の鉄道貨物輸送力増強のために、
「大崎 新木場 南船橋 千葉みなと 蘇我」間に建設予定だった『京葉貨物線』の西側の
計画路線を引き継ぎ、旅客線として建造された。東側の「新木場 舞浜 蘇我」間の路線は、
東京駅を結んで「京葉線：平成 2 年 3 月 10 日開業」として活躍している。
鉄道マニアなら、
「りんかい線」の車両基地が、地下の「天王洲アイル～東京テレポート」
間で分岐する線路（トンネル）で結んだ、品川区八潮にある東海道貨物線「東京貨物ターミ
ナル」駅近くの八潮基地であることは御存知だろう。いまは、りんかい線電車の入出区だけ
に使われる路線も、
『京葉貨物線』の基本ルートとして計画されていた。
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東京貨物ターミナル駅は、昭和時代後期に汐留・品川貨物駅を廃止した代わりに、大井埠
頭をもつ人工島へ設けた貨物駅である。隣接して新幹線大井車両基地があって、汐留・品川
から新幹線回送線に並行した東海道貨物線（大汐線：今は休線中だが、2020 年ころに復活
予定という）が敷設されている。東海道貨物線は、東京貨物ターミナル駅の南から羽田空港
の地下をくぐって川崎貨物ターミナル駅を結び、ここから新鶴見信号場へ繋がる南武支線、
鶴見線へ連絡している。
つまり、東海道貨物線は横浜・川崎と東京貨物ターミナル駅を結び、今は「りんかい線」
の電車回送線になった「東京貨物ターミナル～東京テレポート」間と、山手貨物線を延長し
た「大崎～東京テレポート～新木場」間の「りんかい線」
、そして京葉線の「新木場～二俣
新町～蘇我」間をつなぐ路線すべてが、
『京葉貨物線』の計画路線だった。
ところが平成 26 年 8 月 19 日、オリンピック開催に向け、路盤が残る大汐（大井～汐留）
線を浜松町付近で東海道本線に接続する、「東京～羽田空港」間を結ぶ計画が発表された。
「東京、新木場、新宿」から羽田空港をむすぶ三路線の建設計画により、かつての『京葉貨
物線』全線が、旅客線として復活する可能性が出てきたところは注目すべきである。
高度成長時代に計画し、工事に着手した路線は多いが、大半が放棄されて廃線になった。
その中で、鉄道建設公団が着工して、国鉄清算事業団が引き継いだ高価なトンネルを捨て去
れない事情はあったが、平成 3 年に東京臨海高速鉄道(株)が創設されて、
「京葉貨物線」西
部を旅客線とした「りんかい線」は、平成 14 年 12 月 1 日に開業した。
明治 42 年 10 月に山手線へ改名した品川線も貨物輸送を主体に運営されたが、明治 42 年
12 月 16 日に
「上野 池袋 新宿 品川 烏森(新橋)」
間を電化して電車運転を開始すると、
山手線は通学・通勤路線としての重要な地位を築き始めた。ここで問題になったのが大正時
代初期に急速に進化した電車と、加速・減速が遅い蒸気機関車を使った貨物列車を同じ線路
上に走らせる不都合だった。この問題を解消するために、大正 7 年 12 月の「品川～大崎」
間の複々線化を皮切りに徐々に北上し、大正 14 年 3 月の「巣鴨～田端」間を最後に、貨物
線と電車線を分離した複々線を完成した。客貨を分離した半年後、大正 14 年 11 月 1 日に
「東京～上野」間へ電車線を建設して、待望の『山手環状線』を全通させた。
昭和時代へ入ると、東海道線の施設と輸送力が飽和状態になり、やはり客貨分離工事が着
手された。計画は、東京駅の客車操車場を撤去して旅客ホームを増設、
「東京～品川」間に
複線を併設し、品川の貨物操車場を客車操車場に改装して、新設する「品川～鶴見」間の品
鶴（ヒンカク）貨物線に「新鶴見貨物操車場」を建造するものだった。
品鶴貨物線は昭和 4 年 8 月 21 日に開通し、同時に稼働した新鶴見操車場の第二期工事は
昭和 12 年 11 月に完成した。品鶴線は、目黒川信号所で山手貨物線から分岐し、大崎駅と蛇
窪信号所をむすぶ「大崎支線」も昭和 9 年 12 月に開通した。
「東京～品川」間の改良工事は
戦争の影響で大幅に遅れ、品川客車操車場は昭和 20 年 8 月、東京駅ホームが竣工したのは
昭和 29 年 9 月、
「東京～品川」間の複線増設は、昭和 31 年 11 月 19 日に完成した。
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山手線の大駅（品川、東京、上野、田端、池袋、新宿）

図 1 24 大崎付近の配線

では、線路がどのように繋がっているかは、車窓からの
眺めだけでは判らない。大崎駅はその代表例である。
山手線では大崎の次は品川だが、山手貨物線は品川へ
向かうルートと、大崎支線から蛇窪（へびくぼ）信号所
～品鶴線を経由して東海道線へ向かう貨物線を大崎駅
構内で別けている。さらに「品川～鶴見」間をむすぶ品
鶴線（いまは横須賀線）と新幹線が交錯する一帯には、
昭和 42 年 4 月 3 日に開設した山手電車区と、電車を検
査修繕する大井工場（平成 16 年に両者を統合して東京総
合車両センターへ改称）がある。

複雑な形になった大崎駅付近も、東北・高崎線から品
川線を経由して東海道線へ向う軍事輸送用の貨物線
（図の山手電車区と大井町を繋ぐ路線）を建設したのは

日清戦争終結後の明治 28 年 8 月で、明治 34 年 2 月 18
日に分岐点へ設けたのが「大崎貨物駅」だった。

『鉄道ファン』492 号
（2002 年 4 月

交友社）から転載

いまは貨物駅誕生の一週間後に設けた品川線「大崎駅」だけが最初の計画通りに使われて
いるが、大崎貨物駅は昭和 55 年 10 月 1 日に廃止され、品鶴貨物線も千葉・東京方面からの
「横須賀線」、山手貨物線から大崎支線への「湘南新宿ライン」のルートに替わった。品鶴
線の経路は、東海道新幹線の「品川－多摩川」間の路線に選定され、線路用地を確保できた
ところは貨物線に併行し、用地がとれなかった区間は貨物線の上部に高架線を建造して、昭
和 39 年の新幹線開業時に付近が住宅密集域だった史実を伝えている。
大崎付近の特異な線形を生かし、地下路線を通って品川から地上にでる総武－横須賀線
の「成田エクスプレス」が山手貨物線を経由して、新宿・池袋・大宮・高尾方面をむすび、
大宮・池袋・新宿から山手貨物線－大崎支線を経て、西大井駅北方の蛇窪信号所から品鶴線
－東海道線に入る横浜・平塚・小田原方面への「湘南新宿ライン」が運行されている。
かつて、方向転換ができない一方向むき座席車（スハ 44 系）を使っていた特急『つばめ、
はと』は、この三角線を利用して昭和 35 年 5 月 31 日まで列車の方向転換を行なっていた。
大阪から来た『つばめ、はと』は東京駅で機関車を最後尾の一等展望車（マイテ 39. 58）側
へ付け替え、
「東京～品川～大崎」間を回送した。いまは全く不可能だが、大崎から EF58 が
推進運転をして大崎支線へ入り、蛇窪信号所の先まで行って停止し、ポイントを切り替えた
後に前向き運転に換え、いまは撤去された渡り線を通って品鶴線から目黒川信号所を経て、
品川客車操車場へ回送した。高度成長期以前の、いかにものんびりした光景だった。
大阪では、
『つばめ、はと』はそのまま東海道線を走って、尼崎から福知山線塚口駅まで
回送し、ここで機関車（昭和 31 年 11 月 19 日の電化前はＣ62、電化後は EF58）を展望車側に
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繋ぎ換えて引き返し、北方貨物線から宮原客車操車場（新大阪駅西方）へ回送した。翌日に
「宮原客操～大阪駅」間の三角線を走ると方向転換できるので、そのまま東京行とした。
おなじように、特急『かもめ』の京都駅（京都→梅小路貨物駅→山陰本線丹波口→京都）・
博多駅（博多→香椎→香椎線→酒殿→志免→勝田線〈今は廃線〉→吉塚→博多→竹下客車操車場）。
特急『はつかり』の上野駅（上野→尾久客車操車場→隅田川貨物駅→上野）
・青森駅（青森→奥
羽本線滝内信号所→青森操車場→青森）でも方向転換の列車回送が行なわれた。だが博多駅

からの方向転換に二時間近くもかかった『かもめ』は、昭和 33 年 10 月に客車を一般型ナハ
11 系に置き替え、この編成を譲り受けて生まれた『はつかり』も、昭和 35 年 12 月にキハ
81 系ディーゼル特急に置換して、手間暇のかかる不経済な回送運転は廃止された。
先に触れたように、品川線に大崎駅ができる一週間前、明治 34 年 2 月 18 日に造られた
のが「大崎貨物駅」だった。この貨物駅が採用した名は、大崎駅付近の平坦な低地につけた
ものでなく、目黒駅と五反田駅の中間で、首都高速 2 号線が山手線をオーバー・クロスする
西五反田三丁目の目黒川左岸に張りだした舌状台地端につけた地名だった。
付近が、昭和 7 年から昭和 41 年まで、品川区「大崎本町」を名乗っていた史実が大切で
ある。ここが武蔵国荏原郡大崎村（江戸時代に上・下大崎村へ分割）の起源になった地で、五
反田駅であげた土地条件図 23 に載るように、Ｌ型の「岬地形」に当てられていた。
大崎は「Ofosaki＝Ofo：∧型・∨型地形、崖＋fosa. 干す：水際の上部＋saki. 崎」と解釈
されて、海に面した岬地形上部にあてた地名だった。
「大崎」を関東地方の大字名から取り
出すと、次の例があがる。○印をつけた地名は、
『縄文海進：約 6,000～4,500 年前』の時代
に「海に面した岬、または入江」だった可能性をもつ「大崎」である。
○茨城県水海道市大崎町

→常総市

○埼玉県浦和市大崎

→さいたま市

○茨城県岩井市大崎

→坂東市

○千葉県佐原市大崎

→香取市

○埼玉県南埼玉郡白岡町大崎

東京都品川区大崎

東京の大崎だけが、縄文海進時に岬だった可能性がないのは情けない話である。開設時の
大崎駅は、荏原郡居木橋（ゐるきばし：目黒川に架けた橋）村に属し、昭和 7 年に品川区東
大崎へ名を変え、昭和 42 年 2 月 1 日の住居表示実施で「品川区大崎」になった。
貨物駅から一般駅に昇格した大崎が、
「居木橋」を名乗れば問題なかったが、ごく気軽な
感じで、貨物駅に目黒川対岸の荏原郡下大崎村の名を採用したことに加えて、昨今の極めて
ズサンな地名の扱い方が、古代からの大切な伝承を廃棄した。
問題の原点は、
「大崎」を名のるべき駅が「目黒駅←目黒不動」を採用したことにあるが、
もうひとつ、この駅にも権利があった「品川」を、東海道本線の主要駅が使っていた歴史背
景があった。
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図 1-25

目黒停車場、上大崎村、下大崎村、居木橋村、北品川宿

迅速図（明治 19 年）

㊟ 図左中、谷山村の表記の左上にあるＬ型岬状地形が、
「大崎」の起源地。
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(16)

品

川 地平

2.9ｍ

港区高輪

明治 5（1872）年 5 月 7 日

山手貨物線は、大崎駅の埼京線ホームと山手線外回りホームとの間を通りぬけ、徐々に登
りながら電車区への入出区線を乗り越して、高架線へあがる。この陰になって車窓から見え
にくいが、入出区線とりんかい線、大崎支線が右に消えて、代わりに品鶴線と東海道新幹線
が近づいて来る。電車は半径 350～500ｍの左カーブを曲がり続けて、山手貨物線に品鶴線
が合流する高架線上の旧目黒川信号所脇を通過する。目黒川を渡っても曲がり続け、大崎駅
から南東に向かっていた路線が、真北へ進路を替えたあたりで貨物線と新幹線が右に離れ、
切り通しの下を走る東海道本線、京浜東北線の上を通って対岸へ移動する。
山手線電車は、淀橋台の東南端（高輪台）を緩やかに下り、京浜東北線と並んで第一京浜
国道、八ッ山橋、京浜急行本線の下を潜り抜ける。京急品川駅の高架線下に、電車の夜間留
置線にかわった、もと山手線品川電車区跡を見ながら、
「品川駅」ホームに滑り込む。
山手線の旧名、日本鉄道品川線の起源になった東海道本線「品川駅」は、わが国最古の駅
である。品川駅と同日の、明治 5 年 5 月 7 日（新暦：6 月 12 日）に開業した「横浜駅」は、
大正 4 年 8 月 15 日に元東急東横線高島町駅付近へ移動し、旧駅を桜木町に名を改めた後、
関東大震災に罹災して、昭和 3 年 10 月 15 日に現在地へ移転した。
品川・横浜駅に続くのが、明治 5 年 6 月 5 日に開設した「川崎駅」
「神奈川駅：東神奈川
～横浜間。昭和 3 年 10 月 15 日の横浜駅移転と同時に廃止」で、9 月 13 日（新暦：10 月 15 日）

に開業したのが「新橋駅、鶴見駅」だった。
「新橋駅」は大正 3 年 12 月 20 日の東京駅開業
と同時に烏森駅へ名をゆずり、汐留駅に改称した後は、貨物輸送の拠点として活躍をした。
しかし、汐留貨物駅も昭和 61 年 11 月 1 日、所在地名の汐留（→港区東新橋）の後を追って
鬼籍に入り、跡地の開発基盤整備中に新橋ステイションの遺構が出土して、駅舎などが復元
保存された。
㊟

明治 5 年 12 月、暦が太陰暦から太陽暦に切り替えられ、明治 5 年 12 月 3 日を
明治 6 年 1 月 1 日とした。そのため、明治 5 年度の出来事は旧暦、新暦が混用
されることもあって、
「新橋～横浜」間を開業する前日に挙行した開通式は、
新暦を採用して 10 月 14 日とし、この日を『鉄道記念日』としている。

我国最初の鉄道は、公式には東海道本線「新橋～横浜」間を開業した明治 5 年 9 月 13 日
（新暦：10 月 15 日）であるが、これ以前に、明治 5 年 5 月 7 日から「品川～横浜」間を仮

営業し、二往復の列車を運行していた。この史実を記した鉄道発祥記念碑が最初の横浜駅、
いまの根岸線桜木町駅前に残されている。横浜駅は二度移転したため、
「品川駅」が日本最
古の駅になったが、なぜ「新橋～横浜」間 29 ㎞を一遍に開業しなかったか、という疑問も
湧く。
「新橋～品川」間の路線建設が難工した理由は歴史書に記されていて、初めての鉄道
建設に情熱を傾けた青年たちの苦悩を読みとれる。
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大崎駅にあげた図 25 に見られるように、開通当時の「新橋～品川」間の路線は海の中を
走り、この様子が浮世絵に残されているのは有りがたい。海の中を走る列車が誕生した理由
も広く知られている。
「新橋～横浜」間の鉄道敷設に力を傾けたのは、当時の大蔵省・民部省大輔（いまの財務・
総務・国土交通大臣）を務めた、明治 2 年当時 31 歳の大隈重信と、29 歳の大蔵省・民部省

少輔の伊藤博文だった。佐賀藩出身の大隈は、藩主鍋島直正の指示で安政 2（1855）年に完
成したわが国最初の模型蒸気機関車の能力を充分に知っていた。長州藩出身の伊藤博文も
文久 3（1863）年にイギリスへ留学し、鹿鳴館外交で知られる井上馨、後に「鉄道の父」と
呼ばれる井上勝が同行した外遊で、鉄道が果たす役割を熟知していた。
明治 2 年 11 月に「新橋～横浜」間の鉄道敷設を決定した後、これに反対する新政府内部
の勢力、とくに芝に上屋敷をもつ薩摩藩が、軍部の力を後ろ楯に、
「新橋～品川」間の路線
は陸地を通すことは一切まかりならん。という状況を造りあげたために、世界で初めて、と
いう海の中を走る鉄道が誕生した。「新橋～品川」間は、江戸時代から住宅密集域であり、
東海道筋に鉄道敷設は困難との予測を持っていたようで、品川宿（品川区北品川）に造りた
かった品川駅を高輪に設けたのも、すでに宿場町が形成されていたからだった。
しかし初体験の鉄道建設に、最初から斬新なプランを実行するところに『明治維新』の
物凄さを感じとれる。海の中の鉄道は路線選定に苦悩した大隈重信のアイデアとして知ら
れる。明治 3 年に 28 歳で来日し、鉄道開通を見ることなく夭折したエドモンド・モレル
の命がけの鉄道敷設をはじめ、お雇い外国人の功績が大きかったのは事実である。が江戸
時代の城郭建設、運河開削、河川改修で培われた土木技術も驚嘆すべきものである。築堤
に使う直方体の石材を発注すると、きちんと直角をだして面取りしたものばかりで、もっ
と荒削りな物がほしいと要望書が出された様子も記録された。海の中を走る路線の形態
が、のちに品川操車場を誕生させる要因になり、品川を東海道線の要衝とした。
明治 5 年 9 月 12 日（新暦：10 月 14 日）、
「新橋～横浜」の開業前日に挙行された開通式は
重陽の節句（9 月 9 日）を予定したが、運悪く大雨の日が重なって順延され、9 月 12 日に行
なわれた。式に明治天皇の御臨席を賜り、10 両編成の御召列車に明治の元勲が名を連ねた。
「有栖川宮親王、三条実美、大隈重信、板垣退助、西郷隆盛、勝海舟、後藤象二郎、井上馨、
黒田清隆、山縣有朋、江藤新平、陸奥宗光、渋沢栄一、井上勝」という錚々たる顔ぶれで、
「伊藤博文、大久保利通」は欧米への岩倉使節団に同行していて、参列できなかった。
鉄道ファンに残念な史実は、最初の御召列車に使われた機関車が判らないことである。
開業当時の機関車は「1→1 号→A1→150 型：Vulcan Foundry 製。大宮の鉄道博物館に保存」、
「10→3 号→A2→110 型：Yorkshire. 青梅鉄道公園に保存」、
「6・7→5・7 号→A3：Avonside.
1900 年に台湾総督府鉄道へ委譲、7 号機を台北市が保存」、
「8・9→9・11 号→A4→190 型：Dũbs」
、
「2・3・4・5→13・15・17・19 号→A6→160 型：Sharp Stewart」のどれであったか、記録
が残されておらず、鉄道史家の精緻な研究でも明らかにされていない。
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駅名の「品川」は、隣接する東海道の宿場町だった品川宿（品川区北品川、南品川）の名
を借りたものである。他の地名をなのるなら高輪だが、『忠臣蔵』四十七士ゆかりの地と、
東海道第一の宿場町のどちらかを選べといわれれば、躊躇なく品川をとるのが自然な発想
だろう。この駅は海を埋め立てて設けたために住所もなく、駅名の採用規定などない最初の
命名であり、批判の余地はないと思う。開業時の品川駅ホーム南端は、荏原郡北品川村との
境界線、八ッ山橋から数ｍしか離れておらず、昨今の駅命名法に照らし合わせても、問題が
少ない方と言えよう。
その後、品川駅本屋は荏原郡高輪南町に所属し、明治 11 年に東京府芝區高輪南町、昭和
22 年に東京都港区高輪南町、昭和 42 年 7 月 1 日の住居表示実施で、港区高輪へ変化した。
ここでも、品川駅を、なぜ品川区に編入しなかったかという疑問も起こるが、旧荏原郡から
昭和 7 年に独立した品川區では、明治 11 年に区制を敷いてから、50 年以上の歴史をもつ
芝區の品川駅を区内に取り込む。などという発想は、頭の片隅にもなかっただろう。
苗字にも使われる「品川」は、意外なことに、大字では次の三例が上がるだけである。
青森県弘前市品川町

愛知県名古屋市港区品川町

東京都品川区南・北品川
品川は「Sinakafa＝Sina：しなやかな斜面、段丘＋naka. 和ぐ、凪ぐ：緩斜面＋kafa：皮、
側」と解けば、目黒川三角州にのる品川の起源地形に一致する。地形語の「Naka」は「薙ぐ、

殴る」意味から急斜面を表わす場合も多いので、ここでは緩斜面と崖を共用する段丘を考え
たい。平安時代末の文献にのる荏原郡品川郷の起源地は、目黒川左岸のしなやかな段丘上、
品川区北品川三丁目にある「品川神社」付近に比定したい。隣接する北品川二丁目に「荏原
神社：武蔵国荏原郡荏原郷」、東品川一丁目に「寄木神社」が鎮座するところは見逃せない。
図 1 26

品川駅（左中上）と目黒川（下）

デジタル標高地図

上図のように、第一京浜国道（東海道）と京浜急行本線が目黒川を渡る手前に、二つの丘
があり、目黒川寄り、南側の丘の上に須佐之男命を祀る「品川神社」が鎮座している。
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明治 5 年の東海道線開業時は八ッ山橋の北に造られ、東京湾に面していた「品川駅」も、
今はこんなに海から離れてしまったところは、記憶しておくべき事柄であろう。
品川駅から、山手線の路線名が替わり、
「品川～東京」間が東海道線、
「東京～田端」間は
東北線、
「田端～池袋」間はふたたび山手線に回帰する。山手線は電車専用線であっても、
正式には「田端～新宿～品川」間の 20,6 ㎞だけを山手線と呼び、
「品川～東京～田端」間は
東海道本線と東北本線の線増区間と、ＪＲは路線名を規定している。
東海道本線「品川～田町」間には国鉄最大規模の操車場があって、戦時中に東京駅から移
設した東海道・山陽本線の優等列車を受けもつ、
『品川客車区、東京機関区』が存在した。
しかし平成 17 年 3 月 1 日に九州ゆきブルートレイン『あさかぜ』
『さくら』が消え、平成
20 年 3 月 14 日に大阪ゆき寝台急行『銀河』
、平成 21 年 3 月 13 日、最期のブルートレイン
『はやぶさ・富士』が廃止されると同時に、
「新橋～横浜」間鉄道開業以来、137 年の歴史を
もつ東海道線東部の客車列車がなくなり、
「品川客車区＋東京機関区→品川運転所」は廃止
された。跡地は撤去、整地作業が行なわれ、平成 25 年 11 月 24 日に元電車基地の「田町車
両センター」から電車留置線の移設が実施された。
品川操車場は、明治 39 年 10 月 1 日の『国有鉄道法』の施行に伴い、それまで列車相互
の乗り入れがなかった私設鉄道が国有化されて、貨物輸送を一元化した後に列車を分解・
組成する貨物ヤードとして建造された。この時期に、いまは縮小または廃止した「稲沢
（名古屋）、米原、吹田（大阪）、岡山、広島、幡生（下関）、門司、鳥栖」などの貨物操車

場が造られた。
東海道線⇔山手線の貨物を扱った品川貨物操車場は、明治 43 年 10 月に着工し、大井工
場（いまは東京総合車両センター：品川区広町）建造のため、大井台地を削りとった土砂で
高輪海岸を埋め立てて大正 10 年 7 月に竣工した。品川操車場が完成して間もなく、東京
駅の客車操車場が手狭になって、100 両もの客車を品川に預ける危機的な状況に陥った。
そのために、東京駅の操車場を撤去してホームを三本新設し、
「東京～品川」間へ複線を
併設、品川操車場を客車操車場に換えて、新鶴見貨物操車場を新設する改良工事は、第二
次世界大戦終結の 11 年後、昭和 31 年 11 月 19 日に、ようやく竣工した。
第二次世界大戦が終った昭和 20 年 8 月に貨物操車場を客車操車場へ換えた品川には、
山手線の「品川電車区」
、駅の東側に「品川貨物駅」と入換えを受け持つ「品川機関区」
があり、昭和 39 年に貨物駅を縮小して建造した東海道新幹線「東京運転所（次図に未記
載）」
、そして、東海道・山陽本線優等列車の大半を受けもつ「品川客車区」
「東京機関区」

が存在して、『品川操車場』という呼び名に相応しい陣容だった。
だが、いまはこのすべてが失われ、田町電車区の名を替えた「田町車両センター」だけ
が残ったが、平成 25 年 3 月 16 日に廃止されて「東京総合車両センター・田町センター」
に替わり、車両の配置も「0」になった。東京機関区と品川客車区の検修庫があった場所
に電車留置線は造られたが、これでは、とても品川操車場などと言えなくなった。
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図 1 27

品川操車場 配線図

昭和 31 年 7 月現在

『写真で見る山手線 100 年』
（日本交通公社）より転載、群線番号を追加

図に記されたように、左側の「品川駅ホーム」の上に、昭和 42 年 4 月 3 日に大崎電車区
（山手電車区）を設けるまで、池袋電車区と共に、山手線電車を担当した「品川電車区」が

あった。その下の大崎・大井町から来た複線群は、上から「山手線、京浜東北線、東海道本
線」
、左下の品川貨物駅に繋がっているのが「山手貨物線」である。いまは右下の東海道本
線下りと記された地点から地上に出た「横須賀線」電車がここを走っている。貨物駅の右隣
りに山手貨物線各駅の入替えを担当した「品川機関区」と、「品川客車操車場」があった。
東海道下り⇔上り本線に挟まれた菱形線路群の上部に「田町電車区」
、右端に「東京機関区」
があって、これ以外の線路は「品川客車区」の施設だった。
右端の東海道下り本線を「東京駅」から回送されてきた客車列車は、東京機関区の下にあ
る分岐器から客車操車場へ入って、到着線（① 月見群線）に着くと、機関車は切り離されて
東京機関区へ入庫する。ここで入れ替え機関車に付け替えて直進し、品川駅ホームに繋がる
洗浄線（② 白金群線）に入り、客車内外の清掃・洗浄を行う。作業が終わると、到着線の上
にある収容出発線（③ 札ノ辻群線）へ入り、仕業検査を受けて出発を待った。
図の到着線（① 月見群線）の下にある線路は品川客車区の検修庫（④ 仕立群線）
、その下
の留置線（⑤ 高輪海岸群線）、客車区と洗浄線の間にあった組替線（⑥ 高輪群線）で、客車
の検査修繕や編成替え、大宮工場への入場待ちの客車を待機させる線路だった。
このほかに洗浄線（② 白金群線）の上にあるのが客車区の留置線（⑦ 北町群線）
、その上
の線路が田町電車区の収容線（⑧ 車町群線）である。左側には田町電車区の検修庫があり、
その上から右への留置線群が、伊皿子（⑨ いさらご）群線と呼ばれた、
客車列車がなくなって使命を全うした「品川客車区」の下半分の線路（①，④，⑤，⑥）
と「東京機関区」は平成 21 年に撤去されて更地になり、ここに電車の留置線を建造した。
平成 25 年 11 月 22 日に工事が完了し、23 日に東海道本線「東京～横浜」間を運休して品川
駅構内の配線を変え、24 日の午前中に「田町センター」に留置していた電車をすべて移動
した。この後は、もと田町電車区の検修庫や車町群線（⑧）
、伊皿子群線（⑨）、札ノ辻群線
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（③）を撤去して更地にし、新設した電車留置線の隣に「山手、京浜東北、東海道上り」線
を移動して、第一京浜国道側に都市開発基盤を生み出す大工事が行なわれている。
かつて「田町電車区、品川客車区、東京機関区」を埋め尽くした車両は消え去り、架線に
続いて、線路を取り去って雑草が伸びた元鉄道用地は、想い出を呼び起こす。
昭和 25 年頃、小学生のときマニアになった者には、誕生して間もない 80 系湘南電車、70
系横須賀線電車が所属して、山手線の車窓から全体を見渡せる「田町電車区」は憧れの的だ
った。少しマニア度が増すと、スカ線でも消えつつあったモハ 32（→クモハ 14）系や、大阪
から来たモハ 42 系に対象が移るのは、誰もがたどる自然の成り行きだった。
『田町電車区』は、昭和 5 年 3 月の横須賀線電車化に合わせて開設し、最初は既製電車の寄
せ集めに始まった横須賀線も、翌年から 2 扉クロスシートのモハ 32 系を新製配置した。鋼製
車と木造車を混成した山手・京浜線とは違い、きれいに整った編成美はファンの注目を集めた
という。この時代を田町電車区の最初の黄金期とすると、昭和 25 年 3 月 1 日に鮮やかな橙と
緑に塗り分けた 80 系湘南電車、翌年黄色と青の 70 系横須賀線電車を新製して、東海道線を
明るい色調に換えた昭和 33 年位までを旧型、釣掛式電車の第二次隆盛期と考えたい。
日本国有鉄道が発足した昭和 24 年 6 月 1 日の 3 か月後に生まれた客車特急、
『へいわ』の
名を改め、昭和 25（1950）年元旦に復活した『つばめ』と共に、80 系電車は戦後復興の象徴
に位置づけられた名車である。当時、茶色一色だった国鉄電車・客車のなかで、オレンジと
グリーンに塗り分けた湘南電車の登場は、電車発達史のうえでの新たな出発点になった。
旧型の国電は、どんな電車とも併結できる性質を備えていて、新性能 101 系に置き換える
昭和 36 年以前の山手線は、大正 11 年製のモハ 10 を鋼体化したモハ 50（→11400）型から、
昭和 31 年製造のモハ 72700 まで、様々な電車を混結していた。一見便利な特性も、裏を返せ
ば大正時代から電車の基本構造が変化しなかった史実を語り、ここに区切りをつけたのが、
湘南電車だった。釣掛式駆動は変えなかったが、弱め界磁の使用拡大と、階段ゆるめ電磁弁
を使うＡＲＥブレーキの採用が高速運転、長編成化を可能にした。と同時に中長距離用電車
として、客車とほぼ同じ構造の中間電動車を製作したのが画期的だった。
長編成化した現代の電車では当たり前だが、
運転台のない電動車はモハ 80 を嚆矢として、
「東京～平塚・小田原・熱海・沼津」間に運転された湘南電車は、当初は 10 両の基本編成に、
4 両を付属編成とした。昭和 25 年 2 月に 73 両を新製した 80 系一次型は、クハ 86 の正面が
三枚窓で戦前の 40 系仕様（クハニ 67、モハユニ 61）を引き継いでいた。
二次型は正面を流線形二枚窓に替えて昭和 25 年 9 月に 129 両製造し、この時から編成を
「クハ 86＋モハ 80＋サロ 85＋サロ 85＋モハ 80＋サハ 87＋モハ 80＋サハ 87＋モハ 80＋クハ 86」
という 10 両の基本編成に、
「クハ 86＋モハ 80＋サハ 87＋モハ 80＋クハ 86」の 5 両付属編成を
東京方につけた 15 両にした。さらに新製した郵便・荷物電車モユニ 81 を沼津方に併結して、
わが国最長の 16 両編成になった。この後、東海道線の 111・113 系、211 系、E231・E233 系
の湘南電車が「10＋5」両編成であるのは、80 系湘南電車を原点に置いた様子を伝えている。
88

二次型のうち「モハ 80073～86. クハ 86043～56」の 28 両（4 両編成 7 組）は、東海道・山
陽本線「京都～大阪～西明石」間の急行電車に使用し、宮原電車区（新大阪駅に隣接）へ配置
した。湘南電車はオレンジとグリーンに塗り分けたが、関西では戦前の急行電車モハ 52 の伝

統を引き継ぎ、クリ－ムとブドウ色の落ち着いた塗装になった。だが、昭和 29 年に米原まで
電化が進むと、東海道全線電化に向けて、急行電車も湘南色に統合されてしまった。
湘南形と形容された前面二枚窓の流線形と二色塗り分けは、暗い戦後を終え、朝鮮動乱の
特需景気を反映した明るさの象徴として、
昭和 26～30 年に新製した私鉄電車に大流行した。
京浜急行 500・600・700 系、東急 5000・5200 系、小田急 2200・2300 系、京王帝都 2700・
2000、1900・1000・3000 系、西武 501・551・101 系、東武 5700 系、京成 1600 系と、関東の
大手私鉄を総なめにしたばかりか、名鉄 5000 系、近鉄奈良線 800 系、阪神 3011・5001 型、
南海 11001・12001 系、西鉄 1000 系など、歴史に残る名車を生み出し、留萌鉄道、茨城交通、
島原鉄道など地方の私鉄にも大きな影響を与えた。ただ、一時的流行を追わない阪急電鉄、
独自の開発スタイルを貫く京阪電鉄が、ここに加わらなかったのも興味ぶかい。
国鉄の湘南タイプは電気機関車 EF58 が代表例で、昭和 28 年、東京機関区の EF584 に濃淡
グリーンの試験塗装をしたのが評判を呼んだが、わずか二年で茶色に戻し、これ以降、湘南
塗りの EF58 は生まれなかった。鉄仮面とも呼ばれた武骨な電気式ディーゼル機関車、北陸本
線用 DD50 も一員に加わる。気動車では亜幹線・ローカル線の無煙化に大きく貢献した量産型
キハ 45000（→キハ 17）の試作車として、昭和 27 年に製造したキハ 44000（→キハ 09）、翌年
のキハ 44100（→キハユニ 16）が、湘南形に黄と青の横須賀線に似た色合いで登場した。

一世を風靡した 80 系湘南電車は、旧型電車を混結しないのが特徴で、昭和 34 年に横須賀
線から捻出したサハ 48021, 24 とクハ 47074, 76 を湘南色に替えて、東北・高崎線の 80 系に
入れたこと、中京地区でサハ 75 が入ったことが、わずかな例外にあがると思う。
これとは対照的に、二扉クロスシート 32 系で揃えていた横須賀線電車は、昭和 20 年代前
半の輸送力増強に三扉ロングシートの 40 系のみならず、四扉の 63 系まで混入した目茶苦茶
な編成になっていた。戦後復興が進んだ昭和 25 年、湘南電車の誕生に合わせて白砂青松のク
リームとブルーの二色塗りを実施した。と同時に、中央線にいた 24 両の元モハ 51 を中心に
三扉の 60 系を転出して、東海道・山陽本線「京都～大阪～西明石」で活躍した二扉クロスシ
ートのモハ 42 系（モハ 42：7．モハ 43：19. クハ 58：9. 急行用サハ 48：5）の 40 両（Ｍ：
26. Ｔ：14）を横須賀線につかう交換を、昭和 25 年 5 月～9 月の三回に分けて行なった。

昭和 26 年 2 月に横須賀線へ、中間電動車モハ 70 を 10 両、流線形二枚窓クハ 76 を 30 両、
サロ 46（→75）を 10 両という、転入した 42 系のアンバランスを埋める三扉セミクロスシー
ト 70 系を投入し、同時に京阪神用として、茶色塗装のモハ 70 だけを 17 両新製配置した。
同じ昭和 26 年 10 月にモハ 70 を 32 両、クハ 76 を 14 両増備した横須賀線は、付属編成用
と銘打った、東京方向に運転台をもつクハ 76 の奇数車（76037. 39. 41. 43. 45. 47. 49. 51）
を新製し、クハ 76038～52 の偶数車 8 両を欠番にする珍事を引き起こした。
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これは二等車を 2 両組み込んだ 7 両の 70 系基本編成に、42 系とサハ 48 で組んだ 3～5 両
の付属編成の東京方だけにクハ 76 をつけて、外見上の体裁を整える作戦だった。クリームと
ブルーの二色塗りは、落ち着いた風格の 70 系、特にクハ 76 に最適の塗装で、湘南電車をは
っきり区別した功績は大きい。70 系の本格増備によって、戦前から横須賀線の主力だったモ
ハ 32 とクハ 47、大阪から来たばかりのクハ 58（→47100）も身延線、飯田線へ転出した。
この後 70 系は、中央本線新宿～甲府・河口湖間、京阪神間と阪和線用新製を主体にして、
なぜか横須賀線全体を 70 系に統一しなかった。70・80 系は共に昭和 33 年まで増備を重ねた
様子は、国鉄電車配置表（鉄道図書刊行会）にのる田町電車区の 80 系、70 系と 42・32 系の集
計に記録された。なお昭和 29 年ころ横須賀線で働いた 40 系中間電動車「モハ 30001. 4」
、
昭和 34 年 4 月から横須賀線用になった 4 両のサロ 85 と、34 年夏から三年間茶色のまま使っ
た「モハ 72541. 625. 626」と一年間だけの「クハ 79455」は、70 系に入れて集計した。
昭和 29 年 10 月 1 日

80 系：201 両

70 系：103 両

42・32 系：45 両

昭和 31 年 12 月 1 日

80 系：210 両

70 系：121 両

42・32 系：44 両

昭和 34 年 10 月 1 日

80 系：252 両

70 系：155 両

42・32 系：27 両

このように湘南・横須賀線電車は年々増加し、昭和 34 年 2 月 1 日に行なった基本、付属の
区別をなくした横須賀線の 6 両編成化に「① TcMTsMMTc. ② TcMTsMMcTc. ③

McTTsMMTc」

の三種類が生まれ、ラッシュ時に二本を合わせた 12 両編成で、日中・夜間は 6 両編成で運行
した。①は横須賀線の標準編成で、
「（久里浜方）クハ 76＋モハ 70＋サロ 46＋モハ 70＋モハ
70＋クハ 76」。②は東京方の「モハ 70＋クハ 76」を「モハ 43＋クハ 76」に替えた編成で、
日中閑散時に「横須賀～久里浜」間を 2 両編成で運行するために造られた。昭和 34 年 10 月
頃に、前者が 20 本、後者の編成が 3 本組まれていた。
③の編成は、クハ 76 の奇数車を多く抱えた横須賀線では偶数車が不足したため、久里浜方
の「クハ 76＋モハ 70」を「モハ 43＋サハ 48」に置き替えた編成だった。モハ 43 は運転台側
にも貫通幌を備えていたので、基本・付属に分けていた時代は中間電動車として使われるこ
とが多かった。あまり先頭に立たなかったモハ 43…モハ 53 は出力増強型。外観は同じ一を久
里浜方の先頭にした編成が一挙に 6 編成も誕生して、国電ファンの喝采を浴びた。
ただ昭和 34 年初頭、
田町電車区のモハ 43 は偶数車 7 両、
奇数車１両に半減していたので、
昭和 32 年 2 月に伊東支区へ転じた 43032 と 53003 を 70091. 92 と交換し、この 53003 と田町
区の 53005 を方向転換した「53002～6」
「43002.8.14.24.32」の体制で、6 両編成化に臨んだ。
なお 53000 と 1 は、昭和 33 年 3 月に飯田線の伊那松島機関区へ転属し、昭和 32 年 4 月と 9
月の流電 52001～5 に続いて、半流 43039.53007.53008 も鳳電車区から飯田線へ移ったのは、
昭和 32 年に 70 系最終増備車 300 番台を 18 両ずつ横須賀線、
阪和線へ投入したからだった。
ここに使った電車の形式番号は、昭和 28 年 6 月 1 日実施の「称号改正」以後の表記で、電
動車が「モハ」だけなのは、昭和 34 年 6 月 1 日から運転台付電動車を「クモハ」
、中間電動
車に「モハ」を使う規定が設けられる以前の表記を使用したためである。
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田町電車区では、昭和 35 年 4 月 20 日に横須賀線電車を、新設した大船電車区へ移動し、
翌 36 年 6 月に 80 系の付属編成を大船電車区へ、10 月１日に、やはり新設した静岡運転所
に残りの 80 系すべてを転属して、田町電車区に 32・42・70 系と 80 系の配置がなくなった。
横須賀線用、湘南電車用電車区を新造した大移動は、昭和 33 年 11 月 1 日に誕生したビジ
ネス特急『こだま』の好評を受けて、昭和 35 年 6 月 1 日に特急『つばめ、はと』を電車化し
た東海道本線に、更なる電車化が求められたからだった。昭和 36 年 10 月 1 日のダイヤ大改
正に向け、新性能特急用 151 系を 128 両、急行用 153 系 175 両、157 系 30 両、修学旅行用
155 系 16 両、合計 349 両を田町電車区へ集中配置した。
ダイヤ大改正で東海道本線最期の華となった 151 系特急『こだま（二往復）、富士（二往復）、
つばめ（二往復）、はと、おおとり、ひびき（不定期：157 系）』が田町電車区の受持ち、153 系
急行『六甲、やましろ、いこま、なにわ（二往復）、よど(二往復)、せっつ（二往復）』が主に
宮原電車区と、田町区の所属電車で運行された。昭和 37 年 6 月 10 日に「長岡～新潟」間を
電化すると上越特急『とき』用 161 系も加わり、昭和 36 年 10 月 1 日から東海道新幹線開業
の前日、昭和 39 年 9 月 30 日までが、田町電車区が最も注目された時代だった。
新幹線開業後は、特急用電車の大多数が山陽本線に転出して、伊豆急下田ゆきの 157 系
『伊豆、あまぎ』から、昭和 56 年に置き換えた 185 系『踊り子』
、平成 2 年に登場した 251
系『スーパービュー踊り子』を受け持つ他は、東海道線中距離電車、湘南電車（153.113→
211→E231）用の基地へ戻った。

田町電車区は、平成 16 年 6 月 1 日に田町車両センターへ改名した 9 年後、所属する電車
を国府津車両センターなどへ移動し、平成 25 年 3 月 16 日に廃止された。
『品川貨物駅』は、日本鉄道品川線（→山手線）が品川湊に陸揚げした高崎・東北線への
建設資材を運搬するために敷設されたように、明治時代から昭和時代中期まで水陸交通の
接続地として重用された。新幹線開業直前に、貨物駅用地の半分を利用して新幹線の東京運
転所が設けられて、大阪運転所（鳥飼基地：摂津市安威川南町）と共に活躍した。しかし新幹
線の岡山、博多延伸と利用客の増加から基地の拡大が要請され、昭和 48 年 9 月に埋め立て
地の東京運転所大井支所（品川区八潮）へ移すと同時に、貨物駅も隣接する「東京貨物ター
ミナル」駅へ移設した。使命を終えた品川貨物駅跡に平成 15 年 10 月 1 日、東海道新幹線
「品川駅」が開設され、もと新幹線車両基地跡も定石通り、高層ビル群へ替わった。
貨物駅に接していた『品川機関区』は貨物の入換が主体の地味な存在で、
「品川操車場と
貨物駅。汐留・芝浦・築地、大崎、恵比寿、渋谷、新宿、池袋」駅などの入換を担当した。
昭和 29 年 10 月に山手貨物線を電化した後も昭和 33 年まで D51, C58 が配置されて、山手・
品鶴・高島貨物線と東海道本線（大森・蒲田・川崎・鶴見駅の区間貨物牽引）を受けもった。
入れ替えには明治生まれの蒸気機関車 2120 型と大正時代の 8620 型が活躍した。しかし昭和
33 年にディーゼル機関車 DD13 へ一気に置き換えられた。品川機関区も平成 10 年 3 月 26 日
に廃止されたが、品川駅構内の入換は、新鶴見機関区の DE10 が引き継いだ。
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『品川客車区』は、東海道下り線か新幹線の車窓からでないと見えなかったが、新大阪駅
の高架下にある宮原客車区…新大阪駅は宮原客車操車場の敷地内に建設…、東北線の尾久客
車区と共に、国鉄三大客車区の一つだった。
戦後の復興と同時に復活した、特急『へいわ（品川客車区受持）→つばめ（宮原客車区）』
『はと（品川客車区。昭和 32 年 10 月から宮原客車区に変更）
』のマイテ 39・49・58 の一等展
望車、
『銀河』
『彗星』
『明星』
『月光』など、寝台急行のマイネ・マロネを連ねた豪華列車に
魅力があった。昭和 20 年代の品川・尾久客車操車場には、白帯をつけた連合軍専用車が沢
山いたが、順次返還された。この優等車「マイロネフ 38、マロネ 37(→マロネ 29)」が今も
好かれるのは、三軸ボギー台車の TR73 を履く、落ち着いた風格からだろう。
戦後の客車発達史で最大の出来事は、昭和 30（1955）年の三等座席車ナハ 10、翌年の三
等寝台車ナハネ 10 の出現だった。客車で初めて全鋼製車体を採用し、車両を大型・軽量化
した基本構造は、現代にまで引き継がれる設計思想である。軽量客車、とくに三等寝台車は
爆発的な人気を呼び、ハネを中心にして生まれたのが、寝台特急『あさかぜ』だった。
昭和 31 年 11 月 19 日、東海道本線全線電化と同時に生まれた最初の編成は「スハニ 32＋
ナハネ 10＋ナハネ 10＋ナハネ 10＋ナハ 10＋ナハフ 10＋マシ 35＋スロ 54＋マロネ 40＋マロネ
フ 29」という、三等だけが新車の寄せ集め編成だった。

東京～博多間『あさかぜ』は、大阪へ真夜中に停まる画期的なダイヤが組まれ、特急券は
「プラチナ・チケット」と呼ばれるほど好評を博した。昭和 32 年 10 月 1 日に長崎ゆき『さ
ちかぜ（→平和→さくら）』が誕生し、昭和 33 年 10 月 1 日から『あさかぜ』に専用車を新製
した 20 系は外部塗色から「ブルートレイン」と呼ばれるようになった。同じダイヤ改正で
『あさかぜ』の旧車両を利用した鹿児島ゆき『はやぶさ』が生まれ、昭和 34 年 7 月 20 日に
『さくら』
、昭和 35 年 7 月 20 日から『はやぶさ』もブルートレインに置き換えた。さらに
昭和 38 年 6 月 1 日に『みずほ』
、昭和 39 年 10 月 1 日に『富士』が加わった。
20 系ブルートレインは、昭和 47 年 3 月から、
『さくら』
『みずほ』が分割併合の容易な 14
系に置換され、昭和 50 年 3 月には『はやぶさ』
『富士』が 24 系へ替わったが、翌年 9 月に
24 系 25 型に変更された。Ａ寝台を多く繋いだ老舗の博多ゆき『あさかぜ』だけは 20 系を
通したが、昭和 53 年 2 月に 24 系 25 型に置き換えられた。
こうした推移に見られるように、「品川客車区」の最盛期は、やはり「走るホテル」とも
謳われたブルートレイン 20 系が所属した「昭和 33 年 10 月 1 日から昭和 40 年代前半」と
考えられそうである。乗るのなら 24 系だったが、編成美では 20 系に軍配が上がると思う。
この東海道・山陽本線の優等列車を牽引してきたのが、品川操車場北端の『東京機関区』
だった。大正 12 年 8 月に操車場の田町寄りに仮設の機関庫を造り、大正 14 年 12 月 13 日
に東海道本線の国府津までと、横須賀線が電化されて活動を始めた。当初は輸入機関車に構
造上の問題があって定期運行が難しかったと伝えられるが、3 年の期間をかけて運転・保守
作業に習熟し、昭和 2 年 7 月 1 日から定期運転を開始した。昭和 3 年に国産機関車 EF52 を
完成させ、昭和 7 年に製作した「EF53」で、狭軌鉄道での最高レベルに到達した。
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戦後の電気機関車は昭和 22 年の「EF58, EF15」の新製に始まり、デッキ付 EF58 旧型は
31 両のうち 17 両が沼津機関区、11 両が東京機関区、2 両が高崎第二機関区、1 両が長岡第
二機関区に配置された。同時に製造した七つ窓、26 両の EF15 は、13 両が長岡第二、6 両が
高崎第二、5 両が国府津、2 両が水上機関区へ配属された。両機を上越線に多く投入したの
は昭和 22 年 4 月 1 日に上越線「高崎～水上」間、同年 10 月 1 日に「石打～長岡」間が電化
…清水トンネルを含む「水上～石打」間は、昭和 6 年 9 月 1 日電化…されたからだった。
初期型 EF15 のうち 24 両は、電力回生ブレーキ付 EF16 に改造されたが、原形のまま残っ
た「EF1529,

EF1530」が、昭和 47～54 年に東京機関区へ配置されて人気を集めた。

昭和 27 年から蒸気暖房発生装置ＳＧ1 を備えて流線形になった EF58 は、高崎線「大宮～
高崎」間が昭和 27 年 4 月 1 日に電化されたため、東海道線でなく、高崎第二・長岡第二機
関区へ配置された。ところが昭和 31 年 11 月 19 日に東海道全線電化が完成すると、両区の
EF58 全数「35～47」は東海道線に引き抜かれてしまった。これは当時、沼津機関区にいた
14 両の EF57 は、
「東京～名古屋」間では問題なかったが、蒸気暖房が「東京～大阪」間に
は能力がやや不足で、ロングランができる EF58 と交換した。このうち「EF5838.44.45」が
東京機関区、「EF5837.41.46.47」は宮原機関区へ転属し、
『つばめ、はと』用ライトグリー
ンに塗り替えられた。青大将塗装は 23 両を数えたが、上越線用 EF58 は正面窓にヒサシを
付けていて、特急を牽く上越タイプの写真が多く残されたのはこうした事情による。
『つばめ：1. 2 レ』
『はと：3. 4 レ』は、大阪ゆき下り 1. 3 レを東京機関区、東京ゆき
上り 2. 4 レを宮原機関区が担当した。
当時、特急『つばめ』は国鉄の看板列車で、現在のプロ野球、東京ヤクルト球団の愛称が
「スワローズ」なのは、
『つばめ』が誕生した昭和 25 年にできた球団を、国鉄の関連会社が
運営し、
「国鉄スワローズ：つばめ」を名乗った伝統を引き継いだものである。
ところが、昭和 33 年 11 月 1 日に電車特急『こだま：東京～大阪間を 6 時間 50 分で走り、
日中はじめて一往復できたので命名』が誕生すると、全車に冷暖房・リクライニングシート

を完備した高速電車に、
東京～大阪間 7 時間半かかる旧来の客車列車では太刀打ちできず、
昭和 35 年 6 月 1 日に、戦後の復興を象徴した『つばめ、はと』は、高度成長時代の申し子
『こだま』型 151 系に置換された。
同じ昭和 35 年の 12 月 10 日に、蒸気機関車 C62(尾久). C61(仙台). C60(盛岡)が牽引した
「上野～青森」間の特急『はつかり』
、昭和 36 年 10 月 1 日には「京都～博多」間をはしる
EF58(宮原). C62(梅小路)(広島第二). EF10(門司). C59(門司港)が牽いた『かもめ』も、気動
車特急キハ 81・82 系に替わり、座席車だけの客車特急は約 30 年の歴史の幕を下ろした。
東海道全線電化と同時に生まれた寝台特急『あさかぜ』も、最初は京都まで東京機関区の
EF58 が担当した。この後、昭和 33 年 4 月 10 日の姫路電化、昭和 35 年 10 月 1 日の岡山電
化まで EF58 が牽引した。が、昭和 37 年 6 月 10 日の広島電化では、広島の直前「八本松～
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瀬野」間にある 22.5‰の急勾配に EF58 では補機をつける必要があり、様々な試験を繰り返
して昭和 38 年 12 月 20 日から、出力を増強して補機がいらない EF60 に交代した。貨物用
機関車を特急に起用したのは、ブルートレインは冷暖房に使う電源車（マニ 20，21。カニ
22）を連結して、列車暖房装置を備えた旅客用機関車を使う必要がなかったからである。
ここで東京機関区 EF58 の特急牽引は終わったかに見えたが、昭和 39 年 10 月 1 日の時刻
改正で東北本線に特急『はくつる』が誕生した。青森への最初の寝台特急も、20 系を集中
配置した品川客車区が受持ったため、
「品川～上野」間の回送と共に、
「上野～黒磯」間を東
京機関区の EF58 が牽引してファンを驚かせた。が、これも束の間で、昭和 40 年 10 月 1 日
に常磐線経由青森ゆき特急『ゆうづる』が生まれ、
『はくつる』と同じ編成にしたブルート
レインを尾久客車区が受持ち、
『はくつる』牽引機も宇都宮運転所の EF58 へ替った。
二年間だけ、常磐線「平～仙台」に C62 特急を復活させた『ゆうづる』は、東京機関区
EF58 の特急牽引に引導をわたし、『つばめ、はと、あさかぜ』の仇を打ったわけである。
昭和 39 年 10 月 1 日に山陽本線を全線電化して、C62 特急を終焉させたが、博多ゆきの
『あさかぜ』、長崎・佐世保ゆき『さくら』
、熊本ゆき『みずほ』
、西鹿児島ゆき『はやぶさ』
、
大分ゆき『富士』の「東京～下関」間、1,096km のロングランが始まり、ブルートレインに
合わせた塗装を施した EF60 量産型と、後期型に特急用装備をつけた EF60501～511 と、
EF60512～514 を東京機関区に配属した。
ただ、EF60 は特急用に造られていなかったために高速性能に難点があり、その後最高速
度を時速 100km から 110km にあげた高速貨物用に新製中の EF65 へ特急用設備をつけた
EF65500 が生まれた。EF60 後期型と EF65 は、外観は屋上モニタにテ－パ－があるか、ない
かだけの差でマニアでないと識別は難しい。しかし内部機器は大幅に異なり、カム軸式制御
器を使ったバ－ニア制御常用・弱め界磁併用の自動進段式抵抗制御、軸重移動補償装置など、
EF60～EF64 で実用化した技術の粋を集めた EF65 は、昭和 40 年に登場した。
昭和 40 年 9 月に EF60 から EF65 への置き換えが始まり、EF65501～512, EF65527～531 を
東京機関区へ配属した。この 17 両は、置き換えた 14 両の EF60 と共にブルートレイン専用
機で、他の列車に使うことが全くない、機関車運用史上、つぎに述べる EF66 と共に特別な
存在だった。EF60500, EF65500 の塗装も寝台特急にふさわしく、昭和 40 年前後の時代が
『東京機関区』の黄金期といえそうである。
一日 1,000km 以上走って消耗の激しい EF65500 を、汎用型 EF651000 に置き換えたのは昭
和 53 年 7 月末だった。この後ブルートレイン牽引機は、
『富士』の 16 両編成化など、機関
車出力を増強する必要もあって、昭和 60 年 3 月中旬から下関運転所の EF66 に置換された。
FF65 の 1.5 倍の出力をもつ EF66 の特急列車牽引は、ファンの夢を叶えてくれたが、同時に
東京機関区に機関車の配置がなくなり、新鶴見機関区東京運転区（昭和 61 年 11 月から田端
運転所へ移管）に替わった。さらに昭和 61 年 3 月からは、品川客車区と東京運転区を統合

した「品川運転所」へ変わったのち、昭和 62 年 4 月 1 日に国鉄からＪＲへ移管された。
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平成 3 年 6 月 20 日、東北・上越新幹線が東京駅へ乗り入れた。この工事に伴い東京駅の
東海道線用ホームが一本減ったただけでなく、終着駅に必須の「機回し線：ホームに面して
いない機関車回送線」まで撤去したために、
「品川～東京」間の客車回送法が変更された。

それまで品川からの回送列車は、東京駅で機関車だけを切り離し、機回し線（11 番線）を
通って逆向きに繋ぎ換えて大阪方面へ出発していた。ところが機回し線を除去した東京駅
では、この作業ができなくなり、「順送り回送」という前代未聞の方法を採用した。
当時のブルートレインは 10 往復あって、午前中に到着する『出雲 2 号、銀河、出雲 4 号、
瀬戸、あさかぜ 2 号、あさかぜ 4 号、富士、はやぶさ、みずほ、さくら』が東京駅へ着く前
に、機関車を 1 両回送しておいて、この機関車を『出雲 2 号』の後ろに付けて列車を品川へ
回送した。残った機関車を品川方の引き上げ線に入れておき、次の回送列車に使ってこれを
繰り返し、最後に機関車の単機回送をする「順送り回送」が採られた。夕方の下り『さくら』
以降の 10 本の列車も同じ方法を採ったが、ＪＲ東日本が、こんな不経済な回送運転を長期
間つづける意思がなかったのは、以後の経過をみても明らかである。
この後は新幹線網の拡大、航空路の発達、高速道路網の整備とマイカー普及、国鉄運賃の
度重なる値上げ…平成 3 年の東京～博多間寝台特急の運賃は、16 年前の昭和 50 年の約 3 倍。
航空運賃は 2 割増…に伴い、夜行寝台が嫌われて、九州ゆき寝台特急の需要が激減した。

平成 6 年 12 月 3 日に『みずほ』と博多ゆき『あさかぜ』が廃止され、平成 10 年 7 月 10
日に、伯備線経由の『出雲 3・2 号』と『瀬戸』を 285 系寝台電車『サンライズ出雲・瀬戸』
へ置き換えた後は、あまり変化せずに推移した。
しかし平成 17 年 3 月 1 日、下関ゆきの『あさかぜ』と『さくら』が消え、この改正から
『はやぶさ・富士』の併結を開始した。さらに平成 18 年 3 月 18 日に『出雲』
、平成 20 年 3
月 14 日に大阪ゆき寝台急行『銀河』
、平成 21 年 3 月 13 日には、最期のブルートレインの
『はやぶさ・富士』が廃止された。いま、東海道本線を走る寝台列車は、285 系電車『サン
ライズ出雲・瀬戸』だけになった。
こうして『品川操車場』全体を眺めると、最盛期は、寝台特急『あさかぜ』20 系ブルート
レインが誕生した昭和 33（1958）年 10 月 1 日、または 20 系ビジネス特急『こだま』が登
場した昭和 33 年 11 月 1 日から新幹線が開業する前日、昭和 39（1964）年 9 月 30 日までの
6 年間と考えて良さそうである。ただ,新幹線東京運転所も品川操車場の一部と考えれば、
生まれたばかりの新幹線への注目度と、ブルートレイン全盛期の昭和 40 年代を加えた方が
良いかもしれない。この時代は高度成長期に重なって、国鉄も「蒸気機関車、電気機関車、
ディーゼル機関車、電車、客車、気動車、貨車」のバランスがとれた最期の時代だった。
昭和 32 年に、新性能「モハ 90」試作電車が登場し、北陸本線用交流電気機関車「ED70」
、
亜幹線用ディーゼル機関車「DF50」
、一般客車並の仕様に改善した気動車「キハ 20・25」が
誕生した。翌 33 年には特急『こだま』用 20 系電車、
『あさかぜ』用 20 系ブルートレイン、
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新系列直流電気機関車「ED60・61」と入換用ディーゼル機関車「DD13」が一挙に生まれた。
昭和 34 年に我が国最初のコンテナ専用貨車のチキ（→コキ）5000 が登場し、
「汐留～梅田」
間にコンテナ専用特急貨物『たから』を創設して、新時代の国鉄スタイルを創り出した。
昭和 33 年 10 月の時刻改正で『はやぶさ』
『はつかり』が新設され、それまでの蒸気機関車
「C62. C59. C57」に加え、「C61. C60」が特急牽引に参入してファンを喜ばせた。
反面、
旧型車が淘汰され、
電気機関車では東京機関区の主といえる巨大な EF50 が消えた。
当時は明治生まれの 2120 型が最後の活躍をした時代で、品川機関区に神戸工場製の 2121、
田端機関区に 2122 とラストナンバー2387 がいた。しかし昭和 33 年から品川、田端機関区
に DD13 を集中配置して、都区内の入れ替え作業を一斉に無煙化した。
この時代、とくに昭和 30 年、国鉄が行なった機関車牽引の客車列車の性能試験が大きな
意義を持っていた。当時、重量貨物列車用に製作中の EH1015 のモータと歯車比を替えて、
高速列車用に改造して東京機関区へ配属し、特急『つばめ』などで時速 120km の牽引試験を
行なった。
冬期に EF58 を暖房車代わりに使った EH1015＋EF58 の珍しい重連も見られたが、
様々な試験結果から、高速列車は動力分散型の『電車列車』にする方針を内定した。
昭和 32 年には、出来たての小田急 3000 型 SE 車を借りて、東海道本線「函南～沼津」間
で当時の狭軌最高速度 145km を出し、同時にモハ 90 試作車も歯車を高速用に替えて時速
135 ㎞を記録した。後者が DT21 台車の枕バネを空気バネに取り換え、乗り心地の大幅な改
善を確認して、長距離列車に不適とされてきた電車のイメージを変え、特急『こだま』の実
現を推進した。さらに新幹線も電車で運行することを決めて、今日の鉄道輸送の基本方針を
固めた。今から振り返ると、新性能のモハ 90、後の 101 系に特急用 151 系、急行用 153 系、
近郊型 111 系への利用を考えた、共通設計を基本に据えていたところが素晴らしい。
昭和 31 年 11 月に全線電化した東海道本線は区間列車の電車化を進め、
昭和 32 年 10 月、
初めて湘南電車 80300 系を使った東京～名古屋間の準急『東海』
、名古屋～大阪間にも準急
『比叡』を運行した。昭和 33 年 11 月に 80 系を新性能の「東海型」91 系（後の 153 系）に
置き換え、昭和 35 年 6 月に東京～大阪間の急行『せっつ』
、翌 36 年 3 月に急行『なにわ』
が電車に替わり、36 年 10 月 1 日のダイヤ大改正から、山陽・九州行き以外の東京～大阪間
の特急、急行の大半が 151・153 系電車に換わった。昭和 39 年 10 月 1 日に東海道新幹線が
開業して、
「0. 100. 300. 500. 700. N700. N700A」系と引き継いで、今日に至っている。
ヨーロッパ諸国は、今でも機関車牽引の旅客列車が主体で、一見、新幹線と同じように見
えるフランスの「ＴＧＶ」も、両端が機関車の客車特急である。これは、地勢と地形、歴史
風土に育まれたもので、軽々に是非を問うようなものではない。過密都市に 5 秒単位のネッ
トダイヤを組む必要がある我が国の鉄道に、電車列車は最適の選択だった。
このように、昭和 33 年 11 月 1 日に誕生したビジネス特急『こだま』は、わが国の鉄道史
を語る上での変換点として重要である。ここから、国鉄は電車中心の姿勢を打ち出し、当時、
夢想だにしなかった『品川客車操車場の廃止』を、約 60 年の歳月をかけて実現した。
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国鉄が電車中心の方針を決めた後は、元々電車を中心にした私鉄各社と合わせて、約
42,000 両の電車（地下鉄、路面電車を含む）を保有するわが国は、世界一の「電車王国」に
なった。二位のロシアが約 16,000 両、三位のイギリスも 5,000 両、四位以下は 4,000 両を
切る様子をみれば、この違いがわかる、反面、機関車、気動車、客車、貨車の保有数はトッ
プ 10 にほど遠い状態で、単調、画一化を特徴にする「平成の世」を象徴している。
平成 27（2015）年 3 月 14 日、旅客列車を全て電車化した象徴といえる「上野、東京」駅
を中間駅にした『上野東京ライン』が開業し、常磐線特急・普通電車が品川駅の⑨⑩番線に
乗り入れた。ホームは半世紀前に造られた臨時列車用だったが、いまは東京方に電車留置線
を新設した最高の立地条件を備え、品川駅ホ－ム全てが定期列車用になったのは喜ばしい。
残念なことは、その前日、北海道新幹線への準備と車両の老巧化により、大阪 札幌間の
寝台特急『トワイライト・エクスプレス』と共に、上野 札幌間『北斗星』が消えて、ブル
－トレイン定期列車は、20 系『あさかぜ』が登場した 1958 年から、57 年の歴史を閉じた。
残ったのは隔日運転の上野

札幌間寝台特急『カシオペア』と、臨時『北斗星』だったが、

これも北海道新幹線開業の準備に追い立てられた、一年足らずの延命であった。
品川操車場の廃止は、山手線内で最も長い 2.2 ㎞の「品川～田町」間に新駅を造るスペー
スを生みだした。田町車両センターを、以前の品川客車区の場所へ平成 25 年 11 月 24 日に
移設して、山手・京浜東北線と東海道の上り線を海側へ移し、都市開発基盤を造る工事が進
められている。昭和時代末に撤去した品川貨物ヤードと新幹線車両基地跡に高層ビルを林
立させ、海から吹いていた風が西側の地域に回らなくなり、ヒートアイランド現象を増大さ
せた愚かな失敗は、繰り返してほしくないものである。
品川操車場があった時代、付近の線路は「高輪海岸群線、高輪群線」と呼ばれる品川客車
区の検修庫に隣接する客車の留置線だった。この辺りは客車区関連の建屋が多かったが、ふ
だん定期列車に使わない寝台車や食堂車、珍しい職用車（スヤ、マヤ）も置かれていて、東
海道線下り列車の車窓から眺めるのが楽しみだった昭和 30～40 年代前半を想い出す。
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高輪ゲートウェイ 地平

3.1ｍ

港区港南

平成 27 年 2 月 20 日に起工式を行った山手・京浜東北線新駅建設では、東京機関区と
品川客車区到着線（① 月見群線）、検修庫（④ 仕立群線）を更地にした跡へ、平成 28 年
11 月 20 日に東海道上り本線の移設を完了した。平成 29 年末に山手線を京浜東北線北行
が乗り越すコンクリート橋梁とホームの一部が姿を現わして、平成 30 年 6 月 17 日に、
京浜東北線南行が新駅のホームを通るように配線を変更した。
平成 30（2018）年 12 月 4 日には、ＪＲ東日本の山手線「品川～田町」間に建設中の駅の
名が「高輪ゲートウェイ」に決まったことが発表された。この駅名に対して、テレビ・新聞・
インターネットで「ダサい、センスがない、最低」
「アンケートを取っておきながら 130 位
の名を採用するのは非常識」などなど、否定的な意見が 8 割から 9 割の大勢を占めたこと
に興味を抱いた。これほど多くの人々に嫌われる駅名を見たのは、初めての経験だった。
かつては東海道線の車両基地として活動した品川操車場の機能を「国府津、大宮、新前橋、
小山」などの車両基地へ分散し、空いたスペースに「Global Gateway 品川」をなのる都市
開発プロジェクトが、ＪＲ東日本と東京都の外郭団体、ＵＲ機構で行われている。
「Gateway」は、一般に「塀、生垣の付いた出入口」と訳されて、駅の建設地が江戸時代、
享保 9（1724）年に東海道から江戸市街へ入る簡易関所が置かれた、高輪「大木戸」に近接
したことから命名したという。
さらにウィキペディアには、ゲートウェイとは「コンピュータネットワークをプロトコル
の異なるネットワークを接続するためのネットワークである」と出ている。例によって理解
し難い解説だが、システムが違う、様々なコンピュータネットワークを一つにまとめられる
自動翻訳装置と考えられそうである。
これが「Global Gateway 品川」のプロジェクト名となり、駅名として長すぎるために、
大不評の「高輪ゲートウェイ」駅の起源だそうである。
大木戸は江戸へ入る五街道のなかで、東海道の高輪大木戸（港区高輪 2 丁目）、甲州街道の
四谷大木戸（新宿区四谷 4 丁目）、中山道の板橋大木戸（板橋区本町）が設置されて、日光街
道・奥州街道の千住宿（足立区千住）には設けられなかった。
ここで興味を惹くのが、大木戸を地名として使用する例があって、千葉市緑区大木戸町、
福島県南相馬市原町区大木戸、福島県伊達郡国見町大木戸に使われている。三者は河岸段丘
上に位置し、
「大木戸＝Ofo：山、崖、谷＋foki：崖、谷＋kito；段丘？」と解けそうである。
関連地名に『景行紀』
『豊後国風土記』に碩田（Ofokita. Kita：階、段）と記された「大分：
おほきた⇒おほいた：豊後国大分郡大分郷」がある。郷・川・郡・県・市名発祥地の大分県
大分市大分が、上野丘と呼ばれる大分川左岸の段丘上にあることが地名解釈を正当化しそ
うで、茨城県北茨城市を流れる、大北川の起源が大北渓谷に比定できることも補強になる。
江戸三街道のうち、元和 2（1616）年、最初に設置された甲州街道の「四谷大木戸」は、
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四谷 4 丁目で交差する外苑西通りの北側が「大木戸坂」呼ばれて、段丘崖を表わす大木戸は
地名だった可能性を見せている。
この地は承応 2（1653）年に、玉川兄弟が羽村の堰から「玉川上水」をひき、大木戸に四
谷水番所を設けて江戸市中に上水道を整備した重要な場所である。筆者は小・中学校のころ
杉並区の高井戸に住んでいて、神田川は低地を流れる常識的な川なのに対して、玉川上水が
台地上を流れることに疑問をもった。先生に質問すると、人工的に造った「上水」は高いと
ころ（上部）に流して、上質の水を配るように開削された、という説明を聞いて納得した。
後に玉川上水の一部を歩いたが、台地・段丘上に造った見事な流れに感動した。
元禄 12（1699）年に、大木戸の西側に内藤新宿（新宿区新宿 1 丁目）が設けられたのち、
新宿は駅名・区名に採用され、昭和時代後期に「新宿駅」は世界一乗降客の多い駅として不
動の地位を築いた。玉川上水は、新宿駅にあげた迅速図に「玉川」と記されている。
板橋大木戸には詳細な記録が残されていないが、板橋区本町に比定されている。中山道に
「板橋」を名乗る橋が石神井川に架けられた本町は、石神井川の段丘端にある町名である。
本章は板橋を「Itapasi＝Ita，Fita：襞、水際〔fitafita〕＋tapa：たわんだ崖＋pasi．端」
と解き、水辺のたわんだ段丘端を表現した地名と推理した。板橋は石神井川が蛇行する部分
につけた地名として、板橋区本町に比定した。付近の地形図も、板橋駅に載せたので、ご参
照いただきたい。
四谷・板橋の大木戸が地名だった可能性があるのは興味ふかい。これを基に推理すると、
荒川と隅田川に挟まれた日光街道・奥州街道に、大木戸がなかった理由を想像できる。千住
宿（足立区千住：駅は北千住）は、
「Senzyu←Semusifu＝Semu：湿地＋musi. 蒸す：湿地＋
ｓifu：Ù 型地形」と解ける低湿地に付けた地名で、ここには段丘が存在しない。
そこで高輪大木戸へ移ると、江戸時代初頭は、新橋一丁目と銀座八丁目の中央通り（銀座
通り）に架けた「新橋」が江戸中心街の終点にあったため、東海道から市街に入る通用門の

役割を果たして、宝永 7（1710）年に芝口御門が建造されて「芝口橋」と改名した。しかし
享保 9（1724）年に芝口御門が焼けた後に、通用門が再建されず、札ノ辻（港区三田 3 丁目）
を経て、高輪大木戸（港区高輪 2 丁目）へ通用門を移設した。
左図は付近の地形概略図で、中央の段丘は淀橋台の最東
端、高輪台を表わしている。明治 5 年に設けた東海道線が
海の中に築堤を築いて建設したように、縄文海進⇒海退時
の約 5,500 年前は、黄色と茶色の台地以外の緑色の地域は
海であった。
この高輪台の中央にある半島状の地形に「高縄⇒高輪＝
Taka：高所＋kana. 直線、直角：直立崖＋nafa. 陸地端⇔
fana. 鼻」を当てたのは、縄文時代前期～中期と考えたい。
この高輪台に、大木戸（段丘崖）の地名があっても不思議はないのだが、徳川家康が江戸
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へ入城する以前の記録がほとんど存在しないのが、東京の特徴である。もし大木戸が段丘崖
を表現した地名であっても、古墳時代中期頃から意味が伝わらなくなり、大木戸を当てられ
て「通用口」の意味としか考えられなくなったのは仕方がないだろう。ただ、
「高輪ゲート
ウェイ」駅が大勢の人々に嫌われたのは、これが原因ではないのである。
日本語、とくに記憶を大切にする駅名では、
「大崎：ｏｏａｉ」、
「品川：ｉａａａ」や、
「田町：ａａｉ」のように、韻律を整えた三～四音節の地名を使用するのが、昭和時代前期
（戦前）までの慣習だった。これが崩れたのが戦後の時代で、とくにバブル期以降は、鉄道
を利用する人々への配慮が全くなくなったことが特徴に上がる。
「高輪ゲートウェイ」は典型で、高輪は地名なので「ａａａａ」と韻率が整っているが、
英語のゲートウェイが「ｅｅｏｅｉ」と、日本語の使用例が極端に少ない「ｅ」母音を多用
した上に「少数音形」が連続する異例の韻律を採っている。この「ゲーゲー、オウェー」は
幼児や酔っ払いが、口から吐しゃ物を吐くときに使う特殊なオノマトペ（擬音語、擬態語）
であり、ふつうは使わない言葉である。こんなものを二つ重ね合わせた言葉を使ったことを、
「ダサい、センスがない、最低」と評した、若者たちの日本語の感覚は、正しいとみて良い
だろう。
ガラス張りの明るい新駅の姿が少しずつ見え始めたが、
「ゲーとオウェー」駅が酔っ払い
のたまり場にならないことを祈って、この項を終えたい。
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田

町 地平

3.1ｍ

港区芝

明治 42（1909）年 12 月 16 日

「品川～田町」間は 2.2 ㎞と山手線では駅間距離が長いので、ＡＴＣで規定される制限速
度も『時速 90 ㎞』と、1,5 ㎞の「田町～浜松町」間、1.4 ㎞の「高田馬場～新大久保」間と
共に、他の駅間距離 1 ㎞ほどの制限速度『75 ㎞』より高く設定されていた。
。
品川駅を出ると電車は直線区間を疾駆して、洗浄線（白金群線）にいる寝台特急「サンラ
イズ出雲・瀬戸」の 285 系、伊皿子・車町・札ノ辻群線に並ぶ「スーパービュー踊り子」用
251 系、
「踊り子」用 185 系、183 系、ダブルデッカー215 系、三扉の 211 系、四扉の E231・
E233 系電車を眺めながら制限速度一杯に快走する。田町車両センターの外れから右の京浜
東北線北行が高架へ上がり、山手線を乗り越して視界が開けても、かつて数十両の EF58.
EF65 を保有した東京機関区の姿はない。電車は右に曲がりながら、札ノ辻跨線橋を潜り抜
けて、京浜東北線との方向別運転を始める二本の島式ホームをもつ「田町駅」に到着する。
と、平成 25（2013）年の春に記したが、その年の冬、この光景は過去のものになった。
開業当時は海の中を走っていた東海道線も、時代を経るに従って、次第に内海が埋めたて
られ、陸続きになっていった。明治 9 年 12 月に「品川～新橋」間は複線になり、明治 22 年
7 月 1 日に「新橋～神戸」間の東海道本線が全通した。だが明治時代中期に、官営の東海道
線は「新橋」
、日本鉄道の東北・高崎線が「上野」
、甲武鉄道（→中央本線）は「飯田町」を
起点にして、東京の中心に鉄道がなく、全線を結ぶことが懸案になっていた。
官設鉄道は、明治 22 年に「新橋～上野」間の連絡線を計画して着手したが、明治 32 年ま
でに、「新橋～東京」間複々線の用地取得と一部の基礎土木工事を行なうことに留まった。
この時期は日清戦争（明治 27～28 年）、北清事変と金融恐慌（明治 33 年）、日露戦争（明治
37～38 年）などの大事件が続発し、鉄道を建設する余裕もなく、日露戦争が終結した後に、

国防上の理由から、明治 39 年 3 月に『鉄道国有法』を公布し、同年 10 月に施行した。
私設鉄道が国有化される直前の明治 39 年 4 月、ふたたび「新橋～上野」間の連絡工事に
着手して、最初に竣工したのが山手線の烏森（→新橋）までの路線延長と複線電化であった。
明治 42 年 12 月 16 日に山手線の電車化を完成し、
「上野～日暮里：単線。複線化は大正 3 年
3 月」
「日暮里～池袋～新宿～烏森：複線」
「池袋～赤羽：単線。複線化は大正 14 年 3 月」の運

転を開始し、品川駅以北に『田町、浜松町、烏森』の電車専用駅を開設した。
山手線の駅として新設された「田町駅」の由来は、昔は田んぼだったところに町並ができ
たので田町とつけた。という説が一般化している。筆者がこれを耳にしたのは小学生だった
が、それなら「町田」は、町が田んぼになった地名か？ と問い返した記憶がある。むろん
納得できる答えは聞けなかったが、それ以来ずっと気になる地名になっていった。
「田町」は全国に分布する地名で、おおよそ川岸・海岸に付けられていて、山間では谷の
入口につけた例が多い。細かく観察すると、なぜか細長い範囲に付けた様子が判るが、まず
全国の「田町」から、関東地方の使用例を抜き出すと、次の例があがる。
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栃木県真岡市田町

千葉県佐倉市田町

群馬県高崎市田町

千葉県長生郡一宮町田町

埼玉県川越市田町

東京都八王子市田町

千葉県成田市田町

神奈川県川崎市川崎区田町

東京都にも、昭和 40 年代の住居表示実施以前に、次の「田町」があった。
旧

名

現行の住居表示

田町が面した水域

港区芝田町

港区芝五丁目、三田三丁目

港区赤坂田町

港区赤坂一～三丁目の北東部

文京区田町

文京区本郷四～五丁目、西片一丁目南部

新宿区市谷田町

外

濠

新宿区市谷田町一～三丁目

外

濠

台東区浅草田町

台東区浅草六丁目北東部

山谷堀

八王子市田町

八王子市田町

浅

川

旧名の「田町」は、この名を知らないと「しばた町、あかさかだ町、しやだ町（いちがや
たまち）」などと読みかねない町名だった。これは、田町の数が多いので、江戸時代に地域

名を冠したものだった。タマチ地名群にも共通項があり、芝の田町と本郷の田町（江戸時代
は菊坂田町）を除いて、掘割、川に隣接することが特徴になっている。

この辺から、田町の当て字を外した「Tamati」は、水に関係した名称、谷型地形に関連す
る地名と推理できる。そこで解釈をすると、
「田町＝Tama：水たまり。Tapa：谷型地形＋mati：
谷端、崖端。pati．端、鉢：∨型地形」となり、谷型地形の端にある田町に合致する。田町も

また、江戸時代につけた町名でなく、古代の地形を表現した地名である。
ただ「Mati」の解釈が難しく、
「さびしい→さみしい」
「さぶい→さむい」
「目をつぶる→
つむる」のように、
「Pa→Ma」行の転移は確実なので「Pati」の解釈を採ったが、
「Mata. 又、
股：∧型・∨型地形」
「Matu．末（マツの読みは呉音だが、倭語の可能性が高い）
：崖端、谷端」

の系列語の「Mati」は、第四章『言葉と地名』の「松の木峠」で詳しく検証したい。
田町のような、都区内の地名を古い伝承を留めた江戸時代の町域に戻し、地形語の解釈で
古地形を復元すると、定説どおりに、江戸城の外濠は自然地形を絶妙に生かした造形と捉え
られる。この辺が戦国乱世を体験し、自然地形の性質を熟知した武将のみが成しうる業績と
いえ、徳川家康という人物の器量を実感できる。
本郷の田町は、東京大学がある本郷台の台地西端に位置して、二股谷南側の谷、いまの本
郷四丁目と五丁目を分ける谷をのぼる坂道に、
「菊坂」の古名が残されている。江戸時代の
菊坂田町は、小川が流れるこの谷の入り口にあった。
（地形図は、根岸線本郷台駅に提示）
田町駅が属した「芝田町」は、今の芝五丁目と三田三丁目の第一京浜国道の少し北東側と、
東海道本線の間の細長い地域にあった。明治時代の古地図にこの様子が記録されて、慶應義
塾大学部が載っているのも興味ぶかいので、この地図をあげよう、
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図 1-28

明治 40 年の東京市芝區三田村、田町付近 『明治・大正

東京散歩』人文社

上図は、明治 40 年に刊行された『東京四十五區地界入地図』から、東京市芝區三田村、
田町付近をとり出した。明治 5 年に開通した「新橋～横浜」間の東海道線のうち、
「新橋～
品川」間が海の中を走っていた史実を記録したばかりでなく、明治 42 年 12 月 16 日に開業
する山手線「田町駅」を、海の中に建設している途中を記録した貴重な地図である。
平安時代中期の『和名抄』にのる武蔵国荏原郡御田郷に比定される港区三田が、地図には
「芝區三田村」と記されており、江戸時代に田町の語源『水辺、水際』の意味が継承されて
いれば、田町でなく、
「田町村」と命名されたはずだった。
田町駅の品川寄り、いまの「札ノ辻陸橋」の手前から大きくカーブする路線は、品川操車
場への接続のためでなく、最初から曲げて敷設されたことが判る。この図を見ただけでも、
旧東海道の両側、細長い地域に付けた田町に、
「田んぼが町になり、田町とついた」俗説が
まったく通用しないことがお判りになるだろう。
「田町」は、芝區田町のように、水際の細長い地域につけた例が多いのは不思議な現象で
ある。この様子を見ると、布切れの「襠（まち）：衣服の布の幅の不足した部分に別に補い
添える布〈広辞苑〉」と、何らかのか関係あるかもしれない。いずれにしても、
「たまち」は
難解な地名であり、漢字の意味がまったく関係しない名称と言えそうである。
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(19) 浜松町 地平

4.0ｍ

港区海岸

明治 42（1909）年 12 月 16 日

山手線は品川から田端まで、京浜東北線と並んで走る。京浜線は、東京駅が誕生した大正
3 年 12 月 20 日から「田町～東京」間を山手線の線路を借りて「横浜～東京」間を運行した。
山手線が環状運転を始めた大正 14 年 11 月 1 日に上野駅へ乗り入れ、12 月 1 日に田端駅ま
で延長した。昭和 3 年 2 月 1 日から東北本線「田端～赤羽」間に複線を併設して電車運転を
開始、昭和 7 年 9 月 1 日に「赤羽～大宮」間を電化して東北本線へ乗り入れたときに、通称
を京浜線から「京浜東北線」に改めている。
「田町～田端」間の山手⇔京浜東北線を分離する複々線を併設したのは昭和 31 年 11 月
19 日、東海道線の全線電化を完成した当日だった。昭和 11 年に着工した分離工事は戦争の
影響で中断したが、昭和 24 年に再開された。当初は横須賀線、京浜東北線電車の一部が走
る快速線にする予定だったが、通勤路線の混雑がひどく悪化したため、山手・京浜東北線の
強化が優先された。東海道線から横須賀線を分離したのは昭和 55 年 10 月 1 日で、
「品川～
東京～錦糸町」間を地下で結び、総武本線との相互乗り入れを実施した。
昭和 63 年 3 月 13 日から、京浜東北線が日中「田町、東京、秋葉原、上野、田端」駅停車
の快速運転を開始。平成 14 年 7 月 14 日に東京モノレールをＪＲグループに加えたため、
浜松町駅を追加して、「田町～田端」間各駅停車の山手線と共に、戦前の計画を実現した。
田町駅を出るとすぐ、右手に羽田空港から来た「東京モノレール」が現われる。この合流
点から半径 600ｍのカーブを大きく左に曲がり、モノレールが頭上を乗り越して「浜松町駅」
に着く。浜松町駅の京浜東北南行・山手外回りホームの田町駅寄りに、鉄道 80 周年を記念
して昭和 27 年に作られた「小便小僧」の石像がある。地元の方々が季節や祭事に合わせて
衣装を着せ替え、60 年もの間、可愛らしい姿が乗客の目を和ませている。
浜松町駅本屋がある港区「海岸」は、芝海岸通という旧町名を詰めて昭和 40 年 3 月 1 日
に生まれた住居表示である。現代の地名として意味がわかりやすく、短いのも好ましいが、
何故かぶっきらぼーな印象を与える不思議な町名である。浜松町駅本屋所在地が、駅を一歩
踏み出したところにある港区「浜松町」でないのは、なぜかと問われても、行政区画がこう
定められているから、としか答えられない。品川駅が最初に設置された場所は、ホーム最南
端が荏原郡北品川村との境界線、八ッ山橋と数ｍしか離れていないところにあり、目黒駅か
ら権之助坂を 100ｍほど下れば目黒区に入って、新宿駅構内の甲州街道より南の地域は渋谷
区千駄ヶ谷に属している。こんなことは普段どうでもよく、重箱の隅をほじくる作業をする
のは、地名と歴史の相関関係を見い出したい、という願望による。
浜松町は、江戸時代初頭に海を埋め立てて開発したため、付近に地番もなく、慶長年間
（1596～1614 年）に増上寺代官、奥住久右衛門が名主をつとめたので「久右衛門町」をな
のり、元禄 9（1696）年、遠州浜松を出自とする権兵衛なる人物が名主になって、
「浜松町」
に改めたという。付近の町名すべてが江戸時代以降に命名された史実が大切である。
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これほどはっきりした記録が残された町の
起源に異説を唱える気はしないが、名主が代わ
っただけで、町名を改めたのは不思議な印象を
与える。権兵衛さんは、よほど有能な名主で、
人々の信望も篤く、町に多大な功績を残したの
だろう。以前の町名が久右衛門町なら、江戸時
代中期の新田名にも使われた権兵衛町でも良
さそうだが、この名であったら、駅名に登用さ
れることもなく、名主の権兵衛氏が現代にまで
伝えられることはなかったろう。
左図 29 も、明治 40 年に刊行された『東京市
十五區地界入地図』から、浜松町付近を抜き出
したが、陸地化の時代が古い田町駅周辺より、
開発が進んでいるのが面白い。これは、図の中
上の海側に、寛永年間から将軍の御鷹場だった
「芝離宮庭園」があったからである。
図の真ん中を流れる、古川の北側に設けた駅の名に採用された「浜松」の大字は予想外に
少ない次の六ヶ所で、地名の共通項は「海、浜」と考えて良さそうである。
東京都港区浜松町

静岡県浜松市元城町

神奈川県横浜市西区浜松町

兵庫県西宮市浜松原町

新潟県新潟市関屋浜松町

熊本県水俣市浜松町

とおとうみ

ふ

ち

はま まつ

平安時代の『和名抄』にのる遠 江 国敷知郡濱松郷、いまの静岡県浜松市の市名発祥地は、
徳川氏ゆかりの浜松城（浜松市中区元城町）付近に比定され、
「Famamatu＝Fama．浜、食む：
水際、崖端＋mama：崩れやすい水際の崖（まま：柔らかい御飯）＋matu．末：崖端、谷端≒崖端
の浜辺」は、三方ヶ原台地東南端にある浜松城の地形に合致する。付近が 5,500 年前の縄文

海進時は海に面し、浜松城西方の蜆塚貝塚（しじみづか。浜松市蜆塚：縄文時代前期～晩期）、
南方の伊場遺跡（浜松市東伊場：縄文時代後期～鎌倉時代の長期複合遺跡。遠江国敷知郡の郡
衙推定地）は、全国の考古遺跡の中でも、とくに著名なものである。

上の明治 40 年製『東京市十五区番地界入地図〈人文社〉』をみると、東京市芝區濱松町付
近には濱町、濱嵜（浜崎）町などの地名があり、濱松は元々この地にあった雰囲気も感じと
なぬし

な

な

れる。
だが 300 年以上の歳月を隔てた今日に名をのこす、
『名主の権兵衛→名無しの権兵衛』
氏の偉業をたたえ、出身地の浜松を、浜町のうえに掛け合わせて生まれた町名と考えよう。
（㊟

「名無しの権兵衛」には、深川や日枝神社に起源を置く、諸説がある）
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(20)

新

橋 高架

8.2ｍ

港区新橋

明治 42（1909）年 12 月 16 日

浜松町駅をでた山手線電車は、京浜東北線・東海道本線・東海道新幹線と並んで直線区間
を走る。昭和時代は新幹線の海側に「品川～汐留」を結ぶ貨物線があった。が、昭和 61 年
11 月 1 日に汐留貨物駅が廃止され、昭和 62 年 3 月 31 日→4 月 1 日に、日本国有鉄道から
ＪＲ東日本への移管セレモニーを梅小路蒸気機関車館の「C56160：もと横浜機関区所属」を
交えて汐留駅で行ったのち、最初の鉄道、
「品川～新橋」間の路線は撤去された。
ところが汐留から品川、大井埠頭を経て東京貨物ターミナルへ行くこの路線…大汐線…
と、羽田の地下を通る東海道貨物線を活用し、オリンピックに向けて浜松町付近で東海道本
線に結びつける「浜松町～羽田」間の路線建設を平成 26 年 7 月に決定した。
直線状に汐留へ向かう旧路線から分岐した痕跡を留めて、四つの複線は、左へゆっくりカ
ーブして「新橋駅」に到着する。新橋駅の有楽町側も右に大きくカーブして、古くから鉄道
ファンの撮影ポイントとして注目されてきた。このＳ字カーブが、
「新橋～上野」間へなか
なか鉄道を伸ばせなかった事情を語っているので、
「有楽町駅」で取り上げたい。
Ｓ字状の四複線は、汐留（住居表示は、昭和 40 年 7 月 1 日より東新橋）付近から、高架橋
を登りはじめ、建設当時の町名を留めて、今も赤レンガアーチ橋の鉄橋脇に記されている
「第一源助町、第二源助町、日蔭町、烏森町」橋を通って「新橋駅」へ到着する。駅を支え
る「烏森町橋」はテレビニュース画面の背景として、駅前に展示した蒸気機関車「C11292.
もと姫路第一機関区所属：播但線・姫新線・赤穂線で活躍」と共に、あまりに有名である。

何度もふれたように、新橋駅の旧名は「烏森駅」だった。大正 3 年 12 月 20 日に東京駅が
開業して東海道線の始発駅になると、行き止まりの旧「新橋駅」は御用済みになり「汐留」
貨物駅と改称し、全国に知られた「新橋」の駅名だけを烏森駅が引きついだ。
鉄道院としては珍しく、市街地の駅に田舎くさい地名を採用したのは、烏森駅の寿命を数
年と予定しての行動だった。体裁を特に重んじた鉄道院が、長期間この名を使う意思を持っ
ていたとは考えられない。これは、横浜駅が「桜木町⇒高島一丁目⇒高島二丁目」へ駅を移
転するたびに、本来の横濱（横浜市中区山下町）から離れていっても、
「横浜駅」の名を手放
さなかった史実に表わされている。
わが国最初の赤レンガ高架線にのる現「新橋」駅は、駅開設時に東京市芝區烏森町に所属
した。新橋にまるで縁のない戦時型 C11 を展示する駅前広場に通じる道路の奥に、鉄筋コン
クリートの社殿と奇妙な形の鳥居をもつ、平安時代の創建を伝える烏森神社が鎮座する。
地名解釈は難しく、
「Karasumori＝Kara：カラカラ、ガラガラな砂礫地＋su. 洲。rasu⇔sura．
擦る：砂地＋sumo，tumo. 積む＋mori. 盛る≒干上がった砂地の洲にできた砂丘」と解いてみ

よう。少数音型を含む「Krasumori」のカラスと、森はあまり相性がよくない地形語にみえ
るので、海辺の砂地につけたカラスという地に、砂丘、または森ができて「烏森」が生まれ
たと考えられるかもしれない。
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旧「新橋」駅の名は、港区新橋と中央区銀座の境界にあった外濠に、慶長 9（1604）年頃、

新橋一丁目と銀座八丁目の中央通り（銀座通り）に架けた、
「新橋」の橋名から採ったと伝え
られている。新橋は江戸中心街の終点にあったため、市街に入る通用門の役割を果たして、
宝永 7（1710）年に芝口御門が建造されて「芝口橋」と改名した。しかし享保 9（1724）年
に芝口御門が焼けた後に、通用門が再建されなかったため、橋は旧名の「新橋」に戻された
という。いまは外濠も埋めたてられ、橋があった場所の上を東京高速道路が走り、往時を忍
ぶことなど不可能だが、わずかに「新橋」の名をもつ一本の橋柱が残されている。
信憑性が高い、有名な伝承を疑う人は少ない。が一部には、新橋の名をつけたからには、
それ以前の橋名が記録にないのはおかしいと見る説と、芝口御門が焼けただけで、なぜ旧名
の新橋に戻したかへの疑問をもつ説がある。
芝口は、芝方面から江戸市街へ入る通用口の意味で、古名のない新橋より理解しやすい名
である。通説に反した解釈を信条とする本サイトは、当然この意見に賛同するわけで、品川
線「新宿、板橋」駅に地形語の解釈を取り入れているのに、
「新橋」だけを、例外として扱
えない。もうひとつ、本サイトなりの疑問点を加えると、赤坂田町からつづく外濠は、別名
「新橋川」とよばれ、新橋一丁目より下流は「汐留川」を称していたことである。
全国の川と橋の関係を調べると、川名から橋の名をつけるのが定道で、橋を先に架けてい
た処に後から川が流れることがないように、逆の例は見られない。昭和 40 年 7 月 1 日の住
居表示実施で、東新橋に換えて抹消された、
「汐留」の解釈は次のようになる。
Sifotome＝Sifo．汐：しぼんだ地形、∪型地形＋foto. 秀処、富登：女性器、∪型地形＋me.
目、女：湿地、窪地。tome：行き止まり。少数音型をふくむ Sifotome は、∪型の
入江と海水の流入する限界を、合わせて表現した地名。

汐留の地名を採った汐留川の存在をみれば、新橋川も「新橋」という地名を採用した川の
名前、と考えるのが素直な発想になる。なお、橋名を採った日本橋川は、神田川の流路を御
茶ノ水経由に変えた江戸時代初期の命名で例外になる（旧名は平川、江戸川、道三堀：神田駅
で解説〉
。

ここまであげた「烏森、汐留」と、これから検証する「新橋」は、地形地名の可能性が高
いので、現代の地図、地形からは想像できない『地下基盤地形図』を提示したい。
次の図に、真ん中上から左下に向かって「東海道本線」が描かれ、左中上に「東京駅」と
「有楽町駅」
、左中に「新橋駅」
、その下に「汐留駅」が記されている。左上端が淀橋台地の
「皇居、霞が関」で、左下から左上に入り込む海が「日比谷入江」、真ん中から右へのオレ
ンジ色の部分が「日本橋台地（江戸前島）」である。左下に「浜松町駅」が記入されている
が、江戸時代初頭に埋め立てる前は、海（白色）だった様子を示している。
いまは平坦地にビルが林立する「新橋」周辺も、徳川家康江戸入城以前は、全く違った姿
であった。この地形であれば、地名解釈を適用できるのである。
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図 1‐30 「浜松町、汐留、新橋、有楽町、東京」駅周辺の、地下基盤地形図
関東大震災後の昭和 4 年に、帝都復興院建築局が作成した東京の地下地質図の一部

日本の自然 6 『日本の平野』
〈市原実ほか
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1987 平凡社〉より転載

前ページの地図は、大正 12 年 9 月 1 日の「関東大震災」直後に、内務大臣に任命された
後藤新平が『帝都復興院』を創設し、建築局に作らせた『地下基盤地形図』の一部である。
大震災の被害調査で、はっきり解ったのが、地盤のしっかりした台地上と、軟弱地盤の上
に建てた家屋の罹災状況がまったく違う事実だった。そこで、東京・横浜の地下構造を明ら
かにするため、東西・南北方向を 500ｍごとに区切って、約 800 箇所のボーリング調査を行
ない作成されたのが、この『地下基盤地形図』である。
（左図は新橋付近の拡大図）
図の橙色の部分が日本橋台地（江戸前島）、白い
部分は軟弱地盤（江戸湾、日比谷入江：縄文時代は
海）を表わしている。これほど広範囲におよぶ地

質調査は後の時代にもなく、様々なデータを集成
した『地下基盤地形図』は、わが国地質学の基礎
を確立すると同時に、土木・建築学への貢献も計
り知れないほどあった貴重な資料である。
江戸時代初頭に日比谷入江が埋め立てられて、
ビルが林立した現在の地形から想像できないが、
この下に隠れた地下基盤地形（第三紀と第四紀更
新統層） を見ると、中下の「汐留：∪型の入江 」

にはＹ型の入江があり、中央の「烏森：干上がっ
た洲にできた砂丘」は、日比谷入江に面した浜状

地形、中上の「新橋：∪型湿地の端」は、湾入部
右奥に位置する様子がわかる。
有楽町、八重洲が緩やかな浜辺にあった史実は
興味ぶかく、
「有楽町、東京」駅で検討しよう。
新橋の地名解釈は、新宿と同様に撥音を倭語に戻して、
「Simupasi＝Simu. 浸む：湿地＋
mupa⇔pamu．食む：∪型・∩型地形の水際＋pasi．端」と解けて、もとは日比谷入江の湾だっ
た地下基盤の地形に合致する。全国大字名の新橋をあげよう。
宮城県石巻市新橋

長野県松本市新橋

×山形県酒田市新橋
茨城県稲敷郡東町新橋

×静岡県御殿場市新橋町
→稲敷市

×静岡県富士市新橋町

千葉県印旛郡富里町新橋 →冨里市

×静岡県浜松市新橋

東京都港区新橋

×大阪府守口市新橋寺町

×神奈川県横浜市泉区新橋町

×大阪府門真市新橋町

新潟県柏崎市新橋

山口県防府市新橋町

石川県輪島市新橋通

鹿児島県曾於郡松山町新橋 →志布志市
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×印をつけた「新橋」は、5 万分の 1 地形図で見るかぎり橋がなく、ここには「湿地端」
を想定するのが理解しやすい。
新橋の地名解釈に入る「mupa」を、倒置語の「Pamu．食む：∪型地形の水際、崖端」の意
味としたのは、
「越後国蒲原郡：Kamupara＝Kamu. 噛む：∪型地形の水際、崖端＋mupa＋para.
原：台地→かんばら」の起源地名が、蒲原の津（湊）と呼ばれた新潟市中央区蒲原町に特定

できること。
「常陸国茨城郡茨城郷：Muparaki→Uparaki→いばらき」が茨城県石岡市茨城に
比定され、常陸国府（石岡市総社）に近接して郡役所が置かれた茨城が、地形から見て、霞
ヶ浦へ注ぐ恋瀬川の湊であった可能性が高く、倒置語（mupa⇔pamu：∪型地形の水際）の意
味を重視して、
「Mupa＋para, 原：台地＋raki⇔kira. 切る：崖端≒台地端の湊」と解いた。
この音型が茨城県水戸市の「千波湖：センバ←Semupa」や、千葉県印旛郡にある「印旛沼：
インバ←Imupa」に使われたところも注目すべきである。
図 30 の『地下基盤地形図』を参照して、日本橋台地（江戸前島）が陸地化した時代を縄
文時代後期から弥生時代と考えると、新橋駅の「新橋」
、そして新橋駅の改札口に名を残す
「烏森のカラス、汐留」は、弥生時代の命名が考えられそうな感じがする。
こ び き チョウ

次の図は、明治 17 年 2 月に測図された五千分の一東京図、
『東京府武蔵國京橋區木挽 町
近傍』の一部をとり出したものである。

図1

31

五千分の一東京図、『東京府武蔵國京橋區木挽町近傍』
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ここに、明治時代中期の「新橋停車場」の姿がきれいに描かれているのが素晴らしい。
『地下基盤地形図』を対照すると、中上の外濠より上の地域（今の千代田区内幸町、中央区
銀座七～八丁目）に「新橋湾」があったように見える。地図の左上から、右上へ流れる川が

「新橋川」と外濠で、現在は左中上の外濠から「土橋」で直角に曲がり,「新橋」と記され
た橋から、再び右へ直角に折れて西銀座へゆく「東京高速道路」が走っている。ここから右
下へ流れる川が「汐留川」で、
「新橋」が架かる道が、中央通り（銀座通り）である。
地図には、明治 42 年 12 月に建造した「山手線、東海道本線」は載っていないが、中左上
の外濠の中に「山手線、京浜東北線、東海道本線、東海道新幹線、東京高速道路」が詰め込
まれた。この外濠と旧新橋駅（→汐留貨物駅）の南端を結んだ線上に「山手線・東海道本線」
が敷設されている。現存する赤レンガアーチ橋が、鉄橋脇に建設当時の町名を記しているの
で、地図と対照すると、どのルートに建設されたかがすぐ判る。
山手線・東海道線の赤レンガアーチ橋は、汐留町二丁目から「源助町、日蔭町（地図では
日影町）
、烏森町、二葉町」を通って外濠へ入り、地図の北側の「内幸町、内山下町」を経て

数寄屋橋から「有楽町」へ連なっている。
約 100 年前の精緻な地図と、いまも活躍する建造物に残された旧町名が正確に対応する
例として、たいへん貴重な資料といえよう。
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(21)

有楽町 高架

7.5ｍ

千代田区有楽町

明治 43（1910）年 6 月 25 日

赤レンガアーチの烏森町橋、「新橋駅」を出ると、電車は右に曲がりながら「二葉町橋」
から、土橋の脇を通って、直線状の元外濠に建設した「内幸町（うちさいわいチョウ）橋、
内山下町（うちやましたチョウ）橋」の赤レンガアーチ橋上を走り、第一・第二有楽町橋の
上を右に曲がって、第三有楽町橋に設けた「有楽町駅」に到着する。
明治時代末に高架線を建造したときは山手線、東海道線の複々線アーチ橋だけだったが、
昭和 17 年に東海道線「品川～東京」を結ぶコンクリート・ラーメン橋が増築された。内幸
町橋・内山下町橋の銀座側に併設した白いラーメン橋は、アーチ型に多少の装飾を加えて造
られた。わずかに残る外濠や、ここを走るミカン山を連想させたオレンジとグリーンに塗り
分けた湘南電車、白砂青松のクリ－ムとブルー、横須賀線電車とよく似合っていた。
だがこの景色も、昭和 36 年に東京高速道路、昭和 39 年の東海道新幹線の高架橋が外濠
を埋め尽くして、
「忘却とは忘れ去ることなり」と諭した『君の名は』のごとく、数寄屋橋・
外濠と共に、忘却の彼方へ消え去った。
明治 42 年 12 月 16 日に「上野 池袋 新宿 烏森」間の電車運転を開始した市街連絡線
は工事も順調にすすみ、半年後に有楽町へ延長され、9 月 15 日には東京駅北端までの路線
を完成した。永代通りをまたぐ呉服橋鉄橋の南に、呉服橋仮停車場が設けられ、巨大な中央
停車場（東京駅）が完成するまで、山手線は「上野 池袋 新宿 呉服橋」間を運行した。
「浜松町～東京」間の路線（図 30）を見てお判りのように、この区間は緩やかな∩型の曲
線を描いている。なぜ、
「汐留～東京」間を一直線に結ばなかったか、という疑問が湧く。
これなら、わざわざ烏森駅を新設することもなく、旧新橋駅にあった機関庫、客車操車場な
どの施設を東京駅に移転する必要もなかったはずだった。だが、先に記したように、新橋は
外濠で隔てられた江戸中心街の外れにあたり、
「汐留～東京」の直線ルートには、東海道の
『銀座通り』を横断する大問題が存在した。
明治 5 年に赤レンガ造りの道路と二階建て鼠レンガの建物に統一し、
「文明開化」の象徴
になっていた東京名物、
『銀座煉瓦街』を分断することなど、帝国鉄道庁（明治 41 年 12 月、
鉄道院に改組）の力をもってしても不可能で、これが長い間、新橋から北へ線路を伸ばせな

い理由のひとつだった。そこで市街連絡線は、銀座通りをさけて西へ大きく迂回するルート
を選び、外濠の内側を通る路線を選定した。しかし、この地域にある軟弱地盤に、どのよう
にして高架線を建造するかの難問が介在した。
「品川～新橋」間は海中に石積みの築堤を建設しても問題はなかった。だが「江戸の街」
として市街地が形成されていたこの区間では、住民の往来を妨げて、山手線・東海道線の
複々線を敷設するために、路盤幅の二倍近くの用地を必要とする築堤方式は、日本の帝都、
東京市街の景観のうえでも採用できる工法ではなかった。
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工法の比較対象になったのは、高架線を全線鉄橋（輸入品）にする案と、レンガ積み連続
アーチ橋（国産）案だった。とくに問題になったのが耐震性で、前者は軽量で問題はなかっ
たが、後者は 2 ㎞におよぶ長大な連続アーチ橋を造った経験もなく、アーチ橋は一ヶ所が崩
れると連鎖的に崩壊し、耐震性が鉄橋より数段おとると疑問視されていた。
そこで、過去の実例を詳細に検討すると、明治 27 年 6 月におきた東京地震（Ｍ 7．震源：
江戸川河口）では、レンガ造りの建物の大半が損傷しなかったことに加え、レンガ積みで造

られた甲武鉄道（中央本線）の「四ッ谷～信濃町」間の御所トンネルに被害がなかったこと
から、自前の技術で出来る、レンガ造り連続アーチ橋が選定された。
明治 24 年 10 月の濃尾大地震（Ｍ 8）でレンガ造りの建造物が損壊した史実を重んじて、
鉄橋案を選んでいたなら、保守費と騒音の問題から、市街連絡線が現代にまで生き続けるこ
とはなかっただろう。これは明治 37 年 4 月に敷設した総武鉄道「両国橋（現両国）～亀戸」
間にあった鉄橋造りの高架線が、昭和 8 年 3 月の電化工事に際して、鉄筋コンクリート製
ラーメン・スラブ橋に改築された史実に示されている。
新橋から有楽町にかけ、銀座通りと日比谷通りを、建物と地面の関係に注意して歩くと、
両者がまったく違う様子がわかる。銀座通りの建物は地面にきちんと接して立っているが、
日比谷通りの古い建物の大半が「抜け上がり」とよばれる現象から、建物の入口に階段を追
加している。これは地盤沈下によったもので、日比谷入江を江戸時代初頭に埋めたてた日比
谷と、江戸前島とよばれた日本橋台地上に立地する銀座付近の地質構造の差に発した現象
である。付近に日比谷公園があるのも、明治時代初頭に官庁街を建設しようと計画をしたが、
地質が極端に悪いため、淀橋台地の霞が関に変更したなごりを留めたものという。
日比谷は「Fipiya＝Fipi．ひび：割れ目、入江＋piya：冷やす。pipa：水端、水辺」と解釈
され、現代にも「江戸前の魚」に名をのこす江戸前島は、
「江戸＝Yeto，Peto．辺戸：入江、
湿地端〔petopeto〕。江戸は皇居東御苑付近の旧地名：旧神田川河口」を採った島名であった。

日比谷に地盤沈下の現象がみられるように、市街連絡線のルートにも縄文海進の別称、
『有楽町海進』の起源になった有楽町層という粘土、シルト、砂礫層が 20ｍほど堆積した
軟弱地盤（「烏森～有楽町」間：新橋湾）が介在する。この地質構造に差がある地域に高架線
を築くことは、経験のない当時の技術ではたいへん難しかったと伝えられる。
そのため、高架線は極めて慎重、かつ丁寧に建造されたのであった。軟弱地盤の基礎杭は
長さ 16ｍ以上、真っ直ぐな山形産の良質松丸太に限り、レンガアーチの基盤面は地下 6ｍも
の深さに及んで、
レンガ積みも一人一日 370 個以上を積んではならぬと定められたという。
完成時に側面とアーチの下面しか見えなくなるレンガも、毎日緻密に積み重ねてセメント
で固めたのち、ブラシで丹念に水洗いをしたと記録されている。
建設職人が暇をもて余して困ったという逸話まで残された、この極めつけといえる入念
な工事が、レンガ造りの銀座界隈を壊滅的な状況に陥れた「関東大震災」に微動だにせず…
一部でわずかに傾斜したが、すぐ復旧された…、百年の歳月を重ねた今日に、日本一過密な毎
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日 1,100 本以上の電車を運転する山手・京浜東北線を支える基盤として生き続けている。
さらに、銀座通りをさけて日本橋台地端の絶妙なルートを選んだ∩型高架線は、掘割に接し
ていたことに加えて、余裕をもって用地を確保していたため、後に山手⇔京浜東北線を分離
する複線（昭和 31 年 11 月 19 日竣工）を併設、東海道新幹線（昭和 39 年 10 月 1 日開業）を
地上で東京駅に乗り入れ可能にした功績は高く評価されている。このスペースがなかった
なら、東海道新幹線は新宿を起点にしたルートが選ばれた可能性もあり、
「汐留～東京」間
高架線西側の、くすんだ赤レンガの連続アーチ橋の中には、現代の私達が見習うべき興味ぶ
かい歴史が秘められている。
そこでようやく、迂回ルートに設けた「有楽町」駅に話題を転じよう。御承知のように、
この名は織田信長の弟、有楽斎長益がここに住み、茶道有楽流を興したことに由来したと伝
えられる。外濠に架けられた数寄屋橋も数寄屋造りの茶室に名を発し、家柄といい、非の打
ちどころがない伝承をもつ「有楽」町は、繁華街として日本一の名声を博す銀座に最適の名
称で、これ以上の町名を創作することは、何人をもってしても不可能といえよう。
この有楽斎の伝説が、明治時代初頭の『東京府志料』に初めて登場した史実と、我が国の
地名に、人名を採った例が皆無に近いことを頭におき、全国の「有楽」地名を列挙して、読
み方で区分をすると、以下のようになる。
ゆうらく
栃木県足利市有楽町

岐阜県岐阜市長良有楽町

埼玉県所沢市有楽町

岐阜県羽島郡笠松町友楽町

東京都千代田区有楽町

愛知県豊橋市有楽町

新潟県新潟市有楽

愛知県半田市有楽町

福井県福井市有楽町

三重県桑名市有楽町

山梨県塩山市上於曾字有楽町 →甲州市

山口県徳山市有楽町 →周南市

秋田県北秋田郡鷹巣町鷹巣字有楽町

→北秋田市

うらく
青森県西津軽郡木造町有楽町 →つがる市
うら
長野県長野市松代町松代字有楽町

岐阜県高山市有楽町

有楽町は、流用名と考えられる徳山市有楽町（現周南市）を除くと、東海地方以東に分布
する地名群に位置づけられる。目をひくのが、有楽を「うら：浦、裏」と読む地名があるこ
とである。日比谷入江が埋めたてられる以前に、有楽町駅付近が「江戸前の魚」の名を残し
た江戸前島の漁村（老月村）であったという伝承、有楽町層が堆積した付近の地質構造と一
致することが気になる。そこで、新橋駅にあげた『地下基盤地形図』を思い出していただき
たい。有楽町は緩やかな凹凸のある海岸線上に位置して、縄文時代後期以降の江戸前島生成
時に入り江、「浦」があって不思議のない地形なのである。
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また、織田有楽斎（うらくさい。1547～1621 年）は、13 歳年上の兄、信長とは全く性格を
異にして、
「本能寺の変、大坂冬の陣、関ヶ原」などの現場に居合わせながら、人に利用さ
れるだけで、とりたてて実績を残さなかった不思議な人物である。後年、大和に所領をえて
茶の道にはげみ、江戸城内の有楽町に屋敷を構えた（？）というが、東日本各地に有楽町の
名を残すほど活動的な人ではなく、江戸に来なかったという説もある。
双方を合わせて考えると、付近は江戸時代以前に「浦」
、
または「Yura, 由良：緩やかな入江」
、あるいは「Uraku＝
Ura．浦＋raku⇔kura．剥る、くり抜く：∪型地形」と呼ばれ
ていた可能性が出てくる。
町名を丸ノ内に替えた昭和 4 年まで麹町区（今の千代田
区）の町名だった「有楽町、八重洲町、永楽町」が並んで

いた史実から、
「有楽町」は永楽町を対にした『当て字』と
考えられそうである。この辺は「八重洲町、永楽町」に建
造した次の「東京駅」で検討しよう。

図1

32「基盤地形図」有楽町付近

また、仮説ではあるが、
「Pa，Fa→Ya」行の転移を、元は町名だった数寄屋橋にとりいれ
ると、
「Sukifa：洲際＝Suki．隙：∨型地形＋kifa．際→Sukiya」の解釈もできる。この名は、
不忍池に近い台東区数寄屋町（昭和 39 年まで存在、現台東区上野二丁目）にも使われていた
地名だった。
「汐留～東京」間に建設した高架線は、数々の功績を残したが、
『有楽町』の名を全国に
知らしめたところは特筆すべきである。市街連絡線が外濠の内側を通り、有楽町を経由した
のは、元を正せば「銀座煉瓦街」に起因した。
いまも赤レンガ造りの高架橋が生きている『有楽町』
、赤レンガ造りの道路、二階建て鼠
レンガの建物を関東大震災で喪失した『銀座』の不思議な因縁は、歴史研究の醍醐味を実感
させる好例といえるだろう。
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(22)

東

京 高架

7.5ｍ

千代田区丸ノ内

大正 3（1914）年 12 月 20 日

山手線電車は、第三有楽町橋の「有楽町駅」を出てすぐ、第四有楽町橋を左に曲がり続け
て「東京駅」構内に入り、大正 8（1919）年から平成 7（1995）年まで、中央線用ホームだ
った④番線（もとは②番線）に到着する。着発線の変更は、地平ホームだけでは許容能力を
こえた東京駅に、長野（北陸）新幹線を受け入れるための関連工事だった。
まず中央線を三階に上げて、もと中央線用第一ホームを京浜東北・山手線用とし、第二
ホームを山手・京浜東北線の逆方向に変更、第三・第四ホームを東海道線用、第五ホーム
を東北・上越・北陸新幹線用に改築、平成 3 年 6 月 20 日から東北・上越新幹線に使って
きた第六ホームをそのままにして、ホームを順送りに移動した珍しい工事だった。平成 4
年に始めた中央線を三階にあげる工事は平成 7 年 7 月 2 日に完成し、その後、上記の順番
にホームを改築して、平成 9 年 10 月 1 日に長野（北陸）新幹線を東京駅に迎え入れた。
東京駅は、常に槌音の絶えない駅として知られる。平成 24 年 10 月 1 日に東京駅本屋を
第二次世界大戦の戦災をうけて形を変えていた姿を、戦前の丸型ドームと三階建に戻して、
赤レンガ・白レンガの対比も渋い、建造当時の落ち着いた姿に復元して人気を集めている。
駅構内も大改装が加えられて、デパートの食品売り場も太刀打ちできない盛況である。
平成 27 年 3 月 14 日に、北陸新幹線の「長野～金沢」間が開通して、18 年前から長野・
北陸の名を混用してきた新幹線も、
「北陸」新幹線に一本化された。おなじ日に、昭和 58 年
に東北・上越新幹線の東京駅乗り入れのため撤去した、東北本線の「東京～秋葉原」間の在
来線を新幹線の高架線上に復活させて、東海道～東北本線間を直通運転にした『上野・東京
ライン』が開通した。
我が国の首都である東京は、
「東の京都（みやこ）」の意味で命名されたが、根幹に置かれ
たのは、慶応 4（1868）年 7 月 17 日に発せられた、明治天皇の詔書だった。
『朕、今万機ヲ親裁シ、億兆ヲ綏撫ス。江戸ハ東国第一ノ大鎮、四方輻湊ノ地、宜ク親臨
以テ其政ヲ見ルベシ。因テ自今、江戸ヲ称シテ東京トセン。是朕ノ海内一家、東西同視スル
所以ナリ。衆庶此意ヲ体セヨ』
。
東京が、地名として登場したのは、慶応 4 年 7 月 17 日に、江戸を「東京」に改めたこの
詔書が最初である。9 月 8 日に慶応を『明治』と改元し、10 月 13 日に明治天皇が江戸城に
入られて、城の名を「東京城」と改名された。この時だけ小地名の「東京」が存在したが、
12 月に天皇が京都へ戻られて、翌明治 2 年 3 月 28 日に東京城へ入城された折に、東京城を
『皇居』に改められたため、わずか 5 ヶ月で「東京」という小地名は失われた。これ以後
「東京」は、地域名として使われてゆく。
東京の表玄関、当初は中央停車場とよばれた「東京駅」は、東京市街線の建設が遅れたこ
とから、官設鉄道のない沖縄県を除く全国 46 都道府県の県庁所在地と同名の駅（福岡市は
博多駅）のなかで、44 番目に開設した駅に位置づけられている。
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東京駅より後に誕生したのは、土讃本線高知駅（大正 13 年 11 月 15 日）、予讃本線松山駅
（昭和 2 年 4 月 3 日）の二駅だった。最初に鉄道を敷設したのは東京、全国各地に鉄道が普

及した後に中心地へ駅を設置したのも東京。というのは奇妙な現象だが、ここにはやはり、
それ相応の理由があった。
東京駅の住居表示の「丸ノ内」に示されるように、付近は江戸城の城内にあたっていた。
かつては全国の大名屋敷が軒を連ねた「丸ノ内」も、幕末から維新にかけて、諸大名が国に
引きあげたあとは無住の地になり、陸軍の施設や司法省、警視庁などがこれを利用した。
ところが「新橋～横浜」間に鉄道が誕生する直前の明治 5 年 2 月、丸ノ内から京橋、銀座、
築地一帯に大火が発して、大名屋敷は廃墟と化してしまった。焼け跡に応急措置として各施
設が立てられたものの、外濠を隔てた「日本橋、京橋」の盛況や、この火事を契機に新規に
レンガ街を創り、文明開化を謳歌する「銀座」とは違って、庶民と無縁の「丸ノ内」は、草
ぼうぼうの広大な原野になってしまった。
『大日本帝国憲法』を制定して、東海道線が「新橋～神戸」間を結んだ明治 22 年、政府
と東京市は丸ノ内を市街地に指定して、陸軍の施設を麻布に移転するなどの計画を立てた。
しかし財政難で実施のめども立たず、やむをえず民間への払い下げを決定したが、全域の一
括公募であったために買い手がつかなかった。万策つきた政府は、ときの三菱財閥の総帥、
岩崎弥之助に取得を依頼して、ようやく払い下げが実施された。
図 1 33

皇居と丸ノ内（明治 40 年）
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東京市十五區番地界入地図（人文社)

陸軍の大きな施設も移転し、「狐、狸も住まない三菱ヶ原」と揶揄された丸ノ内は、昭和
4 年から住居表示に採用された名である。それ以前の丸ノ内は「大手町、銭瓶町、永楽町、
八重洲町、有楽町」であった。市街連絡線（山手線・東海道本線）が、外濠の内側を通って
有楽町を経由したのも、用地の取得が容易であったからに他ならない。この史実をみると、
江戸時代中期に大岡越前守忠相などが活躍した南町奉行所も置かれた丸ノ内の「有楽町」と、
江戸庶民の「銀座」は、市街連絡線の開通まで、外濠で隔てられた無縁の関係だったことが
分かる。前図中下の外濠に架けた橋が、両者を結んだ数寄屋橋だった、
前図 33 で、外濠に接する右上の区画が「大手町」
、横に伸びる濠の上が「銭瓶町」
、濠の
下が「永楽町」、その下の大きな区画が「八重洲町」
、下の六区画が「有楽町」で、計画路線
として有楽町駅から東京駅への東海道線が記入されている。中央に皇居前広場、左下に日比
谷公園があるのは、江戸城建設以前、ここに日比谷入江があった様子を伝えている。
東京駅は丸ノ内の「永楽町、八重洲町」に建設された。「有楽町」が江戸前島の漁村だっ
た「浦」に発した地名であれば、地下基盤地形図からみて、
「永楽町、八重洲町」もかつて
の地形を表現した地名と推理できる。そこで、全国に分布する両者の実例をあげよう。
〈㊟

大手町は、江戸城本丸への正門、大手門に由来〉

栃木県足利市永楽町

愛知県津島市永楽町

群馬県桐生市永楽町

京都府京都市中京区永楽町

千葉県柏市永楽台

大阪府高槻市永楽町

神奈川県横浜市南区永楽町

大阪府豊中市永楽荘

富山県富山市永楽町

兵庫県神戸市須磨区永楽町

富山県高岡市永楽町

鳥取県鳥取市永楽温泉町

岐阜県岐阜市永楽町

岡山県倉敷市玉島阿賀崎字永楽町

静岡県清水市永楽町

長崎県西彼杵郡大島町永楽町

静岡県袋井市永楽町

宮崎県宮崎市永楽町

→西海市

愛知県西尾市永楽町
茨城県取手市台宿字八重洲

福岡県北九州市小倉南区八重洲町

東京都中央区八重洲

福岡県甘木市八重津

「有楽町」が東海地方以東に偏在するのに対し、
「永楽町」は関東地方以西の分布を採っ
ている。東京地名伝説に残された、付近に永楽銭の交換所があったから、永楽町が生まれ、
隣接した「銭瓶町」がこれを裏づけるという話も面白い。
銭瓶町は昭和 4 年まで存在して、いまの千代田区大手町二丁目に相当する。自然地名には
銭亀崎（長崎 勝本）（長崎 玉之浦）、ゼンカメ崎（長崎 立串）、銭瓶峠（岡山 岡山南部）（大分
大分）があり、
「Tsemukame.少数音型：∪型湿地の崖端」と解けるであろう。自然地名や字名に

数多く使われた名は、地形地名と考えて間違いないので、上記の解釈を採りたい。
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左図は新橋・有楽町駅にあげた『地下基
盤地形図』の東京駅付近の拡大図である。
図に三組の長方形の区画が記入されてい
るが、上が「永楽町」
、真中が「八重洲町」
、
下が「有楽町」を示している。白桃色部分
が縄文時代に海だった「日比谷入江」を表
現し、図 33 と多少違っているが、おおよそ
の範囲と捉えて頂きたい。
赤色の線が等高線で、永楽町に入江、八
重洲に浜と入江、有楽町にも緩やかな浜、
浦があった様子を感じとれる。
図1

34 「基盤地形図」東京駅付近

有楽が「浦」または「由良」と読めるなら、永楽は西日本を主分布域とする「Era：永良、
江良、恵良：湿地端」の解釈を採れそうである。永楽地名の大半が川、海の近くにあって、

縄文海進時には確実に川、湿地、海に面していた姿を想像できる。
また図の左上、江戸城本丸があった皇居東御苑の旧地名、江戸（日比谷入江の出入り口：
神田川→江戸川河口）は江戸前島の永楽（鰓：水の出口）を合わせて命名した可能性もあり、

東京駅の永楽町は有楽町を対にした、
「えら、うら」にあてた、高度な洒落をふくむ地名と
採るのが、
『倭語→日本語』の言葉あそびの楽しさを実感できる。
永楽町、有楽町が「鰓、浦」にあてた地名を原形としたなら、中間に位置した「八重洲」
もまた、
「Yafesu，Fafesu＝Yafe：入り組んだ地形。Fafe．碆：岩礁＋su．洲。fesu⇔sufe．末：
∪型の湿地端」と解くと、あて字から連想される地形に合致する。

東京駅前の外濠通りに説明板が立てられているように、八重洲は、ウィリアム・アダムス
（三浦按針）と共に、リーフデ号で豊後臼杵に漂着したヤン・ヨーステン（1556～1623 年。
冶容子、弥与三、八重洲）が、八重洲河岸に居を構えたためについた名といわれる。

貿易、外交、通訳、砲術指南などで徳川家康に重用されたのは確かだが、按針町（昭和 7
年まで存在。いまの日本橋室町一丁目・日本橋本町一丁目の一部。Amutsimu＝入江＋湿地＋湿
地）の町名をとって按針塚（神奈川県横須賀市長浦町）を残した三浦按針ほどの業績はなく、

「ヤン・ヨーステン→ヤヨス→ヤヘス」の音型変化も和語の定形に反している。
、
このクラスの外人が屋敷を構えただけで名が替わるほど、わが国の『地名』は柔な存在で
はない。八重洲の由来は、織田有楽斎、永楽銭・銭亀町の話と共に、明治時代初期に作った
『東京府志料』が初出で、江戸城内に、語呂合わせの名をつけるはずがないのである。
ルネッサンス様式とよばれるデザインを採用した、壮大な中央停車場は、
「駅舎は質素に
造るべし」と定めた鉄道開業以来の伝統を打ち破るものだった。この構想は、鉄道院総裁の
後藤新平が、辰野金吾博士に「世界が驚く駅舎を」と依頼して建造されたという。
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だが、東京駅の建物は壮麗だが、機能的
には問題があった。これほど大きな駅にも
かかわらず、皇居側だけを意識していて、
日本橋側に改札口がなく、新橋駅から移設
した客車操車場をまたぐ跨線橋を一本架
けて、八重洲口を開設したのは、昭和 4 年
12 月だった。
改札口は「日本橋口」と命名すべきだっ
たが、駅前の外濠に架けた橋が八重洲橋を
名乗ったため、
「八重洲口」とつけられた。 図 1 35 竣工時の東京駅

東京市街高架鉄道概要綱

もともと東京駅は八重洲町・永楽町に建設されたので、この名に問題はない。しかし、昭
和 29 年に中央区日本橋呉服橋、槇町を改名して八重洲を住居表示に採用して以来、今日に
至っている。つまり千代田区丸ノ内の旧名で、図 35 の皇居側についていた「八重洲」は、
いまは道路にかわった外濠のそと、中央区へ移動してしまったのである。
まあ、この程度のことに目くじらを立てる気はないが、ちょっとした歴史の綾が地名を移
動させる原因になるのが面白い。ちょっとしない綾は、市街高架線を迂回させたために、旧
新橋駅から東海道線の機関庫と客車操車場を、東京駅構内へ移設したことだった。
念入りに造られた高架線のうえを走る山手線電車は、
「孤舟、大河を行く」といった風情
をもって、ホデ 6100 形という電車の単行運転に始まった。この電車は長さ 16ｍ、
「上野～
烏森」間運転開始時の数は 4 両、このほかに甲武鉄道引継ぎの 4 輪単車が数両加わったが、
いまの山手線 E231. E235 系電車 11 両編成 220ｍの一編成にも及ばない陣容でスタートし
たのである。その後、通勤・通学の要になった電車は年々増備を重ね、人の住まない三菱ヶ
原に造られた東京駅もまた、駅を開設してすぐ「上野、東京、新橋、新宿、品川」という、
東京市内駅乗降客ベストスリー以内の定位置を確保した。
東京駅開業と同時に「横浜（高島町）～品川」間に複線を併設して、山手線に乗り入れた
京浜線が電車運転を開始（運転に関わる重大事故が発生したため、営業運転は大正 4 年 5 月に
再開）、大正 8 年 3 月に中央線電車が東京駅に乗り入れ、大正 14 年 11 月には山手線が環状

運転を開始、同年 12 月に東海道線の国府津までと横須賀線の電化が実施されて、さしもの
広大な威容を誇った駅構内も手狭になってしまった。
さらに関東大震災から立ち直った昭和時代へ入ると、丸ノ内ビジネス街の発展、市街地の
郊外への拡大によって急増した乗客で、東京駅はパンク寸前状態に陥ったのである。この窮
地を救ったのが、駅構内にある客車操車場と機関庫の用地だった。
大正初期に 4 本（東海道 2 本、山手・京浜 1 本、中央 1 本）で事足りた列車発着ホームも、
20 年を経過した時点で列車を増発する余力もなくなっていた。東北・常磐線列車の一部を
東京駅始発とする構想で造った「東京～上野」間の連絡線を活用する目途も立たず、東京駅
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の客車操車場の能力も限界をこえ、品川貨物操車場に 100 両以上もの客車を預けねばなら
ないほど逼迫した状態にあった。さらに品川操車場自体が許容能力を超え、
「品川～東京」
間にも複線を増設する必要があって、いずれにしても抜本改良を加えねばならない時期に
差しかかっていた。そこで、当時建設中の新鶴見貨物操車場（横須賀線新川崎駅付近）の規
模を拡大して品川の貨物施設をすべて移設し、品川を客車操車場に換えて東京駅の操車場
と機関庫を移転し、その跡地に 3 本のホームを新設する計画を立て、ようやく輸送力を増強
できる構想を整えた。
しかし、ホーム増設と「品川～東京」
間に複線を建設している最中に蘆溝橋
事件（昭和 12 年）が起こって日中戦争
を開始し、昭和 16 年に太平洋戦争へ突
入して、昭和 20 年の東京大空襲の集中
爆撃をあびて、東京駅自体が壊滅的な
打撃をうけた。平成 24 年まで、東京駅

図 1 36

本屋は北と南の丸型ドームは復旧され

東京駅構内配線図（昭和 31 年）
写真で見る『山手線百年』〈前出〉

ずに中央とおなじ三角屋根に変貌して、
著しく損傷した三階は撤去されて、二階へ縮小したところに、被害の痕跡を留めていた。
増設ホームは昭和 17 年 9 月に一本を完成、昭和 28 年 7 月と 9 月から、のこりの二本の
使用を開始した。横須賀線と京浜東北快速線に予定して併設中の「品川～東京」間複線は、
利用客が急増していた山手⇔京浜東北線の分離にあてられ、昭和 31 年 11 月 19 日、東海道
本線「東京～神戸」間の全線電化完成に合わせてようやく竣工した。
当時は戦後の復興をなしとげて、高度成長への転換期にあったために、複線電化しても、
すぐ飽和状態になった東海道本線の輸送力が問題になっていた。
ここに浮上したのが東海道線への複線増設と広軌新幹線の比較検討だった。この問題は
将来への重大な意義をもっていたが、戦前から構想されていた『新幹線』案が採用された。
この時にも、東京側のターミナルをどこにおくかの問題がおきたが、操車場跡と駅前広場の
用地がわずかにあった東京駅が選定され、路線は市街高架線の最後に残された掘割部分を
利用した。品川以西は品鶴貨物線（横須賀線）に併設し、路盤を拡大できない一部の区間は
貨物線のうえを通す綱渡りの曲芸が採用された。同時に問題になった大阪では、新淀川を二
回わたる在来線への併設をやめ、∪型迂回路線のバイパスルート（北方貨物線）にある宮原
客車操車場の敷地に、新大阪駅を開設したことを比べるのも興味ぶかい。
昭和 39 年 10 月 1 日の東海道新幹線開業の後には、横須賀線を地下に移して総武本線と
相互乗り入れを行ない、東北・上越・北陸新幹線と京葉線のターミナル、中央本線の特急「あ
ずさ」の一部が乗り入れた東京駅は、明治時代中期に「東海道、東北、信越、中央、総武」
の各線をむすぶ、大隈重信が描いていた構想を、約 100 年の歳月を要して実現した。
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東海道新幹線（ＪＲ東海）と東北新幹線など（ＪＲ東日本）は、東京駅構内で接続してい
るように見えるが、富士川付近を境界とする西日本が 60Hz の交流、東日本が 50 Hz の商用
周波数の特例として、東海道新幹線が全線 60 Hz の交流を使用しているので、線路も架線も
繋がっていない。両者を共用する技術は確立していても、ダイヤの乱れなど様々な事態を考
慮して直通運転を実施していないが、東京駅は 60 Hz・50 Hz 二つの商用周波数の架線電圧
25,000Ⅴ交流と、在来線の直流 1,500Ⅴを共用する、全国唯一の駅である。
北陸新幹線は、
「東京～高崎～軽井沢駅西方」と「糸魚川駅」周辺が 50 Hz 交流 25,000Ⅴ
区間で、
「軽井沢駅」西方から糸魚川駅周辺を除く「金沢駅」までが 60 Hz 交流 25,000Ⅴの
区間を走っている。50 Hz⇔60 Hz の接続が走行中の自動切り替えで、北陸新幹線に乗って、
「軽井沢～佐久平」間の切り替え地点を判定できる人はよほどの鉄道マニアだろう。この切
り替え装置を備えていたのは「Ｅ2」系だけだったが、平成 26 年 3 月から新形式「Ｅ7」系
が投入された。北陸新幹線の金沢開業に伴い、Ｅ7 系と同一仕様のＪＲ西日本「Ｗ7」系が
上野方面から東京駅に乗り入れているのが面白い。
東京駅は、明治の計画を忠実に実行してきたが、すでに完成した姿であるのか、さらなる
改装を加えるかは判らない。素人目には、地上も地下も満杯のようにみえる。
歴史をふり返ると、東京駅開設時の第一ホームは中央線、第二ホームが山手・京浜線用、
第三・第四ホームは東海道線用として造られていた。戦前に客車操車場を撤去して、戦中・
戦後にホームを三本増設して東海道・横須賀線の輸送力を増強した。
昭和 31 年 11 月 19 日、
山手線と京浜東北線を分離した際に、第三ホームを東海道線から山手線外回り・京浜東北線
南行に変更して、東海道・横須賀線用ホームが四本になった。
昭和 39 年 10 月 1 日には、東海道新幹線ホームを八重洲口の駅前広場に二本建造して、
東京駅の地上部分の敷地は満杯になった。昭和 51 年 10 月に「品川～東京」間の横須賀線を
地下路線、地下ホームへ移して東海道線から分離した。この移設工事は在来線に余裕を与え、
昭和 50 年 7 月に第七ホームの 15 番線を東海道新幹線用に改築した後、昭和 54 年 12 月に
14 番線も新幹線用ホームに改築して、東海道新幹線の輸送力を増強した。
平成に入ると、
成田新幹線用に予定していた 2 面 4 線の地下ホームを京葉線用に変更し、
平成 2 年 3 月 10 日に完成した。
昭和 63 年 3 月に第六ホームの使用を停止した後に撤去し、
平成 3 年 6 月 20 日の東北・上越新幹線の乗り入れに合わせて、新幹線ホームに改築した。
この後は、最初に述べた北陸新幹線乗り入れのためのホーム順送り工事が行なわれて、平
成 7 年 7 月 2 日に中央線が三階へ上がり、平成 9 年 10 月 1 日から第五ホームが、第六ホー
ムだけだった東北・上越新幹線用に加わった。第七ホームは昭和 50 年 7 月に東海道新幹線
用に改装していたので、第五～第七ホームは、すべて新幹線用に改築された。
その結果、三階の中央線用ホームが「①, ②番線」を名乗り、地上の第一・第二ホームが
山手・京浜東北線用「③～⑥番線」
、第三・第四ホームは東海道線用「⑦～⑩番線」という
東京駅開設時の姿が再現された。
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第五・第六ホームは東北・上越・北陸新幹線用「⑳～㉓番線」に、第七～第九ホームが東
海道新幹線用「⑭～⑲番線」になった。地下の横須賀線・総武本線、京葉線のホームは、そ
れぞれ「①～④番線」を名乗っている。
こうした様々な改装を施した東京駅ホームの上屋は、屋根の歴史博物館さながらの様相
をみせて開業時の面影を残す遺物は少ない。山手線外回り・京浜東北線南行用第二ホーム
（⑤, ⑥番線）の有楽町駅寄りに、上部をトラス構造にして優雅な装飾を施した 8 本ずつ
の柱が残されていたが、平成 27 年 3 月、屋根を改築した際に撤去された。
同じホームの屋根から突き出した二本の柱で左右の架線（コンパウンド・カテナリー）を
保持する緑の架線柱が 3 組、わずかに大正の香りを伝えている。
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千代田区神田鍛冶町

大正 8（1919）年 3 月 1 日

東京駅の元中央線ホームを出発した電車は、山手線の定位置に戻るため、複線の幅だけ右
側に寄りながら走ってゆくと、左上から中央線が降りて来て並び、「神田駅」に到着する。
「東京～神田」間の東北新幹線側では、外濠（日本橋川）の中に建設した首都高速都心環状
線が上をまたぐ地点から、東北本線が高架へ上り、神田駅で東北・上越新幹線の上を走って
降りるだけ。という初めて見る光景が現われる。中央本線の東京～神田間に「↘」型の高架
線が建造されたのは平成 7 年だったが、東北本線の東京～神田間に「↗」型、神田～秋葉原
間で「↘」型の上下動をする、ジェットコースターのような「上野東京ライン」の路線が、
平成 27 年 3 月 14 日に開業した。
「東京～神田」間には、大正 8 年に中央線、大正 14 年に山手線と東北本線、昭和 31 年に
京浜東北線を建設したが、中央・山手・京浜東北線は、通勤路線としてフル稼働してきた。
ところが東北本線として造った線路（当初は単線、複線化は昭和 3 年）に、ほとんど列車が
走らず、昭和 58 年、東北・上越新幹線の東京駅乗り入れのため、神田駅付近の路線を撤去
して新幹線用に造り替えた。しかし好評の「湘南新宿ライン」に倣い、「上野東京ライン」
を運行するために、再び「東京～秋葉原」間の在来線が必要になって、神田駅上空を通過す
る路線が復活した。この辺の事情は、二駅先の「御徒町駅」に記したい。
中央本線「神田駅」は、赤煉瓦アーチ橋に建造した「新橋、有楽町、東京」駅とは違い、
鉄筋コンクリート製ラーメン橋の「鍛冶町橋」に設けられた。
「神田鍛冶町の角の乾物屋で、かちぐり買ったら固くて噛めない、返して帰ろ。勘太のか
かあに噛ませてみたら、カリカリ噛んだ‥‥」と、カチカチで固い感じを表わす「Ka」音だ
けを語頭に立てた回り言葉は、江戸っ子によく知られた言葉遊びだった。神田鍛冶町に設け
た神田駅は、代々木駅と共に中央本線に属している。ＪＲの規定通り、このことは鉄道高架
線建設史のうえで、重要な史実を語っている。
東海道本線「新橋～東京」間と同様、中央本線「御茶ノ水～万世橋（駅は明治 45 年 4 月
開業、昭和 18 年 11 月廃止。平成 18 年まで交通博物館）」の高架線は、レンガ造り連続アーチ

橋で建設された。しかし「万世橋～神田～東京」間は、まったく違った工法で造られた。
有楽町駅に記したアーチ橋の話は、主に『続鉄道路線変せん史探訪』〈守田久盛 高島通
1979 吉井書店〉の記述を参照させて頂いたが、同書によると、
「万世橋～東京」間に、次の

新工法が使われたことが画期的と記されている。
（イ） 本格的な鉄道建造物に鉄筋コンクリート構造が大胆に採用されたこと。
（ロ） アーチ橋が従来のレンガに代って鉄筋コンクリート造りになったこと。
（ハ） わが国で初めてラーメン高架橋が設計されたこと。
（ニ） わが国で初めて松丸太に代って鉄筋コンクリート杭を製作、施工したこと。
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いまでは、ごく普通の建設工法といえるこれらの新技術は、大正 5（1916）年に着工し、
大正 8 年に完成した「東京～神田～万世橋」の高架線に初めて本格採用されたものである。
世界的にみても鉄筋コンクリート橋、ラーメン橋は、この工事の十数年前に試用されたもの
で、明治～大正における進取の意欲と情報収集、そしてこれを実現する能力がどれほど素晴
らしかったかを窺い知る格好の歴史資料になっている。入念に建造されたレンガ造り連続
アーチ橋と同様、大胆かつ丁寧に造られた鉄筋コンクリート製連続アーチ橋とラーメン橋
もまた、約 90 年の歳月をへた今日に生きつづけている。
「東京～神田」間 1.6km に試用された「ラーメン橋」は、通称今川小路（もとは竜閑川：
ホンゴクチョウ

ホンしろがねチョウ

神田八丁堀）、いまの中央区日本橋本 石 町 四丁目に架けた白旗鉄橋南側の、第 2 本 銀 町 橋

に 4 スパン、北側の西今川町橋に 3 スパンの約 40ｍの軟弱地盤地帯と、神田駅構内にあた
る第 1～第 3 鍛冶町橋に 180ｍ余りが使われている。こうしたことを記せるのも、先に述べ
たように、新橋駅南部からつづく高架橋に、建設当時の町名を採用した橋名が、いまなお鉄
橋名と共に鉄橋脇に表記されているからである。
汐留～東京間に「第 1 源助町、第 2 源助町、日陰町、烏森町、二葉町、内幸町、内山下町、
リュウカン が

し

第 1～第 4 有楽町」橋、東京～神田～万世橋間に「銭瓶町、大手町、竜 閑 河岸、第 1 本銀
シンコク

町、第 2 本銀町、西今川町、千代田町、新石町、第 1～第 3 鍛冶町、黒門町、小柳町」のア
ーチ橋と、ラーメン橋名が残されている。
これらの町名を見ると、神田明神下の銭形平次が飛びだしてきそうな錯覚に襲われるが、
東京駅の中央線高架化工事中に、銭瓶町橋の一部が壊された工事現場を覗くと、高架橋内の
レンガ積みが、記録どおり精緻に積み重ねられている様子を確認できて、感銘をうけた。
「東京～万世橋」間に建設された鉄筋コンクリート製連続アーチ橋は、ラーメン橋と共に
外側に赤レンガ貼りの装飾を施していて、銭瓶町橋までのレンガ造りと、大手町橋からの鉄
筋コンクリート製アーチ橋の境が、外から見ただけで判らないほどの造形が施されている。
ただし、中央線が山手・京浜東北線と別れる神田駅北部からは、レンガを貼ってあるのが西
側だけで、東側はコンクリートのままの造作であることが判る。今は東北新幹線のラーメン
橋に隠れて見えにくい「大手町橋～神田駅」間の全線が同じ仕様で造られて、この高架線も
東京駅と同様に、皇居側を意識して建設した様子を残している。
東京駅北側の外濠（日本橋川）に架けられ、首都高速都心環状線が上をまたぐ外濠橋梁は、
高い欄干と両端に親柱をもつ、他に類をみない珍しい鉄道橋で、側面は石積みに見える巧妙
な造形が施された美しい鉄筋コンクリート製アーチ橋だった。東側は昭和 31 年の京浜東北
線の複線増設でこの造形が失われ、最近まで残っていた西側も、中央線の高架化工事で消失
したのは実に残念だった。いまは高速道路と高架線の輻輳でメチャクチャになった外濠橋
梁付近も、昭和時代中期までは、典雅な趣きをたたえた最高度の鉄道建造物として、高い評
価を受けていた。
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大正 8 年 3 月 1 日、中央線の「東京～神田～万世橋」間が開通すると、
山手線電車はちょっと浮気をして中央線との相互乗り入れを開始し、
「上野 池袋 新宿 品川 東京 御茶ノ水 新宿 中野」間に、いわ
ゆる「のノ字」運転を行なった。東京市民に好評を博した「のノ字」運
転は、大正 12 年 9 月 1 日に発生した関東大震災による路線の整備不良
と車両不足という悪条件から、山手線、中央線だけの運行に戻されたが、
この間に、電車線電圧を 600Ｖから 1,200Ｖへの昇圧工事を行なって、
大正 13 年 7 月 10 日に復活し、
「東京～上野」間高架線完成間近の大正
14 年 4 月 24 日まで、
「のノ字」運転が続けられた。

（右図は「のノ字」運転の略図）

先に完成した中央線に次いで、大正 9 年 2 月に着工した山手線と東北本線の複々線では、
外濠橋梁や神田駅などに三複線分の主要工事を行なっていた「東京～神田」間は、中央線と
同一仕様。
「神田駅～黒門町橋」間は装飾のないコンクリート・アーチ橋。
「東松下橋～山下
町橋（上野駅）」間は高架線下を店舗、事務所、倉庫として活用する便宜を更に配慮し、全面
的に鉄筋コンクリート製単桁橋と、ラーメン・スラブ橋を採用した。
あまり聞き慣れないラーメン橋とは、一般の橋が荷重のかかり具合や温度変化などを考
慮して、橋台・橋脚と橋桁の接続は、自由度をもたせた柔軟な構造をとるのに対し、橋脚と
橋桁を一体構造にした「冂」型の橋を指している。コンクリートラーメンは、型枠を造って
量産できること、2～8 スパンを連続して製作できる利点と、高架下の空間を有効利用でき
るため、近年の鉄道高架線の大部分がラーメン構造を採っている。中央線神田駅付近を起源
としたラーメン橋は、各地で使われてはいたが、これが大々的に広められたのは、昭和 39
年 10 月 1 日の東海道新幹線の開業であった。
スラブは鉄筋コンクリート板を意味し、ラーメンの上にこれを乗せる技法を、ラーメン・
スラブ橋と呼んでいる。鉄道の道床は明治以来、路盤に砂利（バラスト）を敷き、この上に
枕木をのせて線路を固定する手法が、乗り心地のうえで最上の方法とされてきた。しかし新
幹線などの高速鉄道では、路盤・道床・枕木を一体化したスラブ軌道の優位性が、山陽新幹
線の岡山以西で実証されて、耐震性、線路の保守・整備のうえでも効率が良い、この手法を
取り入れることが一般化している。
東海道新幹線ができた頃は、コンクリートラーメンの連続橋は新鮮な印象を与えて、高度
成長期の象徴とまで謳われたものだった。近年は何処をとってもコンクリート打ち放しの
ラーメンばかりで、味気ないこと甚だしく、もう一方のラーメンが「しょうゆ、みそ、塩、
とんこつ」など、地方ごとに特色をもつ食品に進化している現象を、こちらのラーメンにも
取り入れてほしいと願うのは筆者だけではないだろう。
精魂こめて造られた連続アーチ橋に対して、関東大震災の影響による予算節減などの理
由から、高架橋に装飾を施さなくなったのは、
「神田～上野」間高架線からと聞くが、実用
一点張りでなく、明治～大正初期の調和のとれたデザインの復活が望まれてやまない。
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全国各地に普及した鉄筋コンクリート製スラブ・ラーメンの元祖、
「勘太も、かかあ」も
固くて噛めない、神田鍛冶町に設けた「神田駅」の起源は、むろん神田の町名に由来する。
戦国時代の文献に登場するこの名は、当てた漢字から、神社の所有する「神田」に由来した
と解くのが一般解である。例のごとく撥音を倭語に戻して、地形語の解釈「かんだ←Kamuta
＝Kamu．噛む：∩型・∪型地形、崖。神、上：上部＋muta：湿地、水溜り」を取り入れると、
江戸時代から広範囲の町名だった神田の発祥地は、湿地に面した台地の崖上につけた地名、
または入江地形の水際にあてた地名と推理できる。
湿地端の「神田」は全国に分布する地名で、関東地方の大字名を取り出すと、以下のよう
になる。神田には「シンデン、ジンデ」と読むもの（群馬県藤岡市、埼玉県さいたま市桜区）
があり、こちらは「神の田」として付けた様子を見せている、
茨城県日立市神田町

栃木県栃木市神田町

茨城県岩井市神田山

千葉県香取郡東庄町神田

図 1 37 本郷台・駿河台と神田川、日本橋川、淀橋台の皇居
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地名解釈をもとに常識的に考えれば、神田の起源地は千代田区外神田二丁目（昭和 39 年
12 月まで神田宮本町≒Mifamoto：水際の∩型地形の崖端）の「神田神社」
、通称神田明神に想

定できる。天平 2（730）年創祀の歴史も申し分なく、海蝕崖が残る本郷台の∪型地形先端
にある神田明神付近は、縄文海進時代に海辺の岬であった様子も、地名解釈に適合する。
図 37 では、右上の秋葉原駅北部で山手線と直交する蔵前橋通りが、本郷台の谷に入る南
の突出部に神田明神がある。しかし、この比定地に問題があるのは、奈良時代の神田明神は
豊島郡芝崎村（千代田区大手町付近）にあったと記録されることである。さらに神田明神は
慶長 8（1604）年の江戸城拡張工事で、大手町一丁目から駿河台へ移され、元和 2（1616）
年に現在地へ移転した記録も残されている。
おほなむち

すくなぴこな

たいらのまさかど

「大己貴命、少彦名命、平 将 門 」を祀る神田明神が、大手町から駿河台をへて宮本町に
移された史実を重視すると、江戸前島の「汐留、烏森、新橋、有楽町、八重洲町、永楽町、
銭瓶町」につづく神田は、入江の水際の地形に合致する芝崎村（Sipa．皺：凸凹な台地の崖
端＋pasa．挟む：∧型・∨型地形＋saki．岬）にあった古地名と推理できる。
（次図 38 左）

厄介なのは、
「神田川」の起源地をどのように考えるかという問題である。いまは単一名
の神田川に統合されたこの川は、昭和 39 年の『河川法』改正以前に、水源の井の頭公園か
ら文京区関口までの上流部を「神田上水」
、関口から外濠に注ぐ中央線飯田橋駅付近までの
中流域を「江戸川」、ここから隅田川までの下流域を「神田川」と称していたことである。
川の名が流域の小地名を採った史実を重視すると、この川名は極めつけの異様な状態に
位置づけられる。なぜなら、徳川家康の江戸城改築以前には、神田川は日本橋川の流路、首
都高速 5 号線の飯田橋（Ifita：水際）と三崎町（岬：縄文海進時の地名）の境界から都心環
状線の大手町と内神田の境の神田橋までを流れ、日比谷入江に注いでいたからである。飯田
橋以北に残されていた江戸川は、皇居北東部の旧称、
「江戸」から採られた川の名と考えら
れて、昭和 39 年まであった江戸川は、下流部の名を神田川に奪いとられる、江戸時代以前
の名を残していたわけである。そこで問題になるのが「神田川」の発祥地である。
図1

38 土地条件図

東京東北部

大手町近傍（明治 16 年）
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神田橋

第一の候補地は、先にあげた「大手町一丁目」である。かつてここに神田明神が所在し、
大手町一丁目と内神田一丁目の間、日本橋川（江戸川、平川）に架かる橋が「神田橋（図 37
の左図では千代田区の田と区の間の橋）
」であることは、神田が入江状地形を地下に残す大手

町一丁目の古地名であった可能性を窺わせている。大手町は、江戸城の正門、大手門に由来
した名であり、この地は東京駅の「銭瓶町、永楽町、八重洲町」と、日比谷入江の対岸、淀
橋台の奥に位置していた。
この場合、神田川が江戸川、平川（推定起源地：現在の皇居平川門付近の旧地名。千代田区
千代田）の別称だったことになるが、こうした例はいくらでもあり、大阪を流れる「淀川←
京都市伏見区淀本町」は、大阪市内では分流をふくめて、次の名で呼ばれている。

中津川：大阪市北区中津。現在の新淀川。
大 川：起源地不詳、旧淀川。おそらく通称。
東京都墨田区墨田（もと隅田町）を起源とする、隅田川の通称も「大川」だった。

天満川：北区天満、旧淀川。

土佐堀川：西区土佐堀。

堂島川：北区堂島。

安治川

：起源地なし、安らかに治まる川。

木津川：浪速区敷津西、大国付近の旧地名←攝津国西成郡木津村。
もう一つの捉え方は、江戸城大改築の際、飯田橋から御茶ノ水にかけ、本郷台を切り込み、
江戸川を神田経由として、隅田川への流路に変化させた史実を重視する立場である。
図 37 を見てお判りのように、神田川の流路を本郷台に谷を掘って直線的に流すよりも、
台地端に沿って流す方が、工事は簡単だったはずである。しかし徳川家康・秀忠がこうしな
かったのは、江戸城と江戸前島（日本橋台地）の間にあった「日比谷入江」を埋め立てて市
街地を造るための土砂が必要で、江戸城周辺だけでは足りないので、御茶ノ水に谷を造り、
これに当てたと捉えるのが定説である。
さらに江戸川は、埋め立てる日比谷入江に注いでいたので、分流の神田川を主流にして、
皇居北東部の「江戸：入江の出入り口」を通らないように流路を替えた川は、橋名をとった
「日本橋川：Nifomupasi は湿地端という、弥生時代の地名の可能性もある」に改めた。この場
合の神田川の起源地は、広域町名であった「神田」を採用したと考えるのが良さそうで、こ
れなら、新流路が「神田川」、中流域だけに「江戸川」の名が残されたことに納得がゆく。
ここでちょっと気になるのは、本郷台を切って、掘割を造った南側の駿河台（元和年間：
1615～1623 年以降の新設名）が、戦国時代に「神田台、神田山」とよばれた史実である。

さらに、神田小川町（岡端、岡＋側）の江戸時代の俗称が「神田ヶ淵」というのも気になる
ところで、本郷台（駿河台）の先端、小川町付近に神田の地名があったのではないかとの疑
問もわく。これは神田明神を駿河台に移転した史実にも関係するので、「神田」の地名は、
大手町と本郷台(神田台）先端の二ヶ所にあったと考えられるかもしれない。
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いまのような有史以来最低、メチャクチャといえる地名命名法をみれば、こんなことは当
たり前の現象だが、『言霊』として江戸時代以前の地名に対する丁重な扱いを考慮すれば、
地名を移動することは想定しにくいのである。
両者をどのように考えるかは、研究不足で結論はえられない。が、いちおう神田の起源地
を「大手町一丁目」に置き、江戸川の別称も神田川として、新流路が神田町を経由したこと
から、両者を仲よく別けて中流域を「江戸川」
、下流域を「神田川」
、分流になった江戸川下
流は、お江戸日本橋の名を採って「日本橋川」と命名したと考えたい。
なお、東京都と千葉県の都県境を流れる「江戸川」は、皇居の江戸とは無関係の「千葉県
東葛飾郡関宿町江戸町→野田市」から採った川名と推理できる。利根川との分流点に位置す
る関宿町江戸町は、江戸湾に流れていた利根川を銚子への流路にかえた「瀬替え工事」の要
にあたり、江戸方面へ向う川の意味を折りこんで、寛永 17（1640）年以降に「江戸川」とつ
けたと想像したい。
江戸時代初期の「江戸」は、江戸中心街（銀座・京橋・日本橋・神田）を指すのが普通で、
武蔵国と下總国の国境にまで、拡大使用することはなかったのである。
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(24)

秋葉原 高架 10.6ｍ

千代田区外神田

大正 14（1925）年 11 月 1 日

山手線電車は、神田駅を出るとレンガ積みアーチ橋上を走る中央線と別れ、鉄筋コンクリ
ート製高架橋を走り続ける。電車に乗っていては判らないが、
「神田～秋葉原」間の高架線
も鉄道建設史のうえで、たいへん重要な史実を残している。
大正 3 年の東京駅誕生以前、明治 43 年 9 月 15 日に開設した東京駅北端の「呉服橋仮駅：
銭瓶町橋」まで、汐留から赤レンガ積みアーチ橋で造られた。が、大正 8 年 3 月 1 日に開業
した「東京～神田」間の大手町橋から鉄筋コンクリート製アーチ橋に替わり、第 2 本銀町橋
と西今川町橋、鍛冶町橋（神田駅）には、鉄筋コンクリート製ラーメン橋を試用した。
大正 9 年 2 月に着工した「神田～秋葉原」間は、神田駅に続く黒門町橋はコンクリート製
アーチ橋だが、ここから先の「東松下、平永町、柳原河岸」橋は、壁型の橋脚へ載せた鉄筋
コンクリート製の単桁橋と、3～5 径間連続のスラブ式高架橋を採用した。この隣に鉄筋コ
ンクリート製アーチの「神田川橋梁」を架けて、これにつづく「佐久間町河岸、第 1・第 2
秋葉原」橋に本格鉄筋コンクリート製ラーメン橋を建造して、山下町橋（上野駅）まで同一
工法を採用した。世界的にみてもラーメン橋の採用は明治時代後期で、我が国の鉄筋コンク
リート製橋梁の技術を、大正時代に確立した史実を伝えている。
この工事の凄さは、明治 42（1909）年に建造した赤レンガアーチ橋。大正 8（1919）年に
様々な技法を試して築造した「東京～神田」間。試行を重ねて本格工法を採用した大正 14
（1925）年の「神田～上野」間。この全てが 105～90 年以上もの間、山手・京浜東北線を支
える基盤として生き続けている。アーチ橋は強度的に問題ないようだが、単桁橋とラーメン
橋は限界に近づいたようで、神田・秋葉原・御徒町間と駅構内は大改築された。
大正 14 年 11 月 1 日に「東京～上野」間高架線が落成し、一般駅へ昇格した「秋葉原駅」
は、日本鉄道が上野からの貨物線を地上に敷設して、明治 23 年 11 月 1 日に開業した貨物
駅を基にしている。この駅も汐留駅と同様に、鉄道貨物の隆盛期（昭和 30～40 年代）から
凋落を体験した数奇な歴史を背負っているので、この辺を検証したい。
「秋葉原」は、貨物駅誕生以前、駅構内に
あたる神田花岡町に祀った「秋葉神社」に由
来する。隣接する佐久間町が材木、薪炭の集
散地だったために何度も出火を重ね、江戸っ
子達はこの町をアクマ町と酷評したという。
明治 2 年 12 月の大火の後、町内を火除地に
替えた花岡町に、鎮火神社として秋葉神社を
祀ったため、
「秋葉の原：あきばのはら」と呼
ばれた。この通称に「空き場の原」の洒落を
込めているのが面白い。
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図1

39 秋葉の原

佐久間町近傍（明治 16 年）

秋葉原は、当初の「あきばはら」から「あきばっぱら→あきはっぱら→あきはばら」と濁
音の位置を移動させた珍しい名で、短気でせっかちな江戸っ子の遺産と捉えられる。秋葉は
「Akipa＝Aki．空き、開き：谷の開口部＋kipa．際、牙：∧型・∨型地形」と解ける急峻な谷
の出口、扇状地につけた地名である。同じ系列の赤羽に含まれる「Akapa＝Aka. 空く、開く：
谷の開口部＋kapa．交ふ：谷、側」よりも、険しい地形にあてた様子を感じとれる。名取川の
ライライキョウ

磊々 峡 にある、宮城県仙台市太白区秋保町湯元の秋保（Akifu→あきう）温泉も同種の地名

だが、ちょっと違った雰囲気を感じさせるのが、倭語の魅力といえる。
い

ざ

な

み

ほ

と

むろん秋葉は平坦地に適合しない地名だが、伊邪那美命の富登を焼き、死に至らしめた
「火之迦具土大神：Fi no Kakututi no Ofokami」をまつる秋葉神社は、静岡県周智郡春野
町領家（平成 17 年に浜松市へ編入）にある秋葉山本宮「秋葉神社」を起源としている。
この神社は秋葉山山頂（上社）と、杉川（推定起源地：春野町杉：隙、∨型地形）の谷の開
口部にある領家（下社）の二社に分かれ、上社の方が古い神社と伝えられる。これを地名史
からみると、秋葉は谷の開口部の領家付近にあった古地名と考えられて、この名が山名に転
用された後に、秋葉山頂に秋葉神社を祀って下社を領家に分祀したため、地名が元に戻った
面白い例といえるかもしれない。
秋葉は全国に分布するが、神社を祀ったために「秋葉」を名乗る例（水沢市）や、秋葉原
駅の東にある台東区秋葉原は、昭和 39 年 10 月に「松永町、練塀町」を改名した町である。
岩手県水沢市秋葉町

東京都台東区秋葉原

茨城県東茨城郡茨城町秋葉

神奈川県横浜市戸塚区秋葉町

秋葉神社が、火除けの神として注目を集めはじめたのは、貞享年間（1684～1687 年）と
いわれる。この時代から「秋葉の火祭」が行なわれて各地に拡大し、火之迦具土大神の「火
の欠く土」という神名から、空き場（火除地）に祀られる神社として、火事を年中行事とし
た江戸時代に信仰を集めた。同じように、火除けの神として信仰される愛宕神社も、祭神は
「火産霊神：Fo musupi no kami」で、この神名は『日本書紀』神代の注釈に記述されて、
『古事記』の「火之迦具土大神」、
『日本書紀』本文の「火神軻遇突智：Fi no kami Kakututi」
と同一の神を表わしている。
この辺は、弁才天を「弁財天」に当て字を換えただけで、大流行した史実に合致する。
お笑い芸人が、中学生程度の知識を競い合うクイズ、バラエテイなど、足元に寄せ付けない
高度な洒落を楽しんだ江戸時代に、
『言霊』の伝統が息づいていた様子を感じとれる。
明治 23 年 11 月、火除地の「秋葉原」に貨物線を敷設したのは日本鉄道だった。当時の日
本鉄道は旅客よりも貨物を主体におき、品川湊に陸揚げした建設資材を東北・信越方面に運
搬するために建設したのが「品川～赤羽」間の品川線である。品川線が東京西部からの海運
…品川湊…を連絡したのに対して、東北・高崎線に水陸接続の貨物駅がなく、そこで候補に

あがったのが、
「神田川 隅田川 東京湾」の水運を利用できる秋葉原だった。
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日本鉄道の計画では、上野～熊谷間開業以前に、東京湾への水路がある小名木川（江東区
北砂）を起点に千住、岩槻を経由する路線が立案されていたが、様々な理由で没になった。

この計画路線の近くを走る、総武本線と常磐線をむすぶ「新小岩～金町」間の新金貨物線は
大正 15 年 7 月、亀戸から小名木川への越中島貨物線は、昭和 4 年 3 月に開通した。
明治時代初頭には文明開化の象徴だった鉄道も、反面、
陸蒸気の吐く煙、火の粉が敬遠されていて、目黒駅が目黒
川から上大崎へ追い上げられたのも、これが原因だった。
「上野（図の上）～秋葉原（下の船溜まりがある所）」間の地
平貨物線は、人家が密集した市街を分断するだけでなく、
火の粉をまき散らす蒸気機関車が、火除地の秋葉原へ侵入
するのは言語道断として、地元民から大反対をうけた。
裁判沙汰になったこの事件は、ときの内閣、総理大臣ま
で介入してようやく和解が成立。といっても、強引に建設
されたのである。付帯条件として、
「機関車に火の粉止めを
つけること。踏切の線路側へ遮断機を取りつけること。日
中は 4 往復の運転に限り、午後 10 時から翌朝 6 時までは運
転しないこと。将来は必ず高架線にすること」などと現代
の空港施設と同じような取り決めが設けられていた。が、
秋葉原貨物線が高架になったのは 40 年後の昭和 6 年であ
り、運行規約も守られなかった。日本鉄道は路線が認可さ
れる前に用地を取得し、東京市も明治 21 年に秋葉神社を
「台東区松ヶ谷 三丁目」へ移転して、火除地の名前だけを
貨物駅が引き継ぎ、
「秋葉の原」は失われてしまった。
図 1 40 秋葉原貨物線

明治 40 年 「東京市十五區番地界入地図」
〈人文社〉

こうして明治 23 年 11 月 1 日に開業した「秋葉原貨物駅」は、図に載るように「空き場
（秋葉）の原：神田花岡町」を、神田川と水路で繋いだ「船溜まり」に換えて東京湾を結び

つけ、左の斜めに伸びた線路で中央通りの陸運を扱った。この中央通りが、神田川を渡った
ところに神田多町を中心にした、江戸時代からの青果市場があったため、秋葉原駅は、東京
市民の台所として「青果、米」を扱う一大集散地になり、年間 120 万トンもの貨物を扱う大
駅に発展した。
大正 14 年 11 月 1 日に、秋葉原貨物線に並行した「東京～上野」間をむすぶ市街高架線が
建造され、これに伴い貨物線も昭和 6 年 10 月に旅客線と同一仕様の高架駅が建設された。
高架の秋葉原貨物駅は当時の最新技術を駆使して、荷物の積み下ろしに 20 基のエレベータ
と 43 基のシュートが活躍し、ドック水扱用としてテルファ－、クレーンなどの諸設備を整
えた近代貨物駅に変身した。
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秋葉原貨物駅は、全国の貨物駅営業収入で常に「大関」の地位を確保し、旅客収入の倍以
上を稼ぎ出した時代があった。この番付表、半世紀以上前の昭和 36（1961）年のデータを
あげよう〈『鉄道ピクトリアル』 1962 年 10 月号 通巻第 137 号 鉄道図書刊行会〉。
貨物収入のトップ 10 にランクされた駅は、
50 年前の鉄道ファンには常識だったが、いまは
御存知ない方も多いだろう。
横綱「梅田、汐留」と、大関「秋葉原」は、
大阪・東京中心街なので説明の必要もないが、
鶴見線と南武支線の交点にある大関「浜川崎」
は、現在も活動する一般駅である。
名古屋駅と関西本線八田駅の間（近鉄米野駅
付近）にあった関脇「笹島」貨物駅は、住居表

示に使われなかった地名なので、名古屋市民に
も忘れ去られた存在かもしれない。
関脇「赤平」は根室本線の駅で、鹿児島本線
の小結「大牟田（三池炭鉱）」と共に石炭の産出
地であった。このトップ 50 に常磐ハワイアン
（→スパリゾート・ハワイアン）へ換った「湯本」
、

北海道の「夕張（夕張線）、幾春別（幌内線：岩
見沢～幾春別。廃線）
」が入っているのも、石炭

図1

41 昭和 36 年

運輸取扱収入番附

から石油への転換期の姿を描き出している。
これは同時に公表された「貨物発着トン数」ベスト 10 に入った「浜川崎、室蘭、若松、
梅田、汐留、小樽築港、黒崎、宇部港、西八幡、東室蘭」に、石炭積み出し港だった「室蘭、
若松、小樽築港」がランクされたところに共通し、昭和 40 年代のＳＬブームのとき、最後
まで蒸気機関車が残ったのが、室蘭本線と筑豊本線だった。
江戸時代の菱垣廻船、樽廻船の伝統をもった小結「安治川口」は大阪桜島線の一般駅で、
荒川区南千住の小結「隅田川」貨物駅と共に、今も活躍する大切な貨物施設である。これに
対して、小結「新興」貨物駅は、新鶴見操車場から横浜港をむすぶ高島貨物線の駅で、横浜
市鶴見区大黒町と嘉名をつけた人工島に設けられていた。しかし昭和時代末に横浜港の荷
役システムが大変貌を遂げ、埠頭ごとにあった臨港貨物線が全廃されて、今はどこにあった
かも探しにくい、昭和 30～60 年代だけに活動した「新興貨物」駅だった。
貨物駅と旅客駅の番付を対照すると、梅田貨物駅（平成 25 年 3 月 15 日廃止：グラン・フ
ロントなどに変身。いまは都市基盤整備中）の売り上げが大阪駅の半分、笹島貨物駅が名古屋

駅の三分の一を稼いでいた昭和 36 年に、汐留貨物駅は新橋駅の倍近く、秋葉原貨物駅も旅
客駅（38 位）の倍以上の売り上げをあげていた様子が判る。この状況が変化したのは昭和
42（1967）年、鉄道貨物と自動車貨物のシェアが逆転したときだった。
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1950 年代に 50％を越えていた鉄道貨物のシェア（国鉄＋私鉄。輸送トンキロ）は、昭和 40
（1965）年に 30.7％、昭和 55（1980）年に 8.6％、平成 2（1990）年に 5.0％、今は 2％前
後のようで、昭和 40 年と現在では貨物扱い量が三倍以上に拡大した中で、配達速度を争う
「流通革命」に乗り遅れた鉄道貨物は、未だ再建の途中といえよう。鉄道と自動車貨物のシ
ェアが逆転した昭和 40 年代から道路事情が極端に悪化し、
「神田、日本橋、銀座」をむすぶ
中央通りに面した「秋葉原の長所」が短所になってしまった。道路事情の悪化のみならず、
東京港の整備と総武快速線併設（東京～津田沼）に伴い、両国・錦糸町・亀戸駅の貨物施設
を吸収して拡大した「小名木川、越中島」貨物駅に次第に地位を奪われていった。
さらに高架線と駅施設の構造から、
「コンテナ」を扱えない致命的な欠陥も加わり、鉄道
貨物がピークに達した昭和 40 年代にも取扱量が減少し、全国の貨物駅にさきがけて、昭和
50 年 2 月 1 日に「秋葉原貨物駅」は終焉を迎えた。これと共に、中央卸売市場も大田市場
（大田区東海三丁目）へ移転した。国鉄の貨物輸送は、秋葉原貨物駅を廃止した丁度 9 年後、

昭和 59 年 2 月 1 日に操車場を中心にした「ヤード系貨物輸送」を全廃したために、
「コン
テナ、石油、石炭、石灰石、紙パルプ」などの直通貨物以外は廃止された。
秋葉原への貨物列車は、田端機関区の D51. 9600 型蒸気機関車が牽引して、昭和 34 年頃
から DD13 型ディーゼル機関車、
昭和 38 年の常磐線貨物列車の電化後は、
田端機関区の EF80.
EF81. 東京機関区の EF10. EF15. 宇都宮運転所の EF65 も加わり、田端操車場で列車の分
解・組成を行なっていた。
秋葉原貨物駅廃止の裏には、東北・上越新幹線の東京駅乗り入れも見逃せないところで、
もと貨物駅中央部を新幹線が分断して、上部は東北、高崎、常磐線電車の留置線として活用

されてはいたものの、下はガラ空き同然、
「つくばエクスプレス」のターミナル駅が地下に
設置される平成 17 年 8 月 24 日まで、かつての神田花岡町の火除地「空き場原」を百年後に
再現していたのは、歴史の皮肉といえよう。
冷たい秋風に葉を落とした「秋葉原」貨物駅。無線→照明→家電の街からコンピュータ、
フィギュアなどオタクの「AKIBA」への急激な変身、秋葉原電気街の盛衰をみると、わずか
20 年の命しかなかった通称の秋葉原より、明るい春の日差しをあびる「花岡町」を採用し
た方が良かったのでは、と感じた時もあった。が、
「AKB48」を誕生させ、つくば研究都市を
結びつけたこの街は、
「開き、牙」という、尖鋭な地形表現を内に秘め、自在に変身できる
「空き場」の名前どおり、どんな状況にも対応する、たくましさを感じとれる。
こうした歴史をもつ貨物駅が一般駅に昇格したのは大正 14 年 11 月 1 日。
「神田～秋葉原」
間を新設し、「秋葉原～上野」間を貨物線に併行した高架線を造って市街連絡線が落成し、
山手線が『環状運転』を開始した当日だった。環状線開通時から、山手線は 3～5 両編成、
通常 12 分間隔、ラッシュ時は 6 分間隔で運転された。
「品川～田端」間はこの間に 5 両編成
の京浜線が入って閑散時 6 分、ラッシュ時 3 分というダイヤが組まれ、輸送力は違っても、
利用する側には今とほとんど変わらない状態になっていた。
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環状線は、完成直後に「ベルトライン」と命名されたと伝えられるが、一般にはこんな名
前より『山手線』が普及した。国電がＪＲへ移管したときも「Ｅ電」なる名が提起されたが、
いまは忘却のかなたに消えているのも、おなじ現象に位置づけられるだろう。
環状線の開通から少しおいて、貨物駅高架化工事中の昭和 6 年 2 月から、隅田川を渡っ
て東京市内へ入れなかった総武本線「両国橋（現両国）～御茶ノ水」間 2.7km の連絡工事が
着手され、1 年半後の昭和 7 年 7 月 1 日に竣工した。
「品川～東京」間 6.8km の工事に 8 年、
「東京～上野」間 3.6km に 5 年を要したことを考えれば、技術の定着と進歩が、いかに早か
ったかを立証する好例といえる。
高架線の秋葉原駅のうえに造られた三階建の立体交差は、コンクリートラーメンと鋼製
ラーメン橋で構成されて、構内には駅の設備として始めて、エスカレータが設置された。総
武本線秋葉原駅構内のラーメン橋に対し、両端にアーチ型に装飾したラーメン橋を配して
万世橋側との調和をはかり、中央通りに「デック・ガーダー」鉄橋、外濠通りは二重アーチ
の複雑な「タイド・アーチ」鉄橋（松住町橋梁）を架け、神田川には大きく足を開いた鋼製
ラーメン上に「デック・ガーダー」鉄橋を乗せるシンプルな構造が、すばらしい対照の妙を
見せている。
「御茶ノ水 神田 秋葉原」駅を結ぶ三角地帯は、「神田～秋葉原」間の神田川に架かる
落ちついた雰囲気を湛えた「コンクリート・アーチ橋」
、万世橋駅跡の「赤レンガアーチ橋」
、
御茶ノ水駅前の神田川に架けた上路トラス「御茶ノ水橋」と、優美なコンクリート・アーチ
の「聖橋」道路橋を含めて、明治、大正、昭和の高架線・橋梁建設史を凝縮した『ゴールデ
ン・トライアングル』というべき場所である。
いまはビルが林立して、全体を見渡せる場所は少ないが、定形化した規格品に工期短縮、
予算節減から手抜きを加え、造った後にメンテナンスもしない、問題をのこす建設技法を
「進歩」と尊ぶ現代が、もう一度立ち戻るべき原点が、ここにあることを忘れてならないと
おもう。
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(25)

御徒町 高架

9.7ｍ

台東区上野

大正 14（1925）年 11 月 1 日

電車がホームをでると、秋葉原駅構内で元貨物駅を分断した新幹線が高架線の下へ潜り
込み、東北本線が並んで走る。昭和 50 年 2 月 1 日に貨物駅を廃止した後、国鉄民営化問題
が絡んだために放置され、元貨物駅は哀れな姿をさらしていた。が、昭和 62 年 4 月 1 日に
国鉄からＪＲ東日本へ移管し、平成 3 年 6 月 20 日に東北・上越新幹線が東京駅に乗り入れ
たのち、貨物駅北部は上野駅着発の「常磐、高崎、東北」線の電車留置線に替わった。
少し走ると、電留線が東北線に合流する。かつて「秋葉原～御徒町～上野」間には山手・
京浜東北線の複々線の他に三本の線路が並行していた。手前の二本は、昭和 59 年以後の 30
年間、お客を乗せた列車が一度も走ったことがない「東北本線」だが、もう一本がこの区間
で最も古い上野からの「秋葉原貨物線」だった。平成 24 年に東北縦貫線の工事がすすみ、
「秋葉原～秋葉原電留線」間は複線に替わり、
「電留線～上野」間に上野駅からの電車回送
線として使う一線が残った。平成 27 年 3 月 14 日に『上野東京ライン』が開業し、大正 14
年に建設して昭和 58 年に切断し、列車を通れなくした在来線、
「東京～上野」間の東北本線
は生まれて初めて、鉄道線路として真価を発揮できることになった。なぜ、この区間に定期
列車がほとんど走らなかったかの理由は、後半に記したい。
鉄筋コンクリート・ラーメンの第 1 秋葉原橋の「秋葉原駅」から、第 2 秋葉原橋・第 1 御
徒町橋・第 2 御徒町橋の上を走って、第 3 御徒町橋に造られた「御徒町駅」に到着する。
旧秋葉原貨物駅の遺物撤去と、商店街と駐車場の新設に伴い、高架橋は大きく改築された。

第 2 秋葉原橋下の一角は、平成 25 年 7 月に「CHABARA AKI-OKA MARCHE」なる、全国の食を
扱うアンテナ・ショップが造られ、蔵前橋通り北側の第 1 御徒町橋下も平成 22 年 12 月に
「2k540

AKI-OKA ARTISAN」というアトリエ・工房を 50 店集約した職人の街に換わった。

一見しただけでは意味が判らない名前は、AKI-OKA が秋葉原～御徒町の略称、CHABARA は
青果市場の通称「やっちゃば」と秋葉原の合成名、2k540 は東京駅を起点にする東北本線、
蔵前橋通りの距離（キロ程）、MARCHE, ARTISAN はそれぞれフランス語で「市場、職人」を意
味するという。一貫した論理をもたない無国籍語は、筆者の世代にはとても理解できない造
語法だが、現代では、標準手法と言えるようである。
AKI-OKA に変容した「秋葉原～御徒町」間が 1,050ｍ、
「御徒町～上野」間が 580ｍと駅間
距離のバランスが悪いのは、御徒町駅北端を春日通りに合わせた結果である。
「汐留～上野」
間に設けた高架橋が建造当時の町名を採用した史実（通称をとった秋葉原は例外）から、半
世紀前に失われた「御徒町」が、高架線沿いにあった様子がわかる。
「御徒町：おかちまち」は、徳川家光の時代に制定された幕府御徒士組の屋敷が付近にあ
って、
「徒町、御徒町」とよばれたことに発したという。この名は明治 5 年から町名に使わ
れたが、昭和 39 年元旦と 10 月 1 日の住居表示実施で、新造した台東区「台東、東上野」の
各一部に置き換えられて、消え去った。
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ところが平成 12 年 12 月 12 日、
リニア・モータを使った都営地下鉄大江戸線が開通して、
「新御徒町、上野御徒町」駅が生まれ、ＪＲ「御徒町」駅、東京メトロ日比谷線「仲御徒町」
駅を合わせて、御徒町は、四つの駅に使われることになった。
山手線の駅に使われた名が、私鉄の新線ができて勢力を拡大した例は、九つの駅に採られ
た「新宿」が最大である。新宿駅の他に「南新宿（小田急線）、西武新宿(西武新宿線)、西新
宿・新宿三丁目・新宿御苑前（丸ノ内線）、東新宿・新宿西口・西新宿五丁目（大江戸線）」が
ある。新宿に次ぐのが、ＪＲ板橋駅の他に「下板橋・中板橋・上板橋（東武東上線）、新板橋・
板橋区役所前・板橋本町（都営三田線）」駅を合わせた 7 つの板橋だが、これに続くのが四つ
の関連駅をもつ「御徒町」になった。だが半世紀前に町名の御徒町を消した「台東、東上野」
が、なぜ駅名に使われないかは、熟慮すべき問題だろう。
御徒町は御徒士組をとった駅名だが、開設当時から、駅本屋は下谷區上野町に所属した。
上野町は江戸時代初頭から御徒町駅西北部の細長い地域に使われていた町名で、
「上野駅」
は上野山下町にある、ややこしい状況が出現する。この辺は、次の上野駅で検証すること
にして、全国に少数が分布する「おかち」町の用例を取りだしてみよう。
おかち
青森県弘前市徒町

岐阜県大垣市歩行町

秋田県湯沢市御囲地町

愛媛県宇和島市御徒町

秋田県仙北郡角館町歩行町 →仙北市

高知県室戸市田野町字岡地

おがち
秋田県雄勝郡雄勝町上・下院内（出羽国雄勝郡雄勝郷 雄勝峠､雄勝川）→湯沢市
かち
青森県八戸市徒士町

和歌山県和歌山市徒町

福島県会津若松市徒之町

愛媛県松山市歩行町

「かち、おかち」に歩行を当てた例があるのは、御徒が馬に乗れない身分の武士を指した
ためである。この地名群にも「御囲地町、雄勝町、岡地」の当て字が現れると、やはり地形
語の解釈を取り入れる必要がでる。
「Wokati, Okati＝Woka．岡＋kati．katikati：肩、角＝
崖端」という、地形地名から変化したものもあると考えて良いだろう。しかし御徒町駅は、

江戸時代の通称に発した史実と、町の所在地形からも地形語の解釈（崖端）は取り込めない。
この辺は、できるかぎり柔軟に考える必要があると思う。
東北本線に属する「御徒町、秋葉原」駅、かつては「神田駅」にまで、上野着発の列車が
留置されていたのを、不思議に感じたことはないだろうか。以前度々クイズに出されたよう
に、東北本線を「上野～青森」間とするのは不正解で、ＪＲの規定は「東京～青森」間とし
ている。
「東京～上野」間高架線は、御徒町駅付近では山手・京浜東北線の複々線のほかに
東北本線の複線と、もと秋葉原貨物線があった。だが、東北線として造られた線路の上を、
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旅客をのせた列車が走る姿を見た人は少ないと思う。なぜなら「東京～上野」間の列車線は、
開通当初から、定期旅客列車を運行する意図がなかったのである。
構想から完成まで 40 年の期間を費やして、都心部を貫く路線を敷きながら、列車を走ら
せる意思がないというのも変な話だが、この区間は山手・京浜線の電車運転が主体だった。
大正 14 年の『山手環状線全通』と同時に造った単線の列車線は、上野発着の東北・常磐線
列車の一部を東京始発とする計画はあったようだが、東京駅の列車線用ホームが最初から
「二本・四面」しかなかったので、積極的に推進しようとした気配は感じられない。
また、昭和初期は機関車牽引の客車列車が主体で、東北、常磐、高崎、上信越、北陸線を
尾久客車区が受けもって、東海道線では東京から品川への客車操車場移転を予定していた
ので、「品川～東京」間と「上野～尾久」間の回送を逆にして、東北線などを品川客車区、
東海道線を尾久客車区にもたせて、
「品川～上野」
「東京～尾久」間を回送線にする計画はあ
った。だが、昭和 3 年に路線を複線化したとき、通勤客の急増から東京駅自体がパンク寸前
の状況にあり、上野駅は関東大震災の後遺症を残し、
「品川～東京」間に東海道・横須賀線
以外の列車を通過させる余裕がない状態になって、
「東京～上野」間は、回送線としての全
面利用もなかったのである。
このように、計画時に 10 年・20 年先への展望をもつことが、如何に難しいかを考えさせ
るのが、この路線である。東京駅竣工前に「品川～東京」間の列車線を複々線にする計画も
あったが見送られた。列車ホームが二本しかない東京駅の許容能力が極端に低いことが全
体の構想を台無しにした。結果論だが、昭和 3 年の上野駅改築時に常磐線だけを高架に上げ
た意味も釈然とせず、東京駅にホームを三本造って余裕ができた昭和 31 年、京浜東北線を
山手線から分離する際にも、複線を増設した「東京～上野」間の列車線は、いったい何のた
めに造ったか、という疑問符がついてしまう。
戦前のことは判らないが、戦後は資料が残されていて、昭和 30 年以降は私自身も多少は
覚えているので、この区間を走った、数少ない列車を記してみたい。
昭和 21 年 4 月 27 日から、軍専用車を中心に『ヤンキーリミテッド。1201・1202 列車：
上野 青森 函館 札幌』間急行…「青森～函館」は青函連絡船航送便…が誕生した。この列
車は同年 7 月 15 日から東京駅始発となり、11 月 5 日に横浜まで延長された。
『ヤンキーリ
ミテッド』は駐留軍専用で、昭和 27 年 4 月から三等車を併結して条件付きで日本人の乗車
を許可する特殊列車になった。昭和 28 年 3 月 15 日の改正で横浜発着を東京発着に戻した
が、昭和 29 年 9 月 26 日の『洞爺丸沈没』事故に遭遇したため、
「青森～函館」間の航送（次
のマニ 32＋マイネフ 38）を廃止した。編成は「マニ 31＋マニ 32＋マイネフ 38＋マロネ 29＋マ
ロネ 29＋マシ 29＋マイネ 38＋マロネ 29＋スロ 54＋スロハ 32＋スハ 43＋スハフ 42」の 1・2 等

寝台主体の豪華な 12 両編成だった。牽引機は「東京～上野」間が EF50. 53. 58。常磐線の
「上野～仙台」間は C62＋C57 重連で、C57 は本務機の役割と共に、駐留軍の要求が厳しい
列車暖房と飲み水の温度調節の役割を担い、
「仙台～青森」間も C61＋D51 が牽引した。
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昭和 29 年 10 月改正から 1201・1202 列車を『十和田』と命名して、昭和 31 年 11 月 19 日
の改正で 1201・1202 レは 205・206 レに替わり、上野発青森行きの普通急行になった。急行
列車では、この『十和田』が「東京～上野」間を走った代表列車といえると思う。
昭和 25 年 10 月から、東京・新橋着発（品川まで回送）の東北・高崎線の通勤列車が二往
復ずつ、常磐線列車が一往復ここを走った。当初は蒸気機関車牽引で、線路容量が目一杯の
「品川～尾久」間では、機関車の逆単機回送が C57 重連、三重連だった様子が記録された。
昭和 27 年 4 月 1 日に高崎線が電化されると EF50.53.55.58 に替わり、東北線が宇都宮まで
電化した昭和 33 年 4 月 14 日から 80 系湘南電車、常磐線は昭和 36 年 6 月 1 日に 401 系電
車に置き換えられた。前日の東京駅発、最期の蒸機牽引の定期列車は、尾久機関区の C6221
（昭和 37 年 2 月、廃車）が牽く、夕方の常磐線平（→いわき）ゆき 435 列車だった。

高崎線電化後の昭和 29 年 11 月から、休日毎に臨時快速電車を高崎線「上野～熊谷」間、
上越線「上野～石打」間に運転した。列車は横須賀線電車の空き時間を利用し、電車の耐寒・
耐雪試験を兼ねたもので、
「田町～上野」間は回送した。この成果をうけ、昭和 31 年 11 月
から上越線用耐寒型 80200 系湘南電車を新製投入して、代用運転は廃止された。
山手・京浜東北線分離の 2 年前、昭和 29 年 4 月 15 日から通勤時間帯だけ、空いていた
京浜東北線南行の線路を利用して常磐線電車を「上野～有楽町」間に延長運転した。東京駅
は 7 番線、有楽町駅は京浜東北南行ホームを使用し、朝夕おおよそ 10 分間隔で運行した。
このとき、中央線山用 71 系 4 両編成 4 本が三鷹電車区から松戸電車区に貸し出されたが、
予定どおり山手・京浜東北線を分離した昭和 31 年 11 月 19 日、元に戻された。
ここを走った列車で忘れられないのが、準急『日光』号である。昭和初期から、日光への
「国鉄⇔東武鉄道」の覇権争いは熾烈だった。昭和 31 年 11 月 19 日の改正で、それまで上
野発着だったディーゼル準急『日光』を東京発着として、東武特急に対抗した。しかし黄色
に赤帯を巻いた準急型キハ 55 系では、転換クロスシートの東武 1700 型には劣り、国鉄も
東北・日光線を電化した後、151 系特急『こだま』に準じた 157 系を製作して、昭和 34 年
9 月 22 日から運転を開始した。157 系を田町電車区に配置し、
「東京～日光」間のみならず、
山手貨物線を走る「新宿～日光」間の準急『中禅寺』を運行して話題を集めた。東武も負け
じと、昭和 35 年にデラックスロマンスカーと銘打った 1720 型を登場させた。この勝負も
やや東武が有利で、国鉄は、昭和 36 年 3 月 1 日から「伊東～東京～日光」間に、臨時準急
『湘南日光』を 157 系で運行して巻き返しを図った。
だが、昭和 36 年 10 月 1 日の時刻改正で、157 系が東海道線の臨時特急『ひびき』に登用
されたため、『日光』は一般急行型 165 系に置換されて、東武特急の圧勝に終わった。これ
以降、国鉄の利用客は減少し続け、昭和 57 年 11 月 15 日に『日光』は廃止された。いまは、
東武の「スペーシア」がＪＲ路線を走っているのは御承知のとおりである。
ここでは、春・秋に限った一往復だったが、東海道線と東北線を結んだ『湘南日光』を運
転したのが印象的で、横浜～札幌を直通した『ヤンキ－リミテッド』と共に、今後の『上野
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東京ライン』などの先鞭をつけた史実が大切だと思う。昭和 43 年 10 月改正では、このさき
がけになる「伊豆急下田・修善寺 熱海 東京 上野 平」をむすぶ土日限定運転、交直両
用電車 451 系の臨時急行『常磐伊豆』が設けられた。もうひとつ面白い列車を加えると、次
の帰省列車に関係するが、昭和 43 年の年末から『湘南日光』
『常磐伊豆』より長距離の年末
臨時客車急行、
『あおもり』が「名古屋～東京～青森」間に運転された。
昭和 35 年の年末（12 月 28～31 日）から、上野駅の混雑緩和のため、品川駅始発の東北・
奥羽・磐越西線の列車を運行した。ここでは急行『津軽』などの定期列車 6 本に臨時列車を
4～9 本加え、一部は山手貨物線経由で運転された。EF58. EF57 が牽く定期列車は「東京、
上野」駅に郵便・荷物積み込みの停車はしたが、客扱いをしない特別措置がとられた。
東京駅・上野駅で客を乗せない、というのは、帰省列車が如何に混んでいたかを表現し、
この状況は昭和 40 年代中半まで続いた。
しかし東北自動車道が仙台まで開通した昭和 50 年
を最後に、品川駅始発は上野駅発に戻された。これは時代の変化を表現して、昭和 51 年 11
月に国鉄運賃が「50％アップ」したこともあり、昭和 30～40 年代に全盛期を築いた鉄道輸
送も、冬の時代へ向かっていた。
昭和 39 年 10 月 1 日改正で、「上野～青森」寝台特急『はくつる』が新設され、回送列車
が一年だけ「品川～上野」間を走った。昭和 42 年 10 月 1 日に東京発新潟ゆき特急『とき』
、
483 系の仙台ゆき『ひばり』と盛岡ゆき『やまびこ』を一往復ずつ設定し、
「東京～上野」を
走る最初の特急になった。161 系『とき』は田町電車区に所属していたので、昭和 37 年 6 月
から「田町～上野」間を回送していて、特急電車の運転は初めてではなかった。
さらに「上野～日暮里」間の配線を換えて平面交差をなくし、東北・上信越線列車が自由
に高架へ入れるようにした昭和 43 年 10 月 1 日のダイヤ大改正から、東京発秋田ゆき 181
系ディーゼル特急『つばさ』、189 系電車特急直江津ゆき『あさま』を一往復ずつ運転した。
昭和 44 年 10 月 1 日から東京発中軽井沢ゆき特急『そよかぜ』二往復、昭和 46 年 4 月 1 日
に常磐線の 485 系『ひたち』上り列車一本が乗り入れて、昭和 47 年 3 月 1 日に青森ゆき 583
系『はつかり』も加わった。
しかし、これらの特急は東京駅への顔見せに過ぎず、東京駅の在来線第七ホーム（14 番・
15 番線）を東海道新幹線用ホームへ改築を決定した昭和 48 年 4 月 1 日に、15 往復半あった

「東京～上野」間を走る定期列車のすべてが廃止された（㊟ 臨時列車 7 往復、回送列車 5 往
復は残存したが、昭和 58 年 1 月 31 日までに全廃した）
。

ほかにも、昭和 36 年 10 月改正での「富士～東京～高崎」間の定期客車列車、昭和 39 年
10 月改正から 115 系の「小田原～東京～籠原」間の定期電車ができたが、土日の不定期列
車を含めて、年度毎の時刻表を持っていないので、すべてを網羅できないことを御了解いた
だきたい。ここでは、線路が繋がっていたのに通常の列車運転ができなかった「東京～上野」
間の特異な事情を感じていただければ幸いである。
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横須賀線を分離する昭和 55 年以前の「品川～東京」間は、回送列車 70 往復を含めて、一
日 260 往復もの列車を運行していた。さらに「東京～神田」間の片線を東海道線列車の引上
線に、
「神田～上野」間も東北線などの留置線に使っていたため、
「東京～上野」間は単線扱
いとなり、両者を合わせた「品川～上野」間を走る列車本数は極端に制限された。ここには
「品川・汐留～尾久・隅田川」間の荷物列車と貨物列車も運転していたが、荷物取扱量が激
減した昭和 50 年代に、荷物列車を「品川～新宿～田端」間の山手貨物線へ迂回させる措置
が採られた。これは、東北新幹線が東京駅に乗り入れるための下準備だった。
この構想が具体化し、ついに昭和 58 年、
「東京～秋葉原」間の路線…神田駅前後の区間
…は撤去されてしまった。列車線が断ち切られて放置されていたのは、国鉄の民営化問題
が絡んだため 10 年もの長期間におよび、再び列車が走ったのは、神田駅付近を新幹線用
路線に造り換えて、東北・上越新幹線が東京駅に乗り入れた平成 3 年 6 月 20 日だった。
30 年前に新幹線主体の構想が掲げられ、
「東京～秋葉原」間の路線撤去に直面したとき、
なぜ新幹線「東京～上野」間を地下路線にしないのかと疑問をもった。しかしＪＲへ移管し
た平成時代は、貨物列車の激減を受け、かねてから期待されていた「大崎～新宿～池袋」間
の山手貨物線への快速運転を実現し、
「東海道 品鶴 山手 東北」貨物線を通る『湘南新
宿ライン』を運行して大好評を博した。
昭和 30 年代から人口激増に悩まされ続けた東京の通勤輸送では山手環状線、京浜東北線
の増強が急務であり、
「東海道 東北・高崎・常磐」線をむすぶ、東京駅・上野駅を中間駅
にする構想へ発展するのも必然であった。とくに通勤時間帯での「御徒町～上野」間の乗車
率が山手線最高の 200％以上、
「上野～鶯谷」間は 150％前後という、極端な混雑具合が解消
されたのが素晴らしい。
「品川 東京 上野 日暮里」間の直通運転は、東京駅と上野駅発着の折り返し列車を少
なくして、「品川～東京」と「上野～尾久」間の回送列車を減らす、画期的なものである。
『東京市街連絡線』として百年前に計画されたプランが、やっと実現したわけで、昭和初期
から隘路として問題視されつづけた「品川～東京」間の線路容量不足も解消された。
昭和 33 年に構想が具体化した、機関車牽引の客車列車をすべて電車で運転する優位は、
様々な『新幹線』で立証された。今度は我が国の二大幹線「東海道本線 東北本線、常磐線」
への電車による直通運転の実現がどんな新展開をもたらすかは、大いに期待すべき事柄で
ある。
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(26)

上

野 高架 11.6ｍ

台東区上野

明治 16（1883）年 7 月 28 日

御徒町駅をでると、かつて国鉄最短だった 580ｍしかない上野駅との間（今の駅間最短は
「日暮里～西日暮里」の 500ｍ）に、緩いＳ字カーブを描いて上野駅構内へ入る。

このＳ字曲線は、秋葉原貨物線に並行して造った高架線を、上野駅南端に結ぶ必要から生
まれた。駅間距離が短い「御徒町～上野」間のラーメン橋が「第 1 上野町、第 2 上野町、下
谷町、第 1 五条町、第 2 五条町、山下町（上野駅）」と細分されたのは、Ｓ字曲線の上にス
ラブラーメンを建設し、ラーメン橋間の路地に鉄橋を架けたためだった。
いまの上野四丁目、通称アメヤ横丁では、広い上野駅構内に差しかかる「第 2 五条町橋」
に地下一階、地上二階という建物様式のスラブラーメン橋の上に線路を敷く、斬新な工法を
採用して、戦後、高架線下のアメヨコ繁栄の要因を創ったところは見逃せない。
「新橋～上野」間の高架橋下には、赤提灯をはじめ様々な店が居を構え、会社帰りのサラ
リーマン諸氏、ＯＬ諸嬢の憩いの場になっている。これも明治・大正の「進取の心配り」が
生きた証といえよう。高架線建設で開発された様々な新技術は、昭和・平成時代に継承され、
私たちの日常生活に生かされていることを、忘れてならないと思う。
山手線の路盤がラーメンスラブ高架橋から、上野台の台地端へ移る「上野駅」は、北の玄
関口として長く活動してきた。

ふるさとの

なまりなつかし 停車場の 人ごみの中に そを聴きにゆく
『一握の砂』

石川啄木

と詠われた「上野駅」は日本鉄道最初の路線、熊谷までの高崎線が開通した日に生まれ、
山手線内で「品川駅」に次ぐ古い歴史をもっている。ホームの数で東京駅の 14 本に及ばな
いが、11 本のホームをもつ「上野駅」に入る路線、発着線は年毎に増えてきたので、年表に
まとめてみよう。
（㊟ 線路数とは、上野駅構内に入る前の線路の本数）
表 1 2 上野駅ホームの変遷
日暮里方
年度

路線名

線路数

明治 16 年 7 月

高崎線

18 年 7 月

東北線

25 年 10 月

東北・高崎線

複線化

２

39 年 4 月

常磐線

複線

４

地平４（ホーム２本）

42 年 12 月

山手線

単線

５

地平５（ホーム３本）

大正 3 年 3 月

山手線

複線化

６

地平６（ホーム３本）

14 年 11 月

山手線全通

高架化

昭和 2 年 11 月

尾久回送線

単線

単線

１

発着線
地平２（ホーム１本）
変化なし
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地平４、高架２
７

昭和 3 年 4 月

常磐線

高架化

７

6年 4月

尾久回送線

複線化

８

7年 4月

駅本屋竣工

31 年 11 月

京浜東北線

43 年 10 月

構内配線変更

60 年 3 月

東北新幹線

地平６、高架８

地平７、高架８
複線

１０

地平７、高架１０
地平６、高架１２

地下

１２

地平６、高架１２
地下４

複線

平成 11 年 9 月

地平 18 番線使用停止

１２

地平５、高架１２、地下４

線路数

備考

東京方
年度

路線名

明治 23 年 11 月

秋葉原貨物線

地平

１

大正 14 年 11 月

山手環状線

高架

４

昭和 3 年 4 月

東北線

復縁化

５

秋葉原貨物線

高架化

京浜東北線

複線

７

東北新幹線

地下

９

31 年 11 月
平成 3 年 6 月

山手線：複線。東北線：単線

図 1 42 上野駅構内配線図（昭和 60 年）
。
図の上は高架線、中が地平線、下の点線は地下の新幹線を表わす。
『写真で見る山手線 100 年』
（日本交通公社

㊟

1985）より転載

Ⅹ型クロスの、上下に点を付けているのは『ダブルスリップ』、片側だけは『シングルスリップ』を表わす 。
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明治 16 年に単線の高崎線、ホーム 1 本という常識的な形でスタートした「上野駅」は、
東北、常磐線の開通、山手線乗り入れなどで、
「日本一の乗降客」を扱う駅になった。大正
時代末には施設も手狭になり、
『山手環状線』の完成を機に駅改築のプランが練られていた。
ところが、大正 12 年 9 月 1 日正午に起きた『関東大震災』により、市内各所からあがった
火の手は三昼夜にわたって下町を焼きつくし、煉瓦造りの上野駅をも焼失した。
ごんのひょうえ

当時、総理の死去から内閣不在の危機にあったが、9 月 2 日に誕生した第二次山本権 兵 衛

内閣の内務大臣に任命された後藤新平は、9 月 4 日に『震災復興計画』を発表し、9 月 27 日
に「帝都復興院」を創設した。計画は日本の帝都、東京市街を全面的に改める構想だったが、
予算（約 30 億円：当時の国家予算の二倍に匹敵！）を約 15 億円に縮小され、全面実施はでき
なかった。しかし東京市長も勤めた後藤は、ふだんから都市計画に熱意を傾けていたため、
道路幅の拡張と舗装を中心におく道路網の整備と区画整理…約 3,000ha：既存都市の改造で
は世界初、いまなお世界最大…、住居の郊外移転などを実施して、現代につづく東京の基盤

を構築した。さらに初代満洲鉄道総裁、鉄道院総裁、逓信大臣を歴任した後藤は鉄道の専門
家であり、私鉄路線の拡大、市電の路線充実、地下鉄銀座線の建設と同時に、省線電車…鉄
道省所属の電車…の全面強化を実行したのである。

上野駅に仮の施設を建てて、東北線などの列車運転を再開したのは 9 月 23 日だったが、
山手線は余震が続く 9 月 2 日に「田端～新宿～品川」間に臨時汽車列車を運行し、電気施設
を復した 9 月 16 日から「鶯谷～新宿～品川」間の電車運転を行なった。震源（相模湾）に
近い京浜線も、9 月 4 日から「川崎～品川」間、9 月 18 日に「品川～東京」間と徐々に回復
して、9 月 21 日には「横浜～東京」間の汽車列車を運行し、10 月 1 日から電車運転を再開
した。中央線は「御茶ノ水～水道橋」間の切り通し区間が崩れて復旧が遅れ、「飯田町～八
王子」間の列車運転は 9 月 3 日、
「飯田町～吉祥寺」間の電車運転を 9 月 19 日に再開して、
10 月 5 日に電車区間「東京～吉祥寺」を全線開通し、市内の省線電車は 2 週間～1 ヶ月で立
ち直り、10 月中に、ほぼ平常運転に戻している。
「品川～東京」間の電車運転が、山手・中央線より 2 週間遅れたのは、京浜線「桜木町～
品川」間の架線電圧が 1200Ｖ、東京市内が 600Ｖという複電圧の解消をはかり、この間に
「品川～東京」間の昇圧工事（完成は 10 月 28 日。京浜線電車は最初から複電圧対応型）が行
われたからだった。その結果、600Ｖ専用車を主力にした山手線電車は東京市街に入れなく
なったが、すぐ車両の昇圧工事に着手し、旧型車の改造と新車の増備をまって「品川～東京」
間の運転再開は翌大正 13 年 1 月 14 日、同年 10 月に山手線全線の昇圧を完成した。電車の
出力を増強して高速化をはかる電車線の昇圧は、元々この時期に予定されていたが、震災の
発生を機に、全面実施を敢行した鮮やかさは特筆すべきである。
当時の記録をみると、震災復興の立て役者はすぐ立ち直った省線電車であり、復旧のみな
らず、長期計画まで即座に組み込んだ事後処理の俊敏さは、有事に際して、ふだんの全体像
掌握がいかに大切かを語る実例として、歴史に留めねばならない。
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平成 7 年 1 月 17 日早朝に起きた『阪神・淡路大震災』
、平成 23 年 3 月 11 日午後 3 時の
『東日本大震災』と被害の規模、時代背景が違っていても、行政官と組織に能力があれば、
こうした大事業を展開できるところが大切である。
この震災によって、
「東京～上野」間の市街線建設も約半年ほど工期が遅れたが、上野駅
の全面改築という新たな局面をもたらし、約 10 年の歳月をかけてこれを完成した。震災の
損傷がほとんどなかった東京駅改良工事が、
「品川～東京」間の複線増設などと関連して、
昭和 31 年に竣工した史実に比べ、焼け野原に尾久客車操車場と機関庫を建設できた利点が
あったにせよ、震災復興の手形乱発に端を発した大恐慌の昭和初期に、これほどの工事を行
ない、現代にまで基本計画が生きている事実は、認識をあらたにすべきである。
記録をみて感じることだが、震災復興の影の功労者は当時存在した「運河」であった。
地震の被害がほとんどない水上交通が果たした役割は、今は想像できないほど大きかった。
が、焼け跡と化した震災後はこの恩を忘れ、一部の運河は瓦礫の捨て場になって消滅した。
また、電車区間を復旧する間に、代役として働いた蒸気機関車の存在も見逃せない。いまは
ディーゼル機関車牽引の客車、貨物列車を放棄したわが国には、これに代わる手段はない。
山手・京浜東北線電車は「ＡＴＣ：Automatic Train Control」という列車自動制御システ
ムで運行されているので、両線から信号機が撤去されていて、ＡＴＣ機構を完全に復旧する
まで電車は運転できない。
さらに現代の主役、いまでも過飽和状態にある道路交通は、一元化されて統制がとれる鉄
道とは違って、数箇所の不通区間が発生しても大混乱に陥るのは、
『阪神・淡路』大震災で
経験したとおりである。技術の進歩を確信し、自由を謳歌する現代が、用途に応じた多様性
をもつシステムの効用を忘れ、効率だけを重視して単一化したツケが、こちらに回ってくる
ことを覚悟しておかねばならない。
先に触れたように、関東大震災を『災い転じて福と成した』のは当時の省線電車だった。
震災を挟んだ大正 8 年から昭和 3 年にかけて、電車運転の一大転換期を造ったのである。
この間に車両の大型化と鋼製化を実施、600Ｖの架線電圧から 1200Ｖをへて 1500Ｖに昇圧
してモータ出力を増強し、高速運転と列車編成の長大化を図った。さらにポールを廃して、
カテナリー架線とパンタグラフを採用、色灯式自動信号機の利用による保安強化と運転間
隔の短縮、制御装置とブレーキ機構の大幅改善、連動式ドア開閉装置と電気暖房装備など、
現代につづく基本機構を取りいれたのは、この時期だった。
運行面でも、大正 14 年 3 月に山手電車線と貨物線を分離し、11 月の『山手環状線』完成
と同時に京浜線の上野駅乗り入れを実施。さらに田端（同年 12 月）、赤羽（昭和 3 年 2 月）、
大宮（昭和 7 年 9 月）延長と、中央線の吉祥寺（大正 8 年 1 月）、国分寺（昭和 2 年 11 月）、
立川（昭和 4 年 6 月）、浅川（現高尾。昭和 5 年 12 月）へと、電車の運転区間を拡大した。
これにより、『震災復興計画』の市街地から郊外への住居移転を円滑化し、電車の地位を
不動のものにした。この様子は、「山手、京浜、中央」線用に製造された車両が、大正時代
末に急増した史実に記録されている。
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表 1 3 国鉄電車製造両数（通勤用釣掛式電車）
年 度

明治 42 年
43 年～大正 2 年

新製電車

年平均

4両
56

備 考
山手線電車運転開始

14 両

山手線 増備車

40kw 車

大正 3 年～ 7 年

158

32

東京駅開業 京浜線電車運転開始

8 年～10 年

192

64

中央線電車 東京駅乗り入れ

11 年～14 年

400

100

15 年～昭和 3 年

258

88

半鋼製車 モハ 30 系

昭和 4 年～ 7 年

203

51

丸屋根車 モハ 31，33 系（8 年製 26 両を含む）

8 年～13 年

198

33

20ｍ車

14 年～20 年

221

32

モハ 60，63 系 出力増強

21 年～23 年

807

269

27 年～32 年

490

82

山手環状線全通 昇圧・出力増強

70kw 車

100kw 車

モハ 40 系（51 型 26 両を含む）
125kw 車

モハ 63 系（25 年製 4 両を含む）
モハ 72 系

㊟ 『国鉄電車発達史』
〈新出茂雄 弓削 進 昭和 34 年 電気車研究会〉を基本に置いた。
年度の区分は、車両の性能と外装を基にした。大正 14 年以前は木製車。
通勤用電車のみの集計。中長距離用「モハ 32、42、70、80。大阪型 51」系を除いた。
昭和 6 年以後は総武線と横浜線、昭和 10 年以降に常磐線用電車を含み、昭和 14 年
以降は大阪鉄道管理局用電車も含む。
甲武鉄道引継ぎの 4 輪単車 28 両、
明治 44 年までに増備された 4 輪単車 8 両を除く。
近郊・通勤型の区別をなくし、車種を統一した E233 系を毎年 400 両以上量産する現代の
ＪＲ東日本とスケ－ルは違うが、統計に表われたように、大正 11～14 年と昭和 21～23 年
に電車増備のピークが見られる。大正の電車増産はドイツ・アメリカ製品を使った初期型を
脱皮して、純国産技術を確立した史実を表現している。後者は太平洋戦争の本土爆撃で大量
の車両を失い、補充のために四扉通勤型の 63 系を量産した時代だった。
釣掛式国電の最後を飾ったのが、美しい全金属製二扉クロスシート、準急『東海、比叡』

にも使われた湘南電車 80300 番台、
横須賀線用三扉セミクロスの 70300 番台と同一の仕様、
四扉ロングシート通勤型 72920 番台だった。72 系は 47 両を中央線の三鷹・中野電車区へ配
属したが、当時新車の投入が全くなかった山手線品川電車区に 7 両編成二本、京浜東北線の
蒲田・下十条電車区へ 8 両編成を一本ずつ、城東・西成線（後の大阪環状線）の淀川電車区
へ 5 両編成一本と、昭和 32 年に、釣掛式電車の製造終了記念として、分散配置をした。
前例のない気配りも、同時に登場した「平行カルダン駆動、両開き扉」のモハ 90 系（後
の 101 系）試作車ばかりが注目を集めて、マニアにも話題にならなかった。しかし 5 両単位

で投入した新車を 6～10 両編成にするために、すぐ旧型を混成した中央線と違い、山手線と
京浜東北線では数年間、この綺麗な編成を大切に扱っていたのが印象的だった。
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昭和 33 年から再び三鷹電車区に集中配置をした 101 系は、昭和 44 年までに中央・大阪
環状・山手・総武線を中心に 1,535 両。昭和 38 年に山手線池袋電車区へ投入した 103 系は、
東京・大阪の通勤路線全線に使用され、
赤羽線に配置した昭和 59 年まで 3,447 両を製造し、
両者を合わせて 27 年間に 4,982 両、年平均 185 両の増備をした。明治 42 年から昭和 32 年
までの 47 年間の製造数が約 3,000 両だった史実を比べると、時代の変化が良くわかる。
昭和 56 年からサイリスタチョッパ制御の 201・203 系、界磁添加励磁制御の 205 系、イン
バータ制御の 209 系を平成 9 年までに約 3,600 両を製造した。こちらは 17 年間の年平均が
約 210 両で、101・103 系の時代より少し増加した。これが昭和 30 年代から爆発的に増大し
た通勤輸送の実態であり、我が国が世界第一位の電車王国になった推移である。
電車王国を造りだす原点にあたる大正 14 年 11 月 1 日の『山手環状線』完成後は、東京市
内の交通機関の主役が電車になった。震災前は常に乗降客数日本一を誇った「上野駅」も、
「東京駅→新宿駅」にその座を明け渡して、ふたたび首位に返り咲くことはなくなった。
近年では、東北・上越・北陸新幹線が東京駅に乗り入れて『北の玄関口』の実質を失い、
さらに好評の湘南新宿ラインに倣い、
「上野東京ライン」を運行するための「東京～秋葉原」
間の東北本線復活も、上野駅としては髀肉の嘆をかこつものだろう。
昭和 25 年に誕生した、二扉クロスシートの 80 系を使った東海道本線の「湘南電車」は、
在来線の特急電車、新幹線への基盤を創った。が、昭和 37 年から三扉セミクロスの 111 系
に替わり、平成 12 年以降は山手線などと同一仕様の四扉ロングシート、通勤型 E231 系に
置換された。東京近郊の人口急増が原因だが、
「長距離、近郊、通勤」型と、用途に応じて
造られてきた車両が、全て同じ形になったのは、効率一辺倒の現代を象徴する現象である。
『上野駅』は明治 16 年、下谷區上野山下町に
設置され、当時の慣行に従い、駅名には江戸時代
から広く知られた「上野」を採用した。上野山の
下にあった山下町は、明治 2 年から町名に採られ
ている。付近は元文 2（1737）年の火災の後に火
除地となって、町屋は設けられず、見世物小屋や
簡易商店街が軒を連ねる歓楽街であったという。
この火除地の設置と町火消「いろは組」制度に
力を傾けたのが、町奉行・寺社奉行を歴任した
大岡越前守忠相（1677～1751 年）であった。現代
に残る上野広小路や大崎広小路をはじめ、各所に
火除地を設けたのも大岡越前の都市計画による。
米価と物価政策に発揮した手腕と共に、『享保の
改革』の実務官僚として、徳川吉宗の功績と同等
に評価されていることを忘れられない。
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図1

43 上野駅付近

明治 20 年頃

地形語の山下は「Yamasita＝Yama：山、谷、崖＋masi．坐し⇔sima. 滲む：湿地＋sita．下、
滴る：湿地≒山の下にある湿地、または谷間の湿地」と解けて、付近の「縄文海進・海退：約

7,000～3,000 年前」の地勢をも表現している。一見ありきたりな地名にも、綿密な構成が
施されているところに、
『言霊』の魅力を感じとれる。上野の山下は江戸時代に通称だった
ので、単に上野山の下の意味でつけた可能性はあるが、この地名も、昭和 40 年 8 月 1 日に
「上野七丁目」という広域町名の一部になって消滅した。
上野は全国に分布する地名だが、数が多いので、関東地方南部の例をあげよう。
埼玉県秩父市上野町
埼玉県岩槻市上野

千葉県勝浦市上野
→さいたま市

千葉県四街道市上野

埼玉県上福岡市上野台 →ふじみ野市

千葉県長生郡長柄町上野

埼玉県入間郡越生町上野

東京都台東区上野

千葉県銚子市上野町

東京都八王子市上野町

千葉県館山市上野原

神奈川県横浜市中区上野町

簡単に解けそうにみえる上野は、
「Na」行の言葉が語尾におかれ、
「ｕｅｏ」の母音配列
も倭語の少数音型であるため、想像以上に解釈が難しい地名である。単純に「Ufeno＝Ufe：
上＋no．野。nu．沼」と解けるかは判らない。上野であれば、起源地は上野の山、上沼でも

湿地端の台地上が候補にあがる。
「Ufe＋feno⇔nofe．伸べ、野辺」と解しても、上野の山に
比定できそうで、地名解釈がうまくできなくても、起源地が一致するのは面白い。
しかし御徒町駅でふれたように、江戸時代初期から、上野は今の「上野三、四、六丁目」
の各一部にあたる御徒町駅北部の平坦地に所在して、地名解釈と一致しない不合理がでる。
証拠は、御徒町駅をでた電車が上野駅までに走る高架橋名が、
「第 1 上野町、第 2 上野町、
下谷町、第 1 五条町、第 2 五条町、山下町」であることに残された。
しかし有り難いことに、上野の由来は文献に記されている。寛永 2（1625）年、徳川家康
に信頼された僧天海が江戸城鎮護を祈願して「寛永寺」を建立したとき、上野台の東端にあ
った上野村を移転して、いまの御徒町駅西北部に上野村を設立したと記録される。
この史実を参照すると、本来の「上野」は、やはり湿地端の台地上に位置し、今の「上野
桜木一丁目、上野公園」
、山手線と東北本線が大きくカーブを描く、崖端の上に比定できる。
付近には縄文時代後期の新坂貝塚（約 4,000～3,000 年前の貝塚：上野桜木一丁目、上野公園）
があって、かつて上野台の崖下が海であった史実を語り、東京文化会館の裏手に、付近に珍
しい前方後円墳の「摺鉢山古墳」が、上野台古墳群の盟主として存在する。
この様子からも上野の歴史が感じられ、桜木一丁目の寛永寺が、ことさら「上野寛永寺」
とよばれることは、ここが「上野」の起源地であった史実を伝えている。

149

(27)

鶯

谷 地平

8.7ｍ

台東区根岸

明治 45（1912）年 7 月 11 日

上野駅を出発した電車は、高架橋ではなく、田端まで上野台の崖を削った築堤上を走る。
上野駅の高架・地平ホームからでた列車線は立体交差を交えて、高架発下り東北・高崎線、
地平発着東北・高崎線（複線）、高架着上り東北・高崎線、高架から降りた常磐線（複線）に
整頓されてゆく。日暮里駅まで山手・京浜東北線の複々線を合わせて、日本一数が多い十本
の線路が並走し、上野台に沿って、ほぼ直角にカーブして「鶯谷駅」に到着する。
明治 42 年 12 月 16 日に
「上野 新宿 品川 烏森」
間に電車運転を開始した山手線では、
「上野～日暮里」間だけが単線だった。日暮里方から上野台の崖を削り、この中間点まで複
線にした明治 45 年 7 月 11 日に設置したのが「鶯谷駅」である。
「上野～鶯谷」間を複線化
したのは大正 3 年 3 月 2 日だが、今の上野台の崖は、昭和 31 年 11 月 19 日までに、更に上
野台を削りとり、
「上野～田端」間の京浜東北線北行・山手線内回りの路盤を敷設した時の
造作である。同時に線増した「田町 東京 上野」間は、高架線の海側にラーメン橋を併設
して路線を順に移動し、山側に京浜東北線・山手線用複線を造りだした。しかし後に「汐留
～秋葉原」間の海側に新幹線を付加したため、高架橋の側面は見えなくなった。
駅名に採られた「鶯谷」は不思議な名で、山手線内の駅で、東京と共に町村名に使われた
経歴がない異色の存在である。この名は、日暮里駅西方の台東区「谷中五丁目」の霊梅院付
近の谷に鶯がいたからとも、上野台の崖下を流れていた音無川（石神井川用水）へ、いまの
くいな

「根岸二丁目」に架けた石橋が、水鶏橋から鶯橋に改名された史実によるとも伝えられる。
命名経緯がはっきりしないのも妙で、
なぜ駅名に、
江戸時代から知られた呉竹の「根岸の里」
、
あるいは所属村名の「金杉」を採らなかったかは奇異な印象を与える。
全国の大字名から、使用例が少ない「鶯」地名を取り出すと、次の名があがる。
東京都渋谷区鶯谷町

宮城県栗原郡鶯沢町

→栗原市

岐阜県岐阜市鶯谷

新潟県中頸城郡清里村鶯沢

→上越市

京都府京都市北区西賀茂鶯谷

岩手県岩手郡雫石町鶯宿（オウシュク）

石川県金沢市鶯町

山梨県東八代郡芦川村鶯宿

兵庫県神戸市長田区鶯町

秋田県仙北郡中仙町上・下鶯野 →大仙市

岩手県遠野市鶯崎町

兵庫県加西市鶯台

→笛吹市

鶯地名の大半が川沿い、または谷底にあって、地名解釈「Ukufisu＝Uku．浮く、拭く：湿
地＋kufi．食ふ：谷、崖＋fisu⇔sufi．吸ふ：湿地、谷。su．洲：湿地」に一致し、鶯は谷底、

湿地端につけた様子が感じられる。しかし、鳥の「鶯」が、地名と関係するかは判らない。
鶯の谷渡り…枝から枝へ飛び移るさま、その時の鳴き声…というように、この鳥が急峻な谷を
好んで巣を作るので、名づけたのだろうか。現代の鶯は「ホーホケキョー」と鳴くのが普通
だが、平安時代には、こんな鳴き方でなかったことが記録されている。
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梅の花 見にこそ来つれ 鶯の ヒトクヒトクと 厭ひしもをる
『古今和歌集』巻十九 1011

読み人しらず

私は梅の花を見に来ただけなのに、鶯は「人が来る、人が来る」と鳴いて嫌がっている。
というのが歌の大意で、わが国の鶯が「ホーホケキョー」と鳴き始めたのは、鎌倉時代に法
華経が広まってからという。英語圏の犬が「Bowwow」と吠え、猫は「Miaow」と鳴き、鶏が
「Cock-a-doodle-doo」と、ときの声をあげるのも同類と考えられるだろう。
図 1 44 谷中・根岸付近

デジタル標高地形図

鶯の地名解釈から、上野台地端の根岸よ
りも、谷中の霊梅院付近の谷が「鶯谷」とよ
ばれた可能性が高そうにみえる。
『新編武蔵国風土記稿』に谷中町の小字
として記録された鶯谷は、台東区と文京区
の区境である上野台(右)と本郷台（左）の間
を流れていた藍染川（関東大震災後に暗渠化。
推定起源地：文京区根津藍染町、昭和 40 年か
ら根津二丁目に改名）の谷を指したようで、

谷中三丁目と千駄木三丁目の境界付近に
「鶯谷」があったのだろう。付近には「谷中
初音町」という鶯谷にふさわしい町名もあ
ったが、昭和 41 年の大晦日に廃棄された。
藍染川左岸の谷中には、なかなか興味ぶ
かい町名があったので列記したい。
谷中町

Yanaka

谷中初音町 Fatsune

Yana．簗：∪型地形＋naka：緩斜面。
Fatu．果つ：端。Fasu：斜面＋tune，sune：抓る、拗ねる。
臑と同様に膨らんだ微高地：藍染川蛇行部左岸（谷中三丁目）
。

谷中三崎町 Samusaki

Samu：谷、崖＋musa．蒸す：湿地＋saki．裂く：谷、岬。

谷中真島町 Masima

Ma．間：谷。Masi．坐す＋sima. 滲む、浸む：湿地。

谷中清水町 Simitsu

Simi．滲み、湿み：湿地＋mitsu：水、満つ＝湧水地。

これらの町名は、藍染川流域に入り海が存在した『縄文海進⇒海退：約 7,000～3,000 年
前の時代』につけた可能性がたかい。縄文時代中期～後期の領玄寺貝塚遺跡（谷中三崎町・
谷中真島町→谷中四丁目）や、不忍池北西の谷が東大構内へ入ったところにある弥生町貝塚
…『弥生時代』の起源地名…がそれを暗示するように見える。鶯谷駅本屋がある台東区根岸

は、山手線が大きくカーブする上野台に沿った下町の名で、縄文海進時代には海であった。
しっかりした記録と地図が残されているので、旧町域の復元は難しくないが、どうして、
こうも簡単に大切な遺産を捨ててしまったかは、あらためて見直すべき問題であろう。
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日暮里 地平

9.7ｍ

荒川区西日暮里

明治 38（1905）年 4 月 1 日

山手線電車は、鶯谷駅をでると十本の線路の左から二本目を走る。西側の上野台上には
「寛永寺霊園、谷中霊園」が続き、浅草からきた言問通りが寛永寺陸橋で乗り越してゆく。
まもなく京成電鉄本線がオーバークロスし、12 本の線路に増えた「日暮里駅」へ到着する。
日暮里駅構内で東北・上越・北陸新幹線が地上に出て複線を加え、谷中銀座から七面坂をの
ぼる日暮里駅東北端の下御隠殿（しもゴインデン）橋は、毎日約 2,500 本の列車が通過する
14 本の線路（京成本線は二段高架線に改築）を一望できる、有名な場所である。
もう一度路線名を記すと、谷中側から「京浜東北線北行・山手線内回り・山手線外回り・
京浜東北線南行」
「東北・上越・北陸新幹線下り・上り」
「上野駅高架発東北・高崎線下り…
大半が『上野東京ライン』
：もと尾久客車操車場への下り回送線」
「上野駅地平発着東北・高崎

線下り・上り」
「上野駅高架着東北・高崎線上り…大半が『上野東京ライン』
：もと尾久客操へ
の上り回送線」
「常磐線下り・上り」、
「京成電鉄本線下り・上り」の順になる。

こんな過密な場所に、よく新幹線が入り込めたと感心もするが、日暮里駅には戦後 40 年
も使わなかった東北・高崎線用ホームが二本放置されていたことを思い出す。新幹線建設直
前にホームを撤去して配線を替えたので、廃物利用でも最高度の活用法といえよう。
「日暮里駅」は、明治 29 年 12 月 25 日に開業した「田端駅」を始発駅としていた常磐線
（当初は日本鉄道土浦線→海岸線）が、三河島から上野方面に東北線と結ばれ、その分岐駅

として明治 38 年 4 月 1 日に設けた駅である。
上野駅を出発した常磐線は、「日暮里～三河島」間で逆もどりの様相をみせ、南千住駅の
手前から直角に近い曲がり方をするのは不自然な印象を与える。なぜ上野駅から真直ぐに
昭和通り（日光街道：東京メトロ日比谷線）に沿ったルートをとらなかったか？ というのは、
誰もが抱く疑問であろう。
図1

45 常磐線の経路

問題の原点は日本鉄道土浦線（明治

Yahoo 地図

39 年 11 月 1 日、常磐線に改名）が田端

駅を起点としたことにあり、日本鉄道
の本意は、市街近郊に水陸接続の貨物
駅を造ることと、石炭を産出する常磐
炭田を結ぶことにあった。
前者は土浦線開業時に隅田川貨物
駅（右上：荒川区の表記がある場所）を
設置した史実に示され、後者は行き止
まりの上野駅と結ぶよりも、東北・高
崎線、明治 29 年に計画した豊島線の
接続を「田端」で一括して結べる優位
を重視した様子を窺える。
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上野駅から旅客線を新たに敷くなら、無理をしても日光街道に沿う路線を造っただろう。
だが用地の取得、建設費、工期などの関係から、当時は田んぼだった「日暮里～三河島」間
に半円を描く線路だけを敷設する方が、短期的には有利だったようにみえる。
しかし、一年後に「上野～日暮里」間に常磐線の複線を併設した史実をみると、建設費は
大差なく、将来に配慮して、距離が半分の「上野～南千住」間の直線ルートを選んだ方が、
動力費、保守費、旅客サービスの面では遥かに有利だった。先見性を欠いた路線の選定とみ
るのは、少々酷であろうか。
「日暮里駅」は、駅開設時に北豊島郡日暮里村大字谷中本…旧谷中本村を明治 22 年に日暮
里村へ吸収合併…に所属した。これが、後に「西日暮里」という、不合理な駅名を生みだす

原因になるのだが、順を追って検証しよう。
にひぽり

駅名に採られた日暮里は、明治 11 年に、室町時代以来の伝統をもつ豊島郡「新堀」村の
漢字をあて替えたものである。新堀は、新宿と同様に三種類の読みをもつ地名で、近畿地方
以東に偏在するので、関東地方の用例を取りだすと次のようになる。
にひほり、にひぼり

茨城県下妻市新堀

埼玉県比企郡川島町新堀

茨城県猿島郡総和町東牛谷字新堀→古河市

埼玉県久喜市上早見字新堀

群馬県前橋市新堀町

埼玉県南埼玉郡菖蒲町新堀 →久喜市

群馬県碓氷郡松井田町新堀

→安中市

埼玉県坂戸市新堀

群馬県新田郡新田町村田字新堀 →太田市

埼玉県川口市新堀

埼玉県児玉郡上里町藤木戸字新堀

千葉県市原市新堀

埼玉県熊谷市新堀

千葉県匝瑳郡野栄町新堀

埼玉県行田市荒木字新堀

東京都江戸川区新堀

埼玉県日高市新堀

神奈川県三浦市三崎町諸磯字新堀

→匝瑳市

にっぽり

群馬県渋川市半田字新堀

東京都荒川区東・西日暮里

しんほり、しんぼり

埼玉県新座市新堀

東京都東大和市新堀

千葉県印旛郡酒々井町酒々井字新堀
新堀は「新しく設置した掘割」、または「新しい開墾地」と解くのが普通である。
地名解釈の「Nifipori＝Nifi：湿地＋fipo：谷、崖＋pori．堀：谷、崖」
「Simupori＝Simu：湿
地＋mupo⇔pomu：∪型の湿地端＋pori：谷、崖」は、いずれも谷型の湿地を意味して、通説に

合致する。しかし新しい開墾地とは、いつの時代を想定するかが問題になる。ヤチ状∪型湿
地は水田耕作地として最も早くから開墾されていて、弥生時代の新開地とでも解するのだ
ろうか…。
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新堀をつけた地形をあたると、
「にひぽり、にっぽり」の大半が川岸、湿地端に位置する
ので、地形語の解釈をとって良さそうである。
「しむぽり」では、新座市と東大和市の新堀
が明暦元（1655）年に造った野火止用水に面しているので「新しい堀、新開墾地」
、酒々井
（しすい）の新堀はヤチに所在するので、地形地名と解きたい。
にひぼり

「日暮里駅」の新堀村は、今の西日暮里三～四丁目、山手線「日暮里～田端」間の西側に
あった村だった。起源地は諏訪神社と道灌山の間にある凹地、すなわち道灌山通りと山手線
が交差する「西日暮里駅」に比定できる。切り立った海触崖…今の地形は昭和 31 年に京浜東
北線用複線を増設した時に削った崖…が連続する上野台では、ここだけが∨型に切れ込んだ

場所である。江戸時代の文献に「入堀」をあてた例もある「にひぽり→にっぽり」の谷間の
湿地、または谷間の入江（縄文海進時の命名）の地名解釈に一致する。
この地点が、下町低地と上野台地、谷中・駒込をむすぶ交通路として重用された様子は、
古地図や地形図をみればすぐ判る。
証拠は、山手・京浜東北線の下を潜って
台地へ上がる道路が「上野～赤羽」間では、
西日暮里の他に、石神井川が流れる王子駅
以外にないことに残されている。線路と道
路の立体交差は、上を通る方が後から設置
するのが普通で、西日暮里駅が台形状高架
線にのるのも、鉄道建設のはるか昔に道灌
山通りがあった様子を語っている。
西日暮里駅ができる昭和 46 年 4 月以前、
山手・東北線と道灌山通りに立体交差が設
けられていたが、東京メトロ千代田線との
接続駅として西日暮里駅を設けたときに、
立体交差を拡大した。

図1

46

谷中本村と日暮里村(明治 19 年)

この様子をみても、
「旧石器 縄文 弥生 古墳」時代に連なる道灌山遺跡の「日暮里」
、
「縄文 奈良」時代の遺跡密集地の「王子」付近が、古代からいかに注目されていたかを理
解できる。
（㊟ この模様は、京浜東北線「上中里、王子」駅に詳述）
本サイトで、駅名と同じ地名を全国から収集しているのは、古代の地名、おそらく縄文時
代から弥生時代につけた地名が、地形表現を主体にした可能性が高いため、地名を沢山集め
て地形の特徴を浮上させることを基本に置いている。
『言葉と地名』は密接な関係を持つの
で、この作業を集成すると、縄文～弥生時代の言語の一端を復元できるのである。
江戸時代まで継承した村名、町名に採られたほどの地形地名は、いずれも特徴ある場所、
すなわち崖端、谷地、湿地端、湧水地などに命名されている。これは、当然『命の水』を得
る場所が注目されていた様子を物語り、この地点が交通路の要衝に重なる例は多い。
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わが国の地名は、極論すると「湧き水のある崖端、湿地端」に命名されたものばかりとい
う印象をうける。ここには『倭語』の特徴である、細やかに地形を識別する手法が組み込ま
れた様子は感じられるが、本サイトのレベルでは解読できないのが残念である。
武蔵国豊島郡新堀村に「日暮里」をあてたのは、江戸時代の享保年間（1716～1735 年）以
前という。両者が共用されて明治 11 年から日暮里村が正式名になった。
「日暮しの里」とは
実に味わいぶかい名である。
「呉竹の根岸の里」、鶯谷のホテル・キャバレーが林立する現代の情景に目をつぶれば、
鬱蒼とした竹林、森のある台地を背景におく、のんびりした江戸時代の風景が目に浮かぶ。
付近には職人も多く住んでいたようで、宵越しの銭をもたず、家賃を溜めた「八つぁん、熊
さん」たちが年がら年中、長屋の御隠居に説教されていた、その「日暮しの里」という江戸
っ子らしい姿も想像できる。
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（29）

西日暮里 高架 11.6ｍ

荒川区西日暮里

昭和 46（1971）年 4 月 20 日

日暮里駅を出ると、常磐線が右に曲がって京成電鉄本線の下を潜って北へ向かい、同時に
京成本線も視界から消え去ってゆく。山手・京浜東北線は、両線で二番目にきつい「29‰」
の急勾配…最急勾配は「西日暮里～田端」間の 34‰…を上り、道灌山通りを台形状にまたぐ
「西日暮里駅」へ着く。ここから新幹線は並んで走るが、東北・高崎線と、もと尾久客車操
車場への回送線（今は『上野東京ライン』が利用）は、ホームの中程から北へ離れてゆく。
日暮里～田端間の「29‰, 34‰」の急勾配は、電車専用線だけに使われる特殊な例で、主
要幹線の最急勾配は「10‰」、亜幹線は「25‰」と規定される。しかし、やむを得ず急勾配
になった在来線に「33.3‰」があり、
「4110. E10」
「EF16. EF64」
「EF71・ED78」が活躍した
奥羽本線（庭坂～峠～関根。いまは山形新幹線と併用）。「8620 三重連」が話題を集めた花輪
線（松尾八幡平～安比高原〈旧名：龍ヶ森〉～赤坂田）。高原のポニー「C56」の人気が高かっ
た小海線（甲斐大泉～野辺山～佐久広瀬。海尻～小海）。阿蘇山越えに「C58. 9600」が奮闘し
た豊肥本線（瀬田～立野～赤水）に「33.3‰」勾配がある。もと伊那電鉄、昭和時代末に「旧
型電車の博物館」と謳われた飯田線「伊那福岡～駒ヶ根～宮田」間に短い「33.3‰」勾配が
点在し、
「赤木～沢渡」間には「33.3‰」と共に短区間の「40.0‰」が存在する。
「日暮里～西日暮里～田端」間は線路が輻輳して、高原の風情などまるでないが、東京に
せんざん

さくなみ

居ながら山岳路線の急勾配を味わえるのが楽しい。これに次ぐ 33.0‰勾配は仙山線（作並～
しがらき

き ぶ が わ

きすき

かめだけ

楯山）。信楽線（貴生川～雲井）。木次線（亀嵩～出雲横田、八川～備後落合）
。予讃本線（八幡
浜～伊予石城、下宇和～立間、伊予吉田～高光）
。松浦線（松浦～平戸口）にある。

なお、平成 27 年 3 月 14 日に開業した上野東京ライン、
「東京 神田」
「神田

秋葉原」間

に「35‰」の急勾配が出現して、中央本線「東京～神田」間の急勾配と並んだ。
日暮里駅との間が、山手線内での駅間最短距離、500ｍしかない「西日暮里駅」は、東京
メトロ千代田線の開業に合わせて、
「常磐線 千代田線 小田急小田原線」と「山手・京浜
東北線」の接続駅として設けた駅である。
昭和 30 年代前半の常磐線電車は、モハ 60 系の 6 両編成で運行していたが、30 年代後半
から 40 年代に周辺が住宅地にかわって通勤客が急増したため、
72 系の 10 両編成に替った。
しかしこれでも対処できず、昭和 44 年 12 月に地下鉄千代田線が「北千住～大手町」間を結
んだとき北綾瀬に車両基地を設けて、
「綾瀬～北千住」間を複々線化していた常磐線に乗り
入れた。昭和 46 年 4 月 20 日に常磐線「我孫子～綾瀬」間も複々線化し、
「我孫子～霞が関」
間、常磐線⇔千代田線の相互乗り入れを開始した。このとき、山手・京浜東北線との交点、
立体交差の道灌山通り上部に設けた千代田線との乗換駅は 220m 以上の高架線となり、ホー
ム両端に「29‰, 34‰」の急勾配を設けた台形状の線形になった。
だが、日暮里駅の北に設けた接続駅が『西日暮里』を名乗ったのは、駅本屋が「荒川区西
日暮里」に所属したからだった。
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東京市が市域を拡大した昭和 7 年に生まれた「荒川区」は、面積が台東区（10.00 ㎢）や、
中央区（10.05 ㎢）を少し上回る「10.34 ㎢」の小さな区である。世田谷区（58.81 ㎢）や
足立区（53.25 ㎢）、練馬区（47.00 ㎢）などと較べて、区域が 5 分の 1 しかない荒川区は、
もうひとつ際立った特徴を持っている。他の 22 区は少なくとも 20 以上の町があるのに対
して、荒川区には「荒川、町屋、東尾久、西尾久、東日暮里、西日暮里、南千住」という 7
つの町しかないのである。
と同時に、荒川区が誕生した昭和 7 年に今の隅田川が荒川を名乗っていたのだが、当時、
荒川放水路と呼ばれていた川が、昭和 39 年の『河川法』改正で「荒川」に替り、荒川区は
「荒川が流れていない区」になってしまった。さらに町名の「荒川」は昭和 36 年に造った
新設記号、
「南千住」も日光街道千住宿（足立区千住）の南の意味から、明治 22 年に創作し
た経緯を考えると、荒川区にのこる本物の地名は、
「町屋」ひとつになった。
『角川日本地名大辞典 東京都』にのる、大正 14 年度の荒川区に相当する地域の大字・
小字名は、軽く 100 を越えていた史実をみると、隔世の感を覚える。なぜこれほど地名を捨
てたかの理由は分かる由もないが、
「西日暮里」駅がこれ以外の町名を名乗ろうにも、他に
地名がないので命名には同情の余地もある。しかし歴史を少し溯ると、明治 38 年に開設し
た日暮里駅は北豊島郡日暮里村大字谷中本、当時の西日暮里駅周辺は「日暮里村大字日暮里」
に属して、こちらが正真正銘の「日暮里」であったこともわかる。
地名の起源などという話題は、『倭語：縄文・弥生時代に使われていた言語』の語源と、
地名の意味が伝わらなかった「飛鳥～奈良」時代にも問題にされなかった様子は、第三章の
『古代の東京、神奈川』に詳述する。だが、地形表現を基本に置いた『地名』の意味を解い
て地形の変遷を対照すると、駅名に採られた町名などの『字名』の大半が縄文時代に命名さ
れた史実が浮かびあがり、峠名・岬名などの『自然地名』の一部を、弥生時代に付けた様子
が浮上する。つまり『地名』を探索すれば、縄文時代の言語と、ここから進化した弥生時代
の言語の復元が出来るだけでなく、真の古代史も浮上するのである。
これまでに述べた「大塚、目白、目黒、大崎」駅の例を出すまでもなく、新設する駅や、
町の命名にはもっと神経を使う必要があると思う。伝承名を消して作る近代の地名…疑似
地名＝記号…の特徴であるブランド名に「新本東西南北」をつける手法は、命名側の縄張り
拡大、利用客誘致に起因し、この記号類をどのように減らすかが今後の課題になる。
よく知られる例が東北本線浦和駅周辺である。
「浦和、中浦和、東浦和、西浦和、南浦和、
北浦和、武蔵浦和」をなのる駅が、京浜東北線と武蔵野線、埼京線にどのように配置されて
いるかは、地元の方と一部の鉄道ファン、時刻表マニアが知っている程度で、一般には理解
されていないだろう。
小学校低学年で習う「方位」は、ある一地点を基準に東西南北をつけるのが原則である。
日本語の基本とおりに考えると、浦和、または中浦和を中心に「東西南北」浦和が存在する
と捉えるのが常識だが、ここには通用しない。これまで検証したように、駅名を町名に採用
する例が多いところに注目する必要がある。
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すでに「北浦和、南浦和、東浦和」が、さいたま市の住居表示に取り込まれたように、こ
ういった場合は古い地名が抹消されるのが慣例である。
「旧石器 縄文 弥生」時代の長期集落遺跡として知られる「浦和市井沼方」は、遺跡と
同様、縄文時代前期（約 7,000～5,500 年前）の海進時につけた可能性が高い地名だった。だ
が昭和 53 年 10 月 2 日に武蔵野線が開業して「東浦和駅」が生まれ、平成 13 年 3 月 1 日に
浦和・与野・大宮市が合併して「さいたま市」が誕生すると同時に、町名の浦和市井沼方は、
「さいたま市浦和区東浦和」に改名されてしまった。
今のうちに、地名がどんな性質をもっているかを解明しておかないと、近い将来、荒川区
や、さいたま市のように、この種の記号ばかりに占拠される様子を暗示している。次章『京
浜東北線の歴史』の「川口駅、浦和駅」で詳述するが、周辺の「縄文海進～海退」期の海岸
線の上下動が比較的わかりやすいことに加え、
「川口（河口）、浦和（←浦端）」の地名解釈は
現代語でもできるところが大切である。
赤羽駅で触れたように、川口が荒川河口だった時代は古墳時代と推定されて、浦和から海
が消えたのは、約 5,000 年前の縄文時代中期と推理できる。近代に捨てた浦和の発祥地は、
さいたま市浦和区高砂（埼玉県庁所在地）で、周辺の町名に地名解釈を適用すると、海があ
った『縄文海進』の時代に遡れるものが多いことが判る。もと浦和市井沼方(井沼潟？)もそ
の一つだった可能性があり、縄文時代の地名と推定できる根拠は、さまざまなデータ分析の
結果をあげる「浦和駅」と、第五章『地名考古学』に提示したい。
今のように、数千年の歴史をもつ伝統地名を使いこなす能力を失い、地名や方位を記号と
しか認識できない状況なら、「東南西北中」浦和はそのまま残し、さいたま市南区別所にあ
る「武蔵浦和」駅埼京線ホーム南端が南区白幡に属するので、これを「白浦和」
、旧市名発
祥地の浦和駅を「發浦和」と改名すれば、
「白發中」浦和を囲むように、
「東南西北」浦和が
並ぶ一貫した論理が生まれ、麻雀をたしなむ人くらいは関心を示すかもしれない。
西日暮里駅も、先に誕生した日暮里駅が「谷中本、谷中」をなのれば問題はなかったが、
谷中は藍染川流域の谷間にあることは広く知られていたので、この名を使うわけにゆかず、
村名の日暮里を採ったのは必然の現象だった。
昭和 46（1971）年 4 月 20 日に「西日暮里駅」を命名したとき、方位の使い方と町名、駅
名の歴史を熟知した人が参加していれば、この駅は、常識どおりに「本日暮里」または「元
日暮里」
、
「日暮里本町」駅とつけたであろう。町名の荒川区西日暮里が生まれたのは、駅を
開設する 5 年前の昭和 41 年 3 月 1 日であり、旧名の「日暮里町、三河島町、尾久町」の区
画を替えて造った記号などに、こだわる必要はなかったのである。
さらに中世史、古代史、考古学に造詣の深い人が関わっていたなら、江戸城を造った太田
資長（道灌）が砦を築いたと伝えられる新堀…西日暮里…の道灌山が推挙されたであろう。
道灌山は、太田道灌からとった名でなく、
「Tafukamu-yama＝Tafu. 食ぷ：∪型・∩型地形、
崖＋fuka. 拭く：深い湿地＋kamu. 噛む：∪型・∩型地形、崖＝深い湿地を挟む崖」と解ける

「新堀→日暮里」と同じ地形を表現した地名であった〈次の田端駅の図 48 参照〉。
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田

端 地平

5.1ｍ

北区東田端

明治 29（1896）年 4 月 1 日

西日暮里駅をでた電車は、すぐ 34‰の急勾配を下って「田端駅」に到着する。山手線と
京浜東北線は夜間に保線作業をするので、田町・田端駅に京浜東北線北行と山手線内回り、
山手線外回りと京浜東北線南行との間に、両渡り線（Scissors Crossing）を設けている。
西の品川駅付近では、平成 21（2009）年 3 月 13 日の『はやぶさ・富士』廃止に伴い東海
道線の客車列車がなくなり品川運転所を撤去した。田端駅周辺でも平成 27 年 3 月 14 日に
『北斗星』
、翌 28 年 3 月 20 日に隔日運転の『カシオペア』を廃止した。そのためＪＲ東日
本の首都圏で唯一、電気機関車を配属する田端運転所に残った EF5861、EF65（5 両）と EF81
（6 両）の定期運用がなくなり、尾久車両センターにも十数両の客車を残すだけになった。
田端駅は、北の海岸線（浜通り）を結ぶ常磐線の始発駅として設けられた駅だが、なぜか
明治 29 年 12 月 25 日の開業より 9 ヶ月も早く開業した。東北・高崎線と常磐線の接続点に
ある田端は、自然発生的に客車・貨車操車施設を備え、明治 36 年 4 月 1 日に「田端～池袋」
間に豊島線（山手線）ができると貨物輸送の拠点になった。明治 38 年 4 月 1 日、常磐線の
旅客列車始発駅が田端から上野へ替わり、貨物中心の姿勢を確立した。さらに、同年 9 月の
日露戦争終結後の好景気から、貨物取扱量が激増して、許容能力をこえた田端駅に抜本改良
が加えられた。明治 39 年 11 月 1 日、日本鉄道が国有化されると直ちに改良計画にとりか
かり、明治 45 年 5 月から工事に着手、大正 5 年 2 月 14 日にこれを完成した。
田端操車場は、わが国最初の「ハンプ・ヤード」を設置した地として知られていた。ハン
プ（坂阜）とは、平面ヤード（仕分け線）で貨車の連結・開放する作業を、操車場に∧型の
緩い坂を設け、下から機関車で押しあげ、頂点で貨車を突放して仕分けをする設備だった。
大正時代、東北線の貨物ヤードは「田端」
、東海道線に「品川」があったが、昭和時代に
入ると鉄道貨物が急増したため、昭和 2 年 3 月 1 日に「大宮」操車場、昭和 4 年 8 月 21 日
に品鶴（品川～鶴見）貨物線を新設して「新鶴見」操車場を造り、昭和 12 年 11 月 11 日に
全面使用を開始した。二つの操車場は「ハンプ・ヤード」を備えただけでなく，ハンプから
転がり降りる貨車へ自動的にブレーキを掛けて、速度調整をする「カー・リターダ」を装備
して、入れ替え作業を合理化した。
大宮操車場を設置したのち、田端操車場は「東海道・中央 山手貨物 常磐・総武」線を
むすぶ貨物の仕分けを行ない、「山手貨物

東北・高崎」線の貨物は大宮操車場が扱った。

しかし、山手貨物線北行から田端操車場へ入るには山手貨物線南行を横断し、上中里駅から
王子駅まで伸びた引上げ線に入り、後部に機関車をつけてバック運転をする必要があった。
昭和 40 年代の最盛期に一日 130 往復…10 分に 1 往復…もの貨物列車を運行していた山手貨
物線では、この平面交差が大障害になっていた。さらに田端操車場から総武線へ入るには、
操車場から三河島貨物線を通って常磐線の金町へゆき、ここで機関車を後ろに付け替えて
「新金貨物線」経由で新小岩操車場から総武線に入る、面倒なルートを採っていた。
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これらの問題、とくに山手貨物線の許容能力が限界を超えたため、新規に外郭環状線の武
蔵野線…新鶴見操車場～府中本町：昭和 51（1976）年 3 月 1 日開業。府中本町～新松戸：昭和
48 年 4 月 1 日。新松戸～西船橋：昭和 53 年 10 月 2 日…を建設して、山手貨物線を使う通過

貨物の大半を移動した。この間の昭和 49 年 3 月 20 日に「吉川～三郷」間へ武蔵野操車場を
造り、新鶴見操車場で「東海道貨物線」
、西国分寺～新小平間で「中央本線」
、西浦和～武蔵
浦和間で「東北本線」
、南流山～新松戸間で「常磐線」を結び、山手貨物線を使わない輸送
体系を構築した。
山手貨物線と接続の問題がある田端操車場を通らずに、常磐線金町駅から新金貨物線・総
武本線への接続も良くなり、首都圏の貨物輸送は、万全の態勢を整えたのである。
ところが、時代はすでにモータリゼーション全盛期を迎えていたため、鉄道貨物は減衰の
一途をたどり、昭和 59 年 2 月 1 日、ついに操車場を使う「ヤード系貨物」が全廃された。
これと同時に「大宮、田端、新鶴見、新小岩」操車場のみならず、当時の技術の粋を集め、
ハンプ・カーリターダを下る貨車 1 両ごとの重量、転送線別の走行抵抗、行き先、時間毎の
天候・風向・風速を入力したコンピュータを基本に据えて、入れ替え機関車まで自動運転化
した「武蔵野操車場」も、わずか 10 年の活動期間で廃止され、撤去されてしまった。
この事実は、昭和 30～40 年代の高度成長から、50 年代のバブル→バブル崩壊の影響と、
「流通革命」の時流に乗り遅れた鉄道から、自動車へシフトした輸送体系の大変貌を正確に
記録した史実である。武蔵野線の開通により、田端操車場の縮小が決定し、東北・上越新幹
線の車両保守基地が設けられることになった。
図1

47

複雑な様相をみせる田端付近の線路も、

田端駅付近の配線

田端駅開設時には、東北本線の複線から
常磐線（三河島貨物線）の複線が分岐する
常識的なものだった。山手線が開通する
と西方への複線分岐が加わり、
明治 42 年
12 月に山手線が電車運転を開始したと
きに「日暮里～田端」間に複線を併設。
昭和 3 年 2 月の京浜線赤羽延長に伴い、
「田端～赤羽」間に複線を増設して電車
運転を開始した。大正 15 年 10 月に田端
の客車施設を拡大した尾久客車操車場
を設けて、
「日暮里～尾久」間に列車回送
線を造り、昭和 4 年 6 月、東北本線の複
線を尾久経由に新設して、従来の列車
線を貨物線に変更した。

『鉄道ファン』 492 号より転載
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山手線の貨物は、当初は旅客線を共用したために上野方向へ接続されていたが、電車運転
の増加に伴い、大正 14 年 3 月 28 日から、大宮へ向かう新設ルートに切り替えられた。この
路線（駒込以西は電車線を新設）は、上中里方面から半径 200ｍのカーブを交えた急曲線で
中里トンネルに入り、ここから池袋まで 7～12‰の連続勾配を登るために、昭和 29 年まで
の D51, D52 型蒸気機関車だけでなく、山手貨物線電化後の EF13. EF15. EF65 などの電気
機関車の能力限界、1,000～1,200ｔ牽引の重量貨物列車が頻繁に走っていた昭和 40 年代後
半まで、動輪空転への気配りで乗務員を悩ませ続けた路線だった。
東京の鉄道ファンには良く知られる「尾久車両センター」は、わが国最初の客車区だが、
当初は貝塚操車場と呼ばれたという。貝塚地名（Kafituka＝Kafi. 交ひ、貝：∨型地形、谷
＋fitu. 櫃：∪型地形＋tuka. 突く、塚：∧型・∨型地形）は山間部の谷間を表現したので、
貝塚遺跡から名を採ったように見える。客車操車場がある「北区上中里二丁目」は、明治時
代から知られた、わが国最大規模、縄文時代中期の「中里貝塚」の所在地である。
操車場名に採られて、昭和 4 年 6 月 20 日に東北本線の駅名になった「尾久」は、なぜか
荒川区東・西尾久でなく、
「北区昭和町」に所在している。
。尾久は駅に「Oku Station」と
書いてあるが、古文書に「奥（おく）、小具（をぐ）」の双方が記録され、荒川区の住居表示
は「おぐ」と読む解釈の難しい地名である。
「奥」と言っても、どこの奥かも判らず、原型
に想定される「ほぐ、ほぐす：ばらばらにする⇔窪、久保：⋁型地形」を考えてみたくなる。
尾久客車操車場は、田端操車場南部が完成した大正 4 年 9 月 10 日に建造し、貝塚信号所
を設けて「貝塚～王子」間に客車回送線を造った。関東大震災の後、大正 15 年 10 月 10 日
に「日暮里～貝塚」間にも回送線を造り、昭和 2 年 11 月に「上野～日暮里」間に回送線を
延長した。昭和 4 年 6 月 20 日、東北本線の旅客線を操車場経由に替えて尾久駅を新設する
と同時に、操車場名を「尾久客車操車場」と改めた。さらに「日暮里～田端～赤羽」間の東
北本線を貨物線に換えて、昭和 6 年 4 月 10 日に「上野～尾久」間を複々線化した。
東海道本線「品川～東京」間が利用客の急増により、東京駅のホーム増設、客車操車場・
機関庫の品川への移転を余儀なくされて、開通当初から隘路になった経験を生かし、関東大
震災後に、
「上野～尾久」間へ列車線とは別に専用の回送線を併設した。
行止まりの上野駅地平ホームと、通過型高架ホームに到着した機関車牽引の旅客列車は、
バック運転をして「上野～尾久」間 4.8 ㎞、約 12 分の回送をする全国に類をみない方法を
採った。しかし平成 26（2014）年 3 月 14 日に奥羽本線経由の青森ゆき寝台特急『あけぼの』
が廃止され、平成 27 年 3 月 14 日に札幌ゆき『北斗星』
、隔日運転の『カシオペア』が平成
28 年 3 月 20 日の運行を最後に、約 80 年の歴史を刻んだ客車回送運転は終わった。
昭和 31（1956）年 12 月の『時刻表』によると、電車・気動車列車をのぞく上野発の客車
列車は「東北線：31 本。高崎・上信越線：29 本。常磐線：24 本。合計：84 本」あって、東
京駅発着（実際は品川まで回送）の 3 本の他に、上野駅折り返し列車が数本あったので、75
往復前後が「上野～尾久」間の回送をした。時速 30 ㎞以下の推進運転は線路容量が限界に
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達し、昭和 33 年 4 月 14 日の東北本線宇都宮電化、昭和 36 年 6 月 1 日の常磐線勝田電化、
昭和 37 年 6 月 10 日の上越線新潟電化、昭和 38 年 10 月 1 日の信越本線長野電化と、電化
区間を徐々に拡大しながら客車列車を電車に置換し、推進運転の回送を減らしていった。
昭和 43 年 10 月 1 日に上野駅の配線を抜本的に替えて、尾久回送線は上野駅高架ホーム
発着の路線になり、東北・高崎線、いまは『上野東京ライン』の路線になった。この記述の
ために古い時刻表を眺めていると、過去帳に入った懐かしい客車列車名をあげたくなる。
東北本線の特急『はくつる』、急行『青葉』
『松島』
『蔵王』
『吾妻』
『鳥海』
『出羽』
『男鹿』
『津軽』
『八甲田』
『ひめかみ』
『ばんだい』
『ひばら』
、上越・信越線の急行『佐渡』
『越路』
『越後』
『羽黒』
『北陸』
『白山』
『越前』
『黒部』
『妙高』
『戸隠』
『白樺』
『高原』
『天の川』
、常
磐線の特急『はつかり』と『ゆうづる』
、急行『十和田』
『みちのく』
『おいらせ』
『北上』
『北
斗』
『いわて』
『北星』
『新星』など、何度も乗車したもの、乗りたかったけれど機会がなか
ったものが走馬灯のように駆け巡る。この中で、片道だけ尾久回送線を使わなかった列車が
一本あるのだが、お判りだろうか？
それは進行方向むきの座席をもつ特急用スハ 44 系を使った『はつかり』だった。昭和 26
年に製造されたスハ 44 系は、特急『つばめ、はと、さくら（臨時）、かもめ』に使われたが、
終端駅での方向転換が必要だった。昭和 33 年 10 月 1 日『あさかぜ』ブルートレイン化と、
新設した鹿児島への『はやぶさ』と同時スタートの予定が、台風の影響で 10 日遅れで誕生
したブルートレイン色に塗った 8 両編成「スハニ 35＋スハ 44×3＋オシ 17＋ナロ 10×2＋
スハフ 43」という、東北最初の特急『はつかり』だった。
青森駅を 5 時に発ち、上野駅へ 17 時に到着した『はつかり』は、C62 が推進運転で尾久
客車区へ回送した。翌日、12 時 20 分始発に合わせ、逆向きの C57 をスハニ 35 側に付け、
尾久客燥から田端操車場へゆく単線を通って三河島貨物線に入り、
「三河島～南千住」間の
三ノ輪信号所から隅田川貨物駅へ回送した。ここで機関車をスハフ 43 側に付け替えて前向
き運転とし、常磐線三河島駅から日暮里駅を通って上野駅高架線に着く。尾久回送線を逆
単機回送で来た C62 を青森方につけて、東京方の C57 は離れてゆき、発車を待った。
この特急『はつかり』は、昭和 35 年 12 月 10 日に、キハ 81 系気動車に置き換えられた。
わが国最初のディーゼル特急は初期故障が多発して、もとの蒸機列車に戻ることもあって
特急『がっかり』
、故障『ばっかり』などと揶揄された。しかし、配属された尾久客車区と
国鉄技術陣により、故障原因の解明と改善が行なわれて、翌昭和 36 年 10 月 1 日に華々しく
デビューしたキハ 82 系特急を生み出し、在来線の最盛期といわれる時代を造りだした。
高度成長、
『特急』時代の幕開けになったサンロクトーの時刻改正は、東海道・山陽本線
の 151 系特急電車を集中配置した「田町電車区」
。西日本のキハ 82 系特急『白鳥（大阪～直
江津～青森）』
『かもめ』
『みどり』
『へいわ』
『まつかぜ』を担当した京都府「向日町運転区」
。

東日本のキハ 82 系特急、
『白鳥（上野～直江津～大阪）』
『つばさ』
『ひばり』
、そして 81 系
『はつかり』を受け持った「尾久客車区」が、国鉄全盛期の三大特急車両基地だった。
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昭和 30 年代に、客車を 500 両以上配属した「品川、宮原」客車区と同様、700 両を越す
客車を保有していた「尾久客車区」も、いまは特急運用もなくなり、周遊型臨時寝台列車
「TRAIN SUITE 四季島」に使用する車両を入れても、20 両を切る配置になった。
東海道線は東京駅からの回送車は「田町車両センター」に収容されるので、品川客車区を
廃止した。が上野駅に発着する中距離電車は東北線が「東大宮、小金井」
、高崎線が「籠原、
新前橋」
、常磐線は「我孫子、土浦、勝田」に電留線・電車区を設けて運行を担当している。
これらの基地は首都圏の外れにあるため、客車列車がなくなっても、上野駅に直結している
「尾久車両センター」の役割は変わらないだろう。
尾久客車区とペアを組んで活躍したのが、キハ 81 系特急『はつかり』誕生以前に、特急・
急行を牽く C62 が属した「尾久機関区」である。昭和 30 年代前半の上野駅と尾久機関区は
「C62. C61. C60. C59. C58, C57」蒸気機関車を一度に見られる特別な場所だった。他に
同じことができたのは仙台駅と駅構内にあった仙台機関区だけであり、作並までの仙山線
交流電化後は 1 両になった C58 は、試験車両 ED90・91 の予備機として働き、今は秩父鉄道
のパレオ・エクスプレスを牽引する、仙台機関区所属の「C58363」だった。
上野駅・尾久機関区には、
「尾久、平」機関区所属の C62、
「白河、仙台」の C61、
「水戸、
仙台」の C60、
「宇都宮、白河」の C59、
「佐倉」の C58、C57 は「尾久、水戸、平、宇都宮」
の所属機が入っていた。昭和 31～33 年に成田支区にいた「C5150. C51180」も姿を見せて、
昭和 37 年の晴海鉄道博覧会に、酒田へ転属していた C51180 の綺麗に整備された姿に再会
できたのは懐かしかった。東北本線の C59 は東海道本線「名古屋～米原」間電化の昭和 30
年 7 月に転入し、
「上野～宇都宮」間を電化した昭和 33 年 4 月までの短期間の活躍だった。
当時、常磐線の蒸気機関車は「上野～仙台」間の通し運転をしていて、昭和 30 年前後の
ロングランの全国ベスト 5 は、次の順位であった。
1

函館・根室本線

小樽～釧路：428.5 ㎞

2

鹿児島本線

3

東北本線

仙台～青森：387.9 ㎞

C61（仙台、青森機関区）

4

東海道・山陽本線

京都～広島：381.2 ㎞

C62・C59（梅小路、広島第二機関区）

5

常磐線

上野～仙台：362.9 ㎞

C62（尾久、平）、C61・C60（仙台）

門司港～鹿児島：400.0 ㎞

C57（小樽築港機関区所属）
C61（鹿児島機関区）

第 1 位にランクされた C57 のうちの一両が、いま大宮の鉄道博物館に保存されている。
むろん室蘭本線で最後の旅客列車を牽いた「C57135」を指すが、この機関車のドーム後端が
直角に切り取られているところに証拠が残っている。これは重油併燃装置の油タンクをつ
けた跡で、北海道の C57 で併燃装置を備えていたのは、根室本線「落合～狩勝(信)～新得」
間を走った C57 だけだった。D51 を補機につけた狩勝峠越えは、昭和 41 年 10 月 1 日から新
線に移ってディーゼル機関車 DD51 に替り、昭和 43 年 8 月 28 日に函館本線「小樽～滝川」
間が電化されて、小樽築港機関区から C57 は消えた。
「小樽～釧路」間のロングランは「長
万部～小樽」間を C62 重連が牽いた急行『まりも』ではなく、二往復の普通列車だった。
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このランキングは、1 位を除いて特急列車の牽引機に重なるのが興味ぶかい。鹿児島区の
C61 は『はやぶさ』の「門司～鹿児島」間。仙台区の C61 は『はつかり』
『はくつる』の「仙
台～青森」間。梅小路区と広島第二区の C59・C62 は『かもめ』
『あさかぜ』
『さちかぜ』の
「京都～広島」間。尾久区の C62 は『はつかり』の「上野～仙台」間を牽いていた。
特急『はつかり』は、「上野～仙台～青森」間、750.8 ㎞を C62 と C61 で牽いたように見
えるが、十三本木峠越え（奥中山～小繋）がある「盛岡～青森」間に、盛岡機関区の C60 を
前補機につけて、ハドソン・トリオに最高の活躍の場を与えていた。
常磐線機関車の本拠、扇形の「尾久機関区」は昭和 37 年 11 月の常磐線列車の電化後は成
田線 C57 の休息地になったが、昭和 40 年秋に解体された。成田線を走った佐倉機関区の
「C57114」
は昭和 44 年 3 月 15 日に上野駅発最後の蒸気機関車に、
新小岩機関区の
「C57105」
が昭和 44 年 8 月 20 日に両国駅発、都区内最後の定期旅客列車を牽く蒸気機関車になった。
尾久機関区は尾久客燥と田端操車場を別ける道路の北に面していたが、道路の南にあっ
たレンガ造り、矩形庫の「田端機関区」には貨物用の D51, 9600, 2120 が配置されていた。
常磐線電化後は、田端運転所を尾久側に新設して客貨兼用の EF80 一色になり、もと田端機
関区は尾久へ客車を回送してきた「EF53. 55. 56. 57. 58. 60. 62. 64. 65」の機留線に
なって、最近まで「EF64. 65. 81. 510．EH500」などを留置して、ファンを集めていた。
山手貨物線から田端操車場への出入線は、京浜東北線の下を潜って王子駅南端に繋がっ
ているので、列車は方向転換の必要があり、前後へ機関車をつけるために山手貨物線用
「EF10. 12. 13. 15. 65」が、田端駅の北側にあった機留線で数両待機していた。ここは、
京浜東北線を乗り越す山手線の車窓から俯瞰できて、マニアに特に好まれたところだった。
「品川、田端」となると、どうしても力んでしまうが、本論の地名解釈に戻ろう。
一般に「田んぼの端っこ」と解説される「Tapata→Tabata」地名を、全国の大字名から取り
出すと、以下のようになる。本サイトの基本作業である、田端地名群がどんな地形に付けら
れているか、地形の共通項がどのようなものかを、地図から読みとってみよう。
×青森県上北郡野辺地町田端

○福井県坂井郡春江町田端

○山形県山形市田端

×岐阜県岐阜市田端町

×埼玉県児玉郡児玉町田端

→本庄市

→坂井市

×愛知県瀬戸市田端町

×東京都北区田端

×三重県上野市田端町

○神奈川県高座郡寒川町田端

×三重県安芸郡安濃町田端上野 →津市

×新潟県村上市田端町

○富山県上新川郡大山町田畠 →富山市

○茨城県鹿島郡神栖町田畑

→神栖市

×静岡県引佐郡引佐町田畑

○富山県富山市田畑

○愛知県稲沢市奥田田畑町

○岐阜県揖斐郡池田町田畑

×鳥取県東伯郡東郷町田畑

○愛知県名古屋市北区田幡

○愛知県名古屋市西区田幡町
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→伊賀市

→浜松市

○印をつけた「田端、田畑、田畠、田幡」は、
「田んぼの端っこ」につけた可能性もあり
そうな田端、×印は可能性が薄い「Tapata→Tabata」である。○×の判定は 5 万分の 1 地形
図を基にした個人的見解だが、水稲耕作導入が早かった九州・近畿地方に、
「田端、田畑、
田畠、田幡」が少ないところは興味をさそう。
上野台直下に設けた「田端駅：北区東田端」は、武蔵国北豊島郡田端村に設置された駅で
ある。田端は中世の文献に登場する地名で、日暮里村に隣接した「田端村」は、日暮里駅に
あげた図 45 の明治 19 年の迅速図に載るように、上野台の台地上にあった様子がわかる。
この模様を、現代のデジタル標高地形図『東京都区部』で確認しよう。
図1

48 田端付近の「下町低地、上野台、谷田川～藍染川低地、本郷台」

はじめて御覧になる方はびっくりされると思うが、上野台と本郷台の間にある真っ平ら
な低地を挟む東北本線「上野～王子」間の地形は、全国に類似例がない特異なものである。
ピョンチャン

この低地は『縄文海進』時に海だったので、あえて挙げれば、2018 年の 平 昌 冬季オリン
ピック、女子カーリングで銅メダルをとった「ロコ・ソラーレ北見」を生んだ、北海道北見
と ころ

市常呂町に接する、成因が異なる「サロマ湖」に似ているような感じがする。
図の右下の少し上で上野台を切断する谷が、道灌山（Tafukamu-Yama：深い湿地を挟む崖≒
新堀、入堀）の西日暮里駅である。この地図の南側も、谷中から不忍池へ川が蛇行するよう

に続く姿は、「鶯谷駅」に載せたので御参照いただきたい。
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道灌山南東の上野台上に「富士見坂」があり、江戸時代に行楽地となったこの場所から、
なぜ富士山を遠望できたかは、地形図を見れば納得がゆく。
「谷田川→藍染川：今はいずれ
も暗渠」が流れていた低地は、ほぼ平らな地形に表現されるように、考古遺跡が密集する地

域である。
「道灌山遺跡：荒川区西日暮里」は、旧石器時代から縄文 弥生 古墳時代につづく長期
複合遺跡。右下の上野台地端の「延命寺貝塚：荒川区西日暮里」は縄文時代の中期～後期。
田端駅から上野台を切り込んで南下する通りの本郷台崖下にある「動坂貝塚：文京区本駒込」
も縄文時代中期。田端駅から上野台を切り通して走る山手線駒込駅付近の「駒込妙義坂下貝
塚：豊島区駒込」も縄文時代中期。左上の上野台にある「西ヶ原貝塚：北区西ヶ原三丁目」
は縄文時代前期～晩期へ連なる遺跡で、芝丸山貝塚（港区芝公園）、東山貝塚（目黒区東山：
目黒駅参照）と共に、明治時代から「東京の三貝塚」として知られた遺跡である。さらに、

鶯谷駅で触れた「弥生町貝塚遺跡：文京区弥生二丁目」は、縄文土器とは全くちがう『弥生
土器』が初めて発見された場所で、ここから『弥生時代』の名が生まれた。
このように、ほぼ平らな低地を囲む台地全体に縄文時代の貝塚があることは、縄文時代前
期から中期（約 7,000～4,500 年前）にこの低地が海であった史実を語っている。ここで、
左中の弥生時代の貝塚がある「染井霊園：豊島区巣鴨」の北側に、入江状地形があることを
御記憶いただきたい。この地は、二つ先の駅で検証したい。
縄文海進時代に、両側が海だった上野台上の「田端」は、
「Tapata＝Tapa：たわんだ山、崖
の上部＋pata．端、旗：崖端の上部（擬音語の patapata に関連）」と解釈できる。板橋駅に記

したように、「Tapa」地名は弥生時代に使われていたのは確実なので、田端村が上野台上に
あった史実も、
「Tapata」は、古代につけた地名だった様子を暗示する。
田端操車場を解体して、新幹線の工事を開始した昭和 58 年、車両保守基地にあたる中里
貝塚（北区上中里二丁目）から、縄文時代中期に使った「丸木舟」が出土して注目を集めた。
上野台の台地端は、旧石器時代～近世の遺跡密集地といって過言でなく、崖下に波が打ち寄
せていた縄文海進の時代のみならず、見晴らしの良い台地端が常に注目されていた模様を
語っている。
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(31)

駒

込 半高架 17.8ｍ

豊島区駒込

明治 43（1910）年 11 月 15 日

田端駅ホーム中央を出発した山手線電車は、25‰の急勾配を上ってゆくと、右手に巨大な
東北・上越新幹線の高架橋が視界一杯に入ってくる。高架橋ができる前は、ここに田端操車
場から池袋・新宿方面へ向かう、山手貨物線南行列車を牽引する EF10. 12. 13. 15. 65 な
どの電気機関車が数両待機する、駐機線があった場所だった。
急勾配を上ると、左の京浜東北線北行は短いトンネルに入り、出口で山手線電車がスルー
ガーダー鉄橋で乗り越して左側へゆく。さらに左へ大きくカーブして、ほぼ直角に曲がり切
ったところで、王子方面から上野台を潜ってきた中里トンネルから山手貨物線が左下に顔
を出す。築堤上の電車線、谷底の貨物線は並行しながら、山手電車線で唯一つの第二中里踏
切を通過すると高度差がなくなり、春に両側の土手にツツジが咲き乱れる「駒込駅」に到着
する。
縄文海進時代に海であった平坦な低地に敷設された。東海道線、東北線を走りつづけた山
手線電車は、田端から京浜東北線と別れ、明治 36 年 4 月 1 日に建設された「豊島線」へ入
ってゆく。標高 32.6ｍの池袋へ向かうために、路線は上野台、本郷台を切り通しで登り、
大塚駅東端で谷端川（やはたがわ。下流は小石川）の谷を渡って、ふたたび豊島台を切り込
んで池袋に到達する。
「巣鴨駅、大塚駅」は豊島線開業時に設けたが、
「駒込駅」は 7 年ほど
後に設置した駅であった。
山手線に電車運転をはじめた明治 42 年末から明治 45 年までに、
「田町、浜松町、烏森、
有楽町、高田馬場、駒込、五反田、鶯谷」駅が設けられ、大正時代に生まれた「新大久保、
東京、神田、秋葉原、御徒町」駅の開設以前に、山手線の骨格が形成されていた史実は興味
を惹く。これら新設駅の共通点は、貨物駅に発した秋葉原駅の他は、すべて旅客駅として誕
生したことである。最近まで山手線内で貨物を扱っていた駅は、国鉄時代の昭和 36 年 2 月
17 日に田端駅から分離した、ＪＲ貨物「田端操車場駅→田端信号所駅」だけだったが、平
成 26（2014）年 7 月 1 日に廃止されて、山手線も貨物を扱わない路線になった。しかし昭
和 40 年代まで、
「赤羽、板橋、巣鴨、大塚、池袋、目白、新宿、渋谷、恵比寿、大崎、品川、
汐留、秋葉原」駅に貨物取扱い施設があった。
山手線に設置された駅の特徴は、日本鉄道に属していた明治 36 年までに設置された駅が、
深い切り通しに挟まれた「目黒駅」のほかは、旅客・貨物を扱う一般駅と貨物駅。この時代
以後、山手線が国有化された後に開設した駅は、全て旅客駅として生まれたことである。こ
れは明治時代後期に、山手線が通勤・通学の旅客線に変貌した史実を表わすだけでなく、市
街地に広い用地を必要とする、貨物施設の設置が難しくなった様子をも表現している。
高度成長期の昭和 40 年代に鉄道貨物が激増して、東海道⇔東北・高崎・上信越、常磐、
中央、総武線をむすぶ山手貨物線は、1 日に 130 往復もの貨物列車が設定され、許容範囲を
こえたため、これに替る外郭環状線の武蔵野線が建造された。だが、昭和 50 年代には鉄道
貨物が激減し、貨物線として造られた武蔵野線も、わずか 10 年で旅客線に転換した。
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市街連絡線の「東京～上野」間の列車線と同様に、ここにも 10 年先、20 年先を読みとる
難しさを感じとれる。これは地球環境の大変動、エネルギー資源の枯渇へ突入する今後に、
いまの自動車を中心におく貨物輸送の形態が 10 年、20 年以上つづくと予想することにも共
通する。西欧先進諸国がエネルギー効率、小エントロピーの観点から、鉄道の伝統と功績を
重視し、大都市の市街地にいたるまで貨物施設を大切に扱っている姿勢は、学ぶべき事柄で
ある。が「覆水、盆に還らず」のことわざ通り、この国では二度とふたたび都心部における
鉄道貨物の復活は望みえない。
「高度成長→バブル」時代とは何であったか、目先の利益だ
けを追い求めて、過去の遺産を食いつぶしてしまった時代ではなかったか？

と、考えさせ

てくれるのが、山手貨物線終焉の歴史である。

図 1 49「田端～駒込」 土地条件図

旅客駅として、上野台と本郷台の間を流れて
や

た

あいぞめ

いた谷田川（下流は藍染川）の谷間に設置され
た駒込駅は、開設時に北豊島郡巣鴨町大字駒込
妙義坂下町に所属した。妙義は拗音を倭語に
戻して「Myôgi←Mifoki＝Mifo：水際＋foki：
谷、崖」と解釈できる地名で、妙義坂下はその

名のとおり、谷田川の谷間から本郷台へ上る
坂の下につけられていた。奇岩の景観で知ら
れる妙義山は、群馬県甘楽郡妙義町妙義（→富
岡市）が起源地名で、やはり小さな谷間に命名

されたところが参考になる。
駅名の起源になった「駒込」は、武蔵国豊島郡駒込村が原形で、これが豊島郡上駒込村・
下駒込村に分割されたことは江戸時代初期の文献に記されている。駒込妙義坂下町のよう
に「駒込」の名を冠した町は、昭和 40 年代前半まで数多く残っていた。
江戸時代初頭の元和 4（1618）年に下駒込村から分離した「駒込追分町」
、正徳 3（1713）
年に「駒込片町」が町奉行の管理下に置かれた。延享 2（1745）年から、駒込「三ッ家町、
肴町、四軒寺町、富士前町、上富士前町、千駄木町、千駄木坂下町、千駄木下町、七軒町、
三軒屋町、妙義坂下町」が江戸町奉行支配に編入された。ここに見られるように、江戸時代
の「駒込～町」は、町奉行の管轄地を表現していた。
明治維新直後にも、上・下駒込村と前記の町から別れた駒込「曙町、浅嘉町、吉祥寺町、
千駄木林町、東片町、西片町、蓬莱町、染井町、松吉町」が新設されて、明治 24 年に本郷
區駒込「神明町、動坂町」も追加され、北豊島郡下駒込村はすべて町に変わって消滅した。
また、上駒込村から分離した町域（駒込七軒町、駒込三軒屋町、駒込妙義坂下町、駒込染井町、
駒込松吉町）と、上駒込村として残されていた村域は明治 22 年から北豊島郡巣鴨町に所属

を換え、昭和 7 年に新設した豊島区へ編入されて、駒込一丁目～六丁目に変化した。
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昭和 39 年から昭和 45 年にかけて実施された今の住居表示では、豊島区駒込一～六丁目
が豊島区駒込一～七丁目と巣鴨一・二丁目に分割され、駒込を冠した残りのすべての町が、
文京区本駒込一～六丁目と向丘一・二丁目、西片一・二丁目の一部、千駄木一～五丁目に変
化した。江戸八百八町…江戸時代初頭は約 300 町、正徳 3（1713）年に 933 町、延享 2（1745）
年に 1,678 町、幕末には 2,770 町余り…の町名一般に共通することだが、簡便さと効率一辺

倒の現代からみると、よくもまあ、こんなに多彩な町名を使い分けたと驚嘆するほどの数が
記録されている。この辺は、日常生活における記憶力、識別能力のうえで、現在が過去より
優れている。などとは言えない、第一級の歴史資料に位置づけられるだろう。
さて、きわめて複雑な経歴をもつ駒込の中から、
「駒込」の起源地名を探し出さなくては
ならないが、東日本に偏在する、全国に数の少ない駒込・駒篭地名をとりだそう。
青森県青森市駒込

千葉県市原市駒込

福島県いわき市四倉町駒込

千葉県山武郡大網白里町駒込

茨城県稲敷郡茎崎町駒込

→つくば市

茨城県猿島郡三和町駒込

→古河市

東京都文京区本駒込
東京都豊島区駒込

茨城県行方郡牛堀町永山字駒込→潮来市

新潟県中蒲原郡横越町駒込

栃木県芳賀郡市貝町市塙字駒込

新潟県南蒲原郡下田村駒込 →三条市

→新潟市

千葉県旭市駒込
岩手県和賀郡東和町駒篭

→花巻市

山形県北村山郡大石田町駒篭

一般に「駒（仔馬）を込めて、育てていた場所」と解説される駒込は「丘陵、台地、砂丘」
などにある、小さな谷につけた様子がわかる。地名解釈は「Komakome＝Koma：細かい、込む、
凹む：谷、崖＋mako．巻く：凹型、入江状地形＋kome．米：細かい、混む、凹む：谷、崖」とな

って、小さな谷、または入江地形にあてた様子が浮かびあがる。駒込の関連地名に、やはり
「馬を込めていた場所」と解説される「馬込、馬篭（馬籠）」がある。
埼玉県岩槻市馬込

東京都大田区（東西南北中）馬込

→さいたま市

埼玉県蓮田市馬込

静岡県沼津市馬込

千葉県船橋市馬込町

静岡県浜松市馬込

千葉県香取郡下総町馬込

→成田市

福岡県大牟田市馬込

宮城県本吉郡本吉町馬篭町 →気仙沼市

長野県木曽郡山口村神坂字馬籠→中津川市

山梨県中巨摩郡田富町馬篭 →中央市

鹿児島県肝属郡佐多町馬篭

→南大隅町

なぜか近畿・中国・四国地方を避け、関東地方を主分布域とする「Komakome, Makome」は
少数音型を使用しているので、谷型地形を強調した地名と考えて良いと思う。
さらに歴史上の駒込をみると、江戸時代の「駒込片町」が、中山道「駒込宿」の通称をも
っていた史実が大切である。江戸時代の街道の宿場町は、ブランド名崇拝、偽物ばかりを信
奉する当節と違って、ごくまともに所在地名を名乗っていた。
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東海道「品川」宿、中山道「板橋」宿、日光街道「千住」宿、甲州街道「内藤新、高井戸、
国領、布田、石原、府中、日野、横山、駒木野、小仏」宿をみても、内藤新宿に多少の問題
はあるが、他の宿場はすべて所在地名を採用した様子がわかる。
この史実を参照すると、駒込追分町（文京区向丘二丁目南部）に次いで、正徳 3（1713）年
に江戸町奉行の管轄になった駒込片町、
「Katamati＝Kata．潟、肩：崖上＋tama：水たまり、
谷＋mati：∨型地形の崖端（又の系列）」
、すなわち後の駒込片町・駒込東片町・駒込西片町（現
在の文京区本駒込一丁目南部、向丘一丁目全域、西片二丁目東部、西片一丁目北部）が注目され

る。片町もまた、片に町を加えた町名ではなく、田町と同じ地形地名なのである。
付近は中山道と本郷通りの分岐点（駒込追分町）と
いう交通路の要衝に位置し、向ヶ丘とよばれる本郷
台の崖端にある地形も、
「Katamati：潟（入江）の崖端
上部」
「Komakome：こまごまと浸食された崖に囲まれた
凹んだ入江地形」に合致する。

注目すべきは、白山一丁目から本駒込一丁目にか
けて深く入り込む谷があることである。おそらく、
ここが「駒込」の起源地と推理できる。
江戸時代の古地図、明治の迅速図に記載された町
屋の成立状況をみると、本駒込一丁目の南部、通称
白山上を駒込の起源に比定するのが順当にみえる。
付近の谷底低地が縄文海進時に海であった史実は、
白山三丁目の小石川植物園内貝塚遺跡（縄文時代中
期：約 5,500～4,500 年前）によって立証されている。

縄文時代前期後半～中期の「駒込」は、後に中山
道となる通路に接した細長い入江にある湊だった。
この重要な地名が継承されて村名に採択され、江戸
時代以降に数々の駒込町名を誕生させた後、数町に
統合されて現在に至ったのであろう。

図 1 50 本駒込付近

土地条件図

なお町名の白山（ハクサン）は、加賀国一ノ宮の「白山比咩：しらやまひめ」神社（石川県
石川郡鶴来町三宮町→白山市）を江戸時代初頭に、前田氏が分祀した後に生まれた。

山手線の駒込駅は、ここから 1.5 ㎞も北に離れた本郷通りとの交点にあるが、巣鴨町大字
駒込妙義坂下町が以前に属した「上駒込村」は、南北に延びた大きな村だったので、駅名の
つけ方側ないといえる。
〈㊟ 大塚駅の図 54 参照〉
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(32)

巣

鴨 地平 20.0ｍ

豊島区巣鴨

明治 36（1903）年 4 月 1 日

「駒込妙義坂下」の旧町名に表わされたように、本郷台の東端、10‰の勾配上に設けた駒
込駅を出ると、電車は本郷台を切り開いた直線区間を登ってゆく。本郷通りをくぐると平坦
線になり、そのまま「巣鴨駅」に到着する。これは、豊島線開業時に設けて貨物扱い…昭和
54 年 3 月 31 日に廃止…をした巣鴨駅と、7 年後に設けた電車専用駅の差異を表現し、機関

車牽引の貨物列車と、電車のブレーキ力・発車時の起動力の違いを表わしている。
武蔵野台地を走る山手線「田端 池袋 新宿 品川」間の駅で、ホームが 3‰以下のほぼ
水平な駅は「田端、巣鴨、大塚、池袋、新宿、大崎、品川」だけで、他の駅は 3.3～10‰の
勾配上に設置されている。10‰（1％）勾配上にある駅は、駒込のほかに「原宿駅」がある。
この程度の勾配は何も感じないが、スイッチバック解消のため 25‰勾配上に移設した電車
専用の中央本線「初狩、笹子、勝沼ぶどう卿、韮崎、新府、穴山、長坂」駅ホームに長く居
ると、平衡感覚が乱れて、滑り落ちそうな錯覚に襲われる。
平坦面に設置して、もと貨物駅の側線を工事用車両の留置線に使っている「巣鴨駅」は、
駅本屋が巣鴨一丁目にあって、駅開設時は明治 22 年に上駒込村を改称した北豊島郡巣鴨町
大字駒込に属した。駅の設置場所は中山道が豊島線と交差する位置にあり、貨物輸送を重視

した日本鉄道は、豊島線の開通によって枝線化した品川線（赤羽線）の板橋駅から、新設し
た巣鴨駅に中山道経由の貨物の一部を移動した。
巣鴨は「Sukamo＝Suka．鋤く、空く：隙間、∨型地形。sukasuka な砂地⇔Kasu．滓、浙す：
水に浸す（傘）＋kamo．噛む：∩型・∪型地形、崖。kami．上：谷、崖≒砂地のある谷（入江）
の上部」と解ける地名である。ところが、25,000 分の 1 地形図に記載した全地名をのせる

『数値地図 25000』
〈2000 国土地理院〉の他府県に巣鴨がなく、山・川などの自然地名にも
使用例が全くない『巣鴨』は、全国でここ一ヶ所しかない、特別な地名である。
巣鴨が、古文書に「須賀茂、洲処面、菅面、洲鴨」と記録されたように、
「Suka」は万葉
仮名の「須賀」や「菅」の文字をあてた砂浜、砂の多い微高地、自然堤防などを表わす基本
地名で、苗字に使われるほど使用例が多い。
「賀茂、加茂、鴨」とあてた「Kamo」も川名、
郡名、市町村名に多用された谷型地形の上部につけた地名で、
「鴨」は水鳥の名にも使われ
ている。これほどポピュラーな言葉を組み合わせた「Sukamo」
、そして当てた文字も楽しい
「巣鴨」が他にないのは不思議な現象で、特別な地形につけた地名と考えられそうである。
日暮里駅で触れたように、大きな村や町に採られた名は、かつての中心地名を継承してい
るので、特徴ある水場（湿地）、交通路の要衝に起源地があるのが普通である。全国唯一の
「巣鴨」もこの範疇に入るはずで、ここを基本において巣鴨のルーツを探索しよう。
武蔵国豊島郡巣鴨村は戦国時代の文献に姿をみせる名で、江戸時代をへて大正 7 年まで
継続して使われた村名だった。この間には駒込村と同様、
「巣鴨～町」の成立をはじめ複雑
な変遷もあるが、起源地探索に関係ないので省略しよう。
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中山道を中心に発展した巣鴨村は、駒込村と板橋村の西にあって、今の「文京区本駒込と
千石（両地区北西部の中山道に沿う細長い地域）。豊島区巣鴨三～五丁目。西巣鴨・北大塚・
南大塚のほぼ全域。上池袋と東池袋の東部」に想定できそうだが、ひろい巣鴨村の復元は難
しい。この中から「巣鴨」の起源地を推測すると、つぎの二ヶ所が候補にあがる。
ひとつは、巣鴨小学校がある豊島区南大塚一丁目である。地名が大きく変化した今では、
古地名の探索に欠かせないのが神社名と小学校名である。神社の歴史はいうまでもないが、
小学校は明治時代につけた名を継承している例が多く、周辺の町名が変化しても、学校名だ
けに旧地名を留める例は多数ある。が、谷端川（暗渠、下流は小石川。Yafata＝Yafa：山、谷、
崖＋fata：崖端の上部。推定起源地：北区滝野川七丁目。旧小字名：谷端、谷端小学校所在地）が

流れていた、本郷台東端の緩斜面にある巣鴨小学校付近は、これといった特色もなく、交通
路の要衝とも考えられないので、この地を巣鴨の起源地に比定しにくい。
豊島区南大塚一丁目は、明治 22 年に東京府北豊島郡巣鴨村から東京市小石川區巣鴨町へ
編入された地域で、昭和 7 年に豊島区巣鴨、昭和 44 年に、駅名の大塚を変形した南大塚に
改名した。この小学校は巣鴨村、巣鴨町に属したため、巣鴨小学校を名乗ったと考えたい。
もうひとつは、巣鴨と聞けばすぐ頭にうかぶ、巣鴨三丁目の高岩寺「とげぬき地蔵」と、
江戸六地蔵にうたわれた真性寺の「地蔵菩薩」である。とげぬき地蔵は、明治 24 年に下谷
屏風坂（台東区上野公園）から移設されたので、巣鴨の起源を考える上では参考にならない。
しかし真性寺の地蔵菩薩は、日本橋と板橋宿の距離が離れていたため、江戸時代に中継宿と
なった巣鴨に、宿場町にあるべき地蔵菩薩が置かれた史実は重要である。常識的にみても、
「巣鴨」は中山道沿いにあったと考えられるようで、庚申塚がある西巣鴨二丁目に近接した
巣鴨三丁目付近が、とくに注目される。
図1

51 巣鴨五丁目付近

そこで、付近の地形を土地条件図であたる

土地条件図

と、極め付きの特徴ある地形が目にうつる。
いまは豊島卸売市場が置かれた巣鴨五丁目、
染井霊園のある駒込五丁目、東京外国語大学
があった北区西ヶ原四丁目の間にある埴輪
の馬のような谷がそれである…中央下の白
い谷。田端駅であげた図 48 の入江地形。
この地は本郷台西端に位置して、上野台と
十条台を分ける石神井川につづく谷をもち、
上野台と本郷台の間を谷田川（暗渠、下流は
藍染川。Yata：谷型の湿地。推定起源地：北区
田端一丁目。旧小字名は谷田、八田橋の名が残る）

が流れていた場所だった。
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大気温度が今より 2～3℃高く、海水面が 3～5ｍ上昇していた縄文海進（約 7,000～4,500
年前）の時代に、上野台と本郷台の間にある広い谷間へ海が入り込み、谷中から不忍池への
間にも海があったことは、貝塚遺跡の分布と地質調査から立証されている。
つまり上野台の「飛鳥山 西ヶ原 上中里 田端 日暮里 谷中 上野」は、縄文時代前
期～中期に細長い島状地形になっていたのである。この対岸に、船泊りとして絶好の入江を
もって中山道に接する、駒込と似た地形の巣鴨五丁目を「須賀茂、洲処面、菅面、洲鴨→巣
鴨：砂浜がある入江の上部」の起源地と考えたい。
そこで、
「田端駅」であげた地形図の西北にある「飛鳥山、王子、滝野川、板橋」付近を、
デジタル標高地図『東京都区部』で眺めてみよう。
図 1 52

石神井川、飛鳥山、王子。巣鴨、埼京線、板橋

谷田川と、石神井川（推定起源地：練馬区石神井公園：Sifakutsiwi＝皺（地端）＋吐く＋口
＋井≒崖端の湧水地：水道の蛇口と同じ意味）の流路を合わせて眺めると、
「板橋～滝野川」

低地と、
「西ヶ原～巣鴨」の低地の幅がほぼ等しいことから、ある時代まで、石神井川は谷
田川・藍染川を本流として、不忍池方面に流れていたと考えられそうである（『ノアの方舟』
伝説など、世界各地に大洪水伝説が残る約 5,500 年前、縄文時代前期→中期の区分点まで？）
。

「板橋～滝野川」と「西ヶ原～巣鴨」の石神井川低地が海であった時代へ遡れば、全国唯
一の『巣鴨』ほどの船泊りをもつ入江地形は、ほかに類型がないことが判る。ここにも豊島
区内で数少ない縄文時代中期～後期の貝塚が駒込三丁目、弥生時代の貝塚が駒込五丁目の
染井霊園にあって、対岸に都区内屈指の縄文時代前期～後期の「西ヶ原貝塚」遺跡があるこ
とは、入り海が縄文時代の生活拠点として格好の場所であった様子を示している。
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大気温度の降下による海退から、入り海が消えた弥生時代以降に、王子・豊島（北区豊島：
図 51 にのる石神井川と隅田川の合流点）から「荒川（隅田川）
、利根川」の水運、
「石神井川」

の練馬方面と「谷田川 愛染川 不忍池」の下町への水運、巣鴨から「中山道」の陸路をも
つ「豊島、王子、西ヶ原、巣鴨」が、東京北部（→武蔵国豊島郡）の中心地になった。
奈良時代には豊島郡衙（郡役所）が「御殿前遺跡：北区西ヶ原二丁目」に置かれ、隣接す
る上中里一丁目へ、戦国時代に豊島氏が「平塚城」を築いたのも、地勢と伝統に由来した。
この模様は、京浜東北線「上中里駅、王子駅」に詳述するので、御参照いただきたい。
「アワビ、サザエ、ハマグリ、アサリ、シジミ」をはじめ、食卓にのぼる様々な魚貝類を
出土した西ヶ原貝塚からは、「鴨」の骨も出ている。現代が比較の対象にならない、極めて
高度で論理的な言語活動を行なっていた『縄文時代』には、
「Sukamo：須賀茂、洲処面」に
洲鴨、巣鴨を折り込むくらい朝飯前の軽い作業だったのだろう。巣鴨の地形は、
「洲」を表
わすと同時に、
「巣：外部を遮断した∪型の巣窟（船泊り）」をも表現している。
「須賀、加茂」という地名の基本語を組み合わせた『巣鴨』が、他に一つもない事実は、
地形表現を含む『言霊』として、縄文時代前期～中期に、東京都豊島区巣鴨以外に「Sukamo」
を使えなかった史実を語っているかもしれない。
だが、こうした情報が当時、どのように伝わっていたのだろうか？ この現象は、第五章
『地名考古学』であつかう内陸部に残る「～島（2,648 例）、～崎（2,361）」型地名群…縄文
時代の命名…が、東北から九州地方までほぼ「4 音」の値をとり、地方毎の標準偏差（バラ
ツキ加減）が極めて小さいところに共通する現象である。主に弥生時代の命名を想定できる

現役の「～島（2,860 例）、～崎（1,660）」地名は、平均音数がそれぞれ「4,58. 4,82」音と
増加して、標準偏差も大きくなり、地名集計においても縄文⇔弥生時代の差異が浮上する。
万葉仮名の「須賀茂、洲処面」という、わずか三音の地形表現だが、和銅 6（713）年、
『風土記』作成の詔勅に含めた、地名に対する『好字二字化令』を公布して、
「菅面、巣鴨」
を定着させた奈良時代以後の表記法では、
「Sukamo」の微妙なニュアンスは伝わらない。
「す、すか（砂浜⇔かす：水に漬ける）、か、かも（≒かみ）
、も」の一つひとつが、固有
の意味を持ち、これらを合わせて地形を表現した『地名』は、漢字二文字で表現できるほど
単純な言語構成ではなかった。
『好字二字化令』公布と、
『古事記』
『日本書紀』
『風土記』に
のった地名解説が、
「地名に当てた漢字」を基本に置いたことが、どんな真実を語っている
かは熟慮する必要がある。
本章だけでは、とても論証できないので、次章『京浜東北線の駅』以後の章に様々な例を
あげて、倭語の基本構造の探索と地名の命名年代を推定したい。自然音を根幹に据えて『掛
け言葉』を常用した造語法が、なぜ「飛鳥～奈良」時代へ継承されなかった理由は、第三章
『古代の東京、神奈川』以降で考えたい。
現代に伝えられた言霊、
『地名』には、これほど深い意味と、歴史が刻みこまれていると
ころを御注目いただきたい。
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(33)

大

塚 半高架 24.6ｍ

豊島区南大塚

明治 36（1903）年 4 月 1 日

貨物を扱うため、本郷台を切り通して平坦にした巣鴨駅を出ると、電車はふたたび台地を
切り開いて 7.6‰の勾配を上って行く。本郷台と豊島台の間を流れていた、谷端川の谷に設
けた築堤を同じ勾配で登りつづけ、環状線を形成するのとは反対に、半径 600ｍのカーブを
右に曲がって都電荒川線を乗り越し、
「大塚駅」に到着する。
巣鴨駅と同時に開設した「大塚駅」は、豊島線の開業時に東京市小石川區巣鴨町大字巣鴨
に所属していた。巣鴨駅本屋が東京府北豊島郡巣鴨町大字駒込に設置されたので、大塚駅が
「巣鴨駅」をなのって、巣鴨駅を「駒込駅」とする権利はあった。だが、
「とげぬき地蔵、
江戸六地蔵のひとつ、庚申塚」をもつ巣鴨は「中山道の巣鴨」であり、他の場所に使える名
ではなく、さらにこの駅が、当時の小石川區「大塚町」を採用する原因があった。
駒込駅から直進してきた山手線が、大
塚駅の手前で右折するのを見てお判り
のように、本来の豊島線はそのまま真っ
直ぐ進み、目白駅へ接続する予定だった
ことは池袋駅に記した。
当時の品川線の駅が、主要道路と交差
する場所に置かれた史実を頭において、
駒込からの直線ルートを延長した計画
路線を図に記すと、春日通りに交差する
都電荒川線向原停留場の東側、今の豊島
区東池袋五丁目に「大塚駅」を造る意図

があった様子を読みとれる。

図1

53 「大塚・池袋・目白」駅周辺図

明治 44 年に開業した王子電軌鉄道（→都電荒川線）は専用軌道を走っているので、今も
残っているが、向原停留場南部～雑司ヶ谷停留場の直線区間が、豊島線の計画路線に一致す
ることは、日本鉄道が確保していたルートを、王子電軌が譲り受けたと考えられそうである。
付近も、江戸時代から豊島郡巣鴨村に所属し、明治 22 年に北豊島郡巣鴨村大字巣鴨字向原、
大正 7 年に北豊島郡西巣鴨町字向原、昭和 7 年に豊島区西巣鴨、昭和 41 年 11 月 1 日の住居
表示実施から豊島区東池袋へ替わった。東池袋三丁目の「サンシャイン 60」の前身が豊島
線を池袋経由に迂回させた真犯人、
「巣鴨監獄→巣鴨刑務所」だった史実も、付近が巣鴨村
に属した様子を語っている。
この豊島区東池袋五丁目の隣接町名が、「文京区大塚町」であったところが大切である。
豊島線の駅のどちらかに巣鴨を使うとなれば、やはり現「巣鴨駅」につけるのが、常識的な
ところで、そうなると困るのが、誰もが知っている地名を採用したい「大塚駅」であった。
この辺は、下目黒村から上大崎村へ追い上げられた「目黒駅」の誕生経緯をみれば、理解し
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やすくなる。豊島線に設置する駅は、最初から「巣鴨、大塚」と決めていて、少しくらい路
線の経路が変わっても、日本鉄道は予定を変更する意思がなかったと推理できる。
明治 22 年から大正 7 年まで巣鴨駅に隣接した本物の巣鴨、今の豊島区巣鴨三～五丁目が
「東京府北豊島郡巣鴨町大字巣鴨」
、大塚駅が設置される予定だった東池袋が「東京府北豊島
郡巣鴨村大字巣鴨」
、いま大塚駅がある南大塚は「東京市小石川區巣鴨町大字巣鴨」と三つの
巣鴨が併置されていた。駅名に町村名または大字名を採用していた当時、この駅に使える地
名がなかったのは事実である。そのため、文京区の「大塚」が駅名に採択され、この駅名を
豊島区が「南・北大塚」の町名に流用したのは問題だが、それ以前の町村名、とくに大字名
のずさんなつけ方が、根底にあったことを忘れてならないと思う。
この辺は、小学生にも馬鹿にされる「西日暮里駅」にも共通し、明治時代から、地名への
ブランド崇拝が高まった様子を感じとれる。江戸時代まで『言霊』として、大切に継承され
た一地点の地形を正確に表現した地名を混乱に陥れる、
「記号化」の嚆矢がみられる。江戸
八百八町の名が、町奉行の管轄地域の徹底、町民の日常生活からの要請などによって細分化
したのに対し、
「官」と「民」がはっきり区別された明治時代から、地名の簡略化と記号化
が進行した。現実の利用者や未来への配慮などまるで脳裏にない、ブランド指向、縄張り意
識を露骨にみせる木端役人の根性丸出しの歴史が、山ほど記録されている。
官設鉄道と密接な関係をもった日本鉄道も同様で、山手線の駅は問題のあるものが多い。
昭和 40 年代に、東京都区内の駅名を住居表示に取り入れる、本末転倒の現象を加えたこと
から、都区内の町名、とくに山手地区は偽物記号のオン・パレードといった状態になった。
「大塚」は全国に分布する地名で、数の多い関東の大字を取り出すと、次のようになる。
茨城県水戸市大塚町

埼玉県川越市南大塚

茨城県下館市大塚

埼玉県熊谷市大塚

茨城県竜ケ崎市大塚町

埼玉県深谷市大塚

茨城県水海道市大塚戸町 →常総市

埼玉県坂戸市北大塚

茨城県北茨城市磯原町大塚

埼玉県比企郡小川町大塚

茨城県潮来市大塚野

埼玉県比企郡川島町東大塚

茨城県稲敷郡美浦村大塚

埼玉県北葛飾郡杉戸町大塚

茨城県新治郡八郷町大塚 →石岡市

千葉県旭市大塚原

栃木県宇都宮市大塚町

千葉県柏市大塚町

栃木県栃木市大塚町

千葉県印西市大塚

栃木県黒磯市上大塚新田 →那須塩原市

東京都文京区大塚

栃木県河内郡河内町大塚 →宇都宮市

東京都豊島区南・北大塚

群馬県藤岡市上・中・下大塚

東京都大田区雪谷大塚町

群馬県吾妻郡中之条町大塚

東京都八王子市大塚
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大塚は、当てた漢字の意味から「大きな塚：∧型地形」と解くのが普通である。ところが
関東地方の「大塚」地名全数をあたると、この地名群は山間部になく、大半が低湿地、川に
面した場所に所在する。そこで地名解釈を行なうと、次のようになる。
大塚＝Ofo：崖、谷、山。帯ぶ：表面＋fotu：potupotu 落つ（下向きベクトル）：∪型地形、
崖＋tuka．突く、着く：∧型・∨型地形。漬く（湿地）。

高田馬場駅でとりあげた南豊島郡戸塚村の起源地名は、
「戸塚＝凸＋塚≒小山」と解いた。
横浜市戸塚区戸塚の起源地名も、丘陵上部に古墳がある富塚（Totuka→とみづか）八幡宮と
いわれる。また、戦国時代に豊島氏が築いた平塚城（北区上中里 1 丁目）の平塚も、
「Firatuka
＝Fira：崖＋ratu⇔tura：面＋tuka：塚≒∩型地形（上野台）の上面」と解けると思う。
しかし「大塚」は簡単に解けないようで、中に挟んだ少数音型の「fotu：potupotu 落つ：
∪型地形」の表現が大きく働いて、低湿地や谷につけた例が多いように見える。

京都、嵯峨野観光鉄道の「保津峡：Fotsu-kifo」は、保津川（←京都府亀岡市保津町）の
峡谷にあり、海・湖の入江に付けた「大津：Ofotu」や、大塚と語尾だけが違う山梨県大月
市「大月町：Ofotuki」が桂川の渓谷に接しているのも参考になる。
「∧型・∨型地形」を表
わす地形語は、両方の意味に使われた例もあるので、次章以降に実例をあげて考えたい。
先に記したように、現代の東京 23 区の町名、とくに山手地区のそれは、地域の区画を定
めた記号の価値しかないものが多い。地名の起源を探るには、伝承地名をきちんと使いこな
していた江戸時代まで遡る必要がある。ただし、山手線「大塚駅」の起源は理解しやすく、
江戸時代に「小石川大塚町」とよばれた文京区大塚町、昭和 41 年 4 月 1 日の住居表示実施
から、
「大塚一～二丁目」に改めた地域を起源地に比定できる。
文京区大塚一～二丁目を、左の土地条件図

図 1 54 文京区大塚と山手線大塚駅

で当たると、お茶の水女子大学がある豊島台
南部に張りだした台地上の大塚二丁目から、
谷底につけた文京区音羽（Oto, Foto：∪型
地形＋tofa.戸端＝谷端、谷の入口）が候補に

あがる。護国寺がある大塚五丁目との間の直
角に曲がる谷は注目すべきで、付近に海が入
っていた時代へ遡ると、両側に 港をもつ
「Ofotu＋tuka」の価値が浮上する。
大塚は、四丁目の「Ofotuka：∪型地形」と
二丁目の台地（∩型地形）を合わせてつけた
地名と考えたい。ここには「春日通り→川越
街道」が走っていて、「駒込、巣鴨」に共通
する陸路と水路の交点にある、交通路の要衝
だった史実を重視したい。
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図 54 の上部、豊島台東端の傾斜面に設置した山手線「大塚駅」は、東部が谷端川の開い
た谷に設けた築堤にのり、西部は台地面と同じ高さになっている。大塚駅から、明治時代の
豊島線、今は「湘南新宿ライン」が利用する山手貨物線は台地に沿って 10‰の勾配を登り
つづけ、大正 13 年に増設した電車線は、台地を切り開いて直進する。
山手線は明治通りと春日通りをくぐり抜けて大きく左折し、もと池袋電車区への出入線
と埼京線の下を通って、25‰の急勾配を駆けあがり、標高 32.6ｍの「池袋駅」に到着する。
図 1 55

山手線「駒込、巣鴨、大塚、池袋、目白」駅

豊島線の駅名は、江戸時代以来の村名・町名を採用したため、この起源地名と駅のある場
所が離れている。駒込村の起源地は、右中下のＹ字型の谷の先端「文京区本駒込一丁目」、
巣鴨村は中上の染井霊園の隣りの「豊島区巣鴨五丁目」
、大塚町は中下から上がって直角に
曲がる谷の右側、
「文京区大塚二丁目」と推理したい。台地上の大塚から谷底の音羽を挟ん
だ隣り町が，目白駅の起源地名「目白台、関口」であるのも興味ぶかい。
「駒込、巣鴨」が
中山道、
「大塚」が春日通り→川越街道の要衝に位置するところが大切である。
上図の、春日通りに面する「サンシャイン 60」がある長方形の区画に、豊島線のルート
を変えた「巣鴨監獄→巣鴨刑務所→東京拘置所」があった史実を忘れられない。
岩倉具視を中心に、明治 14 年 11 月、旧華族の出資で造った「日本鉄道」は、当初、路線
建設を依頼した官設鉄道と同等の権限を持っていた。明治 18 年 3 月に 14 ヶ月の短期間で
品川線「赤羽 新宿 品川」間 20.9km を敷設した驚異的な工事の速さ、路線の認可がおり
る前に用地を取得して明治 23 年 11 月に造った「上野～秋葉原」間の貨物線をみても、路線
建設を半強制的に行なった様子がわかる。
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豊島線の建設も同じように考えると、今の「田端～巣鴨」間の路線は、明治 29 年 8 月に
「田端～雑司ヶ谷」間のルートを「田端～目白」間に換えた第二次計画案が出来てすぐ、用
地を取得したように見える。巣鴨監獄からできるかぎり線路を離してほしい、との東京市の
要望が通り、明治 34 年 6 月に監獄の北を通るルートへ変更し、
「池袋」を分岐駅とした第三
次案が決まったとき、日本鉄道は第二次計画路線の大半を入手していたのであろう。
本来なら第三次案になった「田端と池袋のカーブを直線で結ぶルート」に、建設上の問題
はないようなので、山手線「田端～巣鴨～池袋」間の路線は、明治時代の鉄道敷設における
「官権力」の大きさと、見通しの甘さを記録した歴史遺産と捉えられる。
これに対応するのが、品川線の路線を変更した「渋谷～目黒～大崎」間である。おもに
荏原郡下目黒村の鉄道敷設反対運動のために、目黒川流域の「山手通り」沿いに山手線を
建設できず、目黒駅を淀橋台上の品川区上大崎に設置せざるを得なかった『目黒駅追い上
げ事件』である。こちらは「官」の横暴を、団結による「民意」で覆した実例といえる。
ただし、原案の「渋谷～上目黒」間 1 ㎞で済んだ 10‰の∧型勾配を、
「恵比寿～大崎」間
に 4 ㎞も造った無駄は、後世から見て、評価が低くなる原因になった。
このように、鉄道史の研究は、地方史の一分野としても大切である。東京の変化に連動し
た『山手線』の動きは、東京の近代史探索に格好の素材であり、年代が正確に記録されてい
るので、時代の流れを年ごとに追うことができる。
戦後の復興を成し遂げた昭和 30 年代の山手線は、ラッシュ時の乗車率が「250～300％」
の通勤地獄といわれた凄まじいものだった。当時、輸送力増強に、山手線を縦貫する東京メ
トロ「丸ノ内、日比谷，東西、千代田、有楽町、半蔵門、南北、副都心」線、都営「浅草、
三田、新宿、大江戸」線を建設して、放射状の鉄道路線を結び付けて直通運転を実施した。
さらに山手貨物線を利用した「埼京線・湘南新宿ライン」を加え、平成 27 年春に東北・
高崎・常磐線⇔東海道線を直通する「上野東京ライン」を開設して、ラッシュ時混雑率最高
の「上野～御徒町」間も 200％を切り、山手線電車の四扉車 11 両編成化を確定して、各駅
にホームドアを設置した。昭和時代後期から平成時代まで、輸送力増強のために新線建設を
継続してすすめて来たが、おおよそ完成したようにみえる。鉄道マニアとして、この一部始
終を見ることができたのは幸運だった。本章の主題に置いた『地名は、地形を表現するため
に付けた』様子をが、これをまとめたのが次表である。
地形表現をした高田（村名）に、馬を走らせた場所を合わせた通称の「高田馬場」駅、
ビールの銘柄を名乗った「恵比寿」駅、東の京都と命名した「東京」駅、火除け地の空き
場に秋葉神社を祀った「秋葉原」駅、江戸時代初期、馬に乗れない身分の御徒士組の居住
地を表わした「御徒町」駅、という五駅を除いた二十七の駅（日暮里は重複）が命名時…
大多数が縄文・弥生時代…の地形を表現した可能性が高い姿が浮上する。山手線の駅に、
縄文・弥生時代の地名が多い理由は、第三章『古代の東京、神奈川』で検証したい。
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表 1－4
駅 名

赤羽線・山手線の駅に採られた地名の起源地と、推定命名年代

駅本屋所在地

推定古形

地名の意味

推定起源地

推定年代

赤 羽

北区赤羽

Akapane

台地開口部直下の湿地

北区赤羽

弥

生

十 条

北区上十条

Tsifutsifo

谷に面した段丘端

北区上十条

縄

文

板 橋

板橋区板橋

Itapasi

台地端、川の蛇行部

板橋区本町

縄

文

池 袋

豊島区南池袋

Ikepukuro

池のある袋状地形

豊島区池袋本町

弥

生

目 白

豊島区目白

Metsiro

湿地端、窪地の端

文京区関口

縄

文

高田馬場

新宿区高田馬場

Takatanopapa

高い段丘端（Takata）

新宿区西早稲田

江

戸

新大久保

新宿区百人町

Ofokupo

深い窪地

新宿区大久保

縄

文

新 宿

新宿区新宿

Simutsiku

湿地、湧水地

新宿区内藤町

縄

文

代々木

渋谷区代々木

Yoyoki

舌状台地の崖端

渋谷区元代々木

縄

文

原 宿

渋谷区神宮前

Faratsiku

台地端の湿地

渋谷区神宮前

縄

文

渋 谷

渋谷区道玄坂

Sipuya

谷底

渋谷区渋谷

縄

文

恵比寿

渋谷区恵比寿南

Wepisu

(ビールの銘柄)

目黒区三田

明

治

目 黒

品川区上大崎

Mekuro

∪型地形（入り江）

目黒区大橋

縄

文

五反田

品川区東五反田

Kotamuta

段丘端の谷地

品川区東五反田

弥

生

大 崎

品川区大崎

Ofosaki

岬の上部

品川区西五反田

縄

文

品 川

港区高輪

Sinakafa

段丘端の緩斜面

品川区北品川

縄

文

田 町

港区芝

Tamati

湿地端

港区芝

弥

生

浜松町

港区海岸

Famamatu

崩れやすい海岸の崖端

港区浜松町

江

戸

新 橋

港区新橋

Simupasi

∪型湿地（湾）の端

港区新橋

弥

生

有楽町

千代田区有楽町

Ura

∪型の浦

千代田区有楽町

弥

生

東 京

千代田区丸ノ内

－

（東の京都）

千代田区千代田

明

治

神 田

千代田区神田鍛冶町

Kamuta

∪型湿地の崖上

千代田区大手町

縄

文

秋葉原

千代田区外神田

Akipafara

（空き場原：火除け地）

千代田区神田花岡町

明

治

御徒町

台東区上野

Okatimati

（下級武士の町）

台東区東上野

江

戸

上 野

台東区上野

Ufeno

台地の上面

台東区上野桜木

縄

文

鶯 谷

台東区根岸

Ukufisutani

∪型低湿地の谷

台東区谷中

弥

生

日暮里

荒川区西日暮里

Nifipori

谷型湿地の上部

荒川区西日暮里

縄

文

西日暮里

荒川区西日暮里

（本物の日暮里）

荒川区西日暮里

昭

和

田 端

北区東田端

Tapata

台地の上端

北区田端

縄

文

駒 込

豊島区駒込

Komakome

小さな谷形の入江

文京区本駒込

縄

文

巣 鴨

豊島区巣鴨

Sukamo

砂浜のある入江の上部

豊島区巣鴨

縄

文

大 塚

豊島区南大塚

Ofotuka

∪型の谷と∩型台地

文京区大塚

縄

文
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浜松町は、名主の権兵衛さんの出身地、遠州浜松を採った説が定番だが、江戸時代初頭
に埋め立てた付近に「浜町、浜崎」の町名をつけていたので、
「浜松」町を命名していて
も不思議はないので、地形地名の解釈を採った。
本サイトにあげる地名解説は全て仮説ばかりで、すぐ信用できる解釈とは言いがたい。
しかし、山手線各駅に伝わる地名の由来は「新宿、代々木、原宿、五反田、田町、新橋、
有楽町、神田、田端、駒込、巣鴨、大塚」のいずれも、当てた漢字の意味から連想される
事象ばかりで、一貫した論理がまったくないのが特徴である。これは奈良時代初頭の文
献、
『古事記』『日本書紀』
『風土記』にのる地名解説に共通する事柄である。
二音節の動詞を組み合わせた『掛け言葉』を常用した造語法は、文献に全く記されてな
いが、同一種の地名を集め、アイウエオ順に整理して分類すると、自然に浮上する地名の
『命名法則』であり、第四章『言葉と地名 2. 峠名の解き方 (1) 桜峠』に詳述したい。
常識的にみて、かつて『言霊』と敬われたように言葉に意味があったのは確実であり、
その一部である『地名』も、固有の意味を備えていたと捉えて良いだろう。表 1－4 にあ
げたように、山手線各駅に採られた地名の大半が『縄文～弥生時代』の地形を表わした可
能性が高いところをみると、地名命名法がある時代に失われた様子を想定できる。
地名への当て字は、弥生時代以後に一字一音の『万葉仮名』表記が使用されて、二字化
されたのは和銅 6（713）年の「風土記作成の詔勅」に含めた、
『好字二字化令』に因る。
地形表現に二音節の動詞を重ねた『掛け言葉』を常用した仮説を基本に置くと、
『好字二
字化令』より前の時代、すなわち飛鳥時代以前に地名の語源が失われていたことになる。
この様子は、もう少し話をすすめた、第三章『古代の東京、神奈川』の後半部で検証した
いと思う。
本章では、山手線の駅名を主題にして、
『地名』が命名時の地形を表現するためにつけ
た史実を提起した。そこで、東京の古地形を基本に置いて、
「岬と入江」地形に付けた町
名を抜き出すと、たいへん面白い現象が浮上する。
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（34） 縄文海進時の岬、入江地形
左図は冒頭にあげた山手線が走る地域
の地形図である。図の水色～緑色の地域
が、今より 2～3℃気温が高く、海水面
が 3～5ｍ高かった『縄文海進：約 7,000
～4,500 年前』の時代に海であった史実
は、
「目黒～大崎」
「上野～大塚」間に述
べた。地図左下の目黒川流域全体が入り
海だった証拠は、目黒区「東山貝塚」
。
世田谷区池尻などに残され、図の中上
「上野台⇔本郷台」間の入り海に「西ヶ
原、弥生町」貝塚が形成されていた史実
も大切である。
この海進時代を頭に置いて、海に突き
出した岬地形と、入り江（湊）だった場
所につけた地名をとりだすと、江戸時代
から現在にいたるまで、たいへん重要な
町名が浮かびあがる。
一番上の石神井川が上野台を突き破る地が「王子」
、上野台⇔本郷台間の入り海にあっ
た中山道の湊が「巣鴨」
、上野台先端が「上野」
、本郷台先端は「神田」
、本郷台⇔豊島台
間の右へはいる入り江が「駒込」、豊島台先端の岬が「小石川」
、豊島台上の左の入江が
「音羽、大塚」
、左隣の岬地形が「目白台、関口」である。
豊島台と淀橋台の間を流れるのが神田川で、
「神田川～日本橋川」の流路（平川、江戸
川）が、律令時代の武蔵国「豊島郡⇔荏原郡」の境界線だった。

南部の荏原郡で、まず注目されるのが、淀橋台東端にある菱形の岬状地形である。もち
ろんここは皇居がある場所で、
「江戸：日比谷入江から神田川への出入り口」と呼ばれた湊
であった。皇居を囲む台地南部に「霞が関（Kasumi≒Kasu. 浙す：水に浸す、水際＋sumi.
隅）
、永田町（Nakata≒Naka：緩斜面、中、長い＋kata. 潟、肩）」があって、芝公園の岬と

の間の入り海は「外濠」として溜池から赤坂に連なっていた。菱形台地の根元の「赤坂～
四ツ谷」間に掘割を造り、
「市ヶ谷、牛込、飯田橋」は平川の支流を生かして、神田川～日
本橋川に「外濠」を設けた徳川家康の、自然地形への深い洞察力は、ただ感服するほかは
ない。
岬地形の「芝公園」には、西ヶ原・東山貝塚と共に明治時代から「東京の三貝塚」として
知られた芝丸山貝塚と、古墳時代中期の築造という前方後円墳の「芝丸山古墳」が存在する。
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付近の徳川将軍の墓所がある芝増上寺は、やはり、将軍墓所の上野寛永寺と共に、江戸城の
「南西、北東」の鬼門をまもる役割をもっていた。
芝公園の南側の入江は渋谷川～古川の造った谷で、下の高輪台北端が「三田：湿地端」、
直線状に伸びた台地南部が「高輪：Takanafa≒Taka. 高所＋kana. 直線、直角＋nafa. 萎ふ
⇔fana. 鼻：先端」である。高輪の南東に旧目黒川河口の「品川」があり、北品川二丁目に
「荏原神社」が鎮座して、武蔵国荏原郡の起源地名「荏原郡荏原郷：Yepara≒Ye. 江：入江
＋para. 原、腹：緩斜面の台地＝品川湊」だった史実を留めている。
地図を見ると、目黒川流域の住民に大反対を受けた「品川線→山手線」を渋谷川～古川流
域に通して、浜松町付近で東海道線につなげば工事が簡単だった。が、こうしなかったのは、
「品川＝荏原」が水陸交通の要衝だったからに他ならない。
このように、縄文海進時の「岬、入江」につけた地名が、江戸時代から現代へ続く都区内
の『有名ブランド町名』になっている様子が、お判りになると思う。
図の緑色の地域は、おおよそ海抜 4ｍ以下の地を表わしている。縄文海進時代に 3～5ｍ海
水面が上がったと考えられているので、この時代の生活拠点としては不適当で、やはり今と
同程度まで水位が下がった、縄文時代晩期から弥生時代に利用され始めたと考えたい。
地名は陸地につけることを原則にしているので、同じ標高の地域、たとえば日本橋台地…
江戸前島…にある地名の命名年代の上限は;「縄文時代晩期～弥生時代前期」に想定できそ

うである。本文の「新橋、有楽町、東京」駅で検証した「汐留、烏森、新橋、有楽、八重洲、
永楽、銭亀」などは、弥生時代前後につけた様子がわかる。空色の低湿地帯、隅田川右岸に
一ヶ所緑色の地域があり、ここが「浅草」であるのはすぐお判りになるだろう。
このように、海水面の変化を基に地名の命名年代比定作業を全国に拡大すると、年代に応
じた命名法の微妙な変化が浮かびあがる。変遷が『縄文時代』から『弥生時代』への変化に
同期しているので、
『地名』『倭語→日本語』の起源探索に役立ちそうである。
本章は、地名解釈を中心において、鉄道を副主題にしたが、次章『京浜東北線の歴史』は
地名と歴史の相関関係を中心に記述を進めたい。次章以降も地名（倭語の言葉）が、二音節
の『四段活用他動詞を掛け言葉で結んだ造語法』で創作された、仮設の提起を続けたい。
第三章『古代の東京、神奈川』では、『和名抄』にのる武蔵国南部と相模国の「郡、郷」
全数の起源地を推理して奈良時代の姿を復元したい。武蔵国南部と相模国では、郷の分布が
異なる様相が現われて、人口も相模が武蔵南部を大きく上回った史実を検証したい。
第四章『言葉と地名』で自然地形と地名の関係を考えるが、ここでは弥生時代に命名した
『峠名』を主題に置き、第五章『地名考古学』では、様々な地名て群の統計データをまとめ
て地名の命名年代を『縄文』『弥生』時代に区分できる様子を示したい。地名と地形を対照
してゆくと、地形表現を基本に置く『地形地名』の命名が古墳時代中期頃から少なくなり、
奈良時代には山間を除いて、ほとんど見られなくなる様子が興味をひく。
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飛鳥時代以降に地名の語源、言葉の創作法と真の意味が伝わらなかったのは、渡来人の大
量移入と、
『仏教伝来』に伴う漢字（呉音）の導入、そして東アジアの激変…隋⇒唐の建国・
統一新羅の立国…に合わせた、律令国家『日本国』誕生の影響と考えられる。
もし、我が国の『地名の命名』が縄文時代前期～中期（約 7,000～4,500 年前）に遡れる
ことを立証できれば、
『倭語⇒日本語』は、いま使われている世界の言語の中で、最も古い
言葉のひとつに認定されるのは確実といえる。5,000 年以上の歴史をもち、数百万の単位で
現代にのこる『地名』が、ユネスコの「無形文化遺産」に認定されても、なんら不思議はな
いのである。
我が国の伝統として、古代から江戸時代まで文化の継承を絶やさなかったことがあった。
もっとも有名な史実は、漢字の音読みである『呉音、漢音、唐音』の古い読み方は、王朝・
政権が替わるたびごとに漢字の読み方が変った本国…中華人民共和国…に残されておらず、
この変遷を調べる時には、中国だけでなく、いま我が国で使われる漢字を調査することが必
須事項だという。
これは、中国で遠の昔に失われた「呉音：二世紀～三世紀の三国時代の呉の用法。五世紀頃
から伽耶・百済系渡来人が常用」
「漢音：律令時代に遣唐使が移入」「唐音：鎌倉時代以後の宗
の発音」が現代にも、
『日本語』として正確に継承されているからである。
アンギャ

『行』の文字を、
「呉音：ギョウ（修行、行者）。漢音：コウ（旅行、行程）。唐音：アン（行脚、
アンドン

行燈）。和音：ゆく」と読む例が代表にあがる。

これほどまで、古代の文化を大切に継承し続けた国で、いまはまったく注目されることも
なく、現代流の新設記号に置き換えて、捨て去られてゆくだけの『地名』…日本語以前の『倭
語：縄文・弥生時代の言語』遺産…に御注目いただきたい。というのが、本サイトの基本主
題である。
伝統を断ち切ることだけが進歩でなく、古代の人々が創作した言葉と、現代のそれとを比
較対峙して、優劣を検討するのも大切なことがらである。

184

『山手線の歴史』に使用した地図。
東京東北部

1980

西北部

1981

西南部

1981

都区部

2006

(財)日本地図センター

地下基盤地形図 日本の自然 6 『日本の平野』

1987

(株)平凡社

迅速図 2 万分の 1 地図

東京近傍図

1887

古地図史料出版（株）

東京近傍図

1897

(財)日本地図センター

大手町近傍ほか

1884

(財)日本地図センター

東京市十五区番地界地図

麹町区全図ほか

1907

(株)人文社

大崎駅・田端駅配線概略図

『鉄道ファン』492 号

2002

(株)交友社

2 万 5 千分の 1 土地条件図

2 万 5 千分の 1 デジタル標高地形図

五千分の一

東京図

建設省国土地理院

おもな参考文献
『鉄道ピクトリアル』
『鉄道ファン』

38 号～233 号

1954～1970

(株)鉄道図書刊行会

創刊号～110 号

1961～1970

(株)交友社

両誌とも、昭和 45（1970）年まで定期購読、以後は適宜購入。
写真で見る『山手線 100 年』

1985

(株)日本交通公社

1986

(株)小学館

川上幸義

1967

(株)鉄道図書刊行会

弓削 進

1959

(株)電気車研究会

『旧型国電 50 年』Ⅰ・Ⅱ

沢柳健一

2003

JTB キャンブックス

『続 鉄道路線変せん史探訪』 守田久盛

高島 通

1979

(株)吉井書店

日本鉄道名所

勾配・曲線の旅 3 『首都圏各線』

『新日本鉄道史』上・下
『国鉄電車発達史』

新出茂雄

週刊『鉄道データファイル』

2004～2008

『東京都の歴史』 歴史シリーズ 13

児玉幸多

角川地名大辞典 12『東京都』

デアゴスティーニ

1969

(株)山川出版社

1978

(株)角川書店

日本の古代遺跡 32『東京 23 区』

坂詰秀一

1987

(株)保育社

『東京の自然史』

貝塚爽平

1964

(株)紀伊國屋書店

『江戸の川、東京の川』

鈴木理生

1989

(株)井上書院

楠原佑介 溝手理太郎

1983

(株)東京堂出版

『地名用語語源辞典』
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