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現・世田谷区域大山街道における

伊能忠敬測量隊の測量と地図等の記載内容

小田匡保*

Surveying of the Oyama Highway in Present Setagaya Ward
by Tadataka Ino’s Surveying Team and the Contents of the Maps

ODA Masayasu

本稿は，大山街道の多摩川～渋谷区間 （おおよそ現・世田谷区域） における伊能忠敬測量隊の測量につ

いて，測量日記をもとに，測量隊の行程と主な関係地名等を地図化した。さらに，測量日記，江戸府内

図，「輿地実測録」，大図・中図・小図の記載内容について，相互に比較しながら検討した結果，以下のこ

とが明らかとなった。1 .江戸府内図は，武家屋敷の位置表示に特色がある。また，周辺部の描写は簡略

化されている。2 .測量日記と「輿地実測録」は，別系統の文書として成立している。3 .測量日記は測量

隊が通過する村の名前を記載するが，大図には沿道から少し離れた村の名前も書かれる。中図では測量隊

が通った村のみを表示し，小図では類似村名をまとめたり規模が非常に小さい村を省略したりしている。

4 .測量日記と大図には，村の領主の記載があるが，大図には記載がない村もある。5 .川・用水は，測量

日記から大図・中図・小図になるにつれ，まず文字記載がなくなり，次に青線表示が消える形で簡略化さ

れる。6 .寺社は，測量日記では沿道の寺社と，道路から離れた著名な寺社が記載されるが，大図では著

名寺社に限られ，中図・小図ではさらに簡略化されたうえに記号表示になる。最後に，最終版伊能図の読

解にあたっては，「輿地実測録」の凡例を参照する必要があることを指摘した。
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．はじめに

2018年は，伊能忠敬が文政元年 （1818） に没してから200年ということで，日本各地で伊能関係の展

示が行なわれた1）。駒澤大学図書館でも，7月6日 （金） ～9月14日 （金），オープンキャンパス企画展示

「伊能忠敬没後200年 伊能図と世田谷」を開催した2）。

筆者は，図書館職員に依頼され，この展示の企画に関わったが，その中で，駒澤大学周辺，具体的に

は大山街道の多摩川～渋谷区間 （おおよそ現・世田谷区域） における伊能忠敬測量隊の測量ルートと測

量日記記載の寺社等とを地図上に表示し展示してもらった。本稿は，あらためてこの区間の測量隊の行

程と主な関係地名等を地図化するほか，さらに伊能図等での記載内容について検討するものである。

最初に，伊能測量隊の測量行程について簡単に述べておく。伊能測量隊の測量は第一次から第十次ま

である。大山街道を歩いたのは，文化12～13年 （1815～1816） の第九次測量の時である （伊能忠敬は高
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齢のため不参加）。この時の経路は，江戸を出発してまず伊豆諸島を測り，次いで伊豆半島，富士山南

麓，そして今の神奈川県域から川越・熊谷など江戸の西北部をまわるというものであった。そのうち

現・世田谷区域の大山街道の部分は，3月20日と21日 （旧暦，以下省略） に測量している3）。

．測量日記の記載内容

伊能測量隊の測量の様子が判明する基本的な資料は測量日記である。測量日記には，伊能忠敬が測量

しながら書いた 「忠敬先生日記」 （全51冊） と，後から清書した 「測量日記」 （全28冊） の 2種類がある4）。

「測量日記」には第九次までの測量記録が収録されるが，「忠敬先生日記」には，伊能が参加しなかった

第九次測量の記述はないので，本稿の直接の資料にはならない。

「測量日記」は「忠敬先生日記」とともに国宝に指定され，伊能忠敬記念館に所蔵されている。「測量

日記」は，佐久間による全文の翻刻が1998年に刊行されていたが（佐久間校訂 1998a），伊能忠敬と伊

能図の大事典 （イノペディア） をつくる会 （伊能忠敬e史料館） によって，2011年に日記原文画像のDVD

が，2015年には日記解読版のCD-ROMが出された （渡辺編 2011；渡辺監修 2015）。現在は伊能忠敬e

史料館サイト5）で，データのダウンロード購入が可能になっている。本稿ではこれらの資料を利用する。

まず長文になるが，「測量日記」のうち，本稿の対象とする大山街道の現・世田谷区域とその前後の

区間の記述を，あらためて以下に引用する。これは，佐久間らによる従来の翻刻にわずかながら不正確

な箇所が見られるためである。たとえば，「測量日記」では，十町台，十間台の距離の数字には「一」

を付けて「一十何町」「一十何間」，一桁台の数字には数字の前に小さな丸印を付けて「〇何町」「〇何

間」と記すが，従来の翻刻ではこれらが省略されている。割注は 〈　〉，小さな文字は （　） で表した。

筆者の注記は 〔　〕 内に記し，全体に読点を付した。

三月廿日　〔中略〕　都筑郡芝増上寺領荏田村出立，同所止宿前始　〔中略〕　橘樹郡〔中略〕有間村，

（郡界迄）一十五町○〔小さい丸印，以下同〕九間　〔中略〕　（小野田三郎右衛門支配所）二子村，右七

町許引込二子塚アリ，左一向宗大慈〔大悲〕山光明寺，右止宿前マデ（自郡界）一里二十四町二十四

間，（是ヨリ仕越，小野田三郎右衛門支配所）諏方〔訪〕河原村，玉川仮橋巾四十二間〈外河原巾三町

斗，川上甲州一ノ瀬村ヨリ流ル，是ヨリ三十里，川下羽根田〔羽田〕村ニテ海ニ入迄，是ヨリ五里許〉

東海道ニテ六郷川ト云，夏分ハ渡船，字二子渡ト云，船賃〈一人十二文，一疋十六文〉，但水ノ増減ニ

ヨル，川中郡界迄（自止宿前）七町一十二間，荏原郡（井伊掃部頭領）瀬田村，玉川鮎御留場，字新田

〈茶屋二三軒〉，左一町許ヨリ多摩郡彦根領〈鎌田村，大蔵村〉入合人家散在ナリ，次太〔大〕夫堀巾四

間，左高井戸道追分，左真言宗喜楽山慈源〔眼〕寺，（井伊掃部頭領）用賀村内打止メ◯用印畢ル，（自郡

界）一十四町四十二間，仕越分〆二十一町五十四間，通計総測二里二十五町二十七間，夫ヨリ八ツ半時

着，止宿，二子村，桐屋善右衛門

三月廿一日　（終日小雨）都筑郡〔橘樹郡の誤り〕（小野田三郎右衛門支配所）二子村出立，荏原郡（彦

根領）用賀村◯用印始メ，字大下，左真言宗実相山真福寺，（同領）世田ヶ谷村枝新町，品川用水小流，

右ニ稲荷ノ社，（大久保兵庫頭知行）上馬引沢村，右十町許引込，曹洞宗〈三田領二又〔二俣尾〕村海

禅寺末〉太〔泰〕陽山東光寺御朱印三拾石，（内藤〈次左衛門，岩五郎〉知行）中馬引沢村，左世多ヶ

谷道追分，字三軒〔茶欠カ〕屋，昼休（田中屋）新兵衛，左側許（大貫次右衛門支配）太子堂村，〈左

右〉太子堂村，左三町許引込，太子堂村真言宗円泉寺，境内太子堂アリ，（大貫次右衛門支配）三宿
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村，（同支配所）〈池沢村，池尻村〉入会，左制札，左法花宗常光坊，（同人支配所）上目黒村，目黒川

仮橋巾六間，左御用屋敷〈馬〔駒カ〕場野御成之節御膳所ニナル〉，左氷川明神ノ社，字大坂，左駒場

野，左五町許引込，紀伊殿下屋敷アリ，三田用水ヲ渡ル，（郡界迄）一里二十八町二十四間，豊島郡

（大貫次右衛門支配所）中豊沢村，（同人支配所）下渋谷村，中渋谷村，道玄坂，入口木戸向テ左ニ繋ク

〈是ハ去亥年〔文化12年〕二月江戸測量ノ残也〉，（自郡界）五町四十一間，（自始□◯用印）通計一里

三十四町○五間，是ヨリ重測〈村名地名前測ニ譲リテ略此〉，宮益橋渡巾六間，宮益町入口ニ打止畢

ル，重測三町三十七間，通計総測合二里○一町四十二間，夫ヨリ南ノ方ヱ三町許行，八時頃中渋谷村

着，止宿〈名主惣右衛門，平右衛門〉，当日，従御役所，御用談ニテ今泉又兵衛来ル 6）

同廿二日　（終日小雨）中渋谷村出立，前測筋無測量，荏田村昼休（柏屋）清左衛門，夫ヨリ八半時

頃，長津田村ニ着，止宿（名主）段助

測量日記に従って測量隊の行程をたどると，3月20日は，荏田村（現・横浜市青葉区）の宿を出立

し，二子村（現・川崎市高津区）の宿の前を過ぎて玉川（多摩川）を渡り，用賀村（現・東京都世田谷

区）まで測って二子村の宿に戻っている。3月21日は，二子村を出立して用賀村から作業を開始し，三

軒茶屋で昼休みをとる。目黒川・三田用水を渡り，道玄坂の入口木戸で，前年文化12年（1815）2月の

江戸測量地点 7）につないでいる。渋谷の宮益町入口まで再測量して作業を終了し，中渋谷村で泊る8）。

3月22日は，中渋谷村を出発し，測量せずに大山街道を長津田村まで引き返している。

測量日記中の地名等をまとめたものが表 1の左端である（街道筋から離れた村名は載せていない）。

さらに，推定した測量隊の行程と主な地名等を明治初期の 2万分の 1迅速測図原図上に落としたのが図

1と図 2 である。

地図に表した行程・地名等について，以下，若干の注釈をつけておく。

・行程：大山街道をたどるが，多摩川の渡渉ルートは不確かである。迅速測図では街道を直進して川を

渡るルートが想定されるが，大図の測線は進行方向左側に複雑に曲折しており，これに合致するよう

な道は迅速測図にはない。強いて言えば，橘樹郡と荏原郡の郡界に近い。大図には「久地村川辺」の

注記があることから，久地村分あるいはその近くまで行った可能性もある（「川辺」は「新編武蔵風

土記稿」 （蘆田編 1996） 巻之61によれば久地村の小名）。対岸の瀬田村に渡って左一町ばかりで多摩

郡になることや，この先，慈眼寺のそばを通ることからも，迅速測図にないルートをとったと推定せ

ざるをえない。迅速測図には渡船の記号があり，これが二子渡の位置と思われるが，測量隊が歩いた

3月，仮橋を架けていた場所が，二子渡よりも上流側だったのであろう。なお，冬場に橋が設けられ

たことは，『川崎市史』などにも指摘されているが（川崎市編 1994：327-329），橋の位置については

言及がない。

・次大夫堀：迅速測図に「六郷用水」と記載。現存。

・慈眼寺：迅速測図に記載。世田谷区瀬田 4丁目10-3に現存。

・真福寺：迅速測図に記載。世田谷区用賀 4丁目14-4に現存。

・品川用水：迅速測図に記載。

・稲荷ノ社：迅速測図に「稲荷社」の記載。稲荷神社 （通称：久富稲荷神社） として，世田谷区新町 2

丁目17-1に現存。

・東光寺：迅速測図に記載。目黒区八雲 1丁目9-11に現存。

・円泉寺 太子堂：迅速測図に寺院記号の記載。世田谷区太子堂 3丁目30-8に現存。
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表 1　測量日記・地図に記載された地名等

測量日記 江戸府内図
大図

（国立国会図書館本）

大図
（アメリカ議会図書館

本）
中図 小図

二子村（小野田三郎右衛門支配
所）

〇二子村 〇二子村 〇二子村 〇二子

二子塚

光明寺

止宿　桐屋善右衛門

諏方河原村（小野田三郎右衛門
支配所）

諏訪河原村（御料所） 諏訪河原村 諏訪河原村 諏訪河原

玉川仮橋 玉川（青線） 玉川（青線） （青線） （青線）

字二子渡

郡界 橘樹郡・荏原郡 橘樹郡・荏原郡 ●（東博本欠） ●

荏原郡　瀬田村（井伊掃部頭
領）

瀬田村（井伊掃部頭領
分）

瀬田村 瀬田村 瀬田

玉川鮎御留場

字新田

次太夫堀 （青線？） （青線）

高井戸道追分

慈源寺

用賀村（井伊掃部頭領） 用賀村 用賀村 用賀村 用賀

字大下

真福寺

世田ヶ谷村枝新町（彦根領）
世田ヶ谷村　新町
世田ヶ谷村（井伊掃部
頭領分）

世田ヶ谷村　新町
世田ヶ谷村

世田谷村 世田ヶ谷

品川用水 （青線） （青線） （青線）（地理院本欠）（青線）（東博本欠）

稲荷ノ社

上馬引沢村（大久保兵庫頭知
行）

上馬引沢村（大久保兵
庫知行所）

上馬引沢村 上馬引沢村 馬引沢

東光寺 東光寺（建物の絵） 東光寺（建物の絵）

中馬引沢村（内藤次左衛門・岩
五郎知行）

中鳥（ママ）引沢村
（内藤次左衛門・内藤
岩五郎知行所）

中馬引沢村 中馬引沢村 馬引沢

世多ヶ谷道追分

字三軒屋
中馬引沢村　三軒茶屋
太子堂村　三軒茶屋

中馬引沢村　三軒茶屋
大子堂村　三軒茶屋

昼休　田中屋新兵衛

太子堂村（大貫次右衛門支配） 太子堂村（御料所） 大子堂村 太子堂村 太子堂

円泉寺境内太子堂

三宿村（大貫次右衛門支配） 三宿村（御料所） 三宿村 三宿村

池沢村・池尻村入会（大貫次右
衛門支配所）

池尻村・池沢村入会 池尻村・池沢村入会
池沢村
池尻村

常光坊

上目黒村（大貫次右衛門支配所）
上目黒村（御料所・増上
寺御霊屋料・大養寺領）

上目黒村 上目黒村 上目黒村 上目黒

目黒川仮橋 目黒川（青線） 目黒川（青線） 目黒川（青線） （青線）（東博本欠） （青線）

御用屋敷 御用屋敷

氷川明神ノ社

字大坂

駒場野 駒場野 駒場野 駒場野

紀伊殿下屋敷

三田用水 三田用水（青線） （青線）

中川修理太夫〇

郡界 荏原郡・豊島郡 荏原郡・豊島郡 荏原郡・豊島郡 ● ●

豊島郡　中豊沢村（大貫次右衛
門支配所）

中豊沢村（御料所） 中豊沢村（御料所） 中豊沢村 中豊沢村 中豊沢

下渋谷村（大貫次右衛門支配所）
下渋谷村　野崎組（御料
所）（東京市本、所の字
欠）

下渋谷村　野崎組 下渋谷村　野崎組
下渋谷村　野崎組（地
理院本、野崎村と誤
記）

中渋谷村

字大和田
中渋谷村（吉田安次郎・
野間忠五郎・三浦五郎左
衛門知行所）

中渋谷村　大和田
中渋谷村（吉田□次
郎・野間忠五郎・三浦
五郎左衛門知行所）

中渋谷村　大和田
中渋谷村

中渋谷村

道玄坂

渋谷広尾町 広尾町 広尾町

道玄坂町

六反目ハシ

宮益橋 宮益橋（青線） 宮益橋（青線） 宮益橋（青線） （青線）（東博本欠）

宮益町 宮益町

注 1：「輿地実測録 序目」の凡例によれば、〇は駅、●は郡界を表す。
注 2：江戸府内図の〇は、武家中屋敷・下屋敷・抱屋敷を表す。
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図 1　測量日記に記された行程と地名等 （多摩川～駒沢）
（ベースマップは，明治14年測図の 2万分 1迅速測図原図）
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図 2　測量日記に記された行程と地名等 （三軒茶屋～渋谷）
（ベースマップは，明治13年測図の 2万分 1迅速測図原図）
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・常光坊：「新編武蔵風土記稿」巻之51の池尻村の項に，「稲荷社」の別当として「浄光庵」 （旧称「浄

光院」） が挙げられる （蘆田編 1996）。稲荷社は現在の稲荷神社 （通称：池尻稲荷神社，世田谷区池尻

2丁目34-15）。迅速測図に神社記号の記載。このあたりの現在の国道246号は，かつての大山街道と

違うまっすぐなルートを通っている。

・目黒川：迅速測図に記載。現存。

・氷川明神ノ社：迅速測図に「氷川社」の記載。氷川神社 （通称：上目黒氷川神社） として，目黒区大

橋 2丁目16-21に現存。

・字大坂：現在の旧山手通りと大橋の間の坂道を「大坂」と呼んだという9）。このあたりも，坂を直進

する現在の国道246号とは違って，かつての大山街道は折れ曲がりながら進んでいた。

・三田用水：迅速測図に記載。

・道玄坂：郡界より 5町41間 （＝約620メートル） という記載から，現在の渋谷区道玄坂 2丁目16に面

したあたりと思われる。「御府内場末往還其外沿革図書」10）によれば，道玄坂町は道玄坂の下にあっ

た。

．地図等の記載内容

１．使用地図

次に本章では，伊能らが作成した地図等の記載内容を検討する。伊能らは，文政 4年 （1821） の最終

版伊能図の上呈以前にも各種の地図を作成しているが，大山街道の測量は最後の段階のものであり，最

終版以前の大山街道の地図はないと思われる。最終版伊能図は，周知のように，原本がすべて焼失して

いるため，副本・写本類 11）の中から，閲覧の便宜上，大図は国立国会図書館本 （鈴木・渡邊編 1999；

日本地図センター編 2006；渡辺監修 2013a）12）とアメリカ議会図書館本 13），中図はイヴ・ペイレ氏旧

蔵本 （現・NISSHA株式会社 〔旧社名：日本写真印刷株式会社〕 蔵） （渡辺監修 2013b） と東京国立博物館

本 （日本国際地図学会監修 1993；日本国際地図学会・伊能忠敬研究会監修 2002），国土地理院本 14），

小図は東京国立博物館本 （渡辺監修 2013b）と東京都立中央図書館本 （鈴木・渡邊編 1999），「官板実測

日本地図」15），江戸府内図は国土地理院本 （武揚堂 2003）16）と『東京市史稿』の複製 （「東京市本」と略

記）（東京市役所編 1928；日本地図選集刊行委員会・人文社編集部編 1984）を使用する17）。大図・中

図・小図の例は，図 3に示したとおりである。

２．江戸府内図の記載内容

伊能大図等の検討に入る前に，時間的には先に作成された江戸府内図を見てみる。江戸府内図は，文

政 4年（1821） 上呈の最終版伊能図よりも早く，文化14年 （1817） に幕府に提出された。文化12年

（1815）・13年 （1816） の第十次測量の直後である。御府内全域だけでなく，その周辺部も入っており18），

本稿の対象範囲の一部 （宮益町～目黒川） も描写されている。縮尺は6,000分の 1 （六分一町） で，36,000

分の 1の大図よりもかなり詳細である。

江戸府内図ならびに伊能大図・中図・小図に記載されている地名等も，表 1に示した。測量日記に記

されている地名等を基準にして表に掲げ，測量日記に出ていないものは，大山街道の近くに記載されて

いても挙げていない （ただし，江戸府内図に出ているものを除く）。

表を見ると，江戸府内図にはあるが測量日記にない情報が目につく。「野崎組」「大和田」の字名や，

「渋谷広尾町」「道玄坂町」の町名，「六反目ハシ」の橋梁名などである。ただし，測量日記によれば，
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図 3　伊能図における現・世田谷区域の大山街道
上：大図　出典：国立国会図書館デジタルコレクション （http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286636）
中：中図　出典：国土地理院ウェブサイト「古地図コレクション」 （https://kochizu.gsi.go.jp/items/167）
下：小図（官板実測日本地図）　出典：国土地理院ウェブサイト「古地図コレクション」 （https://kochizu.gsi.go.jp/items/130）



33― ―

道玄坂入口からの「重測」部分は「村名地名前測ニ譲リテ略此」ということなので，これらの字名・町

名などはそれで測量日記に記載されていないと思われる。ところが，江戸府内図の中川修理太夫 19）の

屋敷は，道玄坂入口の手前であるが，測量日記になく，大図にも見られない。これは，高橋景保による

江戸府内図の凡例に，「武家屋敷」や「武家中屋敷・下屋敷・抱屋敷」の記号があるように，武家屋敷

の位置を表示することが江戸府内図の目的のひとつであり，府内図独特の表現になったと推察される。

他方，測量日記にはあるが江戸府内図にはないものとして，「氷川明神ノ社」「字大坂」「紀伊殿下屋敷」

がある。これらはいずれも，目黒川を境とする御府内の最周縁部で，「紀伊殿下屋敷」は測量日記によ

れば街道筋から 5町も離れており，周辺部の描写は簡略化されたと考えられる。

３．「輿地実測録」の記載内容

あまり研究で取り上げられることがないように思われるが，最終版伊能図とともに幕府に上呈された

のが「輿地実測録」20）である。「輿地実測録」は14巻からなる。序目には序文や凡例，総目次が記され，

以下，巻之 1は本州沿海の距離，巻之 2～4は本州の街道の距離，巻之 5は淡路・四国・隠岐・佐渡，

巻之 6～7は九州，巻之8は壱岐・対馬，巻之 9～11は島嶼，巻之12は湖沼，巻之13は蝦夷という構成

になっている。本稿と関係するのは巻之 2で，東海道やその脇の街道の主な宿駅間の距離や緯度が記さ

れている21）。本稿の対象区間では，渋谷道玄坂町，玉川岸，二子村の名前があり，その前後の区間の距

離まで含めて図で表すと，図 4のとおりである。一方，測量日記にもところどころに里程の記載があ

る。記された数値を同様に図示すると，図 5のとおりである。測量日記のこの区間では，止宿地点と郡

2 4 91 35 18 2 21 8

2 13 23

1 3 57

図 4　「輿地実測録」記載の距離

1 24 2415 9 7 12 14 42 1 28 24 5 41 3 37

1 34 521 54

2 1 422 25 27

図 5　測量日記記載の距離
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界，毎日の測量終了（開始）地点が距離記載の基準になっている。図 4と図 5を対照すると，合致する

数字はない。たとえば，荏田村と二子村の間は，図 4の「輿地実測録」では 2里 4町 9間だが，図 5の

測量日記の荏田村止宿と二子村止宿の間は 2里 3町33間である。「輿地実測録」は，村の位置を，止宿

ではない何らかのポイントで代表させているため，36間の差異が生じているのであろう。測量の際の

細かなデータは野帳に記録してあるはずであり，そこから別系統の文書として測量日記と 「輿地実測録」

が成立している。言い換えれば，測量日記から直接「輿地実測録」がつくられたのではないと言える。

４．大図の記載内容

上述の「輿地実測録」の序目には，凡例が掲載されており，「大図自国郡村里之名及官邑采地侯国 22）

之別其他至山川島嶼宮祠寺観 23）其所経渉載而莫洩」とある。大図は，測量ルートの国・郡・村の名

前・領主，山川島嶼社寺を漏れなく記載したという。実際には，国名・郡名はそれぞれの範域の中心で

はなく，国界・郡界に，隣接する二つの国名・郡名を並記して示されている （国界は郡界を兼ねている

ので，国界では何々国何々郡と記される）。本稿の対象範囲には，橘樹郡・荏原郡界と荏原郡・豊島郡

界がある。なお，境界地点には線や丸などの記号による表示はない。

大図のその他の掲載地名等は，表 1のとおりである。しかし，大図には，測量日記に出ていない村名

が多数記載されているため，それらを示す表 2を作成した。測量日記は，測量隊が通過する村（道が村

境になっている場合は左右の村）の名前を記載するのが基本であるが，大図はそれだけでなく，沿道か

ら少し離れた村の名前も書かれていることが分かる。衾村については，後述する東光寺が位置するとい

う事情もあるかもしれない。

字名は測量日記にいくつか記載があるが，大図では「三軒茶屋」「野崎組」「大和田」だけが書かれて

いる。「新編武蔵風土記稿」では，いずれも「小名」とされている。

領主 （官邑采地侯国之別） は，測量日記ではほぼすべての村に付記される。大図の国立国会図書館本

でも多くの村に「領分」や「知行所」，「御料所」の文字が見られるが（アメリカ議会図書館本では省略

されている），記載のない村もある。

川については，測量日記と同様「玉川」と「目黒川」の文字があり，水路も青色で描かれている。測

量日記にある「次大夫堀」など他の四つの川と用水は，名前はないが，水路だけが描かれている24）。

寺社については，測量日記に八つも記載があるが，大図に記されたのは，沿道からかなり遠い（図 1

参照）衾村の「東光寺」のみである。東光寺は八つの寺社の中で唯一の朱印地であり，境内22,000坪余

（「新編武蔵風土記稿」による）という大きな寺院であったため，扱いが別になったのではないかと考え

られる。ここで，あわせて測量日記への寺社の記載基準についても検討してみると，沿道の寺社を記載

するのを基本とし，街道から離れていても，太子堂のある「円泉寺」 （「新編武蔵風土記稿」によれば，

境内2,250坪） や，朱印地である上記の「東光寺」のような著名なものは書き留めたと考えられる。

その他に測量日記とともに大図に記載されているのは，「宮益橋」と「駒場野」である。橋梁名は，

伊能図の他の範域にも例がある。駒場野は将軍の鷹狩場であったことから記載されたのであろう。

５．中図・小図の記載内容

縮尺36,000分の 1 （一里三寸六分） の大図に比べて，中図は縮尺216,000分の 1 （一里六分），小図は

432,000分の 1 （一里三分） であるから，描写内容は当然，簡略化される （ただし，大図では省略された

経緯線と山頂などへの方位線が引かれる）。中図は，「輿地実測録」の凡例には，「中図唯記国郡村里之

名如宮祠寺観狭隘難記則省其名而標符号至島嶼之繁不可悉載其名間亦有略之者」とある。すなわち，
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国・郡・村の名前を記すのみで，寺社等の名前は省略して記号で表示するとしている。実際に中図に書

かれている文字も，広域地名の国名・郡名の他は，本稿の対象範囲では村名だけであり，字名はない。

村名の数は，表 2から分かるように，大図に比べて減少している。中図で消えた村は，測量日記に記

されていないものがほとんどである。言い換えれば，測量隊が通った村，つまり測線のある村のみを表

示したと考えられる。測量日記に言及がありながら中図でなくなった大蔵村と鎌田村は，「左一町許」

にある隣の村で，通過してはいない。同様に消えた新町は，本村の世田ヶ谷村とまとめて表したと言え

表 2　測量日記・地図における村の記載状況

村 測量日記 大図 中図 小図 備考

二子村 〇 〇 〇 〇

諏訪河原村 〇 〇 〇 〇

大蔵村 〇 〇

鎌田村 〇 〇

岡本村 〇

瀬田村 〇 〇 〇 〇

野良田村 〇

用賀村 〇 〇 〇 〇

世田ヶ谷村 〇 〇 〇

世田ヶ谷村　新町 〇 〇

弦巻村 〇

上馬引沢村 〇 〇 〇 馬引沢

衾村 〇

野沢村 〇

若林村 〇

中馬引沢村 〇 〇 〇 馬引沢

太子堂村　三軒茶屋 三軒茶屋 〇

太子堂村 〇 〇 〇 〇

中馬引沢村　三軒茶屋 三軒茶屋 〇

下馬引沢村 〇

三宿村 〇 〇 〇

代田村 〇 〇 〇 中図・小図では甲州街道沿い

下北沢村 〇

池尻村 〇 〇 〇

池沢村 〇 〇 〇

上目黒村 〇 〇 〇 〇

中豊沢村 〇 〇 〇 〇 小図では甲州街道沿い

下渋谷村　野崎組 〇 〇

下渋谷村 〇

中渋谷村　大和田 〇

中渋谷村 〇 〇 〇

渋谷（町方） 〇 〇 〇
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る。逆に，測量日記にないのに中図で残った代田村は，北端の代田橋が甲州街道にあるように，どちら

かといえば北の甲州街道沿いの村で，そちらのほうに記されており，不正確な大図の位置から本来の場

所に戻ったと見なせる。

記号表示には，まず郡界を表す赤の●がある。橘樹郡・荏原郡界と荏原郡・豊島郡界は，この記号で

示される。他に，宿駅を表す赤の〇が二子村に付けられている （〇は大図でも使用されている）。国

界，城，陣屋，社，寺，港，極度測地の記号も凡例で定められているが，本稿の対象区間には見られな

い。国界，城，陣屋，港はそもそも存在せず，極度測地も，測量日記によれば対象区間では天測が行な

われていない。寺社については，大図でただ一つ記された東光寺が，中図では省略されている。なお，

「輿地実測録」の刊行版である『大日本沿海実測録』 （伊能 1870） では，関所の記号が加わったり，陣屋

の記号が×になったりするなど，凡例が大きく改変されており，注意が必要である25）。

川は，大図では二つの河川名があったが，中図では名前がなくなっている（中図にまったく河川名が

ないということではなく，「玉川」だけ，離れた府中付近に記載がある）。青線による川・用水の表示

は，六つから四つに減り，次大夫堀と三田用水が消えている。

小図は，簡略化がより進んでいる。「輿地実測録」には「小図則国郡通邑顕村之外多属省略及測路参

錯島嶼繁密其難図者亦略焉」とある。すなわち，大きな町・村以外は多くを省略するとしている。表 2

で分かるように，記載されている村の数は，中図からさらに減少している。上馬引沢村と下馬引沢村は

「馬引沢」 （村） にまとめられ （小図では語尾の「村」が省略される），下渋谷村野崎組と中渋谷村は消え

ている。後者は，町方の地名である「渋谷」と合体したとも考えられる。やはり小図でなくなった三宿

村・池尻村・池沢村については，凡例の記述のように，村の規模が関係しているのではないかと思われ

る。表 3は，「新編武蔵風土記稿」に掲載されている家数と天保郷帳 26）の石高 （斗以下切り捨て） を示

表 3　沿道の村の家数・石高と地図での記載状況

村 家数 石高 大図 中図 小図 備考

二子村 82 445 〇 〇 〇

諏訪河原村 55 151 〇 〇 〇

瀬田村 115 354 〇 〇 〇

用賀村 130 171 〇 〇 〇

世田ヶ谷村 記載なし 469 〇 〇 〇

新町村 50 記載なし 〇 世田谷村枝郷

馬引沢村 163 656 上中下 上中 〇 大図･中図では上･中･下馬引沢村に分けて記載

太子堂村 40 38 〇 〇 〇

三宿村 20 90 〇 〇

池尻村 18 41 〇 〇

池沢村 19 112 〇 〇

上目黒村 150 1,251 〇 〇 〇

中豊沢村 19 120 〇 〇 〇 小図では甲州街道沿いに記載

下渋谷村 187 366 〇 〇
大図・中図・小図とも町方の「渋谷」あり

中渋谷村 117 234 〇 〇

資料：「新編武蔵風土記稿」，天保郷帳



37― ―

したものである。三宿村・池尻村・池沢村の 3村はいずれも20戸程度で，他の村に比べて規模が非常

に小さいことが分かる。中豊沢村も同程度に規模が小さいにもかかわらず，甲州街道沿いで生き残って

いるのは奇妙であるが，郡界の村という条件がはたらいているのかもしれない。また，石高が最小の太

子堂村が残っていることから判断すると，石高よりも家数が関係しているように思われる。青線の水路

表示は四つから三つに減り，玉川と品川用水，目黒川 （渋谷川の可能性もあるが） だけが表されている。

．おわりに

本稿ではまず，大山街道の多摩川～渋谷区間 （おおよそ現・世田谷区域） における伊能忠敬測量隊の

測量について，測量日記をもとに，測量隊の行程と主な関係地名等を地図化した。次に，測量日記，江

戸府内図，「輿地実測録」，大図・中図・小図の記載内容について，相互に比較しながら検討した。大

図・中図・小図については，これまであまり顧慮されることのなかった「輿地実測録」の凡例も参照し

た。その結果，以下のことが明らかとなった。

1．江戸府内図は，武家屋敷の位置表示に特色がある。また，周辺部の描写は簡略化されていると考

えられる。

2．距離の数値から判断する限り，測量日記と「輿地実測録」は別系統の文書として成立している。

3．測量日記は，測量隊が通過する村の名前を記載するのが基本であるが，大図には沿道から少し離

れた村の名前も書かれている。中図では測量隊が通った村のみを表示し，小図では類似村名をまとめた

り規模が非常に小さい村を省略したりしている。

4．測量日記と大図には，村の領主の記載があるが，大図には記載のない村もある。

5．川・用水は，測量日記から大図・中図・小図になるにつれ，まず文字記載がなくなり，次に青線

表示が消える形で簡略化される。

6．寺社については，測量日記には，沿道の寺社の他，道路から離れていても著名なものは書き留め

られている。大図では著名寺社に限られ，中図・小図ではさらに簡略化されたうえに記号表示になる。

本稿の分析結果は，現・世田谷区域大山街道の非常に狭い範囲を対象としたものゆえ，これが他地域

にも当てはまるかどうかは，なお検討の余地がある。

最後に，「輿地実測録」と『大日本沿海実測録』で凡例が大きく異なることには，再度注意を喚起し

たい。最終版伊能図の読解にあたっては，「輿地実測録」の凡例を参照する必要がある。また，大図・

中図・小図に比べて，江戸府内図や「輿地実測録」への関心が低いと思われることにも一言触れておき

たい27）。

〔付記〕

　本稿執筆のきっかけは，冒頭にも記した本学図書館の企画展示である。展示企画に際しては，菊原音絵氏をは

じめとする図書館職員の方々と話し合い，筆者の蒙を啓かれることもあった。一言記して謝辞にかえたい。

注

 1） たとえば，松浦史料博物館の企画展「伊能忠敬と平戸藩」 （2018.4.1～6.30），江東区中川船番所資料館の特別

展「伊能忠敬と江東」 （2018.10.24～12.2），九州国立博物館の特集展示「平戸松浦家伝来の伊能図」（2018.10. 

30～12.23）など。

 2） 開催記録は次に残されている。
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 https://www.komazawa-u.ac.jp/facilities/library/plan-special-feature/exhibition/2018/0706-6875.html

 3） 大山街道の測量については，佐久間 （2007：35） で簡単に触れられている。佐久間 （2008a, 2008b） にも再録

されているが，再録版はOCRを使って原稿を作ったためか，誤字が散見される。

 4） 測量日記の概要については，渡辺孝雄 （1988），渡辺孝雄 （1996），佐久間 （1998），井村 （2012） などを参照。

 5） https://www.inopedia.tokyo/

 6） 測量不参加の伊能は，3月21日の日記に，「測量御用に罷出居し面々今日青山迄到着の旨新蔵へ為知来候故

　今泉又兵衛罷越順蔵召連」と記している （佐久間ほか 2002：137）。

 7） 文化12年の測量とは，第十次の江戸府内測量である。江戸府内測量は，文化12年と同13年の二回に分けて

行なわれた。文化12年の第一次測量 （佐久間 （1998） は「江戸府内予備測量」と呼ぶ） は2月3日から19日ま

で行なわれ，主要街道の始発点に接続する道路を測量して，街道の始発点相互を地図でつなげるようにし

た （渡辺一郎 1999：200）。「測量日記」は第九次測量までの記録で第十次の内容はないが，「忠敬先生日記」

に文化12年の測量の記載がある。2月5日の項には，「大山街道界木戸左柱◯山印始，大山街道木戸より江戸の

方へ向って測量」とあり （佐久間校訂 1998b：9），文化13年 3月の大山街道測量では，この「大山街道界木

戸」の地点につないだ。文化12年の測量は，この後，宮益橋・宮益町から青山，赤坂などを通り，その日

は芝口一丁目まで測っている。

 8） 伊能忠敬記念館サイトの「国宝 伊能忠敬関係資料 概要・目録」には，地図・絵図類の519番として，「自

武蔵国豊島郡中渋谷村至武蔵国荏原郡上馬引沢村下図」1鋪がある。おそらく，この時の測量記録をもとに

作成されたのであろう。

 https://www.city.katori.lg.jp/sightseeing/museum/kokuho.html

 9） 池尻稲荷神社サイト「由緒」。http://www.ikejiri-inari.com/about/history.html

10） 国立国会図書館デジタルコレクション「御府内場末往還其外沿革図書」［4］拾六中。

 http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2587256

11） 渡辺一郎 （2013：19-20） は，突写の針穴が残っていて，完成度が高いものを「副本」，完成度が低いものを

「稿本」，江戸時代に手書きで書写したものを「写本」，明治以降の手書きの写しを「模写本」と呼んでいる。

12） 「国立国会図書館デジタルコレクション」でも公開。「〔大日本沿海輿地全図〕第90図 武蔵・下総・相模 (武

蔵・利根川口・東京・小仏・下総・相模・鶴間村 )」　http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1286636

13） アメリカ議会図書館サイトで公開。

 [Dai Nihon enkai yochi zenzu]．90 Musashi Edo Shimofusa Sagami Sagamino

 https://www.loc.gov/resource/g7960m.gct00032/?sp=87

14） 国土地理院「古地図コレクション」サイトで公開。「伊能中図　関東」

 https://kochizu.gsi.go.jp/items/167

15） 国土地理院「古地図コレクション」サイトで公開の「官板実測日本地図　畿内　東海　東山　北陸」を使用

した。明治 3年 （1870） 版という。

 https://kochizu.gsi.go.jp/items/130

16） 国土地理院「古地図コレクション」サイトで公開。「江戸實測図 （南 )」

 https://kochizu.gsi.go.jp/items/172

 本図については，長岡（1996）参照。

17） 江戸府内図を除く伊能図諸本の概要については，渡辺一郎 （2013） 参照。江戸府内図については，安岡 （1984），

無署名 （2005） 参照。

18） 文政元年 （1818） に幕府によって定められた朱引 （御府内） の西南部はおおよそ目黒川までであり，大山街道

部分に関しては図の描写範囲と一致している。ただし，南側の，祐天寺のある中目黒村，目黒不動のある下

目黒村は，朱引内ではないが描写に含まれている （墨引内ではある）。また，江戸の北部は，朱引外

の （旧） 荒川以北が描かれている （安岡 1984：5）。

19） 豊後岡藩中川家と思われる。注10)の「御府内場末往還其外沿革図書」には「抱屋敷」とある。
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20） 国立公文書館所蔵，旧紅葉山文庫本 （請求番号：177-0920）。「国立公文書館デジタルアーカイブ」で公開さ

れている。国立公文書館には，他に旧昌平坂学問所本，旧太政官正院地志課本があるが，鈴木 （2010, 2011）

によれば，旧紅葉山文庫本が，幕府に上呈された正本とのことである。後年，明治 3年 （1870），大学南校

から『大日本沿海実測録』 （伊能 1870） として刊行されるが （鈴木 2009），内容は一部改変されている。イ

ンターネットには焼失したという情報も流れているが，誤りである。

21） 保柳編 （1974：5, 7） によれば，総計約7800の地名が記されており，うち約5,500については相互間の距離が

記入されているという。また，1127地点については緯度も記入されているという。

22） 「官邑」は幕府領，「采地」 （領地，知行所の意） は旗本等の知行所，「侯国」は大名領を指していると思われ

る。

23） 「寺観」は寺院の意。

24） 新町付近の品川用水の流路が，明治14年測図の迅速 2万分の 1地形図原図と違っているが，理由は不明で

ある。凡例に「如山川村落橋梁田園林 則唯図其形勢耳不必区別大小分寸方位也」とあるように正確ではな

いにしても，違いが大きすぎるように思われる。

25） 保柳編 （1974：323-325） が紹介している凡例は，「輿地実測録」でなく『大日本沿海実測録』のものであ

る。『大日本沿海実測録』は，やはり大学南校版の「官板実測日本地図」とセットで刊行されたため （秋岡 

1967：319），「官板実測日本地図」に合わせようとしたのかとも推測されるが，その凡例とも異なってい

る。「官板実測日本地図」の凡例は「輿地実測録」のものに近い。

26） 「国立公文書館デジタルアーカイブ」で公開の「武蔵国郷帳　上」を利用した。請求番号：176-0281。

27） 渡辺監修 （2013c） は，『伊能図大全』と題しながら，江戸府内図は収められていない。
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