
１．はじめに
本研究の目的は，平成 12（2000）年国勢調査（小地域）

境界データ（以下，町丁字データ）を活用し，御拳場（お
こぶしば）と呼ばれた江戸周辺の幕府鷹場の境界を
復元する事である．

享保年間（1716 ～ 1736 年），徳川八代将軍徳川吉
宗（在位 1716 ～ 1745 年）は，生類憐みの令（貞享
4 ～宝永 6（1687 ～ 1709）年）以来，衰退していた
鷹狩の復活を命じた．幕府は，将軍のための鷹場を
御拳場と命名し，その範囲を江戸城の五里四方（約
20km）とした．御拳場に編入された藩政村（注 1）は，
791 村（宿場，町を含む）に及んだ。これらの藩政村は，
鷹狩の支度に多くの人員と資源を提供しなければな
らなかった。また，平時の鷹場環境の維持管理が求
められており，新規の土木工事や建設工事に対する

規制が加えられたほか，密猟を監視するための治安
機能の一部を担うなどの多岐にわたる負担が課され
ていた（根崎，2007）．

御拳場は，六郷筋（品川筋），目黒筋、中野筋，戸田筋，
岩淵筋，葛西筋の六筋に分けられ，鳥見という鷹場
管理を行う役人の下に一元的に管理された．これが
御拳場六筋の境界を画する基となる．他方，封建支
配体制構築の過程で細分化していた旗本知行所や，
勘定奉行，寺町奉行，町方奉行などの職制上の管轄
権を比較的容易に超越する事ができた事から，江戸
城下の天領支配体制の運用に都合がよく，重要な地
割区分として機能した．

御拳場六筋は，封建支配体制の解体を目論む明治
新政府にとっても好都合な地割区分であった．御拳
場六筋の境界は，その後，東京区制の基礎として用
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いられる（角川日本地名大辞典編纂委員会，1980，
1988）など，その影響が近・現代における東京史の
形成にまで波及しており，その歴史的意義は大きい．

御拳場六筋は，現存する以下の二つの絵図によっ
て，その範囲を知る事ができる．

a) 江戸近郊御場絵図（以下，御場絵図）
b) 御城より五里四方鷹場惣小絵図（以下，小絵図）
これら二つの絵図は，本研究における御拳場六筋

の範囲を確定するための基本的な資料として用いた．
これまで歴史 GIS の研究分野においては，江戸

から明治初期にかけて制作された絵図（測量図を含
む）に一定の幾何学補正（清水ほか，1999；塚本ほ
か，2007）やトレーシング（スプレイグほか，2000；
刀根ほか，2005；清水ほか，2008）を行う事によって
現在の地形図との整合性を図り，意味ある数値情報
を抽出する事で成果を挙げており，その成果の集約
化，体系化も活発になっている（HGIS 研究協議会，
2012；平井ほか，2014）．

御場絵図，小絵図の二つの絵図は，御拳場六筋の
全容を推察するための貴重な資料である．しかしな
がら，その詳細性や方向の正確性という点で，その描
写は不十分である．本研究においては，この点を補う
ために，絵図に注記された藩政村名と現在の町丁字
名とを一致させ，この町丁字データの区画を参照する
事によって，不十分な詳細性と正確性を補完し，御
拳場六筋の境界を復元した．御拳場六筋の内外を分
ける境界は，藩政村境界に榜示杭を設置する事によっ
て示されていた（根崎，1999）．この藩政村は，明治
維新直後も依然として行政の基礎単位であり，明治
22（1889）年の市制・町村制の施行に伴う町村の大
合併以降も大字として存置，継承されており（角川
地名辞典編集委員会，1980，1988），現在の町丁字の
区画と比較的一致するという指摘がなされてきた（神
前，1982；鈴木，1984）．筑波大学空間情報科学分野は，
このような特性を利用し，明治 22（1889）年以降の
市町村行政境界の復元とデータの整備を行った（村
山，2007）．測量図を使った復元データの精度の検証
結果は，都心の一部を除いて良好な結果を示してい
る（藤田ほか，2005，2006）．また名古屋大学大学院
環境学研究科は，筑波大学の復元からさらに年代を

遡って明治初年から明治 22（1889）年までの市町村
境界の復元に着手している（注 2）．

現時点においては，御拳場六筋の区画に関する一
次資料が存在しない事，全藩政村の区画を一貫した
資料に基づき画定する事は困難である事から，復元
に際して，町丁字データの区画を利用する事の妥当
性は高いと推察される．また町丁字データは，他の地
理空間データとの親和性があり，汎用性の高さにつ
いても指摘されている（藤田ほか，2006；桐村ほか，
2007；中谷，2014）．名古屋大学の復元においては，
大幅なデータの改変を留保し，整備済みの境界デー
タとの統一性を重視している（服部，2014）．これら
の先行研究の成果は，町丁字データを基にした御拳
場六筋の復元作業の妥当性，および高い汎用性を持っ
たデータを整備する重要性を示している．

２．使用したデータおよび参照資料の概要
本研究において使用したデータおよび参考資料の

概要は次の通りである．
（1） 平成 12（2000）年国勢調査（小地域）境界デー

タ（独立行政法人統計センター提供）（町丁字
データ）

国勢調査に用いられる基本単位区を基に作成され，
「町丁・字等」の行政境界ポリゴンとして公開されて
いるデータである．そのため，実際の町丁字の区画と
は異なる場合もある．
（2） 江戸近郊御場絵図（国立公文書館所蔵）（御場絵図）
御場絵図は，文化 2（1805）年に昌平坂学問所にお

いて作成された．御拳場六筋を描いた絵図の内，作
成年の判明している唯一の絵図である．朱色線を使っ
て六筋の境界を示し，御拳場全体の領域を描写して
いる．各筋内には，鳥見御役宅という統括管轄所の
所在も描かれている．特記すべきは，朱色線の外側，
つまり御拳場の外の村名が記載されている事である．
この事が，御拳場の外縁を決める重要な手掛りとなっ
た．（原図サイズ：117.0cm × 126.0cm）
（3） 御城より五里四方鷹場惣小絵図（首都大学東

京図書館所蔵）（小絵図）
堀江家文書（同図書館所蔵）の一部である．作成

年は判然としない．御借場（おかりば）といわれる御
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三卿（田安家，一橋家，清水家）が将軍から恩賜さ
れた鷹場（根崎，1999）が描かれているため，御借
場が恩賜された宝暦 13（1763）年以降の作であると
推定できる．御拳場六筋の名称の内，御場絵図の六
郷筋が品川筋とされている．小絵図は，作成年が不
明であり，御拳場外の村名の記載がない事は欠点で
あるが，江戸城近辺の境界については，御場絵図に
見られない複雑な曲線の描写，町名の注記，実線や
階調によって境界種を区別するなど，御場絵図に比
べ具体的である．（原図サイズ：91.0cm × 79.5cm）
（4） 明治初期低湿地データ（注 4）（国土地理院提供技

術資料D1-No.633関東地区）（以下，低湿地データ）
明治初期に作成された第一軍管地方二万分一迅速

測図原図を基に Shapefile のポリゴンデータである．
明治以前の海岸線を推定するために参照した．
（5） 新版 角川日本地名大辞典 DVD-ROM（2011，

角川学芸出版）（以下，地名辞典）
書籍版は都道府県ごとに別巻となっている．町丁

字名からの検索や藩政村名からの検索がともに可能
である．
（6） 江戸切絵図（国立国会図書館所蔵　全28枚）（以

下，江戸切絵図）
嘉永 2 ～文久 2（1849 ～ 1862）年の間に刊行された．

編者は景山致恭，戸松昌訓，井山能知の 3 名であり，
版元は尾張屋清七である．小絵図に描かれた江戸城
近辺の町名の位置関係を参照した．
（7） 第一軍管区地方二万分一迅速測図原図デジタ

ルデータ（独立行政法人農業環境技術研究所
所蔵）（以下，迅速測図）

歴史的農業環境閲覧システム（注 5）において公開
されている．明治初期の行政境界，土地利用，地形
条件などを参照した．
（8） 改正増補東亰區分新圖（国際日本文化研究セ

ンター所蔵）（以下，明治 12（1879）年図）
明治 11（1878）年制定の郡区町村編制法に基づい

て設定された東京 15 区の境界が引かれている．明治
2（1869）年の名主制の廃止に伴う 50 番組制や明治 4

（1871）年制定の大区小区制度などの変遷を経たのち
に設定された東京 15 区の範囲は，江戸の範囲を示し
た文政の朱引，墨引（注 3）の領域に近似する（東京都

公文書館編，1990）．

３．研究の枠組みと手法
本研究においては，町丁字データに格納された町

丁字名と，御場絵図に描かれた藩政村名との地名の
一致を前提とし，絵図の作成された文化 2（1805）年
以降の御拳場六筋の領域について，ポリゴンデータ
によって復元した．なお，地名の一致とは，単に現代
の町丁字名と藩政村名とが一致している場合に限ら
ず，地名辞典を参照し，その名称と区画の歴史的変
遷を辿る事によって確認したものも含む．

御場絵図は，完成した年代が判明している事，境
界の内側，外側に沿うように藩政村名が記載されて
いる事に着目し，境界画定の基盤資料とした．ただし，
御場絵図の表記が一部曖昧である部分（主に江戸城
近辺）については，図1のフローチャートに示した通り，
御場絵図の表記を優先しつつ，小絵図やその他の資
料を用いて境界を画定した．また，各筋の境界に該
当する地域については，区画の変遷についても確認
を行い，5 章においてその詳細を記述した．

３．１．御場絵図の参照
第 1 段階は，御場絵図と町丁字データを一致させ

るため，以下の Step 1 ～ 4 の手順を経て，地名の一
致と境界の画定を行った．

Step 1：町丁字名と御場絵図に記載されている村名
が一致するものを各六筋に色分けして分類した．た
だし，御場絵図と小絵図の記載にずれがある場合に
は，御場絵図の記載に準拠した．

Step 2：Step 1 において一致が見られなかった町丁
字名を地名辞典から検索し，名称の歴史的変遷を江
戸期の村名まで遡って確認した．

Step 3：絵図上の村名が町丁字名と一致しない場合
も Step 2 と同様に地名辞典を利用し，現在の町丁字
名に至る歴史的変遷を確認した．

Step 4：以上の 3 つの手順を経た上で，なお明確な
境界を画定できない場合や，現在の町丁字区画を分
割する境界を引いた可能性の高い場合には，迅速測
図における地図表現を参照し，一つの町丁字区画内
に占める面積の広い村の属する筋に含めた．
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３．２．小絵図の参照
　第 2 段階は，御場絵図から判断できない地域に

ついて，小絵図の具体的な描写（主に江戸城近辺）
を基に境界を画定した．境界画定の手順は，以下の
Step 5 ～ 7 の通りである．

Step 5：御場絵図と小絵図に重複する江戸城近辺の
御拳場内の町名を確認する．重複がなく江戸城最近
隣に位置する小絵図上の町名を地名辞典から検索し
現在の町丁字名と一致させた．

Step 6：Step 5 で所在が不明だった小絵図の町名を
江戸切絵図から探し，現在の町丁字名と一致させた．

Step 7：Step 6 でなお明確にならない場合は，小絵
図の境界描写が階調である所は江戸城外濠，実線で
あるところは明治 12（1879）年図を参照して東京 15

区の区割に沿って境界を画定した．

３．３．データの作成
復元データは，GIS ソフト（注 6）を使用して，File 

Geodatabase として作成した．町丁字データが保持し

ていた属性テーブルのカラムには，御拳場六筋の分
類と分類手法の二項目を追加した．一方でレコードは
追加しなかったため，町丁字データと他データとの親
和性が維持されている．また海岸部は，画定した境
界を基に低湿地データを参照して整形した．

４．境界画定の具体例
3.1 から 3.2 までの Step において，境界画定に必要

な町丁字名の 91.6% は，御場絵図の地名と一致した．
一方，全体の町丁字名の 8.4% は，主に江戸城近辺に
おいて御場絵図の地名からは十分な情報を得る事が
できなかった．この部分については，小絵図の地名と
境界描写に依拠して境界を画定した．

４．１．御場絵図を参照した具体例
４．１．１．地名と地形が一致する場合

　　　　 ―埼玉県草加市周辺を例に―
御場絵図や小絵図に記載されている町村および新

田名が現在町丁字名と一致しており，さらに河川や
用水，街道等によってその範囲を直接的に画定でき
る場合，筋境界の推定精度は極めて高くなる．この
点においては，葛西筋と岩淵筋との境界は最も精度
が高いと言う事ができる．葛西筋と岩淵筋の境界は，
綾瀬川と綾瀬川合流後の隅田川であり，左岸が葛西
筋，右岸が岩淵筋となる．江戸期の綾瀬川の走行は
基本的には現在と一致しているが，埼玉県草加市八
幡町から東京都足立区花畑にかけての地域は，現在
の綾瀬川が直線的な人工水路であり，旧河道は古綾
瀬川であると判読できる．さらに御場絵図に描かれた
両筋の村名は，図 2 のように旧河道に沿って左右河
岸に整列しており，村名と町丁字名とが一致している
事，また，河道が町丁字の境界としても利用されてい
る事が読み取れる。以上の事から，この地域におい
ては，地形と地名とが一致している事から，古綾瀬川
の旧河道に沿って境界を画定した．

４．１．２．歴史的変遷を辿る事で地名が一致した場合
　　　　   ―東京都三鷹市周辺を例に―

藩政村名と現在の町丁字名は同一でないが，歴史
的変遷を辿る事で地名が一致した例である．御場絵

Yes

No

3.1  御場絵図の参照※

御場絵図に
村名がある

小絵図と
地名・記述が
一致する

御場絵図の
村名と町丁字が
一致する

3.2  小絵図の参照

小絵図に
村名がある

小絵図の村名と
町丁字が一致する

小絵図の境界線
の描写

江戸城外濠に
沿って画定

実線

東京15区境界
に沿って画定

※境界を構成する全町丁字数を100%とする．

Yes
(91.6%)

No
(8.4%) 

No

Yes

No
(3.5%)

Yes

No

地名辞典を参照

江戸切絵図を
参照

4.2.1 4.2.24.2.1 & 2

4.1.34.1.1 & 2 

階調

御場絵図を優先

(4.9%)

Yes

(1.6%)(1.9%)

(90.7%) (0.9%)

図１　境界画定のフローチャート
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図に描かれた中野筋の西端部は上仙川村，野川村の
村境界を以て御拳場の境界を構成している．御拳場
外には，深代寺村，大沢村，深代寺新田が描かれて
いる．地名辞典によれば，上仙川，野川両村は明治 7

（1874）年の合併の後に村名を新川村に変更して以来，
現在は三鷹市新川を構成している．また御拳場外の
深代寺村は調布市深大寺北町と調布市深大寺東町に
対応し，深代寺新田は，三鷹市深大寺に対応しており，
これらは，町丁字の歴史的変遷を辿ることによって御
拳場の境界画定を行った事例である（図 3）．

４．１．３．絵図ごとの記載に違いがある場合　
　　　　 ―旧綾瀬川下流域を例に―
御場絵図と小絵図の双方の資料から現在の荒川を

跨ぐ綾瀬川の旧河道（東京都足立区柳原，同葛飾区
小菅）付近には，かつて中洲が存在した事が読み取
れる．この中州は現存しないが，当時の形状は町丁
字の境界を通しておおよそ復元可能であり，葛飾区
小菅と足立区柳原周辺に該当する．柳原は中洲の内，
小菅は中洲の東対岸の地名として御場絵図に記され
ており，この中洲は葛西筋である事を確認できる（図
4）．その他の岩淵筋と葛西筋との境界は，綾瀬川の
本流が利用されているが，中洲の区間のみ中洲西側
の支流を境界として利用している．ここで問題とな
るのは，小絵図においては，中洲が岩淵筋に含まれ，
御場絵図においては，葛西筋に含まれる事である．
本研究においては，御場絵図を第一の基礎資料とし
ているためその描写を優先した．その結果，両筋の
境界は，基本的には上流側から綾瀬川，荒川，古綾
瀬川，隅田川を辿り，左岸を葛西筋，右岸を岩淵筋
と分類したうえで，葛飾区小菅と足立区柳原を葛西
筋に含んだ．

４．２．小絵図を参照した具体例
４．２．１．実線と階調の境界描写について

　先行研究によれば，六郷（品川）筋を除く他の
五筋の領域は江戸城の外濠まで到達しており，文政
元（1818）年の朱引，墨引の内側に重複する形で設
定されていた（根崎，1999）．他の先行研究によれば
外濠の外側には御拳場六筋とは別に御拳場近辺町が

存在しており（山崎，2012），御拳場の境界域に関す
る議論は未だ完了していない（根崎，2014）．

御場絵図の描写は，町村の名称とごく一部の地形
描画（谷地，河川）に限られており簡素である．一方，
小絵図は複雑な曲線を使って描写しており，江戸城
近辺の複雑な境界の存在をうかがわせる．小絵図に
描かれた江戸城近辺の町名は，御場絵図と共通する
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図 2 　埼玉県草加市周辺
（a：迅速測図，b：町丁字データ）
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図 3 　東京都三鷹市周辺
（a：御場絵図，b：町丁字データ）
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町名であるか，同絵図に未記載の町名であり，より具
体的に境界域の町名が分かるようになっている．前
述のように，小絵図の境界描写は，実線，階調に区
別されており，境界画定にあたって重要な基準とした．

４．２．２．境界が実線から階調に変化する場合　
　　　　　 ―本郷，下谷，浅草周辺を例に―

小絵図に実線が描かれている部分として，岩淵筋
の南端がある（図 5）．駒込片町から下駒込村，善光
寺上池までの部分で北に蛇行し，谷中町，谷本村で
さらに大きく北に蛇行した後，南下して坂本町から龍
泉寺町，東仲町，田原町の南部辺りで消滅する．下
駒込村辺りで根津権現境内，谷中本村辺りで寛永寺
境内を御拳場から外すように蛇行している．この岩淵
筋の南端が江戸に接する現在の本郷，谷中，浅草寺
あたりの境界画定について述べる．

御場絵図によると，岩淵筋南端の西部において蕨
宿を通り浦和宿へ至る中山道と，川口宿を通り，鳩ケ
谷宿へ至る日光街道とが交差する駒込村，駒込片町，
谷中町などが含まれ，東部は遊郭吉原や浅草寺，浅
草寺南側の町（諏訪町，駒形町，三間（軒）町，材
木町，並木町など）が含まれる．御場絵図において
は，根津権現境内，寛永寺境内周辺の境界は直線的
に描かれており判然としない．一方，小絵図は蛇行し
た実線を用いて描写しており，御場絵図にない町名
が描かれている．この地域において，小絵図にのみ
描写されている町名は，五ヶ寺門前，善光寺上ヶ地，
感應寺門前 , 谷中町の 4 町であり，実線の蛇行が江
戸城側に突出している部分に該当する（注 7）．

この 4 町は，現在の根津権現境内と寛永寺境内に
東西を挟まれる谷中 1，6 丁目のごく限られた範囲に
立地していた．地名の一致を根拠として，町丁字の
向丘，千駄木，谷中をもって岩淵筋南端西側の境界
を画定した．根津，池之端，上野桜木，上野公園は
岩淵筋に含めなかった．さらに実線による境界は，谷
中本村，金杉村，坂本町，龍泉寺町に沿って描かれ
ており，寛永寺境内を取り囲みながら浅草寺領の東
仲町，田原町の西側を南下する．おおよそ町丁字の
東上野，松ヶ谷，元浅草，台東，小島に比定されるが，
寛永寺と浅草寺に挟まれた寺町のどの辺りに境界が

あったか判読できない．この未確認の境界画定には，
明治 12（1879）年図に記載された東京 15 区の境界を
使用したが，こうした事例は少ない（注 8）．実線は
諏訪町の南側で東に向きを変えて途切れている．境
界は，この部分から階調で描かれており大川（隅田川）
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図 4 　旧綾瀬川下流域
（a：御場絵図，b：小絵図，c：町丁字データ）
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図 5　 本郷，下谷，浅草周辺
（a：小絵図，b：町丁字データ）
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まで達している．同様に階調によって描かれた戸田筋
の南東端の金杉水道町，中野筋の東端の市ヶ谷本村
などは，江戸切絵図を利用して確認すると江戸城外
濠に近接している．諏訪町の階調は両国橋辺りまで
到達しているように視認できる事から，江戸城外濠ま
で達していると判断し，本研究における岩淵筋の南
端は，旧江戸城外濠に沿った台東区柳橋 1 丁目とした．

５．御拳場六筋の復元データについて
以上の過程を経て，御場絵図（図 6）を基に御拳場

六筋の境界を復元した（図 7，表 1）．御拳場六筋の
外縁は，鎌ケ谷村，松戸宿，鳩ヶ谷宿，浦和宿，溝
沼宿（絵図には未記載）などの街道の宿場を避ける
ように設定されていた事が分かる．

また，江戸城近辺の境界の傾向としては，根崎 

六郷筋 目黒筋 中野筋 戸田筋 岩淵筋 葛西筋 御拳場全体

鳥見御役宅 東大森村 上目黒村 高円寺村 志村 上中里村 上小松村

村数 78 100 81 72 137 223 691
石高(石) 33,051 24,437 25,093 36,500 43,373 86,327 24,873

面積(km2) 79.06 123.93 129.45 132.22 128.89 235.49 829.66
最遠地点*(km) 22.06 18.59 21.22 26.11 20.23 24.01 24.01

最遠町丁字* 神奈川県横浜市
鶴見区小野町

神奈川県川崎市
多摩区和泉

東京都武蔵野市
桜堤3丁目

埼玉県浦和市
塚本

埼玉県草加市
八幡町

埼玉県越谷市
大成町1丁目

埼玉県越谷市
大成町1丁目

*江戸城富士見櫓より

表1　御拳場六筋の規模（注9）

図 6　江戸近郊御場絵図（御場絵図）
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図 7　 CartoDBに公開した御拳場六筋の復元データ
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（1999）が指摘した通り，江戸城外濠を基準に設定さ
れており，市ヶ谷本村，今井町，浅草寺門前の町々
などは，朱引や墨引の範囲と重複している．一方で
外濠の外側であっても，現在の上野公園（元寛永寺
境内），根津神社周辺（前述の図 5），増上寺境内のあ
る地区においては，境界が迂回しており，将軍家に直
接関連した施設周辺は，御拳場に含まれていない事
が分かる．その他に，山崎（2012）が指摘した御拳
場近辺町の存在した現在の四ツ谷周辺は，御拳場に
含まれておらず先行研究と一致している．

このように，本研究で構築した空間データは，先行
研究とも一定の整合性を確保しつつ，その地理的全
容を示したものであると言える．

最後に，町丁字の一区画単位における精度につい
て述べておきたい．現在の千葉県船橋市行田には，
直径約 800m の円形状の区画がある．この区画内は旧
海軍無線電信所船橋送信所によるものであり，現在
は複数の集合住宅と公園等が存在する（図 8）．この
区画は葛西筋の東端部に位置しており，厳密な境界
復元の制限要因となっている．このような事例は，東
京都練馬区でも見受けられる．光が丘 4 丁目は，住

宅団地整備に伴う区画の変更が行われており，中野
筋と戸田筋との境界に影響している（図 9）．

区画改変を印象付ける両境界であるが，どちらも
旧来の区画を新設された道路に合わせた程度の調整
にとどまっており，隣接する周辺の町丁字名は，藩政
村以来の名称を継承しているなど，旧来の境界が大
幅に改変されているわけではない．本研究において
は，区画の情報を持たない御場絵図，小絵図に対して，
町丁字データが持つ区画情報に由来した境界に基づ
いて筋の空間特性を復元しているため，更なる精度
の向上には，異なる資料と手段を採用する必要があり，
その確保が課題である．

完成したデータは，JSON 形式に変換した上で
CartoDB（注 10）にて公開した．御拳場六筋の全容を
示すレイヤーと境界画定の根拠を示したレイヤー

（図 10）が閲覧できる．ここでは図 10 右上の Visible 

layers を用いて図 7 と図 10 を切り替える事ができる．
データの Web 公開は，歴史的意義の大きい御拳場六
筋の境界を広く周知する事と，本研究において復元
された境界の精度に関するフィードバックを得る事を
意図している．
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図 8 千葉県船橋市行田
（a：御場絵図，b：町丁字データ）
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図 9　 東京都練馬区光が丘
（a：御場絵図，b：町丁字データ）
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６．おわりに
本研究においては，藩政村名と町丁字名による地

名の一致によって御拳場六筋の復元を行った．この
成果として，次の 2 点を挙げる事ができる．

一点は，町丁字データを利用する事によって，区画
資料のない絵図から御拳場六筋の境界を推定した事
である．江戸期における行政境界の GIS データを整
備する観点から，その意義を認める事ができる．

もう一点は，本研究において作成したデータが現
在の町丁字データを用いており，汎用性や可用性が
最大限に維持されている事である。江戸期の土地区
分図や統計資料を用いた地域分析の枠組みとしての
活用も可能となる．これにより，当該地域を対象とす
る様々な研究分野において，本研究の成果が広く認
識，活用される事が期待される．

ただし，細部において前述した課題が残るため，
今後の研究では，経済センサス―基礎調査（小地域）
データを利用した復元データの再構築や，現存する
榜示杭や地籍図の情報を収集し，精度の厳密性に着
目した境界の画定方法の確立が期待される．

 

注
1)　 江戸期における最小の行政単位の総称であり，そ

の多くが，自然村と共通していたとされる．
2)　 研究題目：「明治初期の村ポリゴン作成」．研究

期間：2013-07-07 - 2015-03-31．
　 （https://joras.csis.u-tokyo.ac.jp/project/show/id/552）
　 （最終閲覧日：2015/3/24）．
3)　 文政元年に幕府によって定められた江戸市中を

示す地理的境界，朱引は御府内の範囲，墨引は町
奉行支配地の範囲を示す．

4)　 このデータは，国土地理院長の承認を得て，同院
の技術資料D1-No.633「明治前期低湿地データ」
を利用し作成したものである（承認番号　国地
企調第371号　平成27年3月12日）．＜注意事項＞
「明治前期の低湿地データ」は，位置の基準であ
る三角点が整備される前に作成されたため，場所
によってはかなりの誤差を含む．

5)　 独立行政法人（現・国立研究開発法人）農業環
境技術研究所によって整備，運営されている関
東全域を網羅した迅速測図の閲覧サイトであ
る．（http://habs.dc.affrc.go.jp/）（最終閲覧日：
2015/3/24）．

6)　 ESRIジャパン株式会社のArcGIS 10.2.2 for 

Desktopを使用している．
7)　 江戸切絵図における表記はそれぞれ，五林ジ門

前，善光寺前町，田神感應寺，谷中八軒町ト云，
と対応している．

8)　 他の事例は新小川町1ヶ所のみである．
9)　 鳥見御役宅（鷹場の管轄所），村数，石高の情報

は御場絵図から直接参照した．石高は，小数点以
下切り捨て表記である．

10)   Vizzuality社のWebマッピングサービスである．

謝辞
本研究は、京都大学大学院在学中の研究成果であ
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図 10 　復元した御拳場六筋の境界確定の根拠
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