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15 年度科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ）
（１）
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ラバーシート変換と呼ばれる方法によって補正をおこなった。
（３）矢田俊文（2009）
「1802 年佐渡小木地震と地震史料」『災害と資料』
３。
（４）石扣町よりも北側についても道路拡幅の計画が存在したが、新たに
海側に道路が敷設されたため、拡幅はおこなわれていない。

（124）註 121 文献。

（５）佐渡郡教育会（1935）『佐渡年代記』。

（125）註 123 文献。

（６）青野季吉（1942）『佐渡』新風土記叢書３、小山書店。

（126）松浦武四郎（1847）『佐渡日誌』北海道出版センター（2009 年復刻

（７）田中圭一（1968）『佐渡相川志』佐渡高校同窓会。

版）。
（127）佐渡と限定したのは、木綿布を使用しないオクソザックリ・クサ
ザックリという衣料が石川県他に存在し、サキオリ・サックリとい
う用語が、布を裂いて織ることより以前から使われているからであ

（８）高田備寛（1929）『佐渡四民風俗』。
（９）斎藤長三『佐渡年代記』史林雑誌社、1895 〜 1897 年。『佐渡国史』。
（10）相川町史編纂委員会（1983）「海士町・刀根清六家文書」『佐渡相川
の歴史』資料集５  二見・相川近世文書、448 頁。

る。佐渡では木綿布を使わないサキオリ資料は、現在認められてい

（11）
『佐渡国巡村記』。

ない。

（12）佐渡郡教育会（1935）『佐渡年代記』。

（128）船登源兵衛家文書。

（13）海士漁師とは海士の親方である。相川では１人の海士漁師に１〜３

（129）高田備寛（1929）『佐渡四民風俗』。

人の海士が所属していた。「あま」は性別によって「海士」と「海女」

（130）川路聖謨（1973）『島根のすさみ』東洋文庫。

と書き分けるが、日本海では「海士」と書く場合が多い。相川の場

（131）九学会連合佐渡調査委員会（1964）『佐渡』。
（132）相川町浄土宗永弘寺（現・永宮寺）第 12 世松堂（元禄８年〜明和９
年＝ 1695 〜 1772）が 60 歳頃著したものとされる。
（133）山本修之助編『佐渡叢書』５所収。
（134）中谷扶美子（2013）『現代社会における寺院の現状と文化資源とし
ての今後に関する一考察—鉱山都市相川における寺院の記憶継承の
提案』2012 年度筑波大学大学院人間総合科学研究科世界遺産専攻
修士論文、79 頁。
（135）山本修之助編（1974）
「佐渡国寺社境内案内帳  上」
『佐渡叢書』５、
214 頁。
（135）田中圭一（1979）「ムカデ山海岸山霊山寺跡」『島の神・島の佛』Ⅲ、
199 〜 200 頁。
（137）相川町教育委員会（2002）「金掘り絵馬」
『相川町の文化財』平成
13 年改訂版、64 〜 65 頁。

合も「海士」と書くがその人名はすべて女性名である。
（14）その他は、船大工、銀山大工、木挽、髪結などの職種。
（15）相川町史編纂委員会（1983）「海士町・刀根清六家文書」『佐渡相川
の歴史』資料集５  二見・相川近世文書、544 〜 545 頁。
（16）相川町史編纂委員会（1983）「佐和田町・伊藤藤蔵家文書」『佐渡相
川の歴史』資料集５  二見・相川近世文書、396 〜 397 頁。

第５章
（１）田中圭一（1982）「近世初期の鉱山町―大森と相川」『日本の都市と
町―その歴史と現状』雄山閣出版。
（２）山口啓二（1974）
『幕藩制成立史の研究 j 校倉書房。山口啓二（1993）
『鎖国と開国』岩波書店。
（３）慶長 19 年７月 14 日条。
（４）木戸雅寿（2003）『よみがえる安土城』吉川弘文館。

（138）佐渡炭の開祖といわれる戸川藤五郎を祀った神社。藤五郎は駿河出

（５）田中圭一（1986）
『佐渡金銀山の史的研究』刀水書房、相川町史編

身で、永禄年間頃から下相川に住み、谷間の雑木を用いて炭焼きに

纂委員会編（1983）『佐渡相川の歴史』資料集５   二見・相川近世

精を出し、親孝行で人望が厚く、元亀年間に没すると、ほどなく
藤五郎権現の名で社殿が造営されたという（新潟県神職会佐渡支部
（1925）『佐渡神社誌』、15 頁）。江戸時代以降、金銀山で鉱石精錬
業が盛んになり、薪炭の需要が急増すると、古くから炭焼きがおこ

（７）玉井哲雄（1983）「近世都市と町家」『講座日本技術の社会史』７建
築、日本評論社。

なわれていた下相川には、藤五郎権現を信仰する製炭業者が多く集

（８）前掲註５田中文献。

まるようになった。

（９）鉱山絵図には写本の可能性が高いものが多く、必ずしも絵図の製作

（139）相川町（1927）「神社」『相川町誌』、175 頁。
（140）相川町町史編纂委員会（1986）「信仰とくらし」『佐渡相川の歴史』
資料集８  相川の民俗Ⅰ、708 頁。
（141）田中圭一編（1968）「不動・大日・観音・阿弥陀」『佐渡相川志』、
236 頁。
（142）田中圭一（1989）「筑波山荘発   佐渡の牛（六）・（八）」『サード』
26・28。
（143）佐渡郡教育会（1935）『佐渡年代記』上巻、72 頁。
（144）佐渡高等学校同窓会（1986）『佐渡国略記』上巻、237 頁。

第４章
（１）新浜町の名称が町名につくのは、一町目から四町目の各新浜町のみ
である。このうち、一町目から三町目については現存しているので、
未提出の新浜町とは四町目新浜町であると推測できる。

342

文書ほか。
（６）三浦俊明（1962）「江戸城下町の成立過程」『日本歴史』172。

年代＝当時の様相ではない点に注意が必要である。
（10）坑口前面または周囲に設置された番所で、ひとや物資の出入り、坑
内から運び出された鉱石量を検査した。
（11）鉱山の経営形態のひとつ。奉行所直営の間歩。用具や器材などを支
給する換わりに、産鉱の割合を奉行所側が多くとった。
（12）鉱山の経営形態のひとつで、請山とも。請主が責任を持ち自己の経
費で稼ぐ。産鉱を一定の割合で運上として納めた。
（13）相川町教育委員会（2002）『佐渡金銀山   間歩分布調査・寺社調査
報告書』。佐渡市（2012）
『佐渡市寺院建造物悉皆調査報告書』など。
（14）TEM 研究所（1985）『図説  佐渡金山』河出書房新社。相川町教育
委員会（1993）『金山の町佐渡相川   伝統的建造物群保存対策調査
報告書』。佐藤利夫（1979）「北陸真宗門徒と佐渡金銀山」『日本海
地域の歴史と文化』文献出版など。
（15）永宮寺松堂著・田中圭一編（1968）『佐渡相川志』相川町。

（16）山本修之助編（1974）『佐渡叢書』第５巻

佐渡叢書刊行委員会。

（17）前掲註 13 報告書など。
（18）19 世紀における相川の寺院については「附録  文政九年相川町町墨
引」
（相川町史編纂委員会（1983）
『佐渡相川の歴史』資料集５  二見・
相川近世文書）、「相川町絵図」（佐渡市提供）などを参照。

（49）佐渡市教育委員会（2008）
『佐渡金山遺跡（上相川地区）調査報告書』
ほか。
（50）佐藤俊策（1994）「相川・鶴子のやきもの」『第 10 回全国天領ゼミ
ナール記録集』。
（51）前掲註 50 文献。

（19）伊藤毅（1989）「中世京都と寺院」『日本都市史入門Ⅰ』、東京大学

（52）郷宿とは、江戸時代、村役人や百姓が公事・訴訟その他の紅葉で城

出版会。伊藤毅（1992）「近世都市と寺院」『日本の近世』９、中央

下または代官所へ出向く場合に宿泊する宿屋のこと（『日本国語大

公論社。伊藤毅（1995）「江戸寺院への視角―近世の巨大都市と寺
院―」
『年報都市史研究』３、山川出版社。（すべて伊藤毅（2001）
『都
市の空間史』吉川弘文館に所収）
（20）
「相川町古絵図」。
（21）浄土真宗寺院の建築形式については前掲註 19 伊藤文献を参照。表
５―３にみられるように浄土真宗寺院には移動性という特質もあわ
せもっている。これは「道場」という建築形式と対応する特徴とい
え、（４）― ii で若干の検討を加える。
（22）前掲註 19 伊藤文献。
（23）以下、特に断らない限り寺院に関する情報は註 15、16 文献を参照。
（24）とくに長明寺は間ノ山の山師（間ノ山氏＋下田氏）、宗岡七左衛門
らが有力門徒であり初期的な鉱山と寺との関係が窺える（前掲註 14
佐藤論文及び佐藤利夫（2002）「長明寺」『佐渡相川郷土史辞典』）。
この点については最後に（５）で若干の考察を述べる。
（25）田中圭一によれば、大超寺十五世剛誉によって作成された「内過去
帳」には開基が慶長３年（1598）とある（田中圭一（2006）「慶長期
相川に集まった人びと―相川の寺院調査   中間報告―」『佐渡伝統
文化研究所年報』）。本稿では従来の通り元和期の開基と考えた。
（26）前掲註 16 文献所収の「佐渡志」には「元禄寺社帳」の一部が含ま
れている。
（27）
「近世・近代鉱山絵図の描画年代について」（佐渡市作成）より。
（28）山本仁（2002）「総源寺」『佐渡相川郷土史事典』。
（29）
「三国蓮宗  門精舎旧詞  第二十七冊」
『浄土宗全書』。文書の末に「元
禄拾壱年」とある。
（30）宮栄二・山田英雄編（1986）「佐和田町」
『日本歴史地名大系   新潟
県の地名』平凡社。

辞典』）
（53）松尾康弘・大場修（2011）「佐渡相川・上町の町並みと町家の構成
と特徴」『日本建築学会北陸支部研究報告集』54、549 〜 552 頁。
（54）坂井誠一・土屋敦夫（1985）「歴史的都市の地図上への復元に関す
る研究：事例研究・佐渡相川町」『上越教育大学研究紀要』４、327
〜 346 頁。
（55）相川町教育委員会（1993）『金山の町佐渡相川   伝統的建造物群保
存対策調査報告書』。
（56）新潟大学都市計画研究室・地理学研究室（2009）『佐渡相川 ･ 笹川
の歴史的環境と歴史的建造物』。
（57）前掲註 53 文献。
（58）相川町史編纂委員会（1973）『佐渡相川の歴史』資料集２   墓と石
造物。
（59）佐渡市教育委員会（2004）『佐渡金銀山  相川地区  石造物調査報告
書』。
（60）佐渡市教育委員会（2009）『佐渡金銀山   吹上海岸石切場跡調査報
告書』。

第６章
（１）新潟大学都市計画研究室・地理学研究室（2009）『佐渡相川 ･ 笹川
の歴史的環境と歴史的建造物』。
（２）相川町教育委員会（1993）『金山の町佐渡相川   伝統的建造物群保
存対策調査報告書』。
（３）相川町企画振興課（1995）『相川町 HOPE 計画』。
（４）佐渡市建設課・相川支所庶務課・金山ロード推進協議会（2007）『街
なみ環境整備事業完了報告書』。

（31）前掲註 18 文献、「附録  文政九年相川町町墨引」。

（５）田中圭一（1968）『佐渡相川志』佐渡高校同窓会。

（32）井上鋭夫（1981）『山の民・川の民』平凡社。註 14 佐藤論文参照。

（６）相川町教育委員会（1995）『金山の町佐渡相川   伝統的建造物群保

（33）前掲註 16 文献。佐藤利夫（2002）「佐渡国寺社境内案内帳」
「蓮光寺」
『佐渡相川郷土史辞典』。
（34）相川町史編纂委員会（1983）「相川地区元禄検地帳」『佐渡相川の歴
史』資料集５  二見・相川近世文書。

存地区保存対策調査報告書』。田中圭一（1968）『佐渡相川志』新潟
県立佐渡高等学校同窓会。相川町史編纂委員会（1983）
『佐渡相川
の歴史』資料集５  二見・相川近世文書など。
（７）相川町教育委員会（1995）『金山の町佐渡相川   伝統的建造物群保

（35）写真撮影史料（佐渡市提供）。

存地区保存対策調査報告書』。相川町史編纂委員会（2002）『佐渡

（36）前掲註 18 文献、「附録  文政九年相川町町墨引」。

相川郷土史辞典』。石井文海筆「天保年間相川十二ヶ月」（新潟県

（37）前掲註 34 史料。
（38）佐渡市教育委員会（2008）『佐渡金山遺跡（上相川地区）調査報告
書』。
（39）本間寅雄（2002）「清音比丘尼」「柄杓町」『佐渡相川郷土史事典』。
（40）東京大学史料編纂所編（1954）『大日本古記録   梅津政景日記』２、
慶長 19 年７月 14 日条、岩波書店。
（41）佐渡郡教育會（1935）『佐渡年代記』上巻、慶長９年条。
（42）吉田伸之（1985）「町人と町」『講座日本歴史』５   近世１、東京大
学出版会（吉田伸之（1998）『近世都市社会の身分構造』東京大学
出版会に所収）。
（43）太田陽子（1964）「大佐渡沿岸の海岸段丘」『地理学評論』37（５）、
226 〜 242 頁。
（44）田村明子（1979）「佐渡島の完新世段丘と地殻変動」『地理学評論』
52（７）、339 〜 355 頁。
（45）前掲註 44 文献所収図版に基づく。上相川下部については同図を参
照し、標高と傾斜度からの推定。
（46）相川町史編纂委員会（2002）『佐渡相川郷土史事典』。

（1984）
『新潟県史資料編』23  民俗・文化財２民俗編Ⅱに所収）など。
（８）相川町史編纂委員会（1995）『佐渡相川の歴史』通史編  近・現代。
（９）2014 年４月 15 日に筆者が佐渡市沢根地区の瓦業者（60 代）に対し
て実施。
（10）森知幾編集（1894）
『北溟雜誌』76、北溟社（山本修之助（1975）
『北
溟雑誌  第四巻』佐渡叢書別巻、佐渡叢書刊行会に所収）。
（11）相川町史編纂委員会（1986）『佐渡相川の歴史』資料集８   相川の
民俗Ⅰ。
（12）大庭裕雄・岡崎篤行（2010）「鉱山町相川における歴史的建造物の
残存状況及び外観特性（計画系）」『日本建築学会北陸支部研究報告
集』16（33）、693 〜 696 頁。
（13）新潟大学工学部建設学科都市計画研究室・新潟大学人文学部地理学
研究室（2009）『佐渡相川・笹川の歴史的環境と歴史的建造物』。
（14）西村伸也ほか（2005）「列構成と開口幅から見た平面構成とその住
まい方―佐渡市両津の町家における室空間構成に関する研究―その
１―」『日本建築学会大会学術講演梗概集』285 頁。西村伸也ほか
（2005）「天井高・ザシキの壁と空間領域形成の仕組み―佐渡市両津

（47）佐渡叢書 10、266 頁

の町家における室空間構成に関する研究その２―」『日本建築学会

（48）前掲註 47 文献、266 頁

大会学術講演梗概集』287 頁。
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（15）小木町（1981）『宿根木  伝統的建造物群保存対策調査報告書』。

（32）前掲註 25 文献。

（16）坂井誠一・土屋敦夫（1985）「歴史的都市の地図上への復元に関

（33）伊藤毅（2007）『町屋と町並み』山川出版社、33 頁。

する研究：事例研究・佐渡相川町」『上越教育大学研究紀要』４、

（34）前掲註 28 参照。

327 〜 346 頁。

（35）前掲註 18「佐渡・両津湊の町家の特徴と変遷」文献。

（17）相川町教育委員会（1993）『金山の町佐渡相川   伝統的建造物群保
存地区保存対策調査報告書』。
（18）松尾康弘・大場修（2011）「佐渡相川・上町の町並みと町家の構成
と特徴」『日本建築学会北陸支部研究報告集』54、549 〜 552 頁。
松尾康弘・大場修（2011）「佐渡・両津湊の町家の特徴と変遷」『日
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第３章
奈良文化財研究所景観研究室監修、北野陽子作画

図３―１

筆者作成（佐渡市世界遺産推進課撮影）

図３―２

佐渡市立相川郷土博物館所蔵

Ａ

杉本和樹撮影

図３―３

佐渡市世界遺産推進課所蔵（小川忠博撮影）

Ｂ

杉本和樹撮影

図３―４

佐渡市世界遺産推進課所蔵

Ｃ

杉本和樹撮影

図３―５

佐渡市世界遺産推進課撮影

Ｄ

杉本和樹撮影

図３―６

佐渡市立相川郷土博物館所蔵

Ｅ

杉本和樹撮影

図３―７

佐渡市立相川郷土博物館所蔵

Ｆ

杉本和樹撮影

図３―８

佐渡市立相川郷土博物館所蔵

Ｇ

杉本和樹撮影

図３―９

佐渡市立相川郷土博物館所蔵

Ｈ

杉本和樹撮影

図３―10

佐渡市立相川郷土博物館所蔵

Ｉ

杉本和樹撮影

図３―11

佐渡市立相川郷土博物館所蔵

Ｊ

杉本和樹撮影

図３―12

筆者作成

Ｋ

杉本和樹撮影

図３―13

奈良文化財研究所景観研究室作成

Ｌ

杉本和樹撮影

図３―14

佐渡市教育委員会所蔵

Ｍ

杉本和樹撮影

図３―15

佐渡市教育委員会所蔵（味方家文書）

Ｎ

奈良文化財研究所景観研究室撮影

図３―16

内閣文庫（国立公文書館）所蔵

Ｏ

奈良文化財研究所景観研究室撮影

図３―17

個人蔵

図３―18

個人蔵

図３―19

筆者撮影

第１章
図１―１

統計資料を元に奈良文化財研究所作成

図３―20

筆者撮影

図１―２

統計資料を元に奈良文化財研究所作成

図３―21

筆者撮影

図１―３

奈良文化財研究所作成（ベースマップ：国土地理院数値地図

図３―22

筆者作成（ベースマップ：株式会社ゴールデン佐渡所蔵）

25000（地図画像）『長岡』）

図３―23

佐渡市世界遺産推進課所蔵

奈良文化財研究所作成（ベースマップ：「相川町都市計画図」

図３―24

佐渡市世界遺産推進課所蔵

1：2500）

図３―25

筆者作成（ベースマップ：佐渡市世界遺産推進課作成地形図）

奈良文化財研究所景観研究室作成

図３―26

個人蔵

図３―27

個人蔵

図３―28

岩木文庫所蔵

図１―４
表１―１

第２章
図２―１

筆者撮影

図３―29

大安寺所蔵

図２―２

筆者撮影

図３―30

大安寺所蔵

図３―31

大安寺所蔵

えて筆者作成

図３―32

大安寺所蔵

図２―４

筆者撮影

図３―33

大安寺所蔵

図２―５

筆者撮影

図３―34

大安寺所蔵

図２―６ （新潟県 1994）所収の表層地質図をもとに筆者作成

図３―35

大安寺所蔵

図２―７

筆者作成

図３―36

大安寺所蔵

図２―８

新潟県教育庁文化行政課世界遺産登録推進室所蔵

図３―37

佐渡市観光統計等をもとに筆者作成

図２―９

筆者作成（ベースマップ：国土地理院数値地図 25000（地図

図３―38

１・２：（山本 1937），３：（山本 1940）所収

画像）『長岡』）

図３―39

佐渡市立相川郷土博物館所蔵

図２―10 （佐渡の植物刊行会 1990）を再トレース

図３―40

筆者作成

図２―11 （笹川 2001）を再トレース・一部改変

図３―41

筆者作成

図２―12 （笹川 2001）を再トレース・一部改変

図３―42

筆者作成

図２―13 （笹川 2001）を再トレース・一部改変

図３―43

筆者作成

図２―14 （笹川 2005）を再トレース・一部改変

図３―44

筆者作成

図２―15 （笹川 2005）を再トレース・一部改変

図３―45

筆者作成

図２―16 （太田 1878）、東京大学史料編纂所所蔵

図３―46

本間孝撮影、佐渡市立両津郷土博物館所蔵

図２―17 （佐渡市教育委員会 2011）40 頁所収

図３―47

佐藤利夫撮影、佐渡市立相川郷土博物館所蔵

図２―18

国勢調査資料をもとに筆者作成

図３―48

佐渡市立相川郷土博物館所蔵

表２―１

気象庁気象統計情報をもとに筆者作成

図３―49

筆者作成（ベースマップ：「相川町都市計画図」1：2500）

表２―２

筆者作成

図３―50

奈良文化財研究所景観研究室撮影

表２―３ （相川町史編纂委員会 1995）434 頁所収の表を一部改変

図３―51

個人蔵

表２―４ （相川町史編纂委員会 1995）435 頁所収の表を一部改変

図３―52

奈良文化財研究所景観研究室撮影

図３―53

奈良文化財研究所景観研究室撮影

図２―３ （新潟県 1994）所収の地形分類図をもとに、現地調査を踏ま
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表３―１

筆者作成

表３―２

筆者作成

第５章

表３―３ （本間 1985）所収の表をを一部改変

図５―１ （佐渡市教育委員会 2008）所収

表３―４

筆者作成

図５―２ （佐渡市教育委員会 2010）所収

表３―５

筆者作成

図５―３

株式会社ゴールデン佐渡所蔵

図５―４

佐渡市立相川郷土博物館所蔵

表３―６ （相川町史編纂委員会 1983）681 頁をもとに筆者作成・一部
改編
表３―７ （佐渡地理研究会 1976）176 頁所収第７表をもとに筆者作成・

図５―５ （佐渡市世界遺産推進課 2012）所収図を一部改変
図５―６

長岡市立中央図書館所蔵

図５―７

佐渡市所蔵（永井家寄贈資料）

図５―８

長岡市立中央図書館所蔵

一部改編

図５―９

個人蔵

表３―９

筆者作成

図５―10

個人蔵

表３―10

筆者作成

図５―11

佐渡市所蔵（永井家寄贈資料）

表３―11

筆者作成

図５―12

長岡市立中央図書館所蔵

表３―12

筆者作成

図５―13

株式会社ゴールデン佐渡所蔵

表３―13

筆者作成

図５―14

佐渡市立相川郷土博物館所蔵

表３―14

筆者作成

図５―15

佐渡市立相川郷土博物館所蔵

表３―15

筆者作成

図５―16

個人蔵

表３―16

筆者作成

図５―17

新潟県立図書館寄託／佐渡高等学校同窓会所蔵

表３―17

筆者作成

図５―18

佐渡市立相川郷土博物館所蔵

表３―18

筆者作成

図５―19

奈良文化財研究所景観研究室作成

図５―20

奈良文化財研究所景観研究室作成

図５―21

奈良文化財研究所景観研究室作成

一部改編
表３―８ （佐渡地理研究会 1976）170 頁所収第４表をもとに筆者作成・

第４章
図４―１

長岡市立中央図書館所蔵

図５―22

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―２

筆者作成

図５―23

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―３

筆者作成

図５―24

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―４

筆者作成

図５―25

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―５

個人蔵

図５―26

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―６

佐渡市相川支所所蔵

図５―27

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―７

筆者作成

図５―28

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―８

筆者作成

図５―29

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―９

佐渡市相川支所所蔵

図５―30

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―10

筆者作成

図５―31

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―11

筆者作成

図５―32

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―12

筆者作成

図５―33

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―13

筆者作成

図５―34

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―14

筆者作成

図５―35

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―15

新潟県発注、アジア航測撮影・所蔵（奈良文化財研究所寄託）

図５―36

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―16

個人蔵

図５―37

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―17

筆者撮影

図５―38

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―18

筆者撮影

図５―39

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―19

筆者作成

図５―40

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―20

筆者作成

図５―41

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―21

筆者作成

図５―42

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―22

筆者作成

図５―43

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―23

筆者作成

図５―44

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―24

筆者作成

図５―45

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―25

筆者作成

図５―46

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―26

筆者作成

図５―47

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―27

杉本和樹撮影

図５―48

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―28

杉本和樹撮影

図５―49

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―29

筆者作成

図５―50

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―30

筆者作成

図５―51

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―31

筆者作成（ベースマップ：「相川町都市計画図」1：2500）

図５―52

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―32

筆者撮影

図５―53

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―33

筆者撮影

図５―54

奈良文化財研究所景観研究室作成

図４―34

佐渡市立相川郷土博物館所蔵

図５―55

奈良文化財研究所景観研究室作成

表４―１

筆者作成

図５―56

奈良文化財研究所景観研究室作成

表４―２

筆者作成

図５―57

奈良文化財研究所景観研究室作成

図５―58

奈良文化財研究所景観研究室作成
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図５―59

奈良文化財研究所景観研究室作成

図５―119 東京大学大学院工学系研究科伊藤研究室作成

図５―60

筆者作成

図５―120 東京大学大学院工学系研究科伊藤研究室作成

図５―61

筆者作成

図５―121 東京大学大学院工学系研究科伊藤研究室作成

図５―62

筆者作成

図５―122 東京大学大学院工学系研究科伊藤研究室作成

図５―63

筆者作成

図５―123 東京大学大学院工学系研究科伊藤研究室作成

図５―64

相川郷土資料館所蔵

図５―124 東京大学大学院工学系研究科伊藤研究室作成

図５―65

筆者作成

図５―125 東京大学大学院工学系研究科伊藤研究室作成

図５―66

個人蔵

図５―126 東京大学大学院工学系研究科伊藤研究室作成

図５―67

筆者作成

図５―127 東京大学大学院工学系研究科伊藤研究室作成

図５―68

筆者作成

図５―128 東京大学大学院工学系研究科伊藤研究室作成

図５―69

個人蔵

図５―129 東京大学大学院工学系研究科伊藤研究室作成

図５―70

株式会社ゴールデン佐渡所蔵

図５―130 奈良文化財研究所景観研究室撮影

図５―71

筆者作成

図５―131 奈良文化財研究所景観研究室撮影

図５―72

筆者作成

図５―132 奈良文化財研究所景観研究室撮影

図５―73

奈良文化財研究所景観研究室作成

図５―133 奈良文化財研究所景観研究室撮影

図５―74

奈良文化財研究所景観研究室作成

図５―134 奈良文化財研究所景観研究室撮影

図５―75

筆者作成（ベースマップ：「相川町都市計画図」1：2500）

図５―135 奈良文化財研究所景観研究室撮影

図５―76

筆者作成

図５―136 奈良文化財研究所景観研究室撮影

図５―77

筆者作成

図５―137 奈良文化財研究所景観研究室撮影

図５―78
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