The Saigoku Kaido Highway̶the Road that Led to Hiroshima’
s Prosperity

The Saigoku Kaido and the Rivers
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西国街道

「西国街道
（近世山陽道）
」
を知っていますか？

Saigoku Kaido Highway

時は庶民の文化が花開いた江戸時代。京都と太宰府をつなぐ、人々が忙しく行き交う街道がありま
広島市企画総務局が発行している《ひろしま

した。
その距離なんと、約650km。下関から関門海峡を越えて九州に入るこの街道は、各藩の大名が

八区ぐるっと散策「みち」めぐり》にも西国

将軍の命に従ってはるばる江戸まで
「参勤交代」
した道であり、
日本橋から長崎をつなぐ重要な幹線

街道が紹介されています。

道路の一部でもありました。様々な身分の人々で賑わった西国街道は、文化と交易の大動脈として広
島の人々を支えていたのです。
時は今。私たちがショッピングをしたり、美味しいものを食べたりしている広島の中心地も、実はこ
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の西国街道。駅から猿猴橋・京橋を渡り、本通、
そして平和記念公園へ。江戸の昔からこの同じ場所
で、人々は街の賑わいを創り続けてきました。
広島を足元から見守り続け、広島のあらゆる今昔を知っている、西国街道。
今度は、私たちが知る番です。

This merchant guide book from the Meiji period (which followed the Edo period) shows the continued importance of the Saigoku
Kaido as a route which brought prosperity to the people of Hiroshima. The tiger figure is the symbol of a sweets shop that used to
be located along Hon- dori. People are enjoying sweets just out of pot at the shopfront.
The shop beside the bridge has a lot of miso and soy sauce barrels inside.
There used to be many shops selling Buddhist altar fittings along Butsudan-dori; Butsudan means Buddhist altars.
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During the Edo period (1603 – 1868), the government constructed highways (kaido) in an effort to improve Japan’s domestic economy. The old kaido which connected
Shimonoseki to Kyoto was called the Saigoku Kaido. This Saigoku Kaido was an important route for the period because it connected the Nihonbashi business district in Tokyo
(Edo) to Nagasaki, the only port where foreign trade was permitted. The Saigoku Kaido also connected Hiroshima with Tokyo, and served as a distribution channel for
merchandise produced in Tokyo, and as a channel for the distribution of the culture of Tokyo as well. Today, Hiroshima’s downtown lies atop the footprint of the old Saigoku
Kaido, stretching from Hiroshima Station to the Peace Memorial Park.

From this folding screen we can see an illustration of how the
Saigoku Kaido was the lifeline for the people of Hiroshima, and
how the rivers and the bridges played important roles in the
development of the city of Hiroshima.

スマートフォンやカメラで広島の街をパチリ。
そんな今から遡ること２００年前の広島の姿を、
当時の画家による絵屏風の中に、現代の写真と変わらないほど生き生きと見ることができま
す。毛利輝元が建てた広島城を中心に城下町となった広島ですが、実は当時の西国街道は広島城下より北を通っていました。
しかし毛利氏から広島城を引き継いだ福島正則は、広島
城下を西国街道が東西に貫通するように移設。西国街道ぞいにあったお屋敷も移動させ一帯を町民の居住区にしました。
この時の賑わいが今の広島の賑やかさに息づいているという
わけです。
西国街道は町民も商人も、武士も大名も、
当時のあらゆる身分の人たちが利用していた大切な道路でした。道を行き交う人たちの姿
を見ればそれは一目瞭然。刀を差した武士に、荷物を馬に乗せて運ぶ商人、立ち話をする町民たち、
ずらりと軒を並べた店の中には
職人、
と現在と変わらない生き生きとした広島の暮らしを目にすることができます。

An old painting on a folding screen portrays the city as the artist envisioned it in the Edo period. Here you can see a bustling center of
commerce, with people from different castes clearly represented: the Nobles, the Samurai, the Peasants, and the Chonin (merchants,
craftsman and artisans).

The pine trees at the right end of the screen mark the Enko River. The bridge across that river
is the Enkobashi Bridge, now located to the front-left of Hiroshima Station. Traveling down the
Saigoku Kaido to the West, the next bridge we encounter is the Kyobashi Bridge. The castle
moat ahead is Hatchobori (Bori [Hori] means “moat”). The wide, lively street across Hatchobori
is the present Hondori, which is still the busiest downtown shopping area in Hiroshima city.

