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要旨 

 本稿では、戦前期の静岡県の熱海温泉を対象として、温泉権取引の実態と集中管理事業

における利用のあり方を比較検討し、温泉権取引の展開過程と市場（温泉権取引ならびに

源泉の利用秩序全体）の高質化の過程を明らかにした。温泉権取引は資源の特性や法制度

上の問題から、相対取引を前提とした取引が行われてきた。1930年代に熱海温泉に誕生し

た町営温泉は、温泉権取引のあり様を変化させ、「市場の質」を高める役割を担った。その

変化として3点があげられる。第一に口数による契約から使用量に応じた課金制度への変化。

第二に温泉権取引（契約内容・価格）の標準化。第三に新たな取引参加者に開かれた利用

の実現があげられる。熱海温泉では、町が源泉利用に介在することで、効率的な資源管理

を実現することに加え、温泉権取引においても多くの利用者が取引に参加できる仕組みを

つくり、その後の発展を可能にすることができた。 
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「温泉権取引の展開－戦前期熱海温泉を事例に－」 

 

                             GCOE 研究員 高柳友彦 

はじめに 

 

 本稿の課題は、戦前期の静岡県の熱海温泉を対象として、温泉権取引の実態と集中管理

事業における利用のあり方を比較検討し、温泉権取引の展開過程と市場（温泉権取引なら

びに源泉の利用秩序全体）の高質化の過程を明らかにすることである。 

 GCOE の研究目的である「市場の質」とは、市場における資源配分の効率性と価格（や

その他の取引の条件）の公正性の両方を捉える指標と定義され、また市場が高質化するこ

とで、相対取引から単価取引の競争市場へ移行することが指摘されている1。 

 本稿が対象としている温泉地の源泉利用は、温泉がわき出る土地または温泉の引用権を

購入し利用する必要がある2。この利用権は温泉権と呼ばれ、取引、契約のあり方は以下の

2 点の特徴を有している3。第一にそれぞれの源泉ごとに湧出量や温度が異なるため、価格

や契約内容を標準化することが難しく、当事者ごとにその契約の形式・内容が異なる点が

あげられる。第二に、温泉権（温泉資源を利用する）契約は、債権的な側面と物権的な側

面の両面を有しているため、その契約内容も単なる製品の売買とは異なり、売買・賃貸借

など様々な契約方法を採用している点があげられる4。加えて、温泉権という法的権利は民

法上規定された権利ではなく、現実の温泉の利用に基づく慣習的な権利として扱われるた

め、典型契約として把握することが難しい。このように温泉権取引は、標準化が難しく、

個々の契約内容が異なることからも、契約者間の相対取引が一般的であった。 

しかし、温泉地に多くの利用客が訪れるようになる 1930 年代以降、相対取引を前提とし

                                                  
1 矢野誠「市場の質の経済学」『現代経済学の潮流 2009』東洋経済新報社、2009 年。 
2 源泉とは、本稿では、温泉利用ではなく、源泉利用という文言を使用する。温泉は一般的

に一定以上の温度、鉱物質を持つ泉の意味で用いられる。一方源泉と言った場合、湯が

地中から噴出する場所の意味も含まれる。本稿では湧き出る湯に対する包括的な支配権

（使用、収益、管理、処分）すべてを対象とするので、源泉利用と用いる。 
3温泉権は、大別すると①源泉権（湯口権）と②分湯権（引湯権）の二つに分けられる。①

は、地下の泉脈から湯が地上に噴出する場所においてこの場を支配する権利であって、

包括的支配権のこと。（第一次温泉権と呼ばれる）②は源泉権者との温泉供給契約によっ

て一定の湯を分湯して利用する権利である。（第二次温泉権と呼ばれる）渡辺洋三「川島

法学と入会権・温泉権論」『法律時報』65 巻 1 号 1993 年 1 月。 
4 渡辺洋三「川島步宜の温泉権論について」川島步宜『温泉権』岩波書店、1994 年。 
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た温泉権取引は、新たな旅館経営者や別荘利用者など外部流入者を中心とした新規参入者

が温泉権取引に参加しようとする際に大きな問題となった。たとえば、源泉利用の歴史が

古い温泉地の多くは利用秩序の安定のため、源泉利用を一定の地域住民に限定するなど、

外部からの新たな利用者の受け入れに消極的な場合が多かった5。そうした外部流入者の受

け入れに消極的な温泉地では、新たに取引に参加することが難しく、温泉権取引や源泉利

用は拡大することができなかった。その結果、多くの利用客を受け入れることが困難にな

ったのである。したがって、取引の参加者が限られていた温泉権取引はその内容や取引の

環境を大きく変容させ（＝取引の質を高める）、多くの人々が取引に参加しやすい状況を作

り出す必要があった。多くの温泉地では、増加する利用客に対応するため温泉資源の効率

的利用とともに、温泉権取引・利用をいかに公正かつ標準化していくのかが重要な課題と

なったのである6。 

そこで、本稿では利用客が増加する温泉地を対象に、温泉権取引がどのように展開した

のか、加えて取引の高質化の過程を温泉権取引・契約の実例を用いて、明らかにしていく。

分析対象とする熱海温泉は、1930 年代以降利用客数が急増し、第二次世界大戦後、日本最

大の温泉観光地へと変貌を遂げた日本を代表する温泉地である。『温泉権の研究』では、最

も近代的な法律関係が生成した温泉地として位置づけられている7。また熱海温泉の特徴は、

地方公共団体である熱海町（現在では熱海市）がインフラ整備だけでなく源泉の配給事業

を行っている点であった。温泉供給など温泉権取引（契約）に行政が関わることでどのよ

うな影響があったのか、実際の温泉権取引の実例や温泉供給のために作成された条例を比

較検討することで、明らかにしていく。 

 

 

                                                  
5 この点、1960 年代に盛んに行われた川島步宜を中心とする研究グループは、共同体的秩

序が残存し、源泉利用を地域住民の一部に限定し発展を妨げる温泉地の存在を指摘して

いる。 
6 また、源泉は有限で再生可能な資源であると同時に、地下で水脈がつながっているなど、

利用者相互間の関係が強い性格を有する。持続的な利用をはかるためにも、限られた温

泉資源をいかに確保し、利用していくのか、資源管理のあり方も温泉地発展にとって重

要な課題でもあった。資源利用の変容過程については、高柳友彦「地域社会における資

源管理－戦前期の熱海温泉を事例に－」『社会経済史学』第 73 巻 1 号、2007 年で明らか

にしている。本稿では、その成果を踏まえたうえで、温泉権取引を中心に温泉地におけ

る源泉利用のあり様の歴史的変化を明らかにしていく。 
7 川島步宜・渡辺洋三・潮見俊隆『温泉権の研究』勁草書房、1964 年。 
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１、区有温泉の利用と温泉権取引の実例 

 

（１）1930 年代における熱海温泉の位置 

まず、近代以降の熱海温泉の利用秩序の変容過程と 1920 年代以降熱海温泉が直面した源

泉利用の課題について述べておこう8。 

近世期の熱海温泉では、幕藩体制の権力を背景に大湯を利用する湯戸と呼ばれる旅館を

中心とした秩序が熱海温泉全体を支配していた。当時、大湯を利用する権利（源泉引用権）

は湯株と呼ばれ、売買の対象とされていた。湯株の取引について詳細な記述は残されてい

ないが、特権的な地位を有していた湯戸の内部では、株の移動・集積が繰り返される中、

最大 27 戸の範囲で湯戸の数は維持されていた9。 

維新以後、湯戸による支配が崩れた結果、熱海温泉では、土地所有権に基づく源泉の開

発や私有化が進展し、源泉利用の調整は、源泉利用者相互間の関係によって調整された。

しかし、日露戦争の前後には、利用客増加から源泉開発が進展し、個々の源泉湧出量の減

少など源泉利用を巡る紛争を招いた結果、それまで維持されてきた源泉利用者による調整

は機能しなくなった。紛争を解決するため、静岡県は熱海温泉の源泉利用に介入し、財産

区所有の区有温泉が誕生した。当時林野や漁場を持つに過ぎず、源泉利用に関わりを持た

なかった財産区である熱海区が、不安定化する私人間の源泉利用を調整したのである。開

発によって湧出量が減少した大湯利用者（湯株の伝統を持つ大湯の引用権者）に対して、

区有温泉が源泉を補給することで、利用上の対立を回避することになった。加えて、熱海

温泉中心部の開発権限を独占することで、新たな開発による紛争を未然に防ぐ役割を担っ

たのである。 

区有温泉によって、秩序が維持された熱海温泉は、1920 年代以降、交通網の進展による

利用客数の急増に直面した。1925 年 3 月には、東京熱海間に直通列車が約 3 時間で結ばれ、

そして 34 年 12 月には、丹那トンネルが開通し熱海三島間が東海道線となった。熱海温泉

をはじめ、伊豆長岡、修善寺、伊東といった伊豆半島の他の温泉地においても利用客数が

                                                  
8 区有温泉の制定過程については、高柳友彦「温泉地における源泉利用－戦前期の熱海温泉

を事例に－」『歴史と経済』191 号、2006 年。静岡県の温泉地の変容過程については温泉

観光地の形成と発展－戦間期の静岡県を事例に－」『東西交流の地域史－列島の境目・静

岡』地方史研究協議会、2007 年を参照。 
9 松田法子「近世温泉町の空間構造--熱海を素材にして」年報都市史研究 16 号『現代都市

類型の創出』、山川出版社、2009 年。 
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急増している。こうした東京・横浜と伊豆との間の交通網の進展によって、熱海温泉の利

用客数は、1925 年に約 15 万人であったのが、トンネル開通の翌年には 32 万人、38 年に

は 48 万人へと、約 10 年間で約 3 倍増加した。利用客数の急増に熱海温泉の旅館も収容人

員の拡大や旅館数の増加で対応し、25 年に 33 軒、収容人員 1800 人程度であった旅館規模

は、10 年後の 35 年には 95 軒、収容人員 10000 人にまで拡大し、各旅館は、2 階屋から 3、

4 階建ての建築に改装するなど対応した。 

しかし、規模拡大や旅館数の増加によって利用客数の急増に対応する一方、利用客に提

供するための源泉が不足する事態が生じた。その理由として第一に源泉の枯渇、減少の問

題があげられる。関東大震災で熱海温泉の源泉湧出量は増加したものの、1930 年当時、熱

海温泉中心部にあった 29 の源泉の内、湧出する源泉が 12 箇所で利用可能な源泉が減少し

ていた。第二に源泉利用者による無駄遣いがあげられる。個々の旅館では源泉が枯渇して

も安定的に湧出量を確保するため、本来利用する以上の源泉を確保し、利用しなかった源

泉を海に流すなどの無駄遣いが行われてきた10。 

明治期に、源泉間の湧出量や温度に関わる紛争を引き起こしていた熱海温泉では、利用

客が増加する中、いかに提供する源泉を確保するのか、温泉地全体の資源利用の問題が新

たに登場した。そして、急増する利用客に対応するために、源泉を効率的に管理、利用す

る仕組み（後の町営温泉）が計画・実施されるようになった。それでは、利用の限界を迎

えていた区有温泉の利用のあり様と当時の温泉権取引の概要についてみていこう。 

 

（2）区有温泉の利用状況 

源泉利用の集中的な管理が求められていく 1930 年代初頭、大湯の補給湯であった区有温

泉の源泉利用の実態はどのようなものであったのだろうか。熱海市史編纂室に残る 1930 年

～33 年の「熱海区雑書」、1931 年の「温泉貸付料徴収簿」から、利用のあり方や利用者の

属性などその実態について明らかにしていく。 

区有温泉は大湯利用者への補給湯の役割を担っていたため、その利用者はほぼ大湯利用

者であったと考えられる11。また、財産区であった熱海区では、所有財産に関する管理規程

                                                  
10 源泉を無駄遣いする要因として、後に述べるように温泉権の契約のあり方に問題があっ

た。 
11 制度上、新たな源泉開発の権限は熱海区のみに付与されたため開発を行い、源泉供給を

拡大させることは可能であった。ただ、既存源泉との関係から新たな開発が行われなか

った。また区有温泉は、大湯の引用権の補給湯の役割を有していたため、密接なかかわ



5 

 

が作成され、温泉の引用、権利の譲渡についても様々な規程が定められた。 

この熱海区によって作成された熱海区有財産管理規程は、全 7 章 27 条にわたる条文から

なり、区有温泉については、第 3 章で 11 条から 15 条にわたって触れられ、区有温泉の維

持料、貸付方法、修繕に関わる規程、滞納への罰則といった内容が示されている。以下は

その管理規程の抜粋である。 

 

史料 112  熱海区有財産管理規程（一部抜粋）（下線部－引用者注） 

 

第十一条 区有温泉ト称スルハ熱海区ノ管理ニ属スル御料温泉大湯、河原湯、元青木湯、

元青沼湯トス 

第十二条 区有温泉ノ維持料ハ区会ニ於テ之ヲ定ム 

第十三条 区有温泉ノ貸付及承認ハ左ノ方法ニ依ルモノトス 

   一、貸付期間及貸付料ハ区会ノ議決ニ依リ五ヶ年ヲ超エザル期間ヲ以テ賃貸スルモ

ノトス 

  二、元青木湯、元青沼湯ノ引用権者ガ名義ノ変更ヲ為サントスル場合ハ関係者双方

連署ヲ以テ管理者ニ届出シメ管理者ハ区会ノ議決承認ヲ経テ名義ノ変更ヲナス

モノトス 

    但相続ノ場合ニ限リ届出ニヨリ正当ト認メタル場合ハ承認スルコトヲ得 

  三、名義変更ノ場合ハ名義書換料トシテ一件金弐拾五円ヲ熱海区ニ納付其手続ヲ為

サシムベシ 

第十四条 温泉源地ノ修繕ヲ要スル場合ハ区会ノ議決ヲ経テ之ヲ施行スルモノトシ費用其 

他ニ就テハ管理者之ヲ決定ス 

第十五条 温泉維持料修繕費其他ノ他ノ納入金ニシテ二ヶ月以上滞納アリタルトキハ送湯

ヲ停止スベシ 

    但此際ニ滞納金ノ金額若クハ市長ニ於テ承認シタル金額ヲ納入スルトキハ其日

ヨリ送湯ヲ開始スベシ 

 

                                                                                                                                                  

りを有していた。 
12日本温泉協会『温泉引用の実情調査』、100 頁、1941 年。市制後の史料として掲載されて

いるのでここでは市長が登場する。大きく規定が変更していないと考えられるので、そ

のまま掲載した。 
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この管理規定の特徴として、第一に権利移転に関わる許可制の事項があげられる。第 13

条 2 項で規定されているように、区有温泉の権利移転には、区会の同意が必要であった。

これは、区有温泉が大湯の補給湯としての役割を持ち、大湯の権利移転と密接な関係があ

ったからである。大湯は御料地であったため、帝室林野局はいくつかの払下の条件をもっ

て大湯の利用を許可していた。たとえば、当時の条件として、「払受人ノ全部又ハ一部ガ其

持分ヲ他ニ譲渡セントスルトキハ貴局（帝室林野局－引用者注）ノ許可ヲ受クル事」13と規

定されていた。こうした大湯の権利が特殊な関係にあったことが区有温泉の利用にも影響

を与えていたのである。この温泉引用権を譲渡する際に熱海区会の同意を得た事実につい

て、史料 2 に示したのは、1930 年に引用権を売買した際の承認願である。 

 

史料 214  （一部 抜粋）（下線部－引用者注） 

 

    区有温泉引用権譲渡承認願 

  田方郡熱海町熱海字本町   番地熱海区有温泉 

 一、青木湯引用権    壱口   

   譲渡者    静岡県沼津市城内四拾六番地ノ参 株式会社沼津銀行 

   譲受者    静岡県熱海町熱海  番地 浦井亀吉 

  右温泉前記ノ通リ両者協定ノ上譲渡候間御承認認相成度連署ヲ以テ此○御願候也 

   昭和五年参月弐拾五日 

   譲渡者    静岡県沼津市城内四拾六番地ノ参 株式会社沼津銀行 

          仝県仝市三枚橋字清水上弐参〇番地 取締役 大久保忠雄 

   譲受者    仝県熱海町熱海七拾八番地 浦井亀吉 

  

  静岡県田方郡熱海町   

    町長  内田市郎左衛門殿 

  

 前記温泉引用権譲渡御承認ノ上ハ万一温泉統一等ノ為メ熱海区ニ於テ必要相生シ候節ハ

                                                  
13宮内庁書陵部所蔵、「第五号 熱海町所在熱海間歇温泉等払下ニ関スル件」『帝室林野局 

温泉録 自大正十二年至昭和十五年』（以下『温泉録』） 
14 熱海市史編纂室所蔵 『熱海区雑書』自昭和五年至昭和八年。 
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何時タリトモ無条件ニテ提供致スベク此段申添候也 

   昭和五年参月弐拾五日 

    静岡県田方郡熱海町熱海七拾八番地  

        浦井亀吉 

 熱海区財産管理者  

  熱海町長 内田市郎左衛門殿 

 

 このように、引用権の譲渡人、譲受人は連名で熱海区の管理者であった町長に承認願を

提出している。この譲渡承認願がその後区会でどのように処理されたのかは史料上の制約

もあって詳らかではないが権利移転に関して、一定の制約があったことは伺える。 

 では、続いて当時の区有温泉の利用方法や利用者の属性についてみていこう。表 1 は 1924

年時の大湯利用者。表 2 は、1931 年時の区有温泉貸付一覧である。青木湯と青沼湯は「区

内居住者に貸し付けて居る。貸付は区有財産管理規程に依り、引湯者は温泉維持料、修繕

費等を支払て居る。青沼湯は十一口、又青木湯は十二口とし（一口は一吋管にて引湯する

量）」ていた15。表 2 で確認できるように、二つの源泉の引用は合計で 22.7 口であった。利

用者は、管理規程第 12 条に定められているように、区会で定められた毎月一口当り 10 円

の使用料と修繕費、維持金が費用として必要であった。これら区有温泉に関する熱海区の

収入は、年間約 2400 円（一口当り 10 円＝月 220 円）程度であった16。区有温泉の利用者

は、旅館業者が主であるが、根津嘉一郎などの名が登場するなど、東京・横浜の利用者も

存在していた。日露戦時の利用者の多くが、地元旅館主が多かったことを考えれば、利用

者の変容（＝引用権の譲渡）はかなり頻繁であったと思われる17。 

管理規程の特徴として第二に、滞納への対応として送湯の停止という厳しい処置を設け

ていた点があげられる。実際、区有温泉を管理する熱海区においては、財政問題として区

有温泉の修繕管理費や使用料の滞納問題を抱えていた18。表 3 は 1923 年から 1927 年まで

における源泉の修繕費の未納者、表 4 は各年度の区有温泉使用料の未納者を一覧にあらわ

                                                  
15 前掲、『温泉引用の実情調査』、50～51 頁。 
16 昭和 10 年度の熱海区温泉貸付料は、2191 円であった。『熱海町報』1936 年 7 月 20 日。 
17 区会での承認のあり方がどのようなものであったのか詳しい点はわからない。区有温泉

と関係を持つ、大湯の引用権の売買に付随して譲渡が行われていたと思われる。 
18 この点、町財政も町税滞納などの深刻な問題を抱えていた。高柳「地域社会における資

源管理」を参照。 
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したものである。熱海温泉は塩分の濃い源泉であるため、引用管を定期的に交換する他、

湧出量を確保するため頻繁に工事をする必要があった。1925 年以降行われた青木湯や青沼

湯の修繕では、3 年間で合計 3000 円、また区有温泉の使用料も修繕費に比べて低い額であ

ったが、多くの未納者を抱えていた。未納者の中には、熱海温泉の旅館主、特に大湯利用

者として古くから政治的、経済的に高い地位にあった人々や財界人が含まれていたが、そ

の詳しい事情は詳らかではない。源泉の使用料や修繕費の滞納が積み重なることで、利用

者の負担は重いものとなっていたのである。表 3・4 で確認できるように多額の修繕費、使

用料の滞納をしていた野田惣八は1932年に以下のような陳情書を熱海区関係者に送ってい

る。 

 

史料 319 

 

 拙者所有ニ係ル区有温泉青木湯引用権ニ對スル分担金延滞ノ為ニ御迷惑相掛ケ恐縮ニ候

就テハ右延滞ノ金ノ内金参百円也丈ハ速納致シ残金ハ徐々ニ入金ノ運ニ可致候間先般願

書提出中ノ伊豆銀行へ名義変更ノ件至急御取逢願度右陳情候也 

           昭和七年拾弐月五日 

           静岡県田方郡熱海町熱海 

                野田惣八 

         熱海区有財産管理人 福地一貫殿 

  

27 年度までの修繕費の未納（300 円）と 50 円ほどの使用料を滞納していた野田は、300

円の支払いを約束する一方、残りの残金の支払いを小額にするように陳情している。加え

て、野田は費用負担が大きかった青木湯の引用権（一口）を、伊豆銀行に譲渡し、その名

義変更についても区会に伝えていた。本来第 15 条に規定されているように、滞納した利用

者へは、源泉の供給を止める制裁がとられる。多くの利用者が滞納していた事実から、源

泉の供給を止めていた可能性も考えられるが、詳しい史料が残っていないためこの点はわ

からない。仮に多くの滞納者への供給が止まっていた場合、利用されず捨てられる源泉が

多かったことが想像できる20。このように滞納者が多い区有温泉では、源泉利用を維持する

                                                  
19 前掲、熱海市史編纂室所蔵『熱海区雑書』。 
20 ただ、利用者の多くは資力ある人々であるため複数の源泉を所有・利用していたことも
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ために必要な修繕費をまかなうことが困難であり、十数名程度の利用者で分担することも、

個々の利用者にとって重い負担となっていたと思われる。 

ただ、野田のように区有温泉の負担に苦慮する旅館業者がいる一方で、源泉の利用がま

まならず、区有温泉から引用を願い出る旅館業者も現れている。以下は、熱海温泉の春木

屋旅館の主人仁科茂平が区会に宛てた願いである。 

 

史料 421 

 

 御願 

 従来より温泉旅館営業（中略）専用温泉無之各方面の残湯を使用致し（中略）営業を

継続致し□候も最近に至り其残湯も使用する事を得ざる状態にて殆んど温泉旅館業者

として営業不能に有之実に困却致し（中略）区有青沼温泉の一部御貸与の赴き（中略）

此段御許可相成度奉願上候 

   昭和七年三月二十五日 

     田方郡熱海町熱海九百二十三番  仁科茂平 

 

仁科茂平が経営していた春木屋は収容人員が 20名ほどの小規模な旅館であった。しかし、

温泉引用権を持っていなかったため、他所から残り湯を分けてもらうほかなかったことが

伺える。内湯が広く普及する熱海では、温泉旅館として経営を成り立たせるために、大浴

場に使用する源泉をいかに確保するのかが重要であった。ただ、区有温泉も口数に限界が

あり、この願いに対して区会として新たに対応した記録は残されていない。区有温泉の源

泉引用権（＝密接不可分な関係である大湯の利用権）は、明治期以来高値で取引されてお

り、仁科のような中小旅館が購入するには限界があったと思われる22。 

ここで、区有温泉の利用や取引の特徴についてまとめておこう。 

区有温泉は売買の際、その利用権が大湯利用権と密接な関係を有していたため、取引当

                                                                                                                                                  

考えられる。その場合、滞納して、送湯を停止されても実質的に源泉利用に困難が生じ

なかった可能性もある。ただ、多くの利用者が滞納した理由、実際に送湯停止が行われ

たのかについては史料上解明することは困難である。 
21前掲、熱海市史編纂室所蔵『熱海区雑書』。 
22 大湯の権利は 1907 年当時 1 本 1600 円程度で取引されていた。詳しくは、前掲「温泉地

における源泉利用」を参照 
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事者間に熱海区の代表者による区会が介在し、その許可が必要など一定の制約があった。

また、熱海区によって財産管理規程が作成されていたが、その使用料・修繕費は区会での

決定事項として公開された情報ではなかった。（区有温泉が大湯利用権と関係が深かったこ

とが要因としてあげられる。）加えて、区有温泉の利用者は、先で指摘した（表 2・3 で確

認したように）東京、横浜の外部流入者、特に熱海に別荘を所有する政財界人や熱海の実

力者など限られた人々で構成されていた23。 

このように、一部の資力ある利用者によって温泉の利用が独占される傾向は、区有温泉

だけでなく、熱海温泉の他の源泉についてもみられ、1925 年に行われた町会と区会の代表

者による静岡県への陳情では以下のように伝えられている。「熱海の温泉全部を町有になす

ため熱海区其他各区の区有山林約二百町歩を売却して温泉買収費に充当する事（中略）陳

情の要旨は現在の熱海の温泉が個人所有なるため温泉は漸次貴族富豪が個人より之を買収

して其處に別荘を建てるなど（中略）此儘行けば十数年ならずして熱海の温泉は悉く富豪

の手中に帰し結局は温泉の恩沢に依って町民が生計を立てつつある熱海は温泉を町民の手

から奪われる（中略）個人所有の温泉を町有となし永遠の町財源となす外に町営の共同温

泉浴場をも設置して町民全体が温泉の恩沢に浴せしめたい」24。代表者らは、熱海の源泉の

多くが富豪と称する外部から流入する別荘利用者によって買収される事実を指摘し、その

危機感から、打開策として町で源泉を所有し、すべての町民が利用できる資源としての活

用を試みようとしたのであった。実際、仁科に代表される中小旅館主らが区有温泉の利用

を求めている一方で財界人や一部の温泉旅館など、資力がある利用者に源泉が集中する事

態は、温泉を利用する上で限られた人々に独占される恐れがあり、住民や中小旅館等は、

源泉を利用したくてもできない状況が存在したのだろう。 

既存の源泉引用権が高騰する中で、増加する旅館に対応する源泉をいかに配分し、また

利用機会をいかに公正に提供していくのか、町営温泉の早期の確立が求められていたので

ある。 

  

（3）温泉権取引の特徴と実例 

では、春木屋のような旅館が区有温泉から温泉を引用できない場合、個々の利用者は、

どのように源泉を確保（引用権を購入）していたのだろうか。そこで、当時の温泉権取引

                                                  
23 大湯周辺の土地は、別荘地としての開発が 1920 年代以降進展している。 
24 『静岡新報』1925 年 1 月 13 日。 
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の実態や契約書の特徴について、やや時期は少し後になるが 1940 年前後に行われた温泉権

調査で収集された温泉権取引の実例からみていこう25。温泉権取引に関する契約書が現在ま

で残ることが少ないが、ここでは日本温泉協会が初めて行った温泉引用の実態調査から（日

本温泉協会編『温泉引用の実情調査』1941 年から抜粋、以下『実情調査』と記載）明らか

にしていく。 

『実情調査』では栃木県、群馬県、静岡県の温泉地が調査対象とされ、熱海以外（栃木

県…塩原、那須、鬼怒川。群馬県…草津、伊香保、四万。静岡県…修善寺、土肥温泉）で

も行われている。熱海に関する調査において合計 12 の契約書・取引内容（区有・市有、組

合、株式会社による配給契約等も含めて）が紹介されている。ここでは私的に行われてい

る（＝個人間の契約）4 つの温泉権取引に着目し、どのような契約内容（使用料の規定や取

引形態）の特徴があったのか、それぞれの共通点・相違点についてみていく。 

まず最初にとりあげる契約書は、1940 年前後の契約書だが、熱海温泉の南田温泉と呼ば

れる源泉からの引用に関して作成された契約書である。まず、温泉の引用関係として賃貸

借と称して引用権を設定している例を紹介していこう。 

 

史料 526 温泉引用供給契約証書（一）（一部を抜粋）（下線部－引用者注） 

 

 一、供給温泉源地 

   熱海市熱海字南田 

 一、温泉源地名    南田温泉 

   此ノ温泉源地所有者      氏名 甲 

 一、引用賃貸借温泉量 

   前記温泉源地ヨリ動力五馬力使用ノ湧出量拾分ノ壱分湯量トス 

   此ノ分湯方法ハ源地装置分湯口ニテ自然分湯供給スルモノトス 

 一、此ノ分湯温泉ノ賃貸料 

   壱ヶ月ニ付金五拾円也トシ料金ハ毎月末日支払フベキコト 

  右分湯温泉量賃貸借ニ付供給者ヲ甲ト引用者ヲ乙ト略称シ当事者間ニ於テ左ノ契約ヲ 

                                                  
25 本来ならば 1930 年代の契約書を分析する必要があるが、残されている史料が少ないため、

本稿では 1930 年代後半から 40 年代の史料を用いる。本稿の結論にも関わるが、40 年代

にはまだ契約内容の変化が表れていないと判断している。 
26 前掲『温泉引用の実情調査』77～79 頁 
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為シタリ 

                   契約条件 

第一条 本件賃貸借契約期間 

 本契約ノ日ヨリ向フ満六ヶ月トス 

 但期間満了後当事者協議ノ上尚継続スルコトヲ得 

第二条 本契約ト同時ニ乙ハ契約保証金弐百円也無利息甲ニ供託シ甲之ヲ受領シタリ 

 此ノ保証金ハ契約期間満了又中途解約ノ場合賃貸料ノ延滞ナキトキ甲ハ乙ニ返還スベキ

コト 

第三条 本件分湯温泉引用工事及源地修繕料等ノ負担 

 源地ヨリ温泉引用工費及維持修繕費等ハ一切乙ノ自弁トス 

 源地修繕等ハ一切甲ノ負担トス 

 温泉動力料ハ引用者共同負担トス 

第四条 乙ハ本契約期間中ト雖モ甲ノ承認ナク他ヘ転貸契約為スコト得ザルコト 

第五条 本契約温泉源地天災地変等避ク可カラザル原因ニテ温泉源地ニ故障ノ為メ温泉供

給不能ノ場合ハ乙ニ於テ何等異議申立ツルコト得ザルコト 

第六条 本件契約条件若シ乙ニ於テ違約シタル場合ハ何等通知催告ヲ要セス甲ニ於テ何等

温泉供給停止スルモ乙ハ異議ナキコト 

 右条件合意契約ス為後日本証書二通作成シ甲、乙、各一通ヲ保持ス 

            熱海市熱海千三百九番地  

               右供給者  甲  ○印  

            熱海市熱海八百六拾四番地 

               右温泉引用者 乙  ○印  

 

温泉引用供給賃貸契約証書（二） 

一、温泉引用賃貸借温泉源地表示 

                     熱海市熱海字南田 

                      賃貸主 甲 所有温泉 

一、引用賃貸借ノ温泉供給量 

  温泉源地ヨリモーター五馬力ノ動力使用シタル全湧出量ノ拾分ノ弐分トス 

  此ノ分湯温泉引用賃料 
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  壱ヶ月ニ付金五拾円トシ引用者即チ賃借主ハ毎月末日限リ本供給主方ヘ授参支払フベ

キコト 

  右表示ノ通湧出スル温泉分湯供給引用賃貸借ニ付供給者ヲ甲トシ引用使用者ヲ丙ト略     

  称シ当事者間ニ於テ左ノ契約ヲ締結為シタリ 

          契約条件 

 第一条 温泉供給引用契約期間 

  自昭和十四年十二月二十五日 

  至昭和十五年十二月二十四日 満一ヶ年トス 

第二条 本契約ト同時ニ丙ハ契約保証金弐百円也無利息ニテ甲ニ供託シ甲之ヲ受領シタ

リ此ノ保証金ハ契約期間満了又ハ中途解約シ相互当事者間円満完了シタルトキ

甲ハ丙ニ返還スベキコト 

   但シ此ノ場合料金ノ延滞其ノ他本契約ニ因リ甲ニ於テ損害生ジタルトキ此ノ保証金

ヨリ控除スベキコト丙之ヲ認諾シタリ  

第三条 本件温泉分湯引用工費 

  甲所有源地ニテ分湯シ丙ガ引用位置熱海市熱海字和田地内温泉旅館営業所ニ引用スル

途中借地料モ引工費全部丙ノ自費タルコト将来引用中修繕工費一切モ亦同ジトス 

第四条 本契約期間中ト雖モ丙ハ甲ノ承諾ナク他ヘ転貸供給契約為スコト得ス 

第五条 本件丙ガ若シ賃料ノ延滞又ハ契約条件ニ違約行為アリタルトキハ甲ガ何時温泉

供給停止セラルルモ丙ハ如何ナル事情アルモ聊カ故障申立ツルコト得ザルモノ

トス 

第六条 本契約条件相互道義ヲ重ジ円満ニ履行スベキコト特約シタリ 

右条件合意契約ス為後日証書二通作成シ甲、丙、各一通保持ス 

 昭和十四年十二月二十五日 

            熱海市熱海千三百九番地   

              右 供給者  甲  ○印  

            同所   九百四三番地 

              右 被供給者 丙  ○印  

 

上記の契約書は、文言にみられるように、温泉を所有する甲が温泉の引用に関して乙・

丙に対し賃貸借として供給する契約書であり、甲から同様の温泉を引用していると考えら
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れる。両者の契約書の共通点・相違点についてみていこう。共通点として乙、丙ともに甲

と比べ契約の立場が务位であったことが確認できる。それぞれ 2 条では、甲は乙、丙から

無利子の保証金 200 円を供託させ、契約が満了した際に返還する旨を定めている。加えて

ともに 4 条では転貸の禁止が定められている。（一）の 5 条では天災地変の際の甲の責任を

回避する文言、（二）5 条では何らかの違約行為があった場合、温泉供給を停止され申立て

ができない規定が確認できる。 

一方、乙丙の契約の相違点として、互いの契約内容の違いがあげられる。乙は契約期間 6

カ月、湧出量の 10 分の 1 の引用を月 50 円で契約しているのに対して、丙は契約期間 1 年、

湧出量 10 分の 2 の引用を月 50 円で契約している。他の契約内容に大きな差が見られない

ことからも、乙、丙の属性によって内容が異なっている可能性も考えられるが、その明確

な理由はわからない（史料上、時期の違いも明確ではない）。特に引用する源泉の湧出量と

賃貸料との関係がまったく異なることからも、先に指摘したように、契約者ごとに相対で

取引が行われていたことが想像できる。では、次に同様の温泉から、引用権自体の売買に

関する契約書についてみていこう。 

 

史料 627（一部を抜粋） （下線部－引用者注） 

 

 温泉使用権売買契約書 

○○○○ヲ甲トシ○○○○ヲ乙トシ両者ノ間ニ温泉使用権売買ノ件ニ関シ左記契約ヲ締結

ス 

左記 

第一条 甲ハ乙ニ対シ自己所有ノ静岡県熱海市熱海字南田壱千四百参番地ノ弐ニ湧出スル

温泉全湧出量ノ弐拾分ノ壱ノ引湯使用権ヲ金弐千参百円也ヲ以テ売渡スモノトス 

第二条 乙ハ本契約ト同時ニ前記売買金額ノ内金トシテ金五百円ヲ甲ニ支払ヒ残金壱千八

百円也ハ公設役場ニ於テ公正証書作製ノ際支払フモノトス 

第三条 本契約ノ公正ハ六月拾日ニ之ヲ行フモノトス 

第四条 乙ハ本売買契約ノ公正証書作製ノ日ヨリ温泉源地ヲ維持スルニ必要ナル動力費其

他ヲ温泉使用スルト否ニ拘ズ其ノ持分ノ割合ニテ負担スルモノトス 

第五条 乙ニ於テ必要ナル場合ハ何時ニテモ源地内ニ立入ルコト差支ナキモノトス 

                                                  
27 前掲『温泉引用の実情調査』81 頁。 
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第六条 本契約書ハ弐通作製甲、乙各壱通ヲ所持スルモノトス 

右要約スル事如件 

 昭和十五年五月二十三日 

                  熱海市熱海壱参〇九番地 

                   売主   ○○  ○○ ○印  

                  兵庫県步庫郡本山村中野鍛屋二二二番地 

                   右代理人  ○○  ○○ ○印  

 

 史料 6 の契約は史料 5 の契約と異なり、温泉使用権そのものを売買している点に特徴を

持つ。史料 5 では源泉の 10 分の 1 の「温泉供給量」や「温泉引用賃料」と記されていた。

一方、史料 6 では「引湯使用権」として温泉権が売買されていた。一定の湯量を供給する

契約ではなく、源泉から湧き出る湯の排他的な所有権（＝契約では使用権）を売買してい

たのである。そのため価格も 2300 円と高く、第 5 条にみられるように、20 分の 1 の権利

を有するのみであるが、源泉所有者として源泉地内への立ち入りが認められている点が特

徴としてあげられる。 

 史料 5・6 で比較したように、温泉を引用する契約においても供給量を決めて契約する史

料 5 の例や引用権自体を売買する史料 6 などの例もあり、外形的には温泉を引用している

契約であっても、当事者間ではその契約内容（売買か賃貸借か）が大きく異なっているこ

とが確認できる。 

 次に紹介する契約は、史料 5・6 と異なり温泉引用権のみの売買ではなく、源泉が湧き出

る源泉地の土地所有権の移転も含んだ契約書である。『実情調査』には 3 つの契約が掲載さ

れているが、ここでは、特徴的な契約書を一通紹介しよう。 

 

史料 728 第壱萬五千六百九拾九号 温泉売買公正証書正本 

 

 本職ハ後ニ表示スル当事者ノ嘱託ヲ受ケ其陳述ヲ聴キ之ヲ左ニ録取シテ本証書作成ス 

 ○○○○ヲ甲トシ○○○ヲ乙ト称シ左ノ如キ契約ヲ締結ス 

第一条 売買契約 

昭和拾弐年拾壱月拾弐日甲ハ下記温泉ヲ代金壱千弐百五拾圓ニテ乙ニ譲渡シ乙ハ之ヲ譲

                                                  
28 前掲『温泉引用の実情調査』120～122 頁。 
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受クルコトヲ約シタリ 

第二条 代金支払ヒ方法左ノ通リ 

 昭和拾弐年拾壱月拾弐日金六百七拾五円支払ヲ了シタリ 

 残金六百七拾五円ハ源地持分弐拾分ノ壱ノ売買登記完了ト同時ニ支払フコト 

第三条 売買温泉及泉源 

 一、源地 静岡県熱海市熱海字南田壱千四百参番ノ弐 

   鉱泉地   壱坪 

 一、源地所有者   甲 

 一、泉口 右温泉ニ壱ヶ所アリ俗称南田 

 一、温泉ノ質 単純泉 

 一、温泉ノ温度 常時華氏六拾五度 

 一、温泉全湧出量 常時壱昼夜四千八百石 

第四条 売買泉量及期間 

 一、全湧出量ノ弐拾分ノ壱 

 一、期間 永久 

第五条 供給設備 

 温泉引渡シ場所ニ分湯タンクアリ之ヨリ鉄管ヲ以テ引用ス 

 分湯タンクノ構造 

 一、内部ハ木造ニテ外周園ハ之ヲコンクリートニテ固着シ縦五尺横四尺深サ四尺ノ立方

体ニテ作ラレタンク内面ハ正弐拾個ノ桝ニ分割サレ此ノ壱桝ヨリ引用スルモノナリ 

   但シ修繕費ハ弐拾分ノ壱ヲ乙負担ス 

 一、分湯タンクヨリ引用スル工事費一切ハ乙ノ負担トス 

   温泉引渡シ場所ハ右温泉ノ分湯タンクヨリトシ終点即チ引湯場所ハ－熱海市熱海都

松千参百弐拾六番地トス 

 一、引用ニ要スル鉄管通過場所ハ甲ハ無償ニテ乙ニ使用セシムルモノトス 

   引用鉄管ノ口径ハ乙ノ任意トス 

 一、温泉引湯ニ要スル電力料ハ全引揚電気料ノ弐拾分ノ一ヲ乙負担ス 

   但シ此ノ引湯スルモーター発電機ハ甲ノ所有ナリ 

第六条 天災事変ニヨリ分量泉質温度其他温泉漏ニヨリ激減シタルトキ又ハ停止シタル場

合ニ対シ甲ハ其ノ責ヲ負ハサルモノトス 
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    但シ右ノ場合ハ源地所有者及引用権者ハ直チニ協力シテ源地復旧工事ニ努力スル

モノトス 

    其復旧費ニ対スル割当費ハ各自ノ持分温泉量ニ比例シテ支出スルモノトス 

    又微増シタルトキハ激増温泉ハ当時ノ各自温泉持分量ニ比例シテ受給スルモノト

ス 

 

 史料 5・6 で紹介した同様の源泉地から源泉を引用する契約書と思われるが、ここでは 20

分の 1 の権利を永久に利用することができると規定されている。史料 6 と似たような契約

内容であるが、ここでは第 2 条で土地の登記後に残金を支払うことが明記されているよう

に、乙の温泉引用権は源泉地の土地登記によって第三者への対抗要件が備わっていること

が確認できる。引用者である乙の引用権が物権として保護されている点が大きな違いであ

った。また、源泉の温度が記載され、史料 5・6 とくらべると契約内容の充実がみられるが、

第 6 条には天災時の甲の責任を回避する条文が記載されている。 

 以上、温泉権取引の実例として、史料 5 から 7 まで 4 つの契約書の事例を紹介してきた。

共通点として以下の 3 点があげられる。第一に源泉権者の優越的な地位と引用権者の弱い

立場があげられる。源泉を引用する利用者は源泉に依存する一方、契約上天災地変の際の

不可抗力に対して、非常に弱い立場に置かれていた。また、契約の不履行（引用者の違約）

に対しても、申し立てができない規定を置いていた。1920 年代の熱海温泉では源泉の枯渇

は珍しいものではなかったため、旅館経営者など常に源泉が必要な引用者は、より安定し

た源泉利用を実現する目的で必要以上の源泉を確保する行動に出ていた。 

第二に、温泉権取引は契約のあり様が賃貸借や売買、土地所有権の移転に付随するとい

うように当事者間の相対で行われ、その契約の内容は一定ではなかったことがあげられる。

一般的な商取引の場合、円滑な商品取引を可能にするため、あらかじめ標準的な契約の流

れ（業界内におけるルール）が作成され、その内容に沿って当事者間が契約を行うことが

多い。この点、温泉権は民法上に規定されている契約にうまく合致しないうえ、対象とし

ている源泉が様々な違いを持つため、相対での交渉が求められたのであろう。つまり、温

泉権を利用しようとする新たな契約者にとって、温泉権の相場が確立されていても、結局

は源泉権者との交渉によって、料金や契約内容が決定することになる。源泉の湧出量や価

格など取引に必要な情報が取引当事者に握られている状況で、新たに源泉引用の契約を結
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ぶのは、不確定の要素が多く新たな投資コストが不明確という問題を抱えていたのである29。 

第三に、口数による契約という点があげられる。どの契約も湧出量の何分の 1 というよ

うに、源泉湧出量に対する口数によって引用を行っていた。ただ、この口数による利用は

温泉地全体の資源利用にとって重大な問題を引き起こす結果となった。なぜなら、口数に

よる源泉利用は、自らが利用する以上の源泉を確保することが可能であるため、史料 5 に

紹介したように無断転貸が禁止されている中では、引用者が利用し余った源泉の多くはそ

のまま捨てていたと思われる。1920 年代終わりの熱海温泉で問題となっていた源泉の無駄

遣いは、源泉引用の取引・契約のあり方に大きく影響を受けていた。そして、口数での取

引は、春木屋のような資力のない利用者の源泉利用を妨げる要因になっていたのである。 

以上みてきたように個人間の取引や契約では、引用者の立場は弱く、口数による相対取

引・契約が行われていた。では、1937 年に誕生する町営温泉は個人間で行われていた源泉

引用の取引・契約のあり方とどのような違いがあったのか、次に町営温泉の利用のありよ

うについてみていこう。 

 

２、町営温泉の誕生とその役割 

 

（1）町営温泉の誕生 

 まず、町営温泉の誕生の経緯を述べておこう。 

1934 年 12 月１日、丹那トンネルの開通によって、新たに熱海三島間が東海道線として

開通した。東京－熱海間はそれまでの最短 3 時間から 2 時間 20 分に短縮され、東京・横浜

との時間は縮まった。熱海温泉はトンネル開通の恩恵を受け、1925 年に 70 軒ほどであっ

た別荘数も開通後には 500 軒に達した。利用客が急激に増加する中、多くの諸問題を解決

するため、前静岡県地方課長で 1933 年に町長に就任した坂本藤八によって、町営温泉確立

の準備が本格的に進められた30。 

1936 年 5 月 1 日、以前から県に許可を申請していた熱海町温泉使用条例が公布され31、

町行政による源泉配給の仕組みが整えられた。配給への準備は着々と進行し、1936 年 8 月

                                                  
29 熱海温泉に新たに源泉地を購入、引用する際には、温泉を管理している者（具体的には

地元住民政財界の別荘の管理者等）が取引に介在することも考えられる。ただ、具体的

な取引が明らかになる史料は残されていない。 
30 詳しい町営温泉の設立過程については、高柳友彦「地域社会における資源管理」を参照。 
31 熱海市立図書館所蔵『熱海町報』1936 年 6 月 20 日。 
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には町営温泉を配給する設備設計が完了し、貯湯タンクが藤森稲荷神社付近、野中区有地、

元御用邸内、馬場下、野中志村別荘、咲見町十字路付近の計六ヶ所に設けられることが決

定した32。9 月 14 日には、温泉管理事務施行日程として、①分湯槽を各源泉に設置するこ

と②供給設備として貯湯タンクを早急に設置すること③供給設備の装置を設置すること④

温泉供給開始の日を 11 月 1 日とすることが決められた。供給のための施設が着々と工事が

進められる一方、温泉供給を行うため県への温泉使用の認可申請も行われ、その申請は、

11 月 20 日には認可された。二週間後の 12 月 1 日には、町営温泉の通湯式が行われ、10

年以上にわたって進められてきた町による源泉の配給事業がようやく実現することとなっ

た。当初、7 つの源泉が移管された町営温泉は、事業開始までにいくつかの源泉地の寄附を

受けるだけでなく、坂本湯、大倉湯など湧出量が 5000 石を越える豊富な源泉の開発を成功

させ、1936 年には源泉数は 14 を数えた。 

表 5 で確認できるように 1937 年 1 月には 46 名の利用者（自家用 27、営業用 19）への

配給が開始された。ただ、予定されていた区有温泉との統一は不完全のまま事業は開始さ

れた。それは、大湯と密接な関係をもつ区有温泉（青木湯、青沼湯）の権利関係の調整が

うまくいかなかったためであった。区有温泉は、上記で述べたように、1907 年に起きた紛

擾を解決するために設けられた源泉であった。仮に大湯の利用権に対する補給湯の役割を

持つ区有温泉が町に移管された場合、そのまま町営温泉から大湯利用者への補給が継続さ

れるのか、また別個の権利として扱うのか、大湯の利用権と区有温泉との関係をどう処理

するのかが重要な問題となっていたのである。当初、区当局は密接な関係を持つ両者の権

利関係を整理しようと考えていた。しかし、對木義助ら大湯の利用者は、区が進めようと

していた権利関係の統一、整理について否定的な態度をとっていた。對木ら利用者との間

での話し合いが、温泉統一には必要であったが、その話し合いも進展することなく、区有

温泉の町への移管は、具体的に進展できなかったのである33。加えて、区有温泉と関わる大

湯間欠泉の払下も帝室林野局から拒否されていたことも大きく影響したのだろう34。 

また、町営温泉が開始された翌 37 年には、熱海町から合併が決まった多賀村へ源泉の送

湯が決定されたことに対して、区有温泉を所有する熱海区会が反対したため、温泉統一の

実現は先送りとされてしまった。この熱海区会の反対は、市制施行反対運動としてその後、

                                                  
32 前掲『熱海町報』1936 年 8 月 10 日。 
33 実際に区有が統一されるのは、第二次世界大戦後であった。 
34 事実、1927 年、32 年に帝室林野局に区会が陳情していた（熱海区雑書） 
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熱海町、多賀村の合併に深く関わることとなる35。その後、配給を開始した町営温泉（その

後、市有温泉なる）は、多くの利用者に源泉を配給する主体として熱海温泉の源泉利用の

中心的役割を担うこととなった。 

 

（2）町営温泉の実態 

では、町営温泉が実際にどのように利用されていたのか、具体的な事例をみていこう36。

以下に示すのは、熱海町（市）営温泉を利用する際に基準となる条例である。 

 

史料 8 熱海町温泉使用条例（1936 年 5 月 1 日公布）（一部抜粋） 

 

第一条 熱海町ノ所有ニ係ル温泉ハ町内ニ住居スル者又ハ町内ニ家屋ヲ所有スル者ニ限リ

之ヲ使用セシムルモノトス 

第二条 温泉ハ入浴用トシテ使用スル場合ニ限リ之ヲ供給スルモノトス 

    温泉ヲ供給スルニ付必要ナル一切ノ設備ハ町ニ於テ之ヲ設置スルモノトス但シ浴

槽ハ此限リニ非ラズ 

第三条 温泉使用者ハ温泉源地維持基金温泉使用料及前条第二項ノ規定ニ依ル温泉供給設

備ノ装置ニ要スル費用ヲ町ニ納付スルコトヲ要ス 

第四条 温泉ハ浴槽ニ直接スル供給栓ニ於テ最低温度五十度ヲ保有セシムルモノトス 

    供給栓ハ温泉ノ使用者ニ於テ承認シタル者ニ限リ之ヲ開閉スルコトヲ得 

    温泉使用者ハ厳ニ温泉ノ濫用ヲ慎ムコトヲ要ス 

第五条 温泉ヲ使用セムトスル者ハ左ノ事項ヲ具シ町長ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス 

   一、使用者 

   二、使用場所及其ノ所有者 

   三、用途 

   四、使用数量（浴槽ノ容積ニ依リ表示スルコト） 

    使用場所使用者ノ所有ニ非ラザルトキハ其ノ所有者ノ同意書ヲ添付スルコトヲ要

ス 

                                                  
35 市制施行運動とそれに伴う反対運動については、今後の研究の課題としたい。 
36 この後に引用する温泉使用条例は、『熱海町報』1936 年 10 月 10 日に掲載されたもので

ある。ただ、この規則は 5 月に制定されたものの改正版である。実際の運用ではこの改

正版に基づいて行っているため改正した条例を掲載している。 
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    数人共同シテ使用スルトキハ規約ヲ作成シ代表者ヲ定メ其ノ規約書及代表者ノ承

諾書ヲ添付スルコトヲ要ス 

    前項ノ代表者不適任ナルトキハ改選ヲ命ジ規約不適当ナルトキハ更正ヲ命ズルコ

トアルベシ 

    使用者町内ニ住居セザルトキハ町内ニ住居スル者ニ付管理人ヲ選任シ其ノ承諾書

ヲ添付スルコトヲ要ス 

    前項ノ管理人不適任ナルトキハ改選ヲ命ズルコトアルベシ 

第六条 温泉使用ノ許可ヲ得タル者ハ許可ノ日ヨリ五日以内ニ左ノ区分ニ依リ温泉源地維

持基金ヲ納付スベシ 

    一、使用数量五百立方デシ米マデハ金参百円 

    二、使用数量壱立方米マデハ金参百五拾円 

    三、使用数量壱立方米ヲ超過スルトキハ其ノ超過数量壱立方米ニ対シ金五拾円但   

      シ壱立方米未満ノ数量ハ之ヲ壱立方米トシテ計算スルモノトス 

    前項ノ規定ニ依ル納付金ハ如何ナル場合ニ於テモ之ヲ還付セズ 

第七条 温泉ノ使用料ハ一ヶ月ニ付左ノ区分ニ依リ之ヲ徴収スルモノトス 

    一、使用数量九十立方米迄ヲ金五円トス 

    二、使用数量九十立方米以上ハ一立方米ニ付金四銭 

    温泉使用者旅館業者又ハ浴場業者ナルトキハ前項ノ使用料ハ之ヲ二割低減スルモ

ノトス 

    町内各町ニ於テ経営スル共同浴場ニ温泉ヲ供給スル場合ニ於テハ第一項ノ使用料

ハ特ニ之ヲ三割低減スルモノトス 

    温泉ノ使用ヲ開始シタル月ノ使用料ハ十五日ヲ限界トシテ之ヲ計算シ十五日以前

ナルトキハ使用料ノ全額十五日以降ナルトキハ其ノ半額ヲ徴収ス 

第八条 温泉ノ使用料ハ翌月分ヲ其ノ前月ノ二十五日限リ徴収スルモノトス 

    温泉ノ使用ヲ開始シタル月ノ使用料ハ使用開始ノ日ヨリ参日以内ニ之ヲ徴収ス 

    既ニ徴収シタル使用料ハ如何ナル場合ニ於テモ之ヲ還付セズ 

第九条 温泉供給設備ノ装置ニ要スル費用ハ左ノ区分ニ依リ之ヲ徴収スルモノトス 

    一、基本供給設備（使用者ノ浴槽ニ引湯ヲ為ス為ノ設備以外ノ設備費ヲ総称ス）  

      ハ使用者全員ニ之ヲ負担セシムルモノトス 

      基本供給設備費ハ基本供給設備ヲ為シタル際ニ於ケル温泉使用者ニ対シ温泉
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源地維持基金額ニ比準シ之ヲ負担セシメ爾後温泉使用者増加シタルトキハ其

ノ者ノ負担スベキ金額ヲ割戻スモノトス 

      基本供給設備ノ拡張又ハ修繕ヲ為ス場合亦同シ 

    二、供給設備費（使用者ノ浴槽ニ引湯ヲ為ス為ノ設備費）ハ使用者個々ニ之ヲ負

担セシムルモノトス 

    三、温泉供給設備トシテ動力ノ装置ヲ為ス場合ニ於ケル費用ハ使用者全員ニ負担

セシメ使用料額ニ比準シ其ノ前月分ヲ翌月二十五日限リ之ヲ徴収スルモノト

ス 

第十六条 天災事変又ハ温泉使用者ノ故意若クハ過失ニ因ラズシテ温泉ノ供給ヲ開始シタ

ル日ヨリ六十日以内ニ供給設備ニ破損ガ生シタルトキハ町ニ於テ其ノ責ニ任ズ 

第十八条 天災事変、温泉供給設備ノ破損其ノ他避クベカラザル事故ノ発生シタルトキ又

ハ公益上必要アリト認メタルトキハ一時温泉ノ供給ヲ止メ又ハ供給数量、若ク

ハ供給時間ヲ制限スルコトアルベシ此ノ場合ニ於テハ町ハ損害賠償ノ責ニ任ゼ

ス 

     避クベカラザル事故ノ発生ニ因リ温泉源地廃滅シ供給不能ト為リタルトキ亦前

項ニ同ジ 

 

町営温泉を利用するために設けられた条例は全 19 条から構成され、10 条以下では、各種

手数料などが規定されていた。それでは、個々の利用者の具体的な利用実態を事例として

新たに制定された条例の内容とその特徴についてみていこう。 

ここでは、自家用として許可番号 6 番の山田芳蔵、16 番の矢田清一郎。営業用では、2

番の水田又吉、5 番の野田倭男をとりあげる。事例としてとりあげた 4 名はいずれも町営温

泉誕生以前から源泉を利用し、野村、米倉といった既存の私的源泉から湯を引用していた

ことが表 5 からも確認できる。自家用の山田、矢田は熱海の住民ではなく、もともと東京

や静岡県の三島の人物であった。一方、旅館経営者であった水田は収容人員 80 名ほどの「幾

代」、野田は 100 名ほどの「玉ノ井旅館」と呼ばれる熱海でも上層の旅館を経営していた37。 

まず、温泉使用条例では、一条で熱海町に家屋を持つことを温泉引用の条件としていた。

定住しなくても熱海に別荘を持つ者（＝土地持ちだけでなく家屋の所有）であれば町営温

                                                  
37 熱海の旅館は、規模や宿料によって、5 等級に分類されており、「幾代」は 2 等、「玉ノ

井旅館」は 1 等であった。（熱海市観光課『観光の熱海』出版年不明による） 
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泉を使用できるようになったのである。上記で紹介した春木屋のように熱海に在住してい

ながら、温泉が利用できなかった事情を考えれば、町営温泉は、家屋を持つだけで温泉を

利用でき、より多くの人々に源泉引用の機会を提供したのである。 

具体的な源泉の引用に関しては、四条以下で詳しく定められた。まず、4 条では引用する

源泉の最低温度を五十度と規定している。一般的に温度の規定は、個々の相対契約では見

られず保護するのは難しかった。条例で最低温度を規定することは利用者にとって源泉利

用の安定化につながるものであった。事実、乱開発が進展する温泉地では、源泉の水位が

低下することは地下水が混入し、そのままでは利用できない（＝浴場に利用できない温度

に低下する）事態に陥ることもあり、温度の記載は重要であった。加えて、条例で温泉の

濫用に注意を促すなど、（利用者・供給者双方）源泉利用の安定化を重視していたことが伺

える。 

続いて、5 条では温泉使用者が、使用者の住所氏名、場所、用途、使用数量、浴槽容積を

記した温泉使用許可申請書を提出することが決められた。提出する書類には、使用者が使

用している浴槽の図、大きさ、深さが記載され、それぞれの利用者が引用する浴槽の容積

も計算されていた38。実際、営業用であった水田は浴槽が 5 つで 5.465 ㎥、野田は、10 個

の浴槽で 14.345 ㎥。一方、自家用であった山田は 0.475 ㎥、矢田は 0.351 ㎥と容積が計算

されていた。 

3 条では利用者が町に支払う費用として、温泉源地維持基金と温泉使用料が定められ、具

体的には、6 条、7 条で費用の算出方法は浴槽容積を基準に規定された。表 6 はこの 4 名が

温泉を使用する際にかかった費用の一覧である。以下では条文にそって費用計算のあり方

をみてみよう。 

6 条では、個々が使用する浴槽容積を基準に源泉を維持管理するための費用として基金が

徴収された。500dm³まで 300 円、1 ㎥まで 350 円、それ以上は 1 ㎥ごとに 50 円増とされ

た。先に提出した浴槽容積の数値が使用され、営業者である水田（5.465 ㎥）は、１㎥まで

の 350 円とそれを超える分 5 ㎥分について合計 600 円が維持基金として徴収された。同じ

ように野田は 1050 円、山田と矢田は自家用ということもあって互に 300 円に設定された。 

実際の温泉の使用量にかかる費用は、7 条で定められているものの残された史料からは明

らかには出来ない。ただ、使用する家ごとに水道と同様のメーターがついておりその使用

量を正確に把握する仕組みが用いられた。加えて、7 条では温泉旅館など業者の使用料を 2

                                                  
38 熱海市役所温泉課所蔵『普通供給許可関係綴』。 
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割低く設定してあることからも、広く旅館経営者に源泉を供給しようとする意図があった

と思われる。また 9 条では、源地維持基金など利用者が引用するために負担する費用の他

に、供給設備を維持するため、利用者全体で負担する費用についても定められた。9 条 1 項

には利用者が増加した際にその基本供給設備費が割り戻されることが決められていた。利

用者全員で源泉のポンプやタンクを維持しようとする趣旨で設けられ、利用者が増加する

ことで一人当たりの負担が軽減されたのである。この費用は、維持管理基金の金額の割合

によって比例して定められ、水田は 522 円、野田は 914 円、山田、矢田はともに 261 円の

負担であった。これら町から引用する権利は 14 条で「温泉使用者其ノ使用権ヲ他人ニ譲渡

セムトスルトキハ町長ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス」と規定されるように、許可を受ける必

要があるが、譲渡が認められていた。天災等の被害については、16 条、18 条で先に紹介し

た契約書と同様に、配給主体である熱海町の責任は回避している。 

以上の費用を合計した金額は、営業用が 1000 円～2000 円前後、自宅用が 600 円程度で

あった。先に紹介した他の温泉権取引の場合、源泉の引用のみで月 50 円、保証金 200 円。

また引用権の売買で 2300 円という金額であった。引用者の使用量がわからないため、正確

なコスト比較は困難であるが、町営温泉は先に紹介した契約と比べて、初期投資で一定の

負担が必要であったものの、使用料を考慮すれば安価であったといえる。では次に、町営

温泉の温泉権取引の面からみた機能を区有温泉との違いをふまえながらまとめていこう。 

 

（3）温泉権取引における町営温泉の役割 

熱海温泉に誕生した町営温泉の温泉権取引や秩序における機能として以下の 3 点があげ

られる39。第一に、これまでの温泉権取引で採用されていた口数による契約から使用量に応

じた課金制度への変化があげられる。区有温泉では、利用者は、各源泉で分けられた口数

（権利分）を利用していたため、使わない源泉を捨てるといった無駄遣いが多かった。し

かし、町営温泉では、利用者はそれぞれの風呂の大きさ、利用量に応じて課金され、利用

者自らが、利用する源泉量の調整が可能となった。口数による利用から使用量に応じた課

金制度に変化することで源泉の無駄遣いを排し、同時に効率的な源泉利用（温泉地全体の

源泉管理）を可能にした。加えて、源泉を一括し配給する仕組みは、それまで口数や権利

                                                  
39 前掲、「地域社会における資源管理」では、資源利用面からみた町営温泉の機能について

3 点あげている。①源泉利用の効率化②源泉利用の安定③「開かれた源泉利用」の実現。

本稿では、この 3 点に加えて、温泉権取引における機能について明らかにしていく。 
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を持つ源泉に依存していた個々の源泉引用者の危険負担を減少させ、過度な源泉確保のた

めの投資を抑制する役割を持ったのである。 

第二に、条例で詳細な使用料や規定が明記されたことで、温泉を引用する際の料金・仕

組みが明示され契約の標準化が実現したことがあげられる。先にみたように、それまでの

相対取引では使用料等の標準的な基準はなく、利用者はそれぞれ不明瞭な価格や内容に関

して交渉する必要があった。しかし、条例で料金が明示されたことで利用者は、温泉を引

用するコストを正確に把握することが可能となった。相対取引では、不明確であった利用

料がはっきりすることで、それまで契約者ごとに価格が異なっていた取引に単価が設定さ

れたのである。また、使用量に応じた料金設定は、少量しか利用しない別荘利用者にとっ

て、以前に比べて利用しやすく、安価な仕組みとして機能した。 

第三に町が源泉の所有者として、配給事業を行う供給主体となり、「開かれた源泉利用」

を実現したことがあげられる40。区有温泉は、大湯をめぐる源泉利用の紛争を調整するため

に設けられ、実際に大湯の補給湯としての役割を持っていた。加えて、引用権の譲渡に関

しては区会での承認が必要であったため41、関係者に有利な状況になりやすかった。つまり、

外部から進出してくる旅館や別荘利用者には不利であった。また、区有温泉では、源泉の

修繕の度に引用の割合ごとにその負担が利用者に重くのしかかった。町営温泉ではその負

担が分散される上に、温泉条例によって水道と同様の仕組みで住民であれば誰でも利用可

能となった。つまり、熱海温泉の関係者でなくても、熱海に住所を持つことで源泉の利用

が可能となったのである。それまで一部の住民、旅館のみに限られていた内湯が、多くの

旅館、別荘、家庭で利用が可能となり、多くの住民がその利益を享受できるようになった

のである。この点、熱海と同様に内湯形式であった伊香保温泉では、限られた源泉を一部

の有力旅館が独占していたため、住民はもちろん新たな旅館が進出、利用することが難し

かった42。熱海温泉では行政機構が介入し、町営温泉が誕生することで取引参加者のすそ野

が大きく拡大したのである。以上のような機能を持つ町営温泉は、丹那トンネル開通以後

の熱海温泉の飛躍的な発展を支える源泉供給システムとして機能するだけでなく、温泉権

取引においても一定の役割を果たした。そして、第二次世界大戦以後の熱海温泉の発展に

も寄与していくこととなる。 

                                                  
40 前掲、「地域社会における資源管理」でも「開かれた源泉利用」について触れているが、

公正性の観点から重要であるため再度触れておく。 
41 前掲、『温泉引用の実情調査』、99～102 頁。 
42 前掲、川島步宜、渡辺洋三、潮見俊隆編『温泉権の研究』、344～381 頁。 
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おわりに 

 

 本稿では、個別の相対取引が一般的であった温泉権取引の展開過程について、町営温泉

事業との比較の中で明らかにしてきた。相対取引で口数ごとに源泉を利用していた熱海温

泉では、1930 年代にこの口数による利用の弊害として、源泉の無駄遣いや一部の資力ある

利用者への独占という事態が生じた。温泉資源の効率的利用を図る目的で誕生した熱海町

による集中管理事業は、それまで当事者間で行われてきた温泉権取引（二次温泉権の取引）

の具体的な内容（修繕費の対応、責任の所在、利用料の明記など）を条例で明示すること

で、取引の標準化を提示する役割を持った。加えて、明示されオープンになった条例は外

部流入者に対してコストを明確にし、熱海温泉の住民・旅館が広く利用できる仕組みとし

て機能した。効率的な資源利用に加え、取引の公開・標準化が、その後の熱海温泉の発展

（利用客増加による外部流入者の進出）を支える役割を担ったのである。ただ、第二次大

戦以降、利用客が急増する中において、温泉権取引が条例の影響をどのように受け、契約

のあり方が変化したのか、具体的な展開過程については、1950 年代以降の温泉事業者の契

約を比較検討することで明らかにできると考える。この点について今後の課題としていき

たい。 
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表1 　大湯利用者（1924年時点） 表2 　1931年区有温泉貸付料一覧
名前 備考 株数
石渡暉平 旅館主 5 番号 名前 青木湯 青沼湯 金額
浅野長勲 浅野家 2 1 露木聴三 1 0.5 15
鍋島直映 鍋島家 1 2 原邦造 1 0.55 15.5
對木熊蔵 旅館主 1 3 野田惣作 1 10
野村驥 1 4 野田惣作 0.4 4
後籐庄作 1 5 野田惣八 1 0.25 12.5
鈴木良三郎 旅館主 2 6 亀田候吉 0.5 5
内田信也 造船 1 7 長谷川義次郎 0.5 5
樋口忠助 旅館主 1 8 浦井義一 1 10

野田久七 旅館主 2 9
青木力松
清田義靖
島田浅吉

1 10

伊瀬地輝 不明 1 10 青沼割平 1 10
木村孝太郎 証券会社 1 11 荒城誠二郎 1 10
川上直之助 日銀理事 1 12 斧直七 1 10
西竹一 バロン西 1 13 岡野五郎 1 10
岡野サダ 旅館主 2 14 鈴木良三郎 5.5
露木聴三 旅館主 1 15 對木敬助 4
高窪喜八郎 民法学者 1 16 野村才二 3
原邦造 第百銀行 2 17 松田 6
野田惣八 旅館主 1 18 西徳次郎 5
熱海町長 2 19 水野甚太郎 5
合計 30 20 樋口忠助 2.5

21 竹内善次郎 10
出典）　宮内庁書陵部『温泉録』。 22 川上直之助 3

23 木村孝太郎 5
24 中野忠太郎 5
25 根津嘉一郎 6
26 伊豆銀行 5.5
27 富士屋旅館 12.5
28 後藤庄作 5
29 青木房雄 2.5
30 水谷良雄 5
31 尾崎 5
32 米倉清吾 2
33 中村是公 2.5

合計 227
株数 単位　円

（毎月）
引用権については、14番以降、口数が不明なため
使用料から計算した。

出典）　熱海市史編纂室所蔵『熱海区雑書』1930年～33年
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　　表3　熱海区有温泉修繕費未納者調（1930年調）
名前 1923年（青沼湯） 1925年（元青沼湯） 1927年（青木湯） 計

後籐庄作 49.43 129.76 179.19
野田惣八 41.19 259.51 300.7
岡野サダ 32.95 337.38 370.33
青沼割平 32.95 259.51 292.46

竹内善次郎（斧直七） 32.95 32.95
西竹一 16.48 16.48

樋口忠助 8.24 8.24
杉崎峰吉 185.55 185.55

鍋島直大（後籐庄作） 168.69 168.69
露木聴三 168.69 168.69
野田惣作 134.95 259.51 394.46

野村才二（長井太次郎） 101.21 101.21
川上直之助（長井太次郎） 101.21 101.21

米倉清吾 67.47 67.47
合計 214.19 1265.15 908.29 2387.63

単位　円
出典）　熱海市史編纂室所蔵『熱海区雑書』1930年～33年。
注）　1923年は青沼湯、25年は元青沼湯、27年は青木湯がそれぞれ修繕を行っている。
　　個々の源泉の引用権の割合に応じた費用負担がなされている。
（）内は、その源泉の管理者をあらわしている。

表4 　熱海区有温泉使用料未納者調（1930年調）
名前 1923年 1924年 1926年 1927年 1928年 1929年 合計

熱海温泉取締所 40 40
野田惣八 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 46.25
後籐庄作 7.5 2.5 2.5 2.5 2.5 17.5
岡野サダ 5 5 5 5 20

青木力松・清田泰清 5 5 10
長谷川義太郎 2.5 2.5 5

鍋島直映 2.5 2.5
露木聴三 7.5 7.5

神山銀行（浦井亀吉） 5 5 10
浅野長勲（露木聴三） 3 3

杉崎峰吉 2.75 2.75
樋口忠助 1.25 1.25 1.25 3.75
青沼割平 5 5 5 5 20

西徳次郎（岩下義雄） 2.5 2.5
青沼せい・河原井棄 5 5

荒城誠一郎 5 5
水野甚次郎（青木清作） 　 2.5 2.5 2.5 7.5

水谷良雄 2.5 2.5
松田操 3 3

米倉清吾 1 1 2
中村是公 1.25 1.25

原邦造（石渡要吾） 7.75 7.75
野村才二 1.5 1.5

川上直之助（長井太次郎） 1.5 1.5
合計 71.75 33.75 43 22.5 24.5 32.25 227.75

単位　円
出典）　熱海市史編纂室所蔵『熱海区雑書』1930年～33年。
（）内は源泉の管理者をあらわしている。
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表5 熱海町営温泉引湯者一覧
申請者氏名 用途 名称等 住所 許可年月日 給湯源泉名 申請者氏名 用途 名称等 住所 許可年月日 給湯源泉名

1 稲田大橘 自家用 紀ノ本958 11.9.8 米倉 29 渡辺昭 自家用 咲見町 11.9.15
2 水田又吉 営業用 旭町 11.9.10 小松、野村 30 内藤佐賀 自家用 紀ノ本945 11.9.15
4 岩田峻 自家用 11.9.10 31 小松せつ 自家用 別荘 熱海482 11.9.15
5 野田倭男 営業用 玉ノ井旅館 紀ノ本945 11.9.10 米倉 32 山田従一 営業用 熱海 11.9.15 河原湯
6 山田芳蔵 自家用 紀ノ本941 11.9.10 33 間庭往雄 自家用 別荘 野中517 11.10.1
7 杉山重吉 営業用 荒宿共同浴場 荒宿4-4 11.9.10 34 石井忠太郎 営業用 東町共同湯 東町
8 浜田房吉 営業用 角半旅館 浜町414-2 11.9.12 荒宿 35 鈴木武夫 自家用 別荘 紀ノ本947 11.11.25
9 松田直蔵 営業用 松田屋旅館 浜町402 11.9.14 荒宿 36 豊田愛子 自家用 別荘 紀ノ本947 11.11.25

10 本田次郎右衛門自家用 （公吏） 荒宿401 11.9.14 荒宿 37 左右田武夫 自家用 別荘 紀ノ本 11.11.25
11 竜見市郎 営業用 新横町共同湯 熱海400 11.9.15 藤井 39 油出ちえ 自家用 別荘 紀ノ本947 11.11.25
13 岡本正次郎 営業用 岡本旅館 熱海787 11.9.15 荒宿 40 宇田荘吉 自家用 別荘 紀ノ本947 11.11.25
14 須藤ます 営業用 待合「花月」 荒宿413 11.9.15 荒宿 41 川村貞次郎 自家用 別荘 紀ノ本947 11.11.25
15 山田豊次郎 営業用 旭町共同湯 旭町 11.9.15 野村、青木 42 杉本九八郎 自家用 別荘 紀ノ本947 11.11.25
16 矢田清一郎 自家用 紀ノ本958 11.9.8 稲田 43 長谷川ハル 自家用 別荘 紀ノ本947 11.11.25
17 富田まさ 自家用 芸妓屋　林屋 旭町 11.9.15 旭町共同浴場 44 遠山芳三 自家用 別荘 紀ノ本947 12.1.4
18 根本敬一郎 自家用 料理　よし住 11.9.8 46 浜田房吉 営業用 かど半旅館 鶴田962 12.1.6
19 戸谷恒男 営業用 鶴田983 11.9.9 清水町共同浴場 47 飛田野かう 自家用 東町310 11.9.15
20 鈴木吉郎兵衛 営業用 山木旅館 旭町 11.9.15 野村、米倉、鳥尾 48 鈴木亀之助 営業用 熱海251 11.12.31
21 鈴木文太郎 営業用 清水町共同浴場 清水町 11.9.15 野村、藤井、小松 49 石田倉吉 営業用 越後屋旅館 紀ノ本945 12.1.4
22 露木重夫 営業用 露木旅館 浜町 11.9.8 野村、米倉 50 小野タケ 自家用 待合あけぼの 荒宿405 11.12.28
23 大久保喜市 営業用 熱海 11.9.11
24 石渡要吉 自家用 狩場 11.9.15 大倉 注　年月日は昭和、住所はすべて熱海町
25 有賀定吉 自家用 野中522 11.9.15 大倉 この表は熱海市立図書館市史編纂室　梅原郁三氏作成の
26 野村勇 自家用 狩場817 11.9.8 藤井 一覧をそのまま作者の許可を得て掲載したものである
27 原邦造 自家用 清水田858 11.9.15
28 宮本英治 自家用 野中510 11.9.10 大倉 出典　熱海市役所温泉課所有「普通供給許可関係綴」

表6 　町有温泉利用料金の例
氏名 使用容積（㎥）源泉維持基金（A） 供給設備費（B） 計（A＋B）

水田又吉 5.465 600 522 1,122
野田倭男 14.345 1,050 914 1,964
山田芳蔵 0.475 300 261 561

矢田清一郎 0.351 300 261 561
単位円

出典)　熱海市役所温泉課所蔵　『普通供給許可関係綴』。


