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　箱根火山のめぐみによって生まれ

た箱根温泉について、シリーズでご

紹介する 7回目です。今回は、箱

根二十湯のうち、底倉温泉のおはな

しです。

　底倉温泉の源泉は、大部分が自然

湧泉であり、主に蛇骨川に架かる国

道 138 号線の八千代橋付近から上

流の渓谷沿いに分布しています。底

倉温泉は、江戸時代に箱根七湯の一

つにも数えられた温泉場です。（図

1、写真 1）
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　第７回「底倉温泉」
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■　底倉温泉の歴史

明治時代前半まで、底倉温泉は底倉

村の中心として栄えていましたが、

1889（明治 22）年に底倉村と大平

台村が合併して温泉村ができまし

た。神奈川県がとりまとめている温

泉台帳の源泉番号は、台帳が整備さ

れた昭和 5 年当時の町村区分毎に

通し番号が付けられています。現在

の温泉台帳も、継続性を持たせるた

め当時の区分を踏襲しており、底倉

温泉の源泉は、大平台温泉や堂ヶ島

温泉、宮ノ下温泉、小涌谷温泉など

と共に温泉村第○○号として登録さ

れています。ここでは、底倉温泉に

まつわる歴史上のエピソードをいく

つか見てみましょう。

・太閤石風呂

 1590（天正 18）年、豊臣秀吉の

小田原攻めの際、底倉地区は秀吉方

の支配下にありました。秀吉は、底

倉温泉で将兵に湯治を行わせ、自ら

も入浴したと伝えられています。そ

の際に作られた石風呂は、太閤石風

呂（たいこういわぶろ）と呼ばれて

います。「石風呂」と書きますが、

読み方は「いわぶろ」です。（写真 2）

・箱根七湯

 底倉温泉について、江戸時代に編

纂された「箱根七湯の枝折」には、

当時、梅屋、蔦屋、万屋、住吉屋の

4 件の宿場があったと記載されてい

ます。また、温泉の感覚は「味気至

而鹹し熱湯なり」と書かれていま

す。「鹹い」は、「しほはゆし」と読

み、塩辛いという意味の言葉です。

七湯の枝折に書かれた湯本温泉、塔

之沢温泉、宮ノ下温泉などと比べる

と底倉温泉のほうが温度が高く、塩

辛かったことが判ります。温泉の効

験（効能）は「痔疾、淋病、疝気、

中風、帯下、打身、痰、頭痛、痛風、

消渇、寸白、血塊」と記されていま

した。中でも、特に痔の治療に効果

が高いとされ、盛んに温泉療養が行

われていたそうです。

・八千代橋の話

底倉という地名は、深い谷の底とい

う意味です（写真 3）。国道 138 号

線の蛇骨川にかかる八千代橋から蛇

骨川をのぞき込むと、非常に深い渓

谷であることが判ります。この渓谷

の谷底や右岸から底倉温泉の自然湧

泉が湧出しています（写真４）。昔

の人々は、蛇骨川を渡って木賀方面

に行くために大変苦労をしていたよ

図 1　底倉温泉の位置。箱根カル
デラの北東側、蛇骨川が早川と合流
する付近に拓けています。

写真 1　南西側上空から空撮した底倉温泉。写真の中央付近に架か
る橋が八千代橋です。中央から右上にかけては宮ノ下の温泉街です。
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うです。

1873（明治 6）年、現在の八千代

橋よりも 200 メートルほど上流側

に初代の萬年橋がかけられました。

それまでは、底倉から木賀に移動す

るためには非常に遠回りをしていた

とのことです。

 1887（明治 20）年、早川沿いに

新道が拓かれて、現在の八千代橋よ

り数十メートル上流部側に新たに萬

年橋が架けられました。この橋は、

1895（明治 28）年に宮ノ下に御用

邸ができたのを機会に八千代橋と改

称されました。「八千代」という名

前は、君が代の歌詞から取ったとい

われています。その後、1904（明

治 37）年、1925（大正 14）年に

橋の架け替えが行われました。そし

て、1967（昭和 42）年、現在の場

所に橋が架けられ現在に至っていま

す。（写真 5、6）

・登山鉄道の敷設

 1912（大正元）年から始まった

箱根登山鉄道の工事では、宮ノ下－

強羅間を通過する際、底倉温泉の上

流部に 2 本のトンネルを作ってレー

ルを通す予定でした。しかし、トン

ネルを掘ることで底倉温泉や宮ノ下

温泉に影響があるのではないかとい

う関係者の心配を受けて調査した結

果、鉄道会社が計画を変更し、現在

のような形で地上にレールを敷く方

法がとられました。これは、箱根に

おいて科学的知見に基づいた温泉保

護が実現した最初の事例として知ら

れています（図 2）。

■　底倉温泉の現状

 底倉温泉は、箱根温泉の中で食塩

泉が自然湧出している数少ない温泉

場の一つです。源泉は、八千代橋か

ら蛇骨川上流 350 ｍ程の範囲に集

中して自然湧出しています。

底倉温泉は別名蛇骨温泉とも呼ば

れ、蛇骨川沿いで湧出している自然

湧泉は蛇骨湧泉群とも呼ばれていま

写真 2（左上）　太閤石風呂。蛇骨川の左岸に
あり、遊歩道から見下ろすことができます。

写真 3（上）　底倉温泉付近の蛇骨川。上流側
から撮影。深い渓谷が早川との合流地点まで続き
ます。

写真 4（左）　 蛇骨川の河床にある源泉。中央
の平らな部分の下に源泉があります。この源泉は
宮ノ下まで引湯されています。
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す。熱い温泉がわき出したあとに温

度が下がることで、温泉に含まれて

いるケイ素の成分が析出し、川底や

川辺の石に付着して蛇の骨のように

見えたことからこのような名前がつ

けられたと言われています。残念な

がら、現在では温泉の温度が低下し

たため「蛇骨」は見ることができま

せん（写真 7）。

  2013（平成 25）年 3 月末現在、

箱根温泉の源泉は全部で 346 ヶ所

ですが、底倉温泉にはその約 10％

にあたる 35 源泉があります（図 3）。

35 ヶ所の源泉のうち、ポンプによ

る揚湯は 2 源泉のみで、その他の

源泉は自然湧泉です。自然湧出によ

る温泉の湧出量は1分間に461リッ

トルとなっています。

 底倉温泉にある宿泊施設は 1 軒、

公衆浴場は 2 軒と数は少なめです

が、温泉は宮ノ下温泉などに引き湯

されて利用されています。

 2007( 平 成 19) ～ 2008( 平 成

20) 年に底倉温泉の 24 源泉で行わ

れた調査結果の平均値では、温度

は 63.1℃、揚湯量（湧泉は湧出量）

は 1 分間に 24 リットル、pH は 7.9

蛇

骨

川

車沢

八千代橋

国道 1号線

国道 138 号線200 m0 100
N

蛇 骨 湧 泉 群

小涌谷駅

現

在

の

箱

根

登

山

鉄

道

軌

道

画

車

計

軌
道

電

二
ノ
平
隧
道

底倉隧道

図 2　箱根登山鉄道の計画軌道と実際の軌道

写真 5　現在の八千代橋。1967（昭和 42 年）に
架けられました。
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図 3　底倉温泉の源泉分布。2011(
平成 23) 年現在。緑色の丸印は揚湯し
ている温泉、燈色の丸印は湧泉を表し
ています。

写真 6　旧八千代橋。1925（大正 14）年
に架けられた橋です。昭和 50 年頃撮影。（箱
根温泉誌から引用）
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写真８　蛇骨川での温泉調査風景。右岸（写真左側）の
崖から温泉が自然湧出しています。

今回は、底倉温泉について簡単に紹
介しました。次回は、木賀温泉につ
いて紹介します。お楽しみに。

でした（表 1、写真 8）。

■　底倉温泉の泉質

 底倉温泉では、ナトリウム－塩

化物泉が湧出しています。温泉に

溶けている成分の総計は 1000 ～

1500mg/kg 程度ですが、そのうち

の 60 ～ 70％の重量を塩化ナトリ

ウム（食塩）が占めています。この

塩化ナトリウムは、宮ノ下温泉と同

様に、小涌谷のあたりで地下から上

昇してくる熱水がもとになっている

と考えられています。

 前回、宮ノ下温泉の紹介でも書き

ましたが、底倉温泉や宮ノ下温泉は、

小涌谷温泉と関係が深く、同じ系列

の温泉であるといえます。

底倉温泉や宮ノ下温泉は、小涌谷温

泉で湧出した高濃度のナトリウム－

塩化物泉が、強羅潜在カルデラ構造

の東端に当たる蛇骨川に沿って流動

して、地下水と混合することによっ

てできていると考えられています。

表 1　底倉温泉の平均値。
2007( 平成 19) ～ 2008( 平成 20) 年の
調査による 24 源泉の平均値です。

写真 7　底倉温泉の温泉スケール。蛇骨温泉の「蛇骨」と
同じ成分（ケイ素化合物）が付着しています。

源泉の温度が高かったころは、こ
の白く見えるものが川底にたまっ
て、蛇の骨のようにみえたので、
別名蛇骨温泉といわれます。


