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１．研究の背景と目的
平常遷都以降 1300 年の歴史を有する奈良市補注(1)は，現在，
国内外から年間 1400 万人が訪れる歴史的な国際観光都市
となっている．一方，1960 年頃から鉄道沿線を中心に宅地
開発が進み，奈良市は京阪神のベッドタウンとしても重要
な役割を果たしている．また，奈良市には東大寺や平城宮
跡をはじめとする世界遺産“古都奈良の文化財”など，多
数の文化財補注(2)が存在するが，高度経済成長期以降，開発
による文化財や景観の破壊が問題となりはじめた．
（図―１）
本研究では，江戸時代から
現在にかけての奈良市勢を体
系的に整理・把握し，奈良市
の観光開発の特徴およびベッ
ドタウン化の歴史的変遷を明
らかにすることを目的とする．
既往研究としては，戦前の
郊外住宅開発と私鉄の関係を，
大阪電気軌道（現近鉄）を事
例にまとめた松田の研究 1）や，
きたまち地域を対象に都市形
成過程を読み解いた木下らの
研究 2）などが存在する．しか
し，従来の奈良市における観
図―１
光開発と都市開発については
奈良の環境破壊を伝える記事
(読売新聞1974 年5 月22 日号)
言及されていない．
２．郊外住宅とそのベッドタウン化
（１）郊外住宅のはじまり
明治以降，近代化の進展にともない，東京や大阪など都
市部に人口が集中した．
都市部の人口増加に対応するため，
鉄道沿線に郊外住宅の建設がはじまった．これは，鉄道会
社の経営戦略であり，特に関西と関東南西部で顕著にみら
れた．最も初期の郊外開発は，箕面有馬電気軌道（現阪急
電鉄）創設に関わった小林一三による池田室町住宅（1910
年に分譲開始）である．小林は独自のアイデアで沿線開発
を積極的におこない，宝塚や箕面で事業を開始した．小林
の開発方法は小林モデルと呼ばれ，全国の郊外鉄道の経営
戦略に用いられた．
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タウンは建物の老朽化が進み，また居住者の少子高齢化も
問題となっている．
３．奈良市の観光開発およびベッドタウン化
奈良市勢の動向や，変遷を把握するために，
「奈良市勢要
覧 3)（以下「市勢要覧」
）
」
（1921－2004）
，雑誌「月刊奈良
4)
」
（1961－1986）
，
「奈良市統計書」
（1941－2010）を，都
市開発，観光開発，文化財の観点から分析し，時代区分（表
－１）をおこなった．
（１）
【聖地巡礼期】江戸時代初期まで
江戸時代初期まで，奈良市への来訪客は寺社仏閣への参
拝客が中心であった．当時，東大寺や興福寺，春日大社な
どへ参る奈良巡りが盛んであり，また伊勢神宮をめざす伊
勢参りの経由地点として，奈良市を訪れる人も多かった．
そのため奈良市には，大阪や京都など各方面から通じる街
道が整備された．特に京街道に宿場町が発達し，また暗越
奈良街道と春日大社を結ぶ三条通りには土産屋が立ち並ん
だ．
（２）
【観光発芽期】江戸時代中期〜1891 年
a）神仏分離令と奈良博覧会
奈良市では旧来より，奈良粕や蚊帳が代表産業であった
が，江戸時代後期頃より産業の衰えが進行した．1868 年，
明治政府が神仏分離令を発布し，廃物稀釈運動がおこなわ
れた．この運動により，興福寺など多くの寺院が廃寺の危
機に陥り，奈良市への人足も減少した．産業の不振に陥っ
た商人は，東大寺大仏をはじめとする寺社仏閣を観光名所
として宣伝し，行楽客から収入を得る方針を立てた．これ
により奈良市では，廃物稀釈に反する動きが高まった．
1873 年，東大寺で古器物展覧会が開かれたことをきっか
けに，奈良の宝物が注目を浴びた．さらに正倉院宝物など
を展示する奈良博覧会が 1875 年より開催され，
人気を博し
て再び行楽客が増加したことがわかった．
b）奈良公園の開設
江戸時代中期から，大衆が奈良市へ物見遊山補注(3)に訪れ
始める．大仏を信仰ではなく物珍しさから見に来る人や，
休息を求めて奈良公園を訪れる人が現れ，大衆向けの名所
案内図も多数作成された．1880 年，寺社が名所の奈良市は，
万民偕楽の地とする近代化政策の一環として，奈良公園を
開設した．

（２）ニュータウンの開発
高度経済成長期，再び都心部の人口が急増した．人口飽
和を解消するため，通勤・通学者のためのベッドタウンと
して，都心から少し離れた郊外にニュータウンの開発がお
こなわれた．しかし，現在竣工から 50 年程経過したニュー
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（３）
【観光基盤整備期】1892 年〜1945 年
a）道路網の整備
大正時代，徐々に自動車が見られるようになった．奈良
駅前にハイヤーが備えられたり，
バス事業
（奈良駅―柳生）
が開始されたりした．
明治初期まで主な交通手段は徒歩であった．1887 年の奈
良県再設置を受け，道路整備計画が進み，主要街道（奈良
街道・上街道・中街道・下街道・郡山街道・暗越奈良街道・
古堤街道）を仮定県道に指定した．また幅員の拡張や路面
の整地など改修がおこなわれ，奈良公園を中心に放射状の
道路網が完成した．
1872 年に人力車が営業を開始し，外国人観光客に好評と
なったが，
日本人利用者は富裕層がほとんどであったため，
大衆の交通手段としては普及しなかった．奈良市が観光地
としての性質を強め，行楽客数が増加したことで人力車は
発達した．人力車の台数は 1896 年に 439 台を数えたが，そ
の後は鉄道と自動車の普及により衰退した．
昭和時代に自動車数がさらに増加し，1932 年に駅前ハイ
ヤーの台数が 76 台となった一方，
人力車の台数は 200 台に
半減した．またバス路線も年々増加し，人々の市中心部へ
のアクセスが便利になり，観光客の移動にも貢献した．さ
らに，1936 年にはバスの市内環状線が開通した．

覧の「交通の便は極度に発達し観光客日々激増し」などの
記述から，大阪・京都と奈良市を結ぶ鉄道が，観光客の移
動に大きく貢献したことがわかる．
c）奈良公園の改良
1893 年より植栽や猿沢池の浚渫など奈良公園改良が本
格化した．公園改良計画には造園家の本多静六や林業家の
土倉庄三郎をはじめとする有識者が関わった．この改良に
よって，ほぼ現在と同じ姿の奈良公園がつくられた．奈良
博覧会の好評を受け，1895 年に帝国奈良博物館（現奈良国
立博物館，なら仏像館）が開館した．また 1900 年には若草
山焼きが夜間実施に変更され，
さらに 1909 年に奈良ホテル
が開業するなど，観光客誘致の取り組みが活発になったこ
とがわかった．
（４）
【観光発展期】1946 年〜1956 年
a）戦後の観光による復興
終戦後，復興を目指す市政は，奈良市の文化財や観光価
値を全面的にアピールし，活気を取り戻そうとした．1946
年に第一回正倉院展が開催され盛況し（図―２）
，これは現
在も秋の恒例行事となっている．1950 年には，奈良国際文
化観光都市建設法の住民投票が実施され可決し，同年より
施行された．この法律により，国からの補助金を得て，政
策を実行することが可能となった．また，1952 年に，平城
宮跡が特別史跡に指定された．

b）鉄道網の整備
1888 年，大阪と奈良・和歌山・伊勢を鉄道で結ぶ計画を
もとに，大阪鉄道（後に国鉄，現 JR）が設立された．亀瀬
隧道の建設が遅れたため，1890 年，奈良―王寺間が先行開
通し，これは奈良市初の鉄道となった．1892 年，亀瀬隧道
が完成し，奈良―湊町間が全通した．1938 年版の市勢要覧
に「明治二十五年の大阪鉄道開通後はすこぶる町の面目を
改め」との記述があり，大阪鉄道奈良駅が三条通りの西端
に設けられた影響で，駅前旅館や土産物屋が増加した．
1907 年に市街地鉄道設置の声が高まったが，景観・風致的
に問題があるとして実現されなかった．このことから，市
政は都市開発より観光を優先する政策がおこなっていたこ
とがわかる．
1914 年，大阪電気軌道奈良線が開通し，奈良―大阪間の
所要時間が 15 分短縮された．
この路線は観光路線として計
画され，生駒隧道の崩落事故など難工事を乗り越え開通し
たが，工事資金の乗客数が伸び悩み資金難に陥った．2 年
間の債務整理を経て経営が安定し，
乗客数も増加を始めた．
大軌奈良駅が東向に設置されたため，大正以後は三条通り
から東向商店街に人々の流れが移行しはじめた．これを危
惧した国鉄は，
大軌奈良線開業同日より新たなサービス
（値
下げ・回数定期・団体割引）を開始し，大軌と国鉄で旅客
獲得争いがおこなわれたことがわかった．1923 年に西大寺
―橿原神宮前間，1928 年には奈良―京都間が開通し，奈良
市と大阪・京都・伊勢方面が鉄道により結ばれた．
鉄道の発達により，春日大社や東大寺を訪れる奈良参り
において街道を歩く人が激減した．また，1938 年版市勢要

図―２ 正倉院展の盛況を伝える記事
（朝日新聞 1946 年 11 月 10 日号）
b）観光形態の変化
戦後，自動車交通がいっそう盛んになり，徒歩ではなく
観光バスを利用して奈良を巡る人々が増加した．名所を巡
る定期観光バスも設定され，観光ブームの火種となった．
また，戦前から続いてきた近鉄と国鉄の乗客争いは近鉄
が勝利し，国鉄の 2 倍以上の利用者を獲得した．近鉄奈良
駅は奈良国立博物館や興福寺，また東大寺へのアクセスが
良く，市外からの観光客は近鉄を主に利用するようになっ
た．
近鉄の発展で大阪や京都の都心部に 30〜60 分でアクセ
スが可能になったため，大阪・京都観光とセットで奈良を
訪れ，日帰り観光をするスタイルが，この観光発展期に確
立したことがわかった．しかし，市勢要覧に奈良市の景観
や文化財を，時間をかけて味わってほしいという意見があ
るほか，市内宿泊者数が少ないことを危惧する声も多数で
ていたことから，市政の意図とは異なった観光形態の変化
が生じていたことがわかる．
奈良市は国際文化観光都市に指定され，
市勢要覧には
「観
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光」の頁が設けられていることから，戦後復興期の奈良市
は一段と観光の発展に力を入れていることがわかる．
特に，
外国人観光客が増え，1951 年版市勢要覧には「新しい国際
文化観光都市として 1300 年来の古文化財を擁し，
世の注目
を浴びつつ国際間の親善，東西文化の交流に向かって飛躍
しつつある」との記述があることから，奈良市の政策は「国
際」を意識している様子が伺える．

b）都市施設の整備
奈良市では，1955 年の市営鴻ノ池球場の完成や，1961
年のドリームランド開園など，あやめ池遊園地とともにス
ポーツや遊びを目的としたレジャー施設の建設が進められ
た．これには奈良公園や文化財以外に，新しい観光資源を
つくる目的があった．また 1970 年開催の大阪万博に向け，
宿舎の建設が進んだ．
高度経済成長期になり，車社会化いわゆるモータリゼー
ションが進行する．奈良市も例外ではなく，車の普及を見
越した道路計画がおこなわれた．1959 年，阪奈有料道路（現
在は無料）が開通し，車で奈良と大阪の短時間移動が可能
となった．
鉄道路線では近鉄奈良駅の地下化が決定し，
1969
年に乗り入れが開始された．それまで近鉄線は，油坂―奈
良間の約 800m を路面電車状態で走行しており，道路交通
の妨げや安全上問題となっていた．
地下乗り入れとともに，
油坂駅が廃止され，国鉄線との連絡は不便になったが，地
上線跡に大宮道路が整備されたため，車による大阪から奈
良公園へのアクセスが便利になった．
また，人口の増加にともない鉄道の定期券利用者数も増
加した（図―４）ことから，ベッドタウン化が見てとれる．

（５）
【人口急増期】1957 年〜1976 年
a）人口の急増と住宅地の整備
1960 年代，高度経済成長期に大阪へ通勤・通学する人々
が奈良市に住宅を構えるようになり，人口が急増する（図
―３）
．1950 年代も増加が見られるが，これは市町村合併
により市域が拡大したことに理由がある．人口の増加に対
応するため，学園前やあやめ池など近鉄による住宅開発を
はじめ，1963 年，市の主導で元奈良練兵場跡に団地（住宅
公団紀寺団地）が開発された．近鉄線により，奈良市から
大阪難波へのアクセスは約 30 分と便利であり，
また空気が
きれいな奈良市はベッドタウンとして最適の環境であった．
1968 年制定の市民憲章に「まちづくり」という用語があ
り，以後市勢要覧にも毎年用いられるようになる．この言
葉は今でこそメジャーとなったが，この時代に記述されて
いる例は全国的にもめずらしい．また，1967 年版市勢要覧
に「ベッドタウン」の文字が明記されたことや，人口増加
に対する記述
があることか
ら，観光都市
である奈良市
が，住宅地と
しての性質を
帯びはじめた
(千人)
ことがわかる．

(千人)
(年)

図―４ 定期券利用者数の変遷（鉄道）

(年)

図―３ 奈良市の人口
年
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観光
基盤
整備期
観光
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観光開発

表－1 観光開発と都市開発の変遷
都市開発
（ベッドタウン化）

街道の整備を進める
宿場町や土産屋が造られる
古器物展覧会(1873)
奈良博覧会(1875〜1890)
国鉄奈良―王寺間に奈良市初の鉄道が開通(1890)
奈良公園開設(1880)
帝国奈良博物館開館(1895)
国鉄奈良―湊町間開通(1892)
大軌奈良―上六間開通(1914)
戦時中は整備が中断し，観光客も減る
第 1 回正倉院展(1946)
街中に車が走り始め，1950 年頃より観光バスの利用など，短時間の奈良観光が展開
東大寺が国宝指定(1958)
柳生村など 5 村を合併(1957)
ドリームランド開園(1961)
近鉄奈良駅地下化(1969)
「保存」と「開発」を巡る議論が活発化
なら燈花会(1999～)
新市庁舎完成(1977)
文化財保護への関心が高まる
平城遷都 1300 年祭(2010)
市立奈良病院が開院(2004)
阪神なんば線が開通(2006)し，神戸ヘの移動が便利になる
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備考

神仏分離令(1868)
奈良県再設置(1887)
旧都市計画法(1919)
奈良国際文化観光都市建設法(1950)
平城宮跡が特別史跡認定(1952)
古都保存法(1966)
大阪万博(1970)
人口 13 万人(1957)→27 万人(1976)
わかくさ国体(1984)
都市景観条例(1990)
人口が減少に転じる(2004)

c）
「保存」と「開発」
奈良市には多数の文化財や美しい景観があり，それらが
開発により破壊されることを危惧する声もあった．
しかし，
1957 年版以降市勢要覧では「建設」を詳述し，市は開発を
第一に政策を進めようとしていたことがわかった．
1962 年，近鉄が平城宮跡内に検車区を設置する計画を立
てた．宮跡内だが土地は近鉄所有であり計画自体に問題は
なかった．しかし，市民や識者から平城宮跡を保護するべ
きとの声があがり，検車区設置反対運動がおこなわれた．
文化財保護委員会が保存の要望を受け入れなかったことも
あり，順調に検車区計画は進展するが，この問題をマスメ
ディアが取り上げると全国から反対の声が相次いだ．西大
寺検車区問題は国政にて議論されるまで発展し，平城宮跡
全域を国が買い取ることが決定され，検車区の場所も変更
された．
（図―５）
また，1964 年，モータリゼーションにともない，奈良市
中心部の国道 24 号が渋滞していることを緩和するため，
バイパス建設計画が始まった．このバイパスは平城宮跡の
東部に沿って計画された．しかし，その後の調査で平城宮
跡がより東へ広がっていたことが判明し，バイパスの計画
線は宮跡を縦断する形になった．文化財保護委員会は計画
を了承しすでに杭打ちが始まっていたが，反対意見が高ま
り，1967 年 11 月，国は路線を変更することを決定した．
このように高度経済成長期の都市開発では，たびたび奈
良市の文化財の扱い方が議論された．特に平城宮跡の遺構
や景観保全が開発の障害となることが多かった．1964 年版
月刊奈良の「将来工業開発を進める場合に，ちょっとした
古文化財まで保全保全といっ
ていては，何もできないこと
になりかねない」
「ある程度発
展が阻害されるようなことが
あってもやむを得ない．日本
全体のためにやはり保全をし
ておきたい．
」との記述から，
文化財の保護派と都市の開発
図―５
派で対立が生じていたことが
西大寺検車区問題を伝える記事
(朝日新聞1962 年 2 月 28 日号)
わかった．

古い民家を保全するための調査も開始された．
1984 年にわかくさ国体が開催され，さらに 1986 年にな
ら・シルクロード博が開かれるなど，大規模なイベントが
相次いだ．これを契機に商店や土産物が新築や改装などイ
メージチェンジをおこなったことがわかった．
（７）
【安定衛星都市期】2004 年〜現在
2004 年に人口はピークを迎え，以降減少に転じている．
住宅地の発展を終え，産業振興を目標に掲げている．また
奈良市行政は，大規模施設などの開発を終え，タウンミー
ティングなどコミュニティに密着した政策の充実を図りは
じめた．
４．結語
本研究では，奈良市勢を分析し，7 期の時代区分をおこ
なうと共に，時代背景による奈良市の都市開発および観光
開発の特徴と変遷を明らかにした．
奈良市は戦前まで観光都市として栄えてきたが，戦後は
ベッドタウンとしての性質が強まった．特に高度経済成長
期には旧跡や文化財の破壊を伴うような開発計画も立てら
れ，
「保存」と「開発」の対立など，奈良市ならではの特徴
的な都市変貌の様子が，明らかとなった．
奈良市は，2004 年から人口が減少を始めており，今後は
ポストベッドタウンとして，少子高齢化対策など都市開発
の在り方の検討が必要である．
補注
(1) 本稿では，奈良市が発足する 1898 年以前の自治体名も「奈良市」
で統一表記する．
(2) 奈良市は 1059 件の指定文化財（国・県・市指定）を有する．
（2013
年 3 月 25 日現在）
(3) 「観光」という言葉は，tourism の訳として明治頃から用いられる
ようになったが，本稿では「物見遊山」も同義として扱うことにする．
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