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【祝祭都市の現場から】京都鴨川の風景と祭り 林 倫子／
日常の風景を祝祭空間に変えるあかりの力 ～光で際立つ
まちのアイデンティティ～ 長町志穂／祝祭広場がまちな
かで果たす役割 ～伊丹市三軒寺前広場～ 村上有紀子
【ミニ座談会】ベルステージが生駒のまちにもたらすもの
石川千明×佐村佐栄子 × 竹内幸子 × 松下優衣 × 有山将人
【インタビュー】大阪万博の祝祭空間 上田 篤
支部委員会報告

上：大阪万博開会式（出典：日本万国博覧会記念写真集 , 日本万国博覧会協会 ,1970 年）／左：Fete des Lumieres・リヨン／下：三軒寺前広場・伊丹市／右：ベルステージ・生駒市

支部長挨拶
関西支部は本年 10 月に設立 25 年を迎えます。設立時の

大阪大学

澤木 昌典

都市計画コンサルタント協会に協力し、都市計画実務専門

支部会員数は 742（うち賛助会員 44）。現在は 785（同 35）

家の認定・登録制度である「認定都市プランナー」制度を発

と数字では同規模となっていますが、ピークの会員数 1,002

足させました。本制度は、国の資格認定制度への登録も検

（99 年）、賛助会員 119（93 ～ 95 年）からは減少が続いて

討されており、第 1 期 35 名が誕生する予定です。CPD プロ

います。一方で、多くの都市計画決定権限が市町村に委譲

グラムの充実も検討されており、民間コンサルタント等の専

され、基礎自治体において都市計画の専門知識を有する吏

門技術者の学会への参加を拡げようとしています。また、賛

員育成の必要性が高まっています。まちづくりの活発化とと

助会員を退会された地方自治体が多いことから、行政職員

もに関連分野の裾野も拡がり、多分野の専門家や市民が関

と学会との関係の希薄化という問題が生じており、行政職員

わるようにもなっています。こうした中での会員数の減少は、

が入会しやすい会員資格のあり方の議論も始めています。

背景に経済・社会情勢の変化があるものの、当学会が社会

関西支部でも、多くの方々が参加しやすい行事運営、時

ニーズに応えられるオープンな参加のしくみを有していない

宜にかなったテーマ設定などにより、若者から官民の専門家、

証左とも言えます。

そして市民まで幅広い方々に参加しただくことを目指します。

学会では、今年度、関連業界との連携強化として、
（一社）

ご要望・ご意見をご遠慮なく支部までお寄せください。
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主題解説

祝祭都市論へのアプローチ
■祭儀と祝祭
バブル景気に沸き立つ 1980 年代後半頃から、オリンピッ
クや博覧会、テーマパークや商業施設を事例に、都市空間

関西学院大学

角野幸博

主導の祭りやスポーツイベント等、宗教からの離脱と世俗化
がおこる。
さらに彼は、都市の祭りの必須項目として以下の 5 点をあ

の祝祭的側面が繰り返し論じられてきた。祝祭性は都市を

げる（米山

語るキーワードのひとつに違いない。この小論では、祭りに

場所、シンボル、変貌した空間、祭壇と儀礼、参加者。②

関する先行研究の理論的枠組みを紹介しながら、現代の都

四つの必要：老若男女全階層の参加、資金、演出、伝統。

市空間における祝祭的諸事象を俯瞰してみたい。なお、先

③三つの社会関係：血縁、地縁、社縁。④二つの時間区分：

行研究からの知見については、桑江友博氏の論文（ 桑江

日常（ケ）と非日常（ハレ）。⑤一つの目標：ふだんのつきあ

2009）に基づくところが大きい。

いを超えた人々の心の連帯の回復。これらはいずれも、現

祭りへの関心は、民俗学や宗教学が先行した。柳田国男は、
日本の伝統的な祭りが、物忌み、神霊来臨、オコモリ、神
人共食、後宴を構成要素とすると説明したうえで、祭りと祭
礼が分化し、
「見物と称する群の発生、即ち祭の参加者の中

前掲書 p.204）。①五つの要素：決まった時と

代都市における祝祭的空間の構造と運営体制を考察する際
の重要な視点である。

■現代都市の祝祭空間の事例

に、信仰を共にせざる人々、言はば審美的の立場から、この

関連分野の先行研究をふまえて、ここでは①「祭儀」と「祝

行事を観望する者の現れたこと」を指摘する（柳田 1942）。

祭」の区分、②祭礼の担い手と受け手という視点を基本にし

宗教学者の柳川啓一は、祭りの特徴を、①多数の人的動
員、②伝統に由来するシンボルの動員、③個別的な儀礼の

て、現代都市の祝祭空間の構成を概観する。
宗教行事や伝統行事としての都市祭礼には祭儀の部分が

複合と全体的な「ストーリー性」の確保、④参加による、過去、

確実に存在し、多くの場合は社寺仏閣など施設化した場所

家、地域社会等とのつながりの再確認という 4 点にまとめて

で実施されるが、御神体の御旅所への巡行のように、祭儀

いる（柳川 1987 p.80）。さらに、断食と飽食、裸体と盛装、

の一部分が神事として都市空間に滲みだすこともある。滲み

形式性と無礼というような矛盾した行為が同時に存在するこ

だしは多様な形態をとる。巡行やパレードもあれば、特定の

とも指摘しており、現代の都市風俗を彷彿させる。

広場や場所が祭儀の場になることもある。また祭礼に合わせ

また園田稔は、祭りは「祭儀（ritual）」と「祝祭（festivity）」

て、店舗や民家が展示空間や接待空間に装いを変える事も

とで構成されるとする（園田 1990 p.64）。祭儀は「日常に

ある。個々の建物のしつらえの変化が、様々な装飾と相まっ

内在する規律を極端なほど厳密に強調した行為を通して日常

て祝祭空間を演出する。

性を超える方式」であり、祝祭は「日常の規律を逆転する破

宗教性を排除した「市民祭り」等の場合は、大通りや公園

壊行為に徹して日常性を突破する方式」と説明する。また

等、公共空間でのイベントが中心になる。国や地方公共団

祭儀は「形式の強調による俗から聖へのコミュニケーション」

体が実施する祭りでは宗教的儀礼が排除され、これに代わ

であり「強度の禁欲的犠牲と厳しい節度が重んじられ、正装

る祭儀の部分が不明確になりがちである。また市街地への

のうちに社会的秩序が徹底して表現される」のに対して、祝

滲みだしも限定的なものになる。

祭は
「演技による聖から俗へのコミュニケーション」であり
「異

博覧会がつくりだす祝祭性について、吉見俊哉は 19 世紀

様な服装や化粧が日常の社会的地位を隠し、祭りの象徴的

のパリ万博等の国際博覧会や内国勧業博覧会が都市に与え

役割を演じるための変身を可能にする。祝祭の様相は集団

た効果を考察している（吉見 1992）。また橋爪紳也は近代

的高揚による交歓」と述べる。

日本の都市における祝祭性の演出装置として、仮設の凱旋

■都市の祭の特徴
米山俊直は、祇園祭等の実態調査を踏まえて、都市の祭

門やアーチ、花電車、吉祥を示す装飾などにも言及する（橋
爪 1998）。
万国博覧会に代表される各種博覧会では、祭儀的側面を

りの特徴を以下の 5 点にまとめている（米山 1986 pp.198-

もつ要素として、展示空間を「神殿」、展示物を「御神体」

201）。①見られる祭りである。②絶えずさまざまな工夫・趣

と理解できなくもない。会場全体が祝祭的演出に満ちるだ

向が加えられる。③風流の中に創作性が認められる。④主

けでなく、閉会後も祝祭の記憶として一部の建築や区画が残

に夏が中心で疫病、厄災を除くことが起源である。⑤行政

され、一般市街地のなかの特異点として認知され続けてき
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たが、今後の博覧会でも同様に受け入れられるかどうかはわ

テーマの多様化である。新たなテーマとして、アート、スポー

からない。

ツ、科学技術の分野が成長するだろう。第 2 は都市の祭り

オリンピック等のスポーツイベントも現代を代表する祭儀

の特徴である観客の変化である。松平誠は都市祝祭の変化

と祝祭の場である。マラソンや駅伝は市街地自体が会場と

の方向を「開放系合衆型祝祭」と捉え、
「ミる－スる関係の

なるため、沿道には観客があふれる。テレビ中継があると、

変容」について論じている（松平 1990

街並みや名所が放映されることから、都市のプロモーション

春日は、
「「祈る者」と「見る者」とは互いに流動的にスライ

効果も期待される。現代の祝祭空間は、マスメディアとの関

ドする」と指摘し、
「演ずる者」と「見る者・祈る者」の間の

係を抜きにしては語りにくい。

相互作用にも注目する（和崎 1996 p.158,166）。近年は市民

p.348）。また和崎

消費行動が祝祭性を取り込みながら膨張し、商業空間や

主体のイベントが拡大しており、観客がさまざまな形で祭り

盛り場空間を変貌させた。祭儀の核は商品であり、商品と消

の担い手になっている。
「見る」祭りが再び「担う」祭りにな

費者とが囲い込まれた祝祭空間のなかで出会う。非日常的

ることが、持続可能な祝祭空間の実現につながるのだろう。

演出が消費意欲を掻き立て、消費者は観客であるとともに

また祝祭の魅力と機能性を高める演出装置とアーバンデザ

祭儀に直接かかわる当事者となる。

イン手法も、まだまだ進化の余地がある。現代の祝祭空間

鹿島茂は、百貨店が祝祭性を内包した商業空間として 19

ではバナー、幔幕、花飾り、照明、テント、屋台などに加え、

世紀に誕生したと指摘する（鹿島 1991）。20 世紀の終盤に

デジタルサイネージやロボット、環境緑化、新たな仮設構築

は、フェスティバルマーケットプレイス
（FMP）という新業態や、

物などへの期待も大きい。

巨大ショッピングモールが世界中に展開した。FMP とはテー

見えない都市化をけん引するネット社会と、多様な主体で

マパークとショッピングセンター（SC）を合体させた祝祭性

構成される市民社会を前提とする、未来の祝祭空間のあり

豊かな商業空間で、J. ラウスが主にウォーターフロントの再

方が問われている。都市計画上の課題も大きく、まちづくり

生に導入した。またほぼ同時期に、モール・オブ・アメリカ

の視点から祝祭を総合的にデザインする職能も求められる。

などの巨大 SC が日本の商業者に紹介され、その後国内でも

都市再生という大きな課題からも、祝祭空間の可能性を探る

郊外のロードサイドや郊外駅前に巨大な SC が出現して、新

ことになるのだろう。

たな都市空間的様相を生み出し続けている（若林

2013）。

一方で、中心市街地の魅力向上のために、街路、広場、水辺、
公開空地など公共空間の歩行者空間化が進む。歩行者空間
化は様々な規制との戦いでもある。新宿駅西口広場での反
戦フォーク集会（1969 年）のように、都市空間での政治運
動と祝祭性との間には関連性があり、このことが様々な規制
につながっていることは否定できない。歩行者空間化は、初
めはイベント等での路上占用許可による一時的な行為であった
ものが、社会実験という手続きを経て魅力が市民に理解され、
徐々に日常空間化しつつある。エリアマネジメントや BID への
関心が高まっているのも、無論これと無関係ではない。

■都市における近未来の祝祭空間の可能性
商業空間の進化と歩行者空間の充実が現代都市の祝祭性
を支えてきた。非日常的な時空間が日常的な時空間に埋没
し、新たな非日常性を模索している。しかし、賑わいを維持
し続けるのは簡単ではない。祭儀の部分が収縮し祝祭の部
分が肥大化するなかで、何が祭りの核になるのか。消費行動
という要素が消えることは無いにしても、インターネットでの
販売やサービス提供が増加するなか、新たな祭儀性の獲得
と祝祭性の演出が必要だろう。
検討すべき点は 2 点ある。第 1 は祭儀の部分を構成する

担う祭と見る祭（姫路）
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祝祭都市の現場から

京都鴨川の風景と祭り
立命館大学

祭りの日には、普段見慣れた都市もいつもとは違う「もう

一つの顔」を見せる。特別な日にしか見られない「ハレ」の

林 倫子

いかと考えられるのである。

細部を見てみよう。画面中央奥の祇園社（現八坂神社）か

風景である。しかしこの「ハレ」の行事を契機として、
「ケ」

らは、御旅所へ向かう三基の神輿が四条大橋を渡っていく。

てゆくことができるのではないか。このような期待のもとに、

の主役ともいうべき行事、神幸祭の情景であるとわかる。橋

ともいうべき日常の都市の風景もまた、魅力や価値を獲得し
まちづくりに祭りを活かすべく活動されている地域も多いで
あろう。

本稿では、京都市内を流れる鴨川の、祭りと風景の関係

について述べたいと思う。鴨川もまた、祭りの賑わいから発

展して日常の風景にも価値が見出されるようになった、歴史
的事例の一つといえるかもしれないのである。

■近世の祇園祭と鴨川納涼

鴨川といえば、夏の夜に川風に当たって涼を納（い）れる、

いわゆる「納涼文化」で有名である。現在では、5 月から 9
月の 4 ヶ月間にわたって、西岸の店舗が地先に納涼床を架け

並べる。鴨川でこの納涼という文化が誕生した理由について、
祇園祭の祭礼と関連しているのではないかという説がある。

近世の祇園祭に関する研究を行った川嶋によると、鴨川

の納涼が年中行事として日時や場所を定めて催されるように

なったのは、江戸時代初頭になってからのことと考えられる
という。これは納涼の中心地である四条河原に遊興施設が

集中し始めた時期と重なり、遊興地として名高かった当地の
遊びの一つの形態として、納涼が始められたのではないかと

考えられるのである。興味深いのは、当時納涼が行われて

いた期間である。現在のように長い期間開催されていたので
はなく、祇園祭の前祭（さきまつり）に合わせた（太陰暦）6
月 7 日～ 18 日の 12 日間に限られていたそうだ。納涼期間

が祭りの期間と重なっていた理由について、はっきりしたこと

このことから、これは山鉾巡行と同日に行われている祇園祭

の上は群衆で埋め尽くされている。神輿の担ぎ手だけでなく
見物人もいるのかもしれない。そして橋の下には、四条大橋
の南北に延びる中州が、画面の左右に収まりきらないほど大

きく描かれる。沿岸から中洲へは無数の仮橋が架けられてお

り、人々はここから中州にアクセスできるようになっている。
中洲の上には各種興行や飲食物を売る葭簀張の小屋が立ち

並び、水面近くには床机を並べた納涼席がいくつも設置され
て、盛り場が形成されている。中洲にいる人々はそれぞれの
遊びに夢中と見え、祭りの神輿見物とは異なる納涼の賑わい

が、この作品の主題となっている。そして画面奥の東岸には、
現在の「納涼床」と同様の構造である高床納涼席と、そこ

に掲げられた赤提灯が連なる。この東岸の高床は明治になっ

てから、鴨川運河建設の影響により姿を消した。席上の人々
は、祭りや盛り場の賑わいを眺めながら飲食に興じていたの

であろうか。一方、手前の西岸側は、山鉾の陰に隠れてわず

かに楼の一室しか描かれていない。しかしおそらく東岸と同
じような光景が広がっていたのであろう。そしてこれらの賑々

しさすべての背景として、東山の丘陵地帯が配置されている。
このような構図は『都名所図会』の納涼図でも採用されてお

り、東山と鴨川を一対の美景として愛でる
「東山鴨水」の語や、
後に「山紫水明」の語も生まれた。納涼というアクティビティ

を通じて周辺の自然美が発見され、鴨川の風景として人々に
共有されるようになったのである。

はわかっていない。祇園祭の神輿洗の儀式により川の神様

■近代の祭りと納涼

れを許容できた、という宗教的な解釈をする向きもある。し

縮小傾向にあったものの、江戸時代と同じような納涼場が開

で水茶屋などが商売をしていたため、という川嶋の現実的な

たか、これらを取り上げた新聞記事から読み解いてみる。

を神社にお迎えしている間のみ、川で飲食する行為による穢
かし近代の納涼の様子を見る限り、祭りの見物客を当て込ん
解釈に、筆者はより説得力を感じている。そして江戸時代後

明治末までは鴨川に中洲や寄洲があり、全体的に規模は

かれていた。
当時の祭りと納涼の関係はどのようなものであっ
納涼場の人出はその年の天候や気候、景気などに大きく左

期になると、前祭期間後も「後涼」と称して納涼営業の期間

右され、また全体としては年を経るごとに衰退傾向にあった

から派生した余興である納涼場それ自体が独立した名所（＝

者らにとっての稼ぎ時であったようだ。1877（明治 10）年以

が延長され、納涼場の範囲も拡大していく。すなわち、祭り

見どころ）として確立していった、と解釈してよいのではない
かと考える。

近世の祭りの日の鴨川納涼の風景は、どのようなもので

あったか。ここでは幕末に活躍した浮世絵師、五雲亭貞秀の

『三都涼之図』
「皇都祇園祭礼四条河原之涼」を取り上げる。
貞秀は地理学や地図学にも造詣が深かったといい、地図的
な要素も織り交ぜながら、日本各地の風景を鳥瞰図として克
明に描いた。
『三都涼之図』は彼の傑作のひとつと言われて

おり、幕末期の納涼の風景を鮮明に写し取っているのではな
4
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ため、一概には語れない。それでもやはり、祭りの日が営業

後の祇園祭は、太陽暦の採用により 7 月開催となった。鴨

川の水で神輿を洗う神輿洗（10 日、28 日）と神輿が橋を渡
る神幸祭・環幸祭（17 日、24 日）は、四条大橋も祭りの舞
台となるため、磧は観覧場所となり多くの見物客がやってき

た。また、鴨川には直接関連しないが人出の多い宵山（16 日、
23 日）にも、市内のそぞろ歩きのついでに磧へ立ち寄る客

の流れがうまれた。そのほか、大文字の送り火が執り行わ
れる盂蘭盆会最終日の 8 月 16 日にも、鴨川にはその観覧の

ため多くの人出があった。鴨川とその近辺で祭りの行事がこ

五雲亭貞秀『三都涼之図』「皇都祇園祭礼四条河原之涼」（国立国会図書館所蔵）

れだけ連続して行われていたことは、営業出店者らに一定の

川の納涼は西岸の高床納涼席、つまり現在「納涼床」と呼

の開催に大きく貢献していたといえよう。例えば、納涼の川

る「ハレ」の日の盛り場という側面が失われたからである。

収益を約束するという意味において、長期間にわたる納涼場
開きは通常 7 月 1 日を暦上の基準としていたが、実際には最

ばれているもののみに集約され、祭り見物の群衆を受け入れ
残された高床納涼席は、明治以降も京都の貴重な観光資

初の稼ぎ時となる 7 月 10 日の神輿洗に間に合うように準備

源として保護されていくが、それは近代的な風致・美観意識

のモチベーションになっていたことがわかる。そしてそもそも

であった。納涼の「鴨川と東山の眺望を楽しむ行為」という

する営業者も多かったようで、祭りの開催が営業者らの出店
四条近辺が鴨川の納涼の中心地となったのも、四条通を舞
台とする祭りの観覧客の立ち寄りが期待できたという立地優
位性を考えれば、納得のいく話のように思われる。

明治期の祭りの観覧には、四条大橋近辺の磧や、鴨川に

架けられた各橋の上、
各種納涼席が人気で、
大変な混雑となっ
ていたようだ。1898（明治 31）年の環幸祭では、四条大橋

を渡る神輿を観覧する人々が、当時四条大橋の北に架けら
れていた簡易的な木製の歩道橋である竹村屋橋の高欄に寄
りかかったため、高欄が外れて多数の見物客が川に転落する

のもとに、納涼行為を視覚的関係性のなかに位置づけること
側面が取り上げられ、あるいは逆に、納涼装置自体も被眺

望対象と考えられるようになる。近年は特に制度設計が進

み、新景観条例において（納涼床に限った話ではないが）鴨
川から大文字への眺望が周辺建築の高さ規制の基準として
採用されたり、納涼床の美観を保つための構造規制である
「鴨

川納涼床審査基準」がまとめられたりなどの動きがあった。
これは結果的に鴨川の「ケ」の景観の価値や魅力を規定して
いく過程であった。

以上のような鴨川納涼の近代化をどのように評価すべき

という事件すら起きている。大文字送り火についても、北は

か、それは読者の判断に任せたいと思う。しかし我々がこの

客が押し寄せ、二条・三条・四条の橋の上では人力車の往

川の自然美は、そもそも「ケ」の景観として見だされたので

出町橋から南は五条大橋までのすべての橋上・橋下に見物

来が制限されることもあったほどに混雑した。また西岸の先

斗町・木屋町三本柳の花街では、貸座敷や料理旅館の設置

した高床納涼席や物干台（常設の高床構造）も、祭りの見
物客で大盛況であった。もっともこれらの納涼席は当時もハ
イクラスな遊びであり、もっぱら地元の名士やその家族が利
用していたようである。

■鴨川の景観の価値と魅力

ここまで、かつての鴨川の納涼は祭りと密接に関連して発

展してきた、一種の「祝祭空間」であったことを述べてきた。
しかし現代において、納涼と祭りの関連を実感することはほ

とんどない。明治末年に磧の納涼場が廃止されて以来、鴨

事例から学ぶことが出来るとすれば、今日共有されている鴨
なく、納涼の場そのものを楽しむ行為から派生した副次的な

存在であるということではないだろうか。そしてその「場」の
形成に、祭りというプログラムが非常に大きな役割を果たし
てきたことは、すでに見てきたとおりである。人々が風景を
見出す契機として、祭りは大きな可能性を持っているといえ
るのではないか。

参考文献
川嶋將生（2010）,『祇園祭 祝祭の京都』, 吉川弘文館
林倫子（2015）,『近代の都市河川―「山紫水明」の風致と鴨川
の整備』, 田路貴浩・齋藤潮・山口敬太編『日本風景史』,pp.279-309,
昭和堂
林倫子（2015）,「京都鴨川川中における明治期の夏季納涼営業
の変遷―日出新聞・京都日出新聞の記事を中心に―」, 土木学会
論文集 D1,Vol.71,No.1,pp.26-36
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日常の風景を祝祭空間に変えるあかりの力

～光で際立つまちのアイデンティティ～
LEM 空 間 工 房

長町志穂

■夜間景観という都市魅力の進化

ランナーはやはりシンガポールだ。シンガポールでは、URA
（都

LED の登場とその進化により世界の照明計画は激変して

市再開発庁）が主導し具体的な照明マスタープランを照明デ

いる。中でも大型の HID 光源が主流であった公共照明は、

ザイナーの面出薫氏らが計画してきた。中心市街の中で特徴

省エネルギーで長寿命でありながら、小型（隠せる）で自由

的な５つのエリアを抽出し、それぞれの場所の特徴に合わせ

な色温度と色彩を持つ LED によって、全く異なる計画が可

たエリアコンセプトを策定し、目指すべき夜間景観をさし示

能になった。都市を形成する道路・広場・公園・橋梁・港湾

している。

河川などのすべてのジャンルで、日中とはまた異なる夜間の
風景が出現し新たな都市魅力となっている。

■夜景都市と夜間景観

香港や上海浦東などに代表される、光を帯びた高層ビル群

などによる夜景は、誰もが思い浮かべる「祝祭的夜景」であ
るが、それらは総じて加飾されたビルや大型商業施設による
派手さときらびやかさによるもので、ある種一様な風景だと
言える。
一方、今日のパブリックデザインにおいては、その場所の
特徴やまちの歴史や物語を際立たせるために照明を活用する
のが特徴で、歴史的建造物のみならず、橋梁などの土木構

オールドハーバー（マルセイユ・フランス）

造物、広場の路面や河川護岸、樹木や花壇、ベンチや手すり、
船舶群や交通施設など多種多様な日常的な要素の集合体が
夜景の魅力として出現し、それぞれの場所の特徴を物語って
いる。いわば、日常の空間がそのまま夜間には今日的祝祭
空間に様変わりするということが起きているのである。

■「日常空間の祝祭化」が語るまちの物語

マルセイユではオールドハーバーの桟橋に小さな青い光が

配置され、夜間にもその圧倒的な数の小型船舶の係留風景を
楽しむことができる。ハンブルグのハーフェンシティでは、現
代建築が立ち並ぶ港湾再開発エリアと対をなすように運河沿
いの歴史的な倉庫群がライトアップされ、町の歴史と旅情を感

ハーフェンシティの運河倉庫群（ハンブルグ・ドイツ）

じさせている。ロンドンでは、テムズ川湖畔の新旧橋梁群を
各々異なった手法でライティングし、特に船上から眺めるその
連続する風景は、歴史を伝えると同時に現代的なエンタテイメ
ント性を感じさせ新たなロンドンの景観となっている。
このように、その都市そのものの持つ本来の魅力を、日中
以上に際立たせて見せる夜景の効果は、訪れた喜びや風景
を見る高揚感を明らかに高めており、大きな観光資源となっ
ている。そして上記に挙げたような今日的なあかりの仕掛け
は、国内で多い単体の名所ライトアップとは異なり、明らか
に都市計画として全体の中の個別として照明演出がなされて
いるのである。

■都市魅力を計画的に創る～光のマスタープラン～

夜間景観を都市計画として実行し成果を上げているトップ

6
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ロンドンブリッジの向こうにタワーブリッジを望む（ロンドン）

神戸市でも同様の取り組みを平成 23 年から取り組んで
おり、官民一体となった夜間景観の再整備が進行している。
私がデザインを担当した税関線
（フラワーロード）は
「フラワー

ロード光のミュージアム」と位置付けられ、おそらく公共街

アを歩くことでいつの間にかリヨン市そのものを堪能してい

路照明としては日本初となるカラープログラムを持つ道路景

るのである。もちろん全体計画を進めるディレクターチーム

観を形成している。また、景観の中心を担うクスノキと花壇

が存在し、彼らはリヨン市の都市デザインそのものに関わる

はライトアップされ、夜間にもこの街路の花と緑を楽しむこ

メンバーだ。

とができる。

このように、光のイベントもやり方によっては一過性のもの

また、築 25 年を越える同市の六甲アイランドでは、その

ではなく都市の持続的な活力につながることができる。しか

中央部のリバーモールをあかりの効果で再魅力化させる取り

しながら国内の多くの場所では、都市の文脈とは無関係な

組みを進めている。時がたち日中は変わらぬ魅力を持つエリ

光イベントやアーティスト不在のアートなどが乱立しているの

アでも、周辺環境の変化で新たな活力を持つ必要がある場

が現実だ。

合などに、夜間景観による場所性の更新はとても有効だ。

フラワーロード・光のミュージアム（神戸市）

Fete des Lumieres（リヨン・フランス）

■その場所ならではの光を考える
天橋立文殊地区では、京都府・宮津市・市民が共に協力し、
常設の夜間景観の改善と魅力化に取り組んでいる。
そんな中でこの地区の心臓部ともいえる「天橋立」そのも
のは、国立公園であることから、日常的に夜間景観として活
かすことができない。そこで、イベントとして一時的にライト
アップを行い、本来の場所を際立たせた。
このように、照明による祝祭空間は夜間のみに出現すると
いうその特徴から、都市デザインにおいてますます多くの役
改修後の六甲アイランドリバーモール（神戸市）

割をはたしていくだろう。

■都市デザインの視点で「光のイベント」を考える

さて、光による祝祭空間と言えば、近年劇的に増加してい

る光のイベントについても少し触れてみたい。
世界で最も有名かつ充実した都市レベルの光のイベント
は「Fete des lumieres（光の祭典）」だろう。フランスのリヨ
ン市で開かれるこのイベントでは４日間で 400 万人以上の集
客があり、これはフランス最大の集客イベントだ。ここでは、
回遊のポイントとなる市内の重要な建築物（市庁舎や美術館
など）外壁に映像系の作品を点在させ、それらをめぐりなが
ら、市内の特徴的な場所を光のアート作品を鑑賞しながら
めぐっていく。古くからある丘、大型の公園、新造されたト

松林と砂浜のライトアップ（天橋立・京都府）

ンネル（当日は歩行者空間）、SC が建つ再開発のエリアなど、
現代アート作品の魅力だけでなく、市内中心部の様々なエリ
関西支部だより
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祝祭広場がまちなかで果たす役割

～伊丹市三軒寺前広場～

■伊丹ってどんなまち？

伊丹市は、北は川西市、北西は宝塚市、西宮市、南西は

尼崎市、東は池田市、豊中市と隣接、ブランド力のある周

村上有紀子

いたみタウンセンター

う。」とされています。この条件さえ満たせばスムーズに使用
許可が出されるのでとても使いやすいものになっています。

辺都市に囲まれながらも近年、活気あるまちとして注目をあ

■広場からひろがりつながる

年 12 月 1 日現在）が住んでいるという兵庫県下でも尼崎市

飲み歩きイベント「伊丹まちなかバル」
（5･10 月開催）が

われた伊丹は、古くからの城下町で清酒発祥の地としても名

されました（事務局は NPO 法人いたみタウンセンター）。バ

びています。面積 25.09 km² の中に 197,944 人（平成 27
に次いで二番目に人口密度の高いまちです。摂津のヘソと言
高く、江戸時代に酒造業が大いに栄え、その経済力から多く

の文人墨客が訪れ、俳諧文化が華開いた、そんな歴史と文
化の薫りが残っています。

近年では、阪神淡路大震災後、民間で酒蔵を生かした地

ビールレストランを建てたり、倒壊した阪急伊丹駅ビルを新
しい商業施設にしたりするなど、震災をきっかけに街並みを

整備し、蔵を再生し、一帯に郷町長屋という町家風の建築
物を作りました。2008 年度には中心市街地活性化基本計画

を立て、国の認定を受け、同年、国土交通省の都市景観大
賞美しいまちなみ優秀賞を受賞しています。市内には野鳥の
楽園になる昆陽池やそれに続く緑道もあり「都会が近い、緑

が近い、人が近い 伊丹」は、この人口減少時にあって、わ

今現在伊丹最大のイベントとなっている年２回の食べ歩き・

2009 年、伊丹市中心市街地活性化協議会によって初開催
ルイベントは５枚綴りのチケット１冊
（１枚 700 円、１冊 3,500

円）を手に中心市街地の１００軒以上の店から選んでハシゴ
するイベントです。お店は独自の工夫を凝らした１品とドリン

クを用意します。函館バル街を参考に関西で初めて開催した
伊丹まちなかバルは、今では日本最大級のイベントに成長し

ています。バル開催時には、三軒寺前広場に本部を設置し、
チケット引き換えや販売を行い、また、メニュー看板を広場

両端２箇所に置き、まちを回遊する拠点となっています。同
日開催の公益財団法人伊丹市文化振興財団主催の「伊丹オ
トラクな 1 日」と称した音楽の演奏が広場や街角、店の内
外をステージに、ライブをくり広げています。

ずかながら人口は増加を続けています。

■三軒寺前広場の成り立ち

JR 伊丹駅から阪急伊丹駅に向かって酒蔵や郷町長屋と

いった歴史薫る町並みを歩くと大きな広場が現れます。伊丹

市の中心市街地のド真ん中に位置する場所にあるのが高質
空間形成施設という名前で市によって整備された「三軒寺前

広場」です。その名の通り、周囲に３つの寺が立ち並び、広

場に面する老舗の酒造会社では湧き水を汲む人が列をなす、
そんな趣のある場所にあります。伊丹市中央２丁目、2,600
㎡。近隣には寺社、酒蔵、美術館、ホテル、音楽ホールや

伊丹まちなかバル

このバルイベントによってそれまで見知らぬライバル同士

演劇ホール等もあり、市内で一番賑やかな場所です。

だった個店と個店が出会いました。月に一度、定期的に飲食

軸の交差する三軒寺前広場を『伊丹郷町まちの駅』として、

り、互いに認めあったり、励ましあったりするうちに、どん

整備目的は市の資料によると「中心市街地である 4 極 2

照明、トイレ、スロープ、ベンチ等を整備するとともに、福
祉のまちづくり重点地区に指定されていることから、ユニバー
サルデザインに対応した快適な歩行者空間を整備し、来街

者の回遊性の向上を図る。これは、
『歩いて楽しい郷町 ( まち )

なか』の目標達成のために必要となる事業である」と謳われ
ています。機能的位置づけとしては「日常的な広場空間、イ

ベント広場として利用」とあって、昭和 63 年から平成 12 年
の長きにわたり整備を行い、現在の形になりました。形は広
場ですが法的には道路の位置づけですので管理主体は伊丹

市の道路保全課です。このことから、使用に関しては「伊丹
市が主催・共催・後援している事業であること、運営は、官
と民が入った各実行委員会等によって行われており、現地で

の設営等は使用している商業者・事業者・市民等によって行
8
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店が集まる実行委員会の会議で、喧嘩するほど熱く議論した

どん関係性が深くなっていきました。個店ひとつひとつの点

が線になり面になっていくように、店同士がつながっていき

ました。そのうちに気の合う者同士で自分たちのイベントを

しようと盛り上がり、バル開催の「春と秋」以外の「夏と冬」
に広場に屋台を組み、食と音楽を楽しむイベント「伊丹郷町
屋台村」を開催しました。東北大震災で被災した同じ商業

者達の復興支援に役立てたいと、１回目から東北の物産を

仕入れて販売したり、応援メニューを作って売り上げを募金
したりして、被災地支援を続けています。イベント関係者に
地元企業から声がかかり、企業と商店がコラボレーションす
るイベントとして伊丹イースターまつりが行われ、広場を使っ

て抽選会が行われました。飲食店が他地域から注目を集め

るようになったことで物販店も刺激を受け、物販イベントとし

て「伊丹クリスマスマーケット」を開催、物販もつながりが増
えてきました。

また、月に１度、広場のケヤキの樹の下で和洋中印の朝ご

はんの提供や新鮮な野菜、花、雑貨などの販売を行う「イタ
ミ朝マルシェ」も開催し、販売だけでなく、ダンスやアート

のワークショップ、昔のおもちゃ遊び体験など地域の様々な

世代が集い、出会う場となっています。他にも、地元の大学
生が実行委員となって年２回開催されるイベント「いたみわっ

しょい」も広場で賑やかに行われます。これら以外にも様々
なイベントが多くの町衆によって開催されています。地酒を

楽しむ「酒樽夜市」
、高校生が主体の「ハロウィンイベント」、

シルバー朝市や市民のフリーマーケット、ストリート落語、

酒樽夜市

パフォーマンス、アートマルシェ、コンサート、そして 30 台

■広場は市民のサードプレイス

飲食のイベント「ダンスバル」など、毎月のように代わる代

軒寺前広場を見て「伊丹の中心地にこのような場所があるの

前半の飲食店とダンス関係者らの国際大会のアジア予選と
わる広場を舞台に開催されています。

先日、伊丹を視察に訪れた他県のまちづくり会社の方が三

は大変素晴らしい。道路空間も広く、駐車場は近隣の地下
に配置されている。これは行政が幾年も継続した都市計画
をたてて整備されたのでしょう。この広場は伊丹の宝物です

ね」とおっしゃいました。電源も水道もあり、地面にはタイ
ルが敷かれていて掃除もしやすい、そんな使い勝手の良さだ

けでなく、美しい背景があります。新緑の後には花が咲き、

夏には木陰が暑さを和らげ、秋には紅葉し赤い実がなります。
酒樽を模した車止めや存在感のある古い酒蔵が見え、歴史
あるまちを象徴しています。

イベントで沢山のテントが立ち並び、賑わっていた場所が、

翌朝には、片付けられて全く何もない広場になります。ベンチ
酒樽夜市

また、ボランティアによるまちあるきの集合場所としても活

用されています。年に数回開催される伊丹市こども文化科学
館による「星見会」では、広場に天体望遠鏡が複数台設置

され、そこに集う市民が月や土星の観測をしますが、その際、
広場に面した店が電気を暗くするなどの配慮があり、イベン

に老人が腰掛け、登園してくる幼稚園児達を眺める静かな日

常の風景に戻ります。何もない空間に戻ることで、
真っ白なキャ
ンバスに絵を描くように毎回新しい気持ちで、それぞれが思い
思いのイベントを行うことができるのでしょう。そんな日常と

非日常を繰り返しながら市民が生き生きと演じることのできる
舞台がまちの中心にある幸せをしみじみと感じます。

まちの財産である広場を誰が、どう使っていくのか？は、

トと地域の連携が取れているのがわかります。また広場に

とても大切なことだと思います。ハード整備がなされていて

福知山線脱線事故で亡くなった方の追悼行事もあり、広場に

になってしまいます。伊丹では商業者や市民が一緒になって

キャンドルを並べて黙祷する「灯りでつながる夜」という JR
集う人、目的の多様性を感じます。様々なイベントの開催に

より、まちに関わるサポーターの数も変化しました。伊丹市

調査では、イベントを主催したりサポートしたりする「まちづ

くりサポーター制度登録者数」が、2007 年には 60 人だっ
たのが、2013 年には 472 人に増えていました。

そして実施した市民アンケートでは回答者の 7 割がイベン

トなどで中心市街地にきたことがあると答え、イベントによ

り、まちに関わる人の数が増えているのがわかります。実際
に歩行者の通行量調査の結果にもあらわれていて、2007 年

には 32,440 人だった通行量が、2013 年には 40,926 人に
増えています。

また、2013 年の市民意識調査では、伊丹市は住みやすい

まちだと思う 83.7％、今後も伊丹市に住み続けたい 83.3％
と、確実にシビックプライドが醸成されています。

もそれを活用する市民がいなければ、ただの無機質な空間
広場を活用しながらまちに対する愛着を育ててきました。今

では、まちのことを自分事として考える若者も増えてきました。
広場を活用することを通して生まれた
「つながり」が新たな
「つ
ながり」を生むことを繰り返し、そのうちに広場は、市民が

自己実現するための舞台へと変化していきました。家でもオ

フィスでもない、第 3 の居場所を「サードプレイス」
（注１）
といいます。祝祭広場であり、日常のくつろぎ空間でもある

この広場は伊丹の人たちにとってのサードプレイスといえるで
しょう。ここに皆が集い、楽しみながら時間と空間を共有す
るだけでなく、これからさらに、どう活用されていくのか？そ

して次はどんな人がこの舞台に立つのか？それを見守ってい
くことも伊丹人の大いなる楽しみなのかもしれません。
（注１）レイ・オルデンバーグによる概念 (Oldenburg[1989])
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ミニ座談会

ベルステージが生駒のまちにもたらすもの
いこま育児ネット
エアロビクスインストラクター

石川千明／マムライト奈良生駒 佐村佐栄子
竹内幸子 ／ 生駒市青年チーム idea 松下優衣
生駒市都市計画課 有山将人

■ベルステージでのにぎわいづくりの活動

もちゃ病院」に修理をお願いしています。おもちゃ病院が目

をされているみなさんにお集まりいただきました。まずは活

る子どもたちには「こどもスタッフ」としてレールをつないだ

編集・広報委

今日はベルステージでにぎわいづくりの活動

動の内容を教えてください。
佐村

ママさんたちが出店する
「いこママまるしぇ」を月 1 回、

第３木曜日の昼間に開催しています。子育て中のママさんた

ちが来やすい時間帯です。スタイ、バッグ、子ども向けのグッ

ズなど手作りのものを売ったり、技術を持ったママさんによ
るハンドマッサージなどもあります。出店は販売系と癒し系

が半々ぐらいでしょうか。お客さんは生駒の人が多いですが、
２割ぐらいは橿原や天理など市外からも来ていただいていま

当てで来場される方も多いですよ。また、手伝いをしてくれ

り電車を走らせたり受付をしたり、来場者の子どもの面倒も
みてくれます。
「こどもスタッフ」は小中学生の子どもたちに

地域の活動に参加させることで、彼らの自己肯定感を育くむ
活動のひとつとして行っています。私たちは生駒市で子育て
支援をする中で、地域の人たちがつながることを大事に活動

してきました。私たちの活動は子育ての輪と親子の居場所づ
くりを大切にしたいと考えています。

す。子どもとママの居場所づくりをコンセプトに考えています。
竹内

毎週水曜日の朝６時半から７時まで、
「朝一体操」を

やっています。ラジオ体操、脳トレ、ウオーキング、筋トレ、
ストレッチなど、誰でもできる体操ばかりです。屋外の広場

ということで寝転がるとか靴を脱ぐのは嫌がられるかなと
思って、立位でできるものを中心にしていますが、あまり気

にされている様子はないみたいです。出勤前に参加される方

もいます。夏休みなどは子どもたちの参加も多くなりますね。
多い時では 15 人ぐらい、毎回来ていただいている方もおら
れます。ちなみに、この時間帯は広場の営業時間前で使用

料は不要なんです。参加費としていただいている 100 円は保
険料です。

松下

プラレール広場

広場でフラッシュモブをやっています。一緒にやって

いる仲間は高校生から 30 歳ぐらいまでの青年チーム idea
で、50 人ぐらいいます。もともとは成人式の実行委員会のＯ
Ｂのつながりです。ベルステージのオープン後間もない５月
に初めてやりました。10 月のハロウィンのときには夜に「ハ

ロウィン・スリラーナイト」をやったり、いまこいバルのとき

は商店街でもやりました。同年代の人たちと一緒に活動でき
るのが楽しいです。

■広場でイベントするということ
編集・広報委

石川

朝一体操

いこま育児ネットは 15 年前から生駒市で子育て支援

をしているボランティアグループです。生駒市で実施された
ベルステージの「にぎわいの広場づくり」のワークショップか

ら広場づくりにかかわり、ベルテラスオープン時から子育て

ベルステージは通行人も多い駅前の広場です

が、他の場所でイベントをやるときと違いを感じたことはあり
ますか？
石川

プラレール広場はベルステージの青空の下でやるのが

気持ちいいですね。屋内でも実施したことがありますが、屋

内では体育館のような広い場所でも息がつまるんです ( 笑 )
駅前でアクセスがよいので市外からわざわざ来てくれる人

広場の一環として
「つなげてあそぼう！プラレール広場」
をやっ

もいます。神戸から来てくれる子どもスタッフもいます！ プ

を敷き詰めて電車を走らせています。春と秋の 2 期間 月に

レールを集めてくださいました。始めた頃は衣装ケース 3 つ

ています。ベルステージに子どもたちが好きなようにレール
2、3 回、平日と土日です。いこま育児ネットが主催で、帝塚

山大学の先生や学生さん、おもちゃ病院と協働で運営してい

ます。プラレールは故障が多いのでおもちゃの修理をする
「お
10
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ラレールは生駒市の職員の方が職員に呼びかけ不要なプラ
でしたが、今では 8 つにまで増えました。広場をしていると

先輩ママが中古のプラレールを紙袋に入れて持ってきてくれ
るんです。
「古いものだけど使ってください」って。ありがた

いです。55 年間規格が変わっていないプラレールならではで

テージがまちにもたらすものって何でしょう？

てくださる姿もほのぼのとして好きです。プラレール広場を

出たところから子どもたちの声が聞こえます。それだけでま

す。
通りがかりの年輩の方が子どもたちの遊ぶ様子を見ていっ

やっている日は普段より隣接ショッピングセンターの利用率
が上がったり、売り上げにも多少貢献しているらしいと伺って

います。駅前の商店街でやっている
「生駒駅前 100 円商店街」
と重なった時は驚くくらいの親子が来場しました。

佐村：広場でイベントなどをやっているとやっぱりまちがにぎ
やかになるし、いろんな年齢層の人が交流する機会になって
いると思います。例えば、お母さんがマッサージをしてもらっ
ている間におばあちゃんが子どもと遊んだり、出店者とお客
さんが交流したり…。通りがかりの人も関わって予想してな

かった交流が生まれることもあります。また、
「ここにきたら
あの人に会える」というつながりもあり、交流という点では

定期的にイベントをやることにも意味があると思っています。

石川

ベルステージでプラレール広場をやっていると、駅を

ちにふわっとした温かいものが生まれます。子どもに優しい
まちは誰にとっても安全で優しいまちだと思います。
有山

私は行政の立場ですが、事業中から広場を作って終

わりにならないようにしたいと思っていました。作るだけで
は誰も使わない場所になってしまいます。作るときに運営ま

で一気通貫で考えておかないとだめです。そう思ってにぎわ
いづくりワークショップを開催したのです。みなさんはワーク

ショップにも参加いただきましたが、その後も継続して活動
していただいているのはありがたいです。
佐村

ベルステージでのイベントがもう少し増えればよいと

思います。年間の計画があらかじめわかっていたらイベント
をやる方も考えやすいし、計画を facebook なんかで発信し

ていくのもよいですね。私は人から「何やってんの？」と言
われるのが好きなんです。広場はもってこいですね。これか
らもそう言われるようにやっていきたいです。
石川

ベルステージの魅力は何といっても屋外の開放感で

す。そして出会いがあること。広場では 10 年ぶりの知人に
も出会うこともしょっちゅうありますよ。ベルステージはまだ

できて間もないですが、私はこの場所が大好きです。ここの

広場に集まって来る人は、みんなベルステージ愛が強いと思
いますよ。

竹内

いこママまるしぇ

私たちがやっている時間帯は出勤する人がたくさん広

場を通るので、
「いってらっしゃい」と声をかけています。み
なさん名前は知らないけど顔は知っている人たちです。知ら
ない方から差し入れをもらったこともあります。
松下

フラッシュモブで実際に踊っている時間はほんの 3 分

間ばかり、それを１日に３回ぐらいやるだけのことですが、広

場で始めるとかなり目立つし、注目してもらえます。その分、
多くの方に参加してもらいやすいのかなと思います。

2015 年 11 月 25 日、ベルステージに面したカフェにて
左より佐村、松下、竹内、石川各氏

2014 年４月にオープンしてまだ間もないベルステージです

が、生駒のまちに新しいにぎわいと出会いをもたらしつつあ
るようです。まさにまちなかの祝祭空間といえそうです。何よ

りみなさんからは「ベルステージ大好き」オーラを感じ取り
ました。市民に愛される場所であることもまちなかの祝祭空
間の条件かもしれません。

聞き手：坂井信行（編集・広報委員会）
フラッシュモブ

■ベルステージが生駒のまちにもたらすもの
編集・広報委

ベルステージでのみなさんの活動が、思いも

よらなかった様々な交流を生み出しているのですね。ベルス

※ベルステージ
近鉄生駒駅北口第二地区第一種市街地再開発事業により整備され
た約 1,000 ㎡のにぎわい広場。再開発ビルである「ベルテラスいこ
ま」の３階部分に整備され、駅からはデッキで直結されている。
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インタビュー

都市の祝祭空間－大阪万博から 45 年
建築学者・建築家・評論家

1970 年に日本初の国際博覧会として開催された大阪万

博。東京オリンピックに引き続き、日本の復興と発展を位
置付けたものであり、当時、万博としては最大規模を誇っ
た。その企画段階から携わり、会場の中心施設である「お
祭り広場」の設計において日本建築学会特別賞を受賞され
た上田篤先生にインタビューし、大阪万博において祝祭空
間をどのように創出したのか、また、大阪万博が都市空間
にもたらした影響と、近年求められる都市空間のあり方に
ついてお聞きした。

■大阪万博との関わり
編集・広報委

最初に、大阪万博に関わるきっかけについ

てお伺いします。
上田

当時、私は京都大学の建築学教室で、西山夘三教授

の下で助教授をしていました。そもそもその頃は「万博」
といってもそれがどういったものなのかみんな分らなかっ
たんです。経済界も官庁も学者でさえも分らない。そういっ
たなかで、大阪府・市から京都大学建築学教室に委託があっ

て「万博とは何か」という調査を行なったのが最初です。
そのとき、私が中心になって、1851 年のロンドン博覧会
から始まり、直前のカナダのモントリオール博覧会までを
調べた報告書を作りました。
委員会
上田

会場計画に関わったいきさつをお聞かせください。

そのとき、すでに通産省主催で「大阪万博のテーマ

委員会」というものができていて、メインテーマとして「人
類の調和と進歩」というタイトルが決められました。また
当初の会場計画は、通産省と関係の深かった東京の浅田孝
さんという建築家が行なうことになっていたのですが、関

西の建築家が異議を申し立てためにご破算になりました。
そこですったもんだの挙句、わたしが大阪府・市から来て
いた万博準備委員会の代表者たちに「西山夘三さんと丹下
健三さんのお二人にやってもらったら？」といいましたと
ころ、東京大学の高山英華教授を委員長とする会場計画委
員会でそのように決めてしまいました。そこで西山さんと

丹下さんが会談し「西山さんが会場計画の前半を行ない、
後半を丹下さんがやる」という取り決めができてスタート
しました。そのとき西山さんが「万博を新しい未来の都市
のモデルにしたい」といわれた。これは西山さんの万博に

対する一貫した姿勢でした。「未来の都市がどんなものか、
皆がわかるものにしたい」というのです。そして私に「上
田君、万博会場に広場を作れ」といわれた。しかし私は「申
し訳ありませんが、日本の都市には広場の伝統がありませ
ん。作れといわれても、ない物は作れません」と答えまし
た。そしたら西山さんは「なくても作れ」といわれた。

■「お祭り広場」の設計

編集・広報委 「お祭り広場」の設計において、どのよう
12
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上田 篤

なことから着想されたのでしょうか。
上田

私は西山さんに「日本には広場の伝統はありません

が、祭りのときのお祭り広場ならあります」といいました。
編集・広報委 お祭り広場とはどういったものでしょうか。
上田

これは少し話が遡りますが、私は京都大学に来る前

には建設省で働いていました。そして 1965 年 1 月に京都
大学に赴任したんですが、そのとき、開通したばかりの東
海道新幹線に乗って京都に来ました。万博の話が起きる半
年前のことです。その途中、車窓の風景をみていたら、在
来線の風景とは全然違う。というのも、旧東海道本線とい
うのは町を縫って走るんですが、新幹線は山野を突っ走っ

ているんです。そのとき私は車窓から「珍しい風景だなあ」
とずっと眺め続けていたら、広い田んぼや畑の真ん中にポ
コポコと緑の森があるのに気が付いた。それがやたらと目
について、私は始め何だろうと思っていたんですが、やが
てその一つに鳥居が見えて「あ！これは鎮守の森だ」と思
いました。それが私にとっての、大げさに言えば鎮守の森
との出会いでした。私はそれまで建設省でニュータウンと
かニューシティといわれる計画をやっていたんですが「こ
の土地のない時代によくまあ鎮守の杜がたくさん残ってい
るものだなあ！」と感心したんです。それがきっかけにな
り、大学で鎮守の森を研究することにいたしました。そう
いう調査のなかで、たまたま瀬戸内海の小豆島を訪れたと
き、神社の外に、お祭りのときにお神輿が集まってくる御
旅所があったんです。そのお旅所では祭のときには何百人
という人が集まってきて、そこで行われる催しを見る。そ
のために御旅所には、石で出来た七、八段の階段状の大き
な床があって、いわば観覧席になっている。そこは二畳か
三畳くらいの桟敷なのですが、聞いてみると、近隣のお百
姓さんがその場所を株のような形でお金を出して借りてい
るんです。そしてお祭りのときには食料を持ってやってき
てそこで家族や仲間たちが食べたり飲んだりしながらお祭

りを見る。「神社ってすごいんだなあ」と私は思いました。
日本には西洋的な広場はないが、唯一、神社の御旅所のよ
うなところが都市や町、村などの広場になっている、と思っ
たんです。それで万博に「お祭り広場」を提案したわけで
す。それが認められて万博会場の核施設になりました。

編集・広報委 「お祭り広場」の設計は、どのように進め
られたのでしょうか。
上田

次の丹下さんの出番になり、丹下さんは「お祭りを

するなら日本の夏は雨が多いので屋根をつくろう」といわ
れた。それで丹下さんが大きな屋根を作られたんです。私
はその下の舞台と観覧席など、それに地下部分を設計しま
した。そのとき問題は「人類の進歩と調和」というテーマ
とどうつながるか、ということです。当時、私は打合せの
ためによく東京の丹下さんの事務所に行ったんですが、あ
るとき岡本太郎さんがおられて、そこにタワーの模型が置

お祭り広場断面図（出典：日本万国博覧会公式記録第 3 巻 , 日本万国博覧会記念協会 ,1972 年）

かれていた。「これは何ですか？」とお尋ねしたら、岡本

編集・広報委

のですが、丹下さんはご自分が設計されるとモダンなもの、

上田

さんは言下に「縄文だ！」といわれた。私はびっくりした
つまり「進歩」になり「調和」が表現できないから岡本さ
んを呼んできて彫刻を依頼されたのだ、と思いました。そ
の結果、大屋根の真ん中に穴があけられてタワーが飛び出
す、という異様な建築ができたんです。そうして今日、丹
下さんの大屋根も私のつくった舞台も観覧席もなくなりま

したけれども、太陽の塔だけは残っている。「人類の進歩
と調和」の「調和」の部分だけが残っている。何か象徴的
な感を受けますね。

編集・広報委 「お祭り広場」をつくるとことについて、
周囲の反応はどのようなものだったのでしょうか。
上田

西山さんの了承を得て、私は「お祭り広場」を提案

しましたが、それが受け入れられたことで万博の性格がも

のすごく変わってしまいました。なぜなら「万国博覧会」
というものは、そもそも「新しく生まれた工業製品を国際
的に売る場所」なんです。そこに通産省から「お祭りとは
何事か！」といわれた。万博を管轄している通産省から猛

反対が出たのです。そして「万博をお祭り広場にするなら、
万博は文部省に頼め」とまで言われた。もちろん私も先に
述べたように「万博とは何か」という調査をしていました

ので、もちろんよくわかっていたのですが、しかし「万
博を工業製品の見本市会場にだけはしたくない」という意
識が西山さんにも私にも強くあったんです。万博は、かつ
てはそうだったかもしれないが、当時、その性格はすでに
変わり始めていた。大阪万博の直前に開催されたモントリ
オール万博では、単なる工業製品の販売場ではなく、会場
を自然に囲まれた場所にした。つまり会場を美しいセン

ト・ローレンス川の中州にもってきたのです。行ってみる

と、そこはまるで公園のようなところでした。「モントリ
オール博覧会は今までの博覧会と違って自然を売りにして

いる」と私は感じました。
「それなら我々も単なる物産博
ではないものをやろう。モントリオールが自然なら、大阪
では文化をやろう」ということになったんです。それには
万博のメインテーマである「人類の調和と進歩」とも関係

があった。「進歩」だけであれば、進歩の象徴である「新

たな工業製品」だけを売ればいいのですが、そこに「調和」
がある。では「調和とは何か？」という議論がおこり、そ
こで「文化的なことをやろうじゃないか」ということになっ
たんです。

西山先生の「新しい都市のモデル」とは、

どのようなイメージだったのでしょうか。

それはまさしく「都市の広場をつくる」ということ

でした。当時は 70 年安保の少し前のことでしたが、哲学

者の羽仁五郎さんが「都市の論理」なる本を出版して、そ
れが熱狂的に学生に受け入れられていました。その中で羽
仁さんは「日本の都市は都市ではない」といった。なぜな
ら「日本の都市には広場がないから」です。その点は西山

さんも同じ意見でした。「広場がないから自由な市民とい

うものも存在しない。だから日本の都市は都市ではない」
と羽仁さんはいう。そういった背景を西山さんも考えてお
られて「広場」といわれたのです。

■「広場」と日本人
編集・広報委

では、上田先生は「広場」をどのように捉

えておられたのでしょうか。
上田

私は、じつは羽仁さんのご意見にはちょっと反対

だったんです。先ほどいいましたように「日本にはお祭り
広場がある」と思っていましたからです。西洋では、都市
には一つのコミュニティがあって、そのコミュニティに属
する市民が一堂に集まって政治をおこなうわけです。その

場が「広場」でした。日本には、そういう意味での「広場」
や「市民」という概念は確かにないんです。しかし、都市
や市民はないが、町や町民はある。私はそのころ京都の町
家の社会を調べていまして、そのことをつくづく感じてい
たんです。その町というのをわかりやすくいうと一種のム
ラなんです。村の結束とまったく同じものが都市のなかに
もあるのです。例えば祇園祭がありますが、みんなあれを
京都の祭だと思っていますが、あれはそうではなく、京都
の町のなかにある 20 か３0 ほどのムラつまりお町内の祭

の集合なのです。つまり都市の祭ではなく町の祭である。
京都の中京には西陣織の職人や商人たちがたくさん住んで
いて、その人たちが町を作っている。その自治組織を「お

町内」といいます。道路の両側の 30 軒ほどの家々が一つ
の組織を作っている。それは江戸時代からずっと続いてい
ますが、これを「お町内」と呼ぶ。江戸時代や明治のころ
までは「お町内」では用心のために、町民は夜ごと道路の
辻を閉鎖し、そこに木戸番を置いたりしました。また、み
んながかわりばんこに火の用心や泥棒除けの見回りなどを
やっていまして、町内は堅く結束している。これはいわば
一つのムラなんです。京都という都市のなかにムラがたく
関西支部だより
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さんある。それをお町内と呼んでいるんです。それをわか

後のことは、当時、特に発言はしていません。それに、本

の大きな芯がある。対するに日本の都市は、京都に見るよ

と、そのあとの維持管理にも博覧会協会がお金をつぎ込ま

りやすくいうと、西洋の都市はリンゴのようなもので一つ
うにブドウのようなもので、たくさんの粒々があって、そ
の粒粒の一房が京都という都市なんです。つまり一房の都

市のなかにはたくさんの粒粒がある。つまりムラがある。
そしてそこにはたくさんの種つまり芯がある。このように
日本の都市には都市という自治組織はないが、ムラという
小さな単位があって、そこに「自治」があるんです。その

なかに日本独自の「広場」がある、と私は思っています。
例えば小学校の運動場がそうです。最近は少なくなったか
もしれませんが、昔はその運動場は小学校の授業や運動会
だけでなく、町内のお祭りや盆踊り、映画会などいろいろ
な集りに使われていました。だから日本では小学校に必ず
運動場があります。これは当たり前のようでいて、実は世
界的には当たり前ではない。小学校に運動場など、ほとん
どの国にはないのです。ではどうして日本で小学校に運動
場ができたか？京都は明治に小学校を作った先進都市で

す。明治２年に全国に先駆けて小学校がつくられました。
当時、小学校という概念は日本人にはなかったんですが、
京都ではお町内ごとにみな土地を出し合ってあっという間
に小学校をつくった。その小学校の核として運動場をもつ
くりました。それは、いわば江戸時代の神社のお旅所のよ

うなものでした。日ごろは小学校の授業に使われますが、

来、万博の施設は仮設が原則です。恒久建築物を建設する
なければならない。ですから、万博が終わったら元の更地
に戻す、というのが博覧会の原則だったんです。だからヨー
ロッパでは万博の跡地は、だいたい公園にしているところ
が多いですね。日本は都市に公園が少ないですから、公園
にするのも一案ですが、ただ「お祭り広場」を発案し設計
した立場からすると、現在も千里中央が北大阪の中心的役
割を果たしているように「万博跡地が都市の広場的なもの
になればいいな」そのとき「お祭り広場」がその核になっ
たらいいな」と思っていました。
編集・広報委

大阪万博が開催されたことによって、大阪

にはどのような影響があったと思われますか。
上田

いろいろあります。大きくいうと、大阪にパブリック

なスペースや文化施設が増えていったことです。たとえばそ
のころから、大阪に文化センターや体育館などが増えていき

ました。そのほか水辺の復権ということで、野外の公共的な
施設が増えていきました。中之島周辺や道頓堀などでリバー

ウォーク、つまり川べりの道が整備されたことなどです。こ

うしてパブリックな都市の広場とでもいうべきものができて
いった。ただ問題だと思うのは、そのパブリックな空間をあ
まり市民が利用していないということです。

お祭りのときにはいわばそれは「お旅所」に変わる。そこ

■人とパブリックとのつきあい方

社という鎮守の杜がありますが、小学校の運動場は、元来

人は下手だということでしょうか。

で祭が行なわれ、人々が寄り会う。つまり京都には八坂神
はそのお旅所の役割を果たしていた、ということです。もっ
とも今は大分変わってきましたが。

編集・広報委
上田

パブリックな空間とのつきあい方が、日本

例えば公園です。昔から日本には公園で憩うという

文化がなかった。一方、ヨーロッパでは公園が多くありま
すが、そこにはいつもたくさんの人がいる。日光浴をした
り、ベンチで本を読んだりしている。しかし、大阪のリバー
ウォークつまり川べりの遊歩道などをみても、人があまり
いない。ときどきサラリーマンが昼飯時に歩いているくら
いです。だからそういった空間がブルーテントといわれる
人々の場になったりする。ももっと人が憩う公園のつくり
方を考えなければならないと思っています。それにはまた

自然とのつきあい方が問題です。日本人は自然が好きだ、
とよくいわれますが、その割には自然とあまり関わってい
ない。自然が多いだけで、実際の自然と生活とは乖離して

いると思うんです。例えばドイツ人にとっての「森」です。
ドイツ人は森をすごく愛していて、ドイツ人は一か月に一
お祭り広場

（出典：日本万国博覧会公式記録写真集 , 日本万国博覧会記念協会 ,1971 年）

■大阪万博が残したもの
編集・広報委

万博が閉幕した後のことを、当時はどのよ

うに考えておられましたか。
上田

もちろん地元の町や村、また大阪府・市からも、跡

地についてさまざまな意見が出ていたことは知っていま

す。我々は会場の設計を行なうことがその役割でしたから、
14
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回ぐらいはみな森歩きをしているといわれるほどです。日
本にはドイツのような平地の森は少ない。しかし、日本に
は代わりに山があって、そこには緑がいっぱいある。とこ
ろがドイツ人が森歩きをするように日本人が山歩きをする
かというとほとんどしない。有名な山に登る、ということ
はあっても、日常、近所の裏山に登るということはあまり
しないんです。日本人はそうした身近な自然とのつきあい
が苦手なんですね。
編集・広報委

もっと人が憩うパブリックな空間にするに

は、どうすればよいのでしょうか。

うにつきあえばよいのでしょうか。

裾をある一定の高度で歩ける道、つまり「山の辺の道」が

ラットホームでは事故を防ぐためにアナウンスをうるさく

て非常にいいと思うんです。ですが、裏山にそういった歩

起きたら責任を問われるから、安全上、いろいろな柵を設

上田

確かに山を登るのはシンドイことですが、例えば山

あれば、眺めもいいでしょうし、緑も多いですし、鳥もい
くための道はない。だから私は「裏山の山の辺の道づくり」
というのは、国策としてもやるべきではないか、と思って
います。また公園というと、例えば京都市内に京都府立植
物園がありましてそれは立派な公園です。そこはものすご
くよく整備されている。しかし、その植物園のなかに半木

（なからぎ）神社という神社があるんですが、そこに行っ
て思うのは、植物園内を歩いていても小鳥の声は聞こえて
こないのに、その神社に入ると小鳥が鳴いている。つまり

日本の公園には小鳥がほとんどいない、ということです。
すると、日本の公園は自然ではない。自然は神社のなかの
境内なのです。そう思うと、いつも「日本の公園は情けな
いなあ」と感じる。日本では公園は公共団体が管理してお
り、そのために公園をいつもきれいにしておかなくてはな

らず、植物なども植生を分轄して機能的に配置している。
人工的に並べているのです。それはじつは自然ではない。
まあ、人工的な自然なんです。自然には「小自然」
「中自然」

「大自然」と三つある、とわたしは考えていますが、小自
然は例えば植木鉢や鳥カゴに入っている花や鳥のようなも
のです。いわば人間が飼っている自然です。人間が水やエ
サをやらなければ生きていけないものです。逆に、人間が
下手したらやられてしまうような自然が大自然。極端にい
えば南極や北極、アフリカの砂漠などがそうですが、しか
し日本の奥山もそれに近い。うっかり迷いこんだら死んで
しまうかもしれない。何が起きるかわからない危険を伴う
自然です。そしてその間に中自然というものがある。それ
を身近なもので例えるなら、道路や空き地に生えている雑
草みたいなものです。人間が植えたわけではないのに勝手
に生えている。最近では空き地は少なくなりましたが、子
供の頃はよく空き地で遊んだものです。人の管理していな
い空き地は実は子供にとってとてもおもしろい。いろいろ
な草が生えていて、いろいろの虫もいる。トンボもチョウ
チョも来る一方、公園には決まったものしかない。では「な
ぜ公園に鳥が来ないか？

トンボやチョウチョがいないの

か？」というと、植物の保護のために殺虫剤などを撒いて

上田

虫が出てくると嫌がれるから除虫剤を撒く。駅のプ

流す。やたらとフェンスをつくる。行政や管理者は事故が

けたりするのです。すると大都市は、
だんだん「人間動物園」
みたいなものになってくる。便利かもしれないが、我々は

いわば人間動物園の動物かもしれないのです。大都市にい

くら超高層建築や近代的設備ができても、そこに働いてい

る人間はそのなかで飼育されている状態になっているとい

うことが、現在の大都市の一番の問題ではないでしょうか。
みんな同じパターンで動き、同じものを食べて同じものを
見て喜んでいる。そんな自然のないものばかり作ってみて
も仕方がないのではないか。自分である程度危険を覚悟す
るということを子どものときから教えないといけない。事

故が起きたり、またヘビに噛まれたりしたとき、誰の責任か、
ということがいつも問題になっています。マスコミもそれ
を問題にする。そこで、行政などが過剰に介入してしまう
んです。そんな世界では、自立できない覇気のない人間ば

かりが生まれてしまいます。アメリカの広大な国立自然公

園の入口などには「この自然公園内にはピューマもいます。
ご無事で帰られることを祈る」という看板が立てられてい
るそうですが、自立精神を尊ぶアメリカ人を、わたしたち
も少々見習らわなければならないのではないでしょうか。
編集・広報委

それらの点が、都市空間のあり方にもつな

がるということなのでしょうか。

上田 「腹の足し」「手足の足し」「心の足し」という言葉
があります。腹の足しというのはつまりは食料です。食料
がなかったら生きていけません。これは人間だけじゃなく
動物も同じです。その次に手足の足し。これは道具のこと
です。自動車や電車、洗濯機や掃除機などができて、人間

は手足の労働が大幅に解放されました。それは結構ですが、
さらに心の足しというものがあります。確かに現代社会で
は、食料は充足してきたし、道具も普及してきた。しかし「心
についてはどうなのか？」と問われると、現代都市は心の
充足ができているようなものになっているのか。これから
の都市や祝祭空間においては、そういうことも真剣に考え
ていかなくてはならないと思います。

いるからです。しかし鳥は虫がいるからやってきて鳴く。
ただ歌うために来ているのではないのです。公園は確かに
植物は植えていますが、これはいわば人間が管理する小自
然なんです。植物学の勉強になるかもしれませんが、何も
面白くない。虫がいて、ヘビがいて、そのほうがある意味

2015 年 12 月 19 日、

で面白さがある。少なくとも自然である。そういうことが

大津市琵琶湖畔にある

わからないといけないのに、日本人はお役所を中心に小自
然ばっかり作っているから、日本の公園行政はあかんとい
つも思っているんです。そういったことも含めて空間の使

い方が問題なんですよ。ハコだけつくってもダメなんです。
編集・広報委

上田篤氏の仕事場にて
聞き手：水野優子・川崎修良・坂井信行（編集・広報委員会）

一方、利用する側は、パブリックとどのよ
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支部委員会報告
総務委員会

2015 年４月４日（土）大阪市立生涯学習センター第 1 研

修室において開催され、下記の４議案について審議し、すべ
て議案書通り決議された。

(1) 第１号議案 2014 年度日本都市計画学会関西支部活動

・キャスティ 21 エントランスゾーン（姫路駅北駅前広場等）
の整備～播磨の玄関口にふさわしい「城を望み、時を感

じ人が交流するおもてなし広場」の誕生～
（兵庫県姫路市）
受賞者：姫路市

報告について

報告事項：日本都市計画学会関西支部決算について

(2) 第２号議案 2015 年度日本都市計画学会関西支部活動
方針について

報告事項：日本都市計画学会関西支部予算について

(3) 第 3 号議案 日本都市計画学会関西支部規程の改正に
ついて

(4) 第４号議案 2015 年度日本都市計画学会関西支部役員
選出について

・
「枚方宿地区まちづくり協議会活動～歴史と現在の共存
から未来へ繋ぐ架け橋に～」
（大阪府枚方市）
受賞者：枚方宿地区まちづくり協議会

企画委員会

2015 年度は 1 回のシンポジウムと 3 回のフィールドワーク

を実施した。

シンポジウム：地域主体の特色あるまちづくりのその後 ～

大阪・京都の事例を通して～

過去にまちづくり賞を受賞した 3 地域の方々（船場げんき

の会

谷口 康彦氏，西之町まちづくり協議会

氏、高井田まちづくり協議会

横山 経治

川勝 親氏）による講演を受け、

地域のまちづくりの継続性や発展性、その課題などについて

４月２日の関西支部総会に引き続いて、表彰式及びプレゼ

議論した。

ンテーションを予定している。

これまでとこれから―」、
「古都 明日香の今、これから」、
「ガー

研究発表委員会

に現地を歩き、まちづくりや地域活動の継続性，課題など

大学文化交流センターにて開催した。大学・行政・企業の若

フィールドワーク：
「もう一度「探られる島」―いえしまの

デンシティ舞多聞 －自然と暮らしのマネジメント」をテーマ
について意見交換した。
国際・交流委員会

非会員学生と会員の交流の一環として、３年度目に入る「都

市計画・アーバンデザインの仕事場を訪ねる」を実施した。
10 月２日、学生７名が JR 西日本とアルパック、10 月 19 日に、
学生６名が吹田市役所とジャスを訪ね、若手の実務家と仕事

第 13 回研究発表会を 2015 年７月 18 日 ( 土 ) に大阪市立

手研究者を中心とした 26 編の研究発表があり、総数 80 名

の参加者を得て活発な質疑・討論が行われた。研究内容の

一層の充実と発展を期待して、座長と研究発表委員会とで 5
名の研究奨励賞を選考した。今後、行政機関や民間からの

参加を促進し、多様な視点からの都市計画、まちづくりの
研究や特色ある実践につなげる。

のこと、暮らしのことなど幅広く話を伺った。また、9 月 29

編集・広報委員会

ザイン・建築・土木を学ぶ留学生・学生のための阿倍野のま

行し、
支部会員に発送した。特集のテーマは
「都市の祝祭」
とし、

名、あべのまちづくり構想研究会の方々に活動についての説

会及びインタビューを実施して記録を掲載した。あわせて、支

日は、留学生との交流の一環として「都市計画・アーバンデ
ちづくりとハルカス

見学会」を実施した。参加者は学生６

明の後、あべののまちあるき、あべのハルカスのバックヤー
ドツアーをご案内いただいた。
関西まちづくり賞委員会

「関西まちづくり賞」は、関西で実施された都市計画・ま

ちづくりに関する調査、計画、設計、事業及びまちづくり活

動における顕著な成果・実績・新しい取り組み、継続的な取

り組みについて、広く募集・推薦を求め、表彰を行っている。
2015 年度は、下記の 2 件を関西まちづくり賞に選定した。
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「日本都市計画学会関西支部だより」No.30 を約 900 部発

主題解説及び関連論文の執筆依頼を行うとともに、ミニ座談
部だよりと連動させた記事を支部ホームページに掲載した。

また、本部学会誌「都市計画」において、関西支部の活

動報告、都市計画情報の掲載ページ（支部だより）に関する
企画編集を行うとともに、特別号の特集「これからの都市計
画」への寄稿論文の企画と執筆依頼を行った。

［編集・広報委員］坂井信行（地域計画建築研究所）、水野優子（武
庫川女子大学）、川崎修良（兵庫県立大学）、佐藤嘉晃（都市再生
機構）、高岡伸一（大阪市立大学）、松田洋祐（都市再生機構）、山
口敬太（京都大学）

