
ヴォーリズ記念館

琵琶湖疏水・南禅寺水路閣

第1章　関西各府県の近代化遺産

ヴォーリズ記念館…質素だが明るい印象のヴォーリズ自邸

建築家ヴォーリズの遺品を展示する記念館。近江兄弟社の本部事務局として

も使用されている。設計当初、ヴォーリズの満喜子夫人が運営していた清友幼

稚園の教員宿舎として設計されたが、途中で自邸に変更されて1931年に竣工

した。ヴォーリズ夫妻は、1933年にこの建物に移り住み、ヴォーリズが亡くなる

1964年まで住み続けた。建物は木造2階建てで、ステイン仕上げの茶色い下見

板張りの壁面に赤い瓦屋根や煙突上部の赤煉瓦の取り合わせが、質素であり

ながら明るい印象を与える。ヴォーリズ自邸時代、内部では、1階を食堂や台

所、2階を寝室や客室として使っていた。(笠原一人：京都工芸繊維大学助教)
 

琵琶湖疏水…京都近代化のシンボル

京都・大津間の通航路計画は1863年からはじまり、明治に入って具体化する。

1881年、京都府知事となった北垣国道は、1885年6月に着工、1890年4月に第

一疏水が竣工する。1889年に京都市制が施行されてからは、京都市が継続

し、疏水の付帯事業としてわが国最初の水力発電所である蹴上発電所を起

工、1891年11月から発電を開始した。水力発電の増強と上下水道用水確保の

ため、京都市三大事業の一つとして、第二疏水が1911年3月に完成した。京都

近代化のシンボルといってよい。(上田正昭：京都大学名誉教授)
 

梅小路機関車庫…SL好きの聖地

鉄道好き、特にSLが大好きな私にとっては、もう何度も訪れた場所。現役時

代、遠く離れた地で出会ったSLが保存されている場所で、訪れる度に、懐かしく

昔の事を思い出ことができる貴重な場所です。できるなら静態ではなく、数多く

の車両が動態で保存されることを望みます。(桂梅団治：落語家)

梅小路機関車庫

大阪市中央公会堂

大阪市中央公会堂…天地開闢・商工業繁盛の世界観を描いた特別室

中央公会堂の特別室は、もともと貴賓室として造られた。大阪の近代建築の最

高傑作ともいえる中央公会堂の中心になる部屋であり、近代美術史にも面白い

素材を提供していると思う。特別室にはイザナギ・イザナミの国生み神話を描

いた天井画、それに仁徳天皇、スサノオノミコト(商業の神)、フトタマノミコト(工業

の神)の壁画が描かれている。国生み神話は日本のはじまり、近代大阪から見

た天地開闢・商工業繁盛の世界観が表現されている。特別室の天井画と壁画

を制作したのは、明治時代に美術の世界で指導的役割を果たした松岡壽。神

話と歴史と美術が一体になって語りかけてくる。公会堂の正面大アーチの頂部

に見える商神メルキュール、工芸・科学の象徴ミネルバの像も、公会堂の世界

観のひとつのあらわれだ。中央公会堂は、近代大阪の生々しいエネルギーを

今でも感じとれる。(本渡章：作家)
 

大阪府立中之島図書館…世界の聖人8人が鎮座する商都の「知の聖堂」

学生人口の都心流出によって大阪市内から知的な刺激、文化的な歓びを見出す施設が著しく減ったと思う。それ

が東京と比べて大阪に活力がない原因に思われ、大阪の地盤沈下に拍車をかけたと以前から深刻に感じてき

た。図書館の存在もまた同じである。「大大阪」が誕生した1925年、中之島には、対岸の控訴院も含めて市庁舎、

公会堂、日本銀行、中央郵便局(後に大阪駅前に移転)、朝日新聞社がならんでいた。その偉観に誰もが圧倒され

たはずである。国会や行政に情報提供する国会図書館が永田町にあるように、大阪の図書館も、政治、経済、司

法、報道、学術、文化、芸術の施設が集中する｢シビックセンター｣としての中之島に開設された。中之島図書館の

魅力のひとつが、世界の聖人8人の名を記したプレートが嵌めこまれ、天井からのみどりの光が美しい円形ドーム

である。時計回りに「孔子」「ΣΩΚΡΑΤΗΣ(ソクラテス)」「ΑΡΙΣΤΩΤＦΑΗΣ(アリストテレス)」

「SHAKESPEARE(シェークスピア)」「KANT(カント)」「GOETHE(ゲーテ)」「DARWIN(ダーウィン)」の名があり、哲学者

から文豪、進化論者まであるのがユニークである。とりわけ印象的なのが「文神」「野神」の彫刻(北村西望作)には

さまれた階段正面の銘板の上に「菅公(かんこう)」のプレートがあることだ。つまり学問の神様、天満宮に祀られる

天神さま、菅原道真公の名が、他の7人を従えるように鎮座しているも商都の「知の聖堂」らしい。図書館を移転す

る話もあるようだが、図書館という施設が都市のインテリジェンスに果たす普遍性を考えると中之島に図書館があ

ることの意義が正しく評価されているとは思えない。(橋爪節也：大阪大学総合学術博物館長)

毛馬閘門

船場ビルディングの中庭

毛馬閘門(けまこうもん)と毛馬洗堰(けまあらいぜき)…開放感が味わえるランニン

グ・コース

実は最近、ちょくちょく毛馬閘門・毛馬洗堰を目にしています。というのは、ぼく

のランニング・コースになっているからです。大川沿いに淀川河川敷まで往復し

たとき、左手に閘門・洗堰を見ながら、坂を駆け上っています。上りきると、悠々

と流れる大河と河岸の自然が奏でる大パノラマが広がっており、たまらなく開放

感を味わっています。俳人・与謝蕪村の碑文も立っています。時々、鉄扉の向こ

う、閘門・洗堰の方に入っていくこともあります。旧第一閘門の存在を知ったの

は、つい最近のことでした。明治期以来、淀川が増水したとき、ここで市内への

流水を防いできたんやなぁと思うと感慨深いです。(武部好伸：エッセイスト)
 

船場ビルディング…都市部にいながら自然を満喫できる大阪の宝物

間口のわりに奥行きの深いこの建築は、船場の町家のようである。奥行きの深

さを活かして、通りから奥へと続く細長い中庭を設け、中庭に面して部屋を配し

ている。ごく単純な構成に思えるが、ここに足を踏み入れると、大変心地よい空

間であることが実感できる。実に考え抜かれた大きさとプロポーションの中庭

だ。建築の細部も、ほどよく幾何学的な装飾がみられる。1階路面の木煉瓦や、

随所にある植栽など、都市部にいながら自然を満喫できるところがよい。(酒井

一光：大阪歴史博物館学芸員)

大阪セルロイド会館…セルロイドの歴史を伝える活動の拠点

アメリカから輸入されたセルロイドは、明治～大正～昭和期、東京・大阪で加工製造され、全盛期を迎えた。1931

年「櫛会館」として完成した建物は10年後に増築され、現在の姿に。アーチ型の窓、アール状の外壁、曲線の階

段、白亜のモダンな建物は人目をひいたが、戦争中、屋上は高射砲の陣となった。現在は、大阪館設立準備室が

セルロイドの歴史を伝える活動の拠点としている。(樋口須賀子：宮本順三記念館・豆玩舎ZUNZO(おまけやズン

ゾ)副館長)

旧堺灯台…子供のころから馴染んだ大浜海岸のシンボル

1951～1952年の小学校高学年の真夏のころ、大浜海岸へ水泳授業に出かけ

たが、海岸の北端には1877年築造の白いペイントの木造洋式灯台が屹立して

いて印象的であった。この堺灯台は昭和30年代後半から始まった沖合6キロに

わたる堺臨海工業地帯の造成によって、すっかり内陸化した水路の入り口にと

り残された。堺灯台は、幕末の開港時、港の近代化に後れを取ったことを感じ

旧堺灯台

た堺の問屋商人たちにより、和式灯明台に変わる新しい洋式灯台として、建設

がすすめられた。直前に完成していた官製の神戸の和田岬と大阪の天保山灯

台を視察・研究のうえ、地元の石工と大工による設計・工事によって石積みと塔

屋を建造。レンズと石油ランプは御雇外国人の指導を受けていた国の灯台寮

に注文・取り付けてもらって、1877年に完成させた。従来、イギリス人技師によ

る設計・築造とされていたが、小生の研究によって官製灯台を見習っての地元

設計と建造であったことを明らかにした。臨海工業地帯の造成で1968年に廃

灯、1972年に国の史跡指定を受けたが、海上保安庁水路部の灯台表から除籍

され、海上に向かって灯火を遮り、陸上側に投光しているのは奇異な感じがす

る。(中井正弘：大阪春秋編集委員、太成学院大学非常勤講師)
 

自泉会館…城下町の遺産とともに

岸和田は江戸時代には譜代の岡部家が長く統治した城下町であったが、明治になると岸和田は、産業都市として

近代化を遂げる。豪商寺田家が岸和田紡績(のちの大日本紡績、現・ユニチカ)を創業、関連する企業群が集積し

た。結果、岡部家の城下町は企業城下町へと様相をあらためる。戦災を受けなかった市街地には、今も往時の雰

囲気が残る。掘端も例外ではない。近世の城跡に、都市の近代化を物語る建物が散在している。スパニッシュスタ

イルの洋館・自泉会館は、そもそも寺田家の倶楽部として建てられたものだ。現在は市民ギャラリーとして転用、

登録文化財になっている。概観は質素だが、バルコニーのある吹き抜けのホール、マントルピースや細部意匠な

ど見事な内装に、設計者である建築家渡辺節の好みを随所に見て取れる。五風荘も堀に面している。広さは2400

坪ほど、1929年から10年余りの歳月をかけて、寺田銀行や寺田紡績工廠を創設した寺田利吉氏が造営した座敷

だ。東大寺の塔頭から移築した正門は、岸和田に縁のある楠木氏の「楠」の字をもじって「南木門」と呼ぶ。市が保

有しているが、近年、民間の経営に託された。美しい回遊式庭園を眺めながら食事をとることができる。岸和田城

の濠をめぐると、近世に建設された城下町の遺産である町割や石垣とともに、この街の近代史を物語る建物が点

在している。戦後に復興された天守や市役所とあいまって、人々の今日の生業が「重層する時間」のなかに浮か

びあがる。「文化的な景観」とは日々、新たな変貌を重ねながら、市民の日常生活に寄り添って、さりげなく存在す

るものだろう。(橋爪紳也：大阪府立大学21世紀科学研究機構教授、建築史家)

神戸税関…正午を知らせる屋上のタイム・ボール(報時球)

時刻(正午)5分前にボールが塔の上に揚げられ正午になればスッと赤いボールが下がった。ラジオの時報ができ

る前に港内の船舶に時刻を報せるもので、タイム・ガン(午砲)は音速による遅れがでることと、大きな音が迷惑な

ために、タイム・ボールは作られた。今、世界に9台ほど現存していると聞く。神戸には水上警察の屋上に設置され

ていたというが、確か税関の屋上だったと思う。船は自分の位置(経度)を知るために正確な時計が必要だった。大

阪城内に午報(ドン)が残されていたが今はどうなっているだろう。正確な時刻を知ることは近代化に欠かせない。

(押田榮一：情報通信文明史研究会主査、元龍谷大学教授)

和田岬砲台…兵庫県内として国の史跡第1号

旧堺灯台

た堺の問屋商人たちにより、和式灯明台に変わる新しい洋式灯台として、建設

がすすめられた。直前に完成していた官製の神戸の和田岬と大阪の天保山灯

台を視察・研究のうえ、地元の石工と大工による設計・工事によって石積みと塔

屋を建造。レンズと石油ランプは御雇外国人の指導を受けていた国の灯台寮

に注文・取り付けてもらって、1877年に完成させた。従来、イギリス人技師によ

る設計・築造とされていたが、小生の研究によって官製灯台を見習っての地元

設計と建造であったことを明らかにした。臨海工業地帯の造成で1968年に廃

灯、1972年に国の史跡指定を受けたが、海上保安庁水路部の灯台表から除籍

され、海上に向かって灯火を遮り、陸上側に投光しているのは奇異な感じがす

る。(中井正弘：大阪春秋編集委員、太成学院大学非常勤講師)
 

自泉会館…城下町の遺産とともに

岸和田は江戸時代には譜代の岡部家が長く統治した城下町であったが、明治になると岸和田は、産業都市として

近代化を遂げる。豪商寺田家が岸和田紡績(のちの大日本紡績、現・ユニチカ)を創業、関連する企業群が集積し

た。結果、岡部家の城下町は企業城下町へと様相をあらためる。戦災を受けなかった市街地には、今も往時の雰

囲気が残る。掘端も例外ではない。近世の城跡に、都市の近代化を物語る建物が散在している。スパニッシュスタ

イルの洋館・自泉会館は、そもそも寺田家の倶楽部として建てられたものだ。現在は市民ギャラリーとして転用、

登録文化財になっている。概観は質素だが、バルコニーのある吹き抜けのホール、マントルピースや細部意匠な

ど見事な内装に、設計者である建築家渡辺節の好みを随所に見て取れる。五風荘も堀に面している。広さは2400

坪ほど、1929年から10年余りの歳月をかけて、寺田銀行や寺田紡績工廠を創設した寺田利吉氏が造営した座敷

だ。東大寺の塔頭から移築した正門は、岸和田に縁のある楠木氏の「楠」の字をもじって「南木門」と呼ぶ。市が保

有しているが、近年、民間の経営に託された。美しい回遊式庭園を眺めながら食事をとることができる。岸和田城

の濠をめぐると、近世に建設された城下町の遺産である町割や石垣とともに、この街の近代史を物語る建物が点

在している。戦後に復興された天守や市役所とあいまって、人々の今日の生業が「重層する時間」のなかに浮か

びあがる。「文化的な景観」とは日々、新たな変貌を重ねながら、市民の日常生活に寄り添って、さりげなく存在す

るものだろう。(橋爪紳也：大阪府立大学21世紀科学研究機構教授、建築史家)

神戸税関…正午を知らせる屋上のタイム・ボール(報時球)

時刻(正午)5分前にボールが塔の上に揚げられ正午になればスッと赤いボールが下がった。ラジオの時報ができ

る前に港内の船舶に時刻を報せるもので、タイム・ガン(午砲)は音速による遅れがでることと、大きな音が迷惑な

ために、タイム・ボールは作られた。今、世界に9台ほど現存していると聞く。神戸には水上警察の屋上に設置され

ていたというが、確か税関の屋上だったと思う。船は自分の位置(経度)を知るために正確な時計が必要だった。大

阪城内に午報(ドン)が残されていたが今はどうなっているだろう。正確な時刻を知ることは近代化に欠かせない。

(押田榮一：情報通信文明史研究会主査、元龍谷大学教授)

和田岬砲台…兵庫県内として国の史跡第1号

「ジェームス邸」本館とバンケッ

ト全景(提供：松隈章氏)

旧甲子園ホテル

外国船の襲来に備えて、徳川幕府の時代1864年に完成しましたが実戦には使用されず、1921年に兵庫県内の史

跡第1号として国の史跡に指定されました。和田岬砲台は大阪湾岸の4箇所で造られたうちの一つで、当時徳川幕

府は和田岬、川崎(湊川)、西宮、今津にそれぞれ円筒形の砲台を建設しました。このうち内部が当時の姿のまま

残っているのは和田岬砲台だけなのです。近年老朽化が進み、2009年12月からは内部の本格的な改修工事が始

まりました。円筒形の砲台外郭部分は花崗岩による石造りで、内部は木造2階建てになっていて、直径は14m、高

さは11.5m。1階部分には砲身を冷やすための井戸や砲弾を保管しておく棚があり、2階部分には大砲発射用の11

個の窓があります。この度の改修工事では内部の木材がすべて取り外され、釘やネジ、ボルトなどの固定部材も

築造以来はじめて取り外されました。この作業により、丸柱や大型肘金物の製法が、現代の製造技術でも非常に

困難で高い製造技術があることなどがわかりました。というのも350kgもある丸柱や70kgの重さの鍛造する設備な

ど、人の力だけでどう造ったのか、そして木を先に組み立てないとできない部分が随所にあり、非常にシビアーな

工程管理で石組みと木組みが計画されていたのではないかという工事責任者のお話でした。(三上公也：ラジオ関

西報道制作局専任局長)

ジェームス邸…時の記憶を次世代に繋ぐ

「ジェームス邸」は、神戸市垂水区塩屋町の通称「ジェームス山」と呼ばれてい

る瀬戸内海を望む小高い丘一帯を外国人住宅地として開発したイギリス人貿

易商アーネスト・ウィリアム・ジェームス氏が、1934年に自邸として建設した壮大

な邸宅である。その後、邸宅や迎賓館として永く活用されてきたが、80年の時

を経て、新たな施設を付加してハウスウエディング(平日はレストラン利用)施設

として、2012年12月より地域にひらかれた新たな利活用が始まっている。(松隈

章：(株)竹中工務店設計本部課長)

旧甲子園ホテル…名建築の中で学ぶ「いけばな」

武庫川女子大学は、2006年に女子大としてはじめて建築学科を開設。旧来の

座学中心の教育ではなく、演習を豊富に取り入れ、各地の名建築を訪ねるフィ

ールドワークも頻繁に開催。欧米型のスタジオ教育をめざしています。武庫川

女子大学建築学科の魅力は、なんと言ってもそのキャンパス。フランク・ロイド・

ライトの弟子である遠藤新による「旧甲子園ホテル」を校舎に転用しているので

す。甲子園ホテルは、日本におけるライトの影響下に生まれた作品の中でも最

高傑作と言われている名建築。この生きた教材の中で学ぶことができる学生た

ちは、同じく建築を学んだ私から見てもうらやましい限りです。私が初年度から

担当している「いけばな」は、1年生が空間表現を学ぶ演習の一環です。シンプ

ルな水盤を使った計10数時間にわたる実習を経て、最終日の授業では、背丈

ほどの大きな器にいける「大作いけばな」に挑戦。学生たちは、キャンパス内の

好きな空間を選んで、作品を飾ります。吹き抜けに置いて上階から俯瞰させた

り、柱列を作品の背景に設定することによって建築のディテールの美しさに目を

向けさせたり。いけばなの存在が、今まで気付かなかった視点を提供します。こ

のキャンパスで学んだ生徒たちは、どのような建築家になってくれるのでしょう

か。彼女たちの活躍に期待しています。(笹岡隆甫：華道「未生流笹岡」家元)

明石のラヂオ塔…西日本のラヂオ塔で初めての登録文化財

ラジオ開局当初、ラジオ放送普及のために、各地の広場に高さ3-4メートルの塔にスピーカーを搭載して、NHKの

放送を流したもの。朝はラヂオ体操が、昼間は野球中継、戦況を伝えるニュースなども行なわれた。1930年に大

阪・天王寺公園に第1号が設置されて以降、戦前まで全国に約460基が見られたが、現存するのは26基ほど。ここ

明石では1937年の設置。3面に「ラヂオ塔」1面に「明石市」の銘版があり、明石市設置になる。ここは、海岸の土砂

を浚渫して積み上げてできた「中崎遊園」の一画。近くのホテルの屋上にアンテナを上げて受信機を置き、そこか

ら地下に埋設したケーブルをスピーカーへつないでいた。2012年9月 西日本でははじめて文化庁の登録文化財と

なった。さて、ラヂオ塔はその歴史からはNHKのものばかりであるはずだが、民放にも事例があった。長野の信越

放送が上田城址公園に設置したもので、躯体が現存している。山が多いことと、他局の周波数との混信で受信状

態が良くないため、上田駅前の拡声器とともに1955年7月16日に設置。同夜その披露のために上田市公会堂で公

演が行なわれた。その後、1957年11月25日に上田局が開局したために、その主な役割は終えたようだ。これも、

当時の放送事情を物語る「産業遺産」だ。(逢坂御堂：日本旅のペンクラブ)

(左)明石市のラヂオ塔(提供：逢坂御堂氏)
 

(右)上田市の信越放送のラヂオ塔(提供：上田市教育委員会)

奈良ホテル…娘の七五三の特別な日の思い出

奈良は父親の出身地である。奈良といっても橿原だが。だからというわけでも何でもないが、私は卒業論文「春日

若宮おん祭における祭儀の領域」(早稲田大学第一文学部演劇専修、1984年12月)を仕上げた後、その内容に依

拠して「春日若宮おん祭と奈良のコスモロジー」(東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、1986年3月)を

刊行する機会に恵まれた。そして、以降もしばらく12月の奈良に出かけていた。だが、奈良ホテルは当時の私にと

って手が届く場所であるはずもなく、何度も近くを通りがかりながらも、長らく無縁の場所であった。その奈良ホテル

に宿泊することを私に決意させた理由は、2008年10月に満3歳の誕生日を迎えた娘の七五三であった。春日大社

に参拝したいと考えて、いつも親切に接していただいていた権宮司の岡本彰夫さんにお願いしたわけである。これ

は幾重にも稀有な機会であり、そうだとしたらやはり奈良ホテルに宿泊するしかないだろう。七五三なので、11月

の奈良であった。ところが、娘は七五三の晴れ着や髪飾りにあまり頓着しなかったようである。むしろ春日大社の

参道沿いで長年にわたって営業している顔馴染みの平野茶屋でいただいた鹿のおもちゃを引っ張りながら、あち

こち歩き回ることに熱中していた。そのせいだろうか、肝心の(?)奈良ホテルのことはあまりよくおぼえていない。と

友ヶ島の要塞跡(提供：伊藤純

氏)

いっても、木製の重厚な本館玄関、そして赤い絨毯が敷き詰められた本館2階ホールは、娘を撮影したスナップ写

真に写りこんでいる。個人的な記憶に終始してしまったが、奈良ホテルは特別な日に奈良を訪れる人々の記憶が

累積した聖地であるともいえるかもしれない。(橋本裕之：追手門学院大学教授)

大和郡山市民会館…子どもたちの成長に大きな効果を発揮

郡山城跡の追手門をくぐり、坂道を登っていくと正面に見えてくるのが「城址会館」の愛称で親しまれている「市民

会館」で、現在は不登校の児童・生徒に対し、それぞれの個に応じた指導を行なう全国的にも珍しい大和郡山市

立「学校指導教室」(ASU)の校舎・教室として使用されています。この建物は、私自身も小学校のころに通った奈良

県立図書館で、受付の窓口や廊下に染みこんだ油の匂いは、今もまったく同じです。実はこの図書館は1908年、

日露戦争戦捷記念として建設され、1970年取り払われることになったところを、大和郡山市が譲り受け、現在の地

に移築したのです。車寄せから木造の瓦葺き2階建ての中に入ると、玄関の正面にある階段や面取りを施した角

柱が独特の風合いを醸し出しています。木造の校舎というのは、子どもたちの成長に大きな効果を発揮しているよ

うです。(上田清：大和郡山市長)

友ヶ島の要塞跡と灯台…立入禁止だった軍事要塞

友ヶ島は紀伊半島西端と淡路島の間、紀淡海峽に浮かぶ無人島群。新しい明

治の世に突入した日本は、急速に近代化をめざしていた。このような歴史渦の

中で、友ヶ島は国防上重要な位置を負わされた。それまでは山伏の修行場で

あった島に、1872年に灯台が建造され、さらに大阪湾への外国船の進入を防ぐ

ために、1889年から1904年にかけて、島内に5箇所の砲台が建造された。軍事

上の要塞となった友ヶ島には、第二次世界大戦が終わるまで一般人の立ち入

りは禁止されていた。戦後、島全体が瀬戸内海国立公園に指定されたため、結

果的に島内に設置された軍事施設も自然も、比較的良好な状態で保存されて

いる。(伊藤純：大阪歴史博物館学芸員)

ヴォーリズ記念館

琵琶湖疏水・南禅寺水路閣

第1章　関西各府県の近代化遺産

ヴォーリズ記念館…質素だが明るい印象のヴォーリズ自邸

建築家ヴォーリズの遺品を展示する記念館。近江兄弟社の本部事務局として

も使用されている。設計当初、ヴォーリズの満喜子夫人が運営していた清友幼

稚園の教員宿舎として設計されたが、途中で自邸に変更されて1931年に竣工

した。ヴォーリズ夫妻は、1933年にこの建物に移り住み、ヴォーリズが亡くなる

1964年まで住み続けた。建物は木造2階建てで、ステイン仕上げの茶色い下見

板張りの壁面に赤い瓦屋根や煙突上部の赤煉瓦の取り合わせが、質素であり

ながら明るい印象を与える。ヴォーリズ自邸時代、内部では、1階を食堂や台

所、2階を寝室や客室として使っていた。(笠原一人：京都工芸繊維大学助教)
 

琵琶湖疏水…京都近代化のシンボル

京都・大津間の通航路計画は1863年からはじまり、明治に入って具体化する。

1881年、京都府知事となった北垣国道は、1885年6月に着工、1890年4月に第

一疏水が竣工する。1889年に京都市制が施行されてからは、京都市が継続

し、疏水の付帯事業としてわが国最初の水力発電所である蹴上発電所を起

工、1891年11月から発電を開始した。水力発電の増強と上下水道用水確保の

ため、京都市三大事業の一つとして、第二疏水が1911年3月に完成した。京都

近代化のシンボルといってよい。(上田正昭：京都大学名誉教授)
 

梅小路機関車庫…SL好きの聖地

鉄道好き、特にSLが大好きな私にとっては、もう何度も訪れた場所。現役時

代、遠く離れた地で出会ったSLが保存されている場所で、訪れる度に、懐かしく

昔の事を思い出ことができる貴重な場所です。できるなら静態ではなく、数多く

の車両が動態で保存されることを望みます。(桂梅団治：落語家)

梅小路機関車庫

大阪市中央公会堂

大阪市中央公会堂…天地開闢・商工業繁盛の世界観を描いた特別室

中央公会堂の特別室は、もともと貴賓室として造られた。大阪の近代建築の最

高傑作ともいえる中央公会堂の中心になる部屋であり、近代美術史にも面白い

素材を提供していると思う。特別室にはイザナギ・イザナミの国生み神話を描

いた天井画、それに仁徳天皇、スサノオノミコト(商業の神)、フトタマノミコト(工業

の神)の壁画が描かれている。国生み神話は日本のはじまり、近代大阪から見

た天地開闢・商工業繁盛の世界観が表現されている。特別室の天井画と壁画

を制作したのは、明治時代に美術の世界で指導的役割を果たした松岡壽。神

話と歴史と美術が一体になって語りかけてくる。公会堂の正面大アーチの頂部

に見える商神メルキュール、工芸・科学の象徴ミネルバの像も、公会堂の世界

観のひとつのあらわれだ。中央公会堂は、近代大阪の生々しいエネルギーを

今でも感じとれる。(本渡章：作家)
 

大阪府立中之島図書館…世界の聖人8人が鎮座する商都の「知の聖堂」

学生人口の都心流出によって大阪市内から知的な刺激、文化的な歓びを見出す施設が著しく減ったと思う。それ

が東京と比べて大阪に活力がない原因に思われ、大阪の地盤沈下に拍車をかけたと以前から深刻に感じてき

た。図書館の存在もまた同じである。「大大阪」が誕生した1925年、中之島には、対岸の控訴院も含めて市庁舎、

公会堂、日本銀行、中央郵便局(後に大阪駅前に移転)、朝日新聞社がならんでいた。その偉観に誰もが圧倒され

たはずである。国会や行政に情報提供する国会図書館が永田町にあるように、大阪の図書館も、政治、経済、司

法、報道、学術、文化、芸術の施設が集中する｢シビックセンター｣としての中之島に開設された。中之島図書館の

魅力のひとつが、世界の聖人8人の名を記したプレートが嵌めこまれ、天井からのみどりの光が美しい円形ドーム

である。時計回りに「孔子」「ΣΩΚΡΑΤΗΣ(ソクラテス)」「ΑΡΙΣΤΩΤＦΑΗΣ(アリストテレス)」

「SHAKESPEARE(シェークスピア)」「KANT(カント)」「GOETHE(ゲーテ)」「DARWIN(ダーウィン)」の名があり、哲学者

から文豪、進化論者まであるのがユニークである。とりわけ印象的なのが「文神」「野神」の彫刻(北村西望作)には

さまれた階段正面の銘板の上に「菅公(かんこう)」のプレートがあることだ。つまり学問の神様、天満宮に祀られる

天神さま、菅原道真公の名が、他の7人を従えるように鎮座しているも商都の「知の聖堂」らしい。図書館を移転す

る話もあるようだが、図書館という施設が都市のインテリジェンスに果たす普遍性を考えると中之島に図書館があ

ることの意義が正しく評価されているとは思えない。(橋爪節也：大阪大学総合学術博物館長)



ヴォーリズ像

西本願寺伝道院

第2章　関西近代化遺産に関係した人物

ウィリアム・メレル・ヴォーリズ…今なお愛される「教育」の精神

ヴォーリズが造った建物が各地に残っていることもたいしたことだと思います

が、彼が伝えようとした精神が今なお語られ、愛されている、ことに驚きます。特

に青年時代来日して、戦争をはじめとする困難がたくさんあった中で、生涯をす

ごした滋賀県近江八幡市には、ヴォーリズが造った学校が今もあり、彼の心が

伝えられ、その学校を卒業していない市民にも彼の心は波及しているように見

受けられます。「教育」の大切さを、ヴォーリズの業績をみるといっそう思いま

す。(西本梛枝：旅行作家)

田辺朔郎…京都の悲願を実現させた東京人

日本海岸の産物を、大消費地の京都・大阪に運送するためには津軽海峡あるいは関門海峡へ大きく迂回せねば

ならなかったのですが、琵琶湖から京都・大阪へと通じる琵琶湖疏水が開削されてその運送は容易になりました。

江戸時代からの悲願だったこの案を実現させたのが、大学を出たばかりの田辺でした。彼は江戸の出身でした

が、京都が京都以外の地の人たちの力をも借りて近代を築いたことがよく分かります。(井上満郎：京都市歴史資

料館長)

伊東忠太…東西文化混交の「西本願寺伝道院」を生んだ冒険家

2012年6月9日～7月8日、大阪くらしの今昔館(大阪市立住まいのミュージアム)

で、同館及び一般財団法人ギャラリー・エークワッド主催で、「東洋+西洋=伊東

忠太 よみがえった「西本願寺伝道院」」という展覧会が開催された。実にユニー

クでスケールの大きな人物像が、スケッチや図面や模型の端々から圧倒的な

エネルギーで伝わってきた。日本発の建築史家であると同時に建築家でもあ

り、溢れる想像力はファンキーなアーティストさながらであり、あくなき好奇心を

持った冒険家であり思想家でもある。東大教授になるためには留学経験が必

要との条件を拡大解釈して、アジアからヨーロッパ、アメリカを経て日本にもど

大阪府立中之島図書館

る、つまりは地球を一周の旅行をして、山ほどのフィールドノートを残していると

ころなど、痛快である。大谷探検隊で西域を調査した、西本願寺門主・大谷瑞

光との出会いが、東西文化が混交した「西本願寺伝道院」を生んだことは、大

いに頷ける。伊東の挑戦に触発された後輩たちの活躍もまた頷ける。(弘本由

香里：大阪ガス(株)エネルギー・文化研究所特任研究員)
 

住友吉左衛門…「国家社会あっての住友」の理念を実践

「関西の近代化遺産」において、住友家の存在の大きさはいうまでもない。1892

年、旧公家の徳大寺家から住友家に養嗣子として迎えられ、翌年、29歳で15代

家長となった住友吉左衛門友純である。1895年7月、吉左衛門は当時の大蔵

大臣である松方正義に銀行設立願書を出し、同9月に銀行が誕生した。当時の

吉左衛門の住所は「大阪市南区鰻谷東之町36番屋敷」であり、現在の中央区

である。本店は「大阪市北区中之島5丁目46番屋敷」においた。一方、吉左衛門

は、社会事業に積極的であった。総理事であった小倉正恒は「おもうに事業の

繁栄は国運隆興の余沢によるもので、自力を過信するものは天理の冒とくであ

るとの自省が、国家社会への感恩の精神を起さしむる本となるので、住友の事

業がだんだん大きくなるに伴れ、国家社会あっての住友であることを繰返し繰

返し職員に訓える努力を続けて来た。住友自身もこの精神に則り、いろいろの

施設金品を寄進することにより、国家社会への報恩の敬意を表した」(「小倉正

恒談叢」)と記し、住友の理念を語っている。1900年、別子開拓200年記念とし

て、東京・皇居前広場に楠木正成の銅像を献納。1904年には、現在の大阪府

立中之島図書館を大阪府に寄贈した。今も吉左衛門の名を記した当時の棟札

が図書館1Fで展示されている。大正年間には、天王寺の茶臼山にあった住友

本邸敷地を美術館用地として大阪市に寄贈した。今の大阪市立天王寺美術館

である。隣にある慶沢園は吉左衛門が愛した住友家の庭園であり、これも住友

から寄贈され市民の憩いの場となっている。また、須磨浦にあり今は国民宿舎

となっているシーパル須磨の地も吉左衛門の別荘地であった。のち寄贈され、

住友時代の門柱が利用客を迎えている。1916年に家計困難な子弟に職業教

育をほどこすため住友私立職工養成所を開所した。現在の兵庫県の尼崎産業

高校の前身である。1921年には私立大阪住友病院を開院した。戦後も、中之

島にある大阪市立東洋陶磁美術館が所蔵する安宅コレクションの数々も住友

グループの寄贈であった。1864年生まれの吉左衛門は、1926年3月、62歳でそ

の生涯を閉じたのであった。(西田孝司：文化財保存全国協議会常任全国委員)
 

関一…将来を見すえ「偉業」達成

昔、関市長の芝居をした時、当時には不用であったが、敢えて将来を見すえ、あの大きな御堂筋を創った彼の偉

業に感心した。今では創れなかったであろう。政治を行なう者は目先ではなく、数十年後迄をイメージする力が必

要だと感じた。(紅萬子：女優)

神戸ゴルフ倶楽部クラブハウ

ス

遠藤新…フランク・ロイド・ライトの高弟

旧甲子園ホテルの設計者はフランク・ロイド・ライトの高弟、遠藤新です。遠藤は東京・帝国ホテルでは果たせなか

った究極のホテルの夢を実現せんと、帝国ホテルの支配人だった林愛作と組んで造ったホテルです。(河内厚郎：

文化プロデューサー)

林愛作…理想を実現した帝国ホテル総支配人

建築物はどうしてもその設計者にスポットライトが当てられる。旧甲子園ホテルは、フランク・ロイド・ライトの右腕と

して、東京の帝国ホテルの建設に携わった遠藤新氏の設計だが、氏の名声は多くの人が知るところである。確か

に、この旧甲子園ホテルは、旧帝国ホテル(現在、明治村に一部移築されている)と雰囲気はそっくりである。建築

学的には、そういう系譜は興味深いものであろうが、私はむしろ施主の立場にあった林愛作に興味がある。建築

は施主の意向を無視できない。帝国ホテルの総支配人だった林の理想の実現という観点から見れば、この建物を

遺産として価値あるものにしたのは、林の感性だったとも言える。もっと注目されてもよいと思われる。(福島秀行：

武庫川女子大学教授)

アーサー・へスケス・グルーム…日本最古のゴルフ場をオープン

イギリス人事業家で、1868年に神戸にやってきたグルームは、六甲山を愛し、

別荘を建て、登山道の整備や植林も行なったといいます。山荘で友人達と語る

中で出てきた話から、山上にゴルフ場を作ることになったそうです。岩を掘り起

こし、雑草や草の根を引き抜くなど、すべて人の手によってホールは作られ、当

初は4ホールの日本最古のゴルフ場として1901年にオープンします。グルーム

達は友人同士で楽しむためにこの神戸ゴルフ倶楽部を作りました。決して豪華

ではありませんが、質素な中にも温かみのある気取らない社交の場として、今

も多くの人に親しまれています。また、グルーム達がめざしたこととして、「自然

との共生」があります。今は多くのゴルフ場が重機を使って人間が考えたとおり

に形づくられているのに対して、このゴルフ場は自然のままの地形を活かして

作られているため、コースが短かったり、厳しいアップダウンがあったりもします

が、その分、六甲の自然の姿を楽しむことができます。現在も極力、農薬を使

わないコース管理が行なわれていて、希少な草原性植物が育つ場所でもあり

ます。(松下麻理：神戸市広報専門官)
 

佐野藤次郎…布引貯水池五本松堰堤など水道建設に従事

愛知県生まれ。1891年、東京帝国大学卒業。大阪市役所に入庁、技師として上

水道建設用の鋳鉄管購入のため英国グラスコーに出張。1896年、神戸市役所

布引貯水池五本松堰堤

奈良女子大学記念館

に転じて水道工事副長として上水道建設に携わる。工事長として布引貯水池

五本松堰堤の建造を指揮、完成に導いた。その後、英国領インドを視察し、そ

の際の調査も参考に烏原貯水池を設計、第1期の神戸市水道建設を仕上げ

た。その後、韓国政府に移り、衛生工事課長として、平壌、仁川、釜山の水道工

事を進めた。1911年、第2期拡張事業の実施を急ぐ神戸市からの要請を受け

て、神戸市技師長に就任、水道拡張部長として千苅貯水池の建設などを進め

た。その後は民間で、水力発電用ダムの建設なども行なった。(中尾嘉孝：全国

町並み保存連盟理事)
 

山本冶兵衛…奈良女子大学を手掛けた京大建築部長

奈良女子大学記念館、京都大学 旧・解剖学教室講堂、医学図書館第2書庫

(旧・解剖学教室本館標本室)、教育推進センター(旧・生理学教室研究室)、吉

田寮(旧・第三高等学校 学生寄宿舎)、工学部電気工学教室本館、工学部土木

工学教室本館、文学部陳列館、留学生ラウンジ「きずな」(旧・理学部理学教室

輻射学 放射線研究室・防災研究所事務室)、また、京都における第三高等中学

校創設工事の後半を現場責任者として担当した。このほか、第三高等中学校

医学部(岡山市)、その後、東京美術学校技手を経て文部属専任となり、久留正

道 営繕掛長の下で高等学校など教育施設の監理・設計にあたった。そして、

第六高等学校(岡山)・第四高等学校(金沢)・第七高等学校造士館(鹿児島)な

ど、西日本における文部省直轄学校工事の指導・監督も担当。1905年には福

岡に出張、京都帝国大学福岡医科大学(のちの九州帝国大学)創設工事の指

導・監督を歴任された後、1907年6月、京都帝国大学技師となり、京都帝大に新

設された建築部の初代部長となった。かたわら、文部省京都出張所長心得を

兼任し、関西地域における学校工事の指導を行なってこられた。(吉本真樹：

(有)あっとマイク代表取締役)

布引貯水池五本松堰堤

奈良女子大学記念館
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て、神戸市技師長に就任、水道拡張部長として千苅貯水池の建設などを進め

た。その後は民間で、水力発電用ダムの建設なども行なった。(中尾嘉孝：全国

町並み保存連盟理事)
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輻射学 放射線研究室・防災研究所事務室)、また、京都における第三高等中学

校創設工事の後半を現場責任者として担当した。このほか、第三高等中学校

医学部(岡山市)、その後、東京美術学校技手を経て文部属専任となり、久留正

道 営繕掛長の下で高等学校など教育施設の監理・設計にあたった。そして、

第六高等学校(岡山)・第四高等学校(金沢)・第七高等学校造士館(鹿児島)な

ど、西日本における文部省直轄学校工事の指導・監督も担当。1905年には福

岡に出張、京都帝国大学福岡医科大学(のちの九州帝国大学)創設工事の指

導・監督を歴任された後、1907年6月、京都帝国大学技師となり、京都帝大に新

設された建築部の初代部長となった。かたわら、文部省京都出張所長心得を
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第3章　近代化遺産の保存・活用について

背後にある問題意識や先見性を学ぶ「記念碑」

関西の近代化遺産に関して言えば、そこが本当の意味で力や先進性を持っていた時代の記念碑だと思います。

関西人としてはそれを(古い遺跡とは違った)身近なものと捉え、背後にある当時の関係者のガッツ・哲学・問題意

識や先見性を学ぶべきだと思います。全国的な話では(よく言われることですが)関係省庁(文化庁・経済産業省・

観光庁・国土交通省)の縄張り意識の問題があります。世界遺産などにも似た問題があるのですが、他省庁が管

轄する遺跡への遠慮も含め、有効な観光的活用に及んでいないケースが多いのは残念です。(井戸智樹：歴史街

道推進協議会総合プロデューサー)

遺産の空気を引き継いで

保存のため、また多いに活用するためにも、その遺産の空気を引き継ぐような建築物でなければならないという考

えを持つことが、その価値を引き継げるのではないかと思います。(あんがいおまる：出版・演劇)

母校を失った卒業生の心情も思いやられる

近代化遺産の主なものは建物・施設が占める。こういったものは老朽化・耐震性・設備の不便さなどによって、建

て替えられたり、廃棄されたりするのが常である。端的な例が、都市の中の学校である。都心の空洞化が起こる

と、必然的に小学校が不用になり、統合されていく。旧校舎は、どれだけ地元に愛着がもたれていようと、もはや利

用価値がないとして壊され、新しい施設が建てられることになる。それでよいのかという見直しが必要ではないだ

ろうか。母校を失った卒業生の心情も思いやられる。(堀田暁生：大阪市史編纂所所長)

薄くて広い費用負担システムを

近代化遺産の活用方法として、ライトアップを推進してはどうかと思います。暗闇の中に浮かび上がる歴史伝統・

風格のある近代化遺産の姿は、地元住民のみならず、世界中からの観光客を魅了する重要なコンテンツになるの

ではないでしょうか。課題は何と言っても、保存・活用に係る費用負担をどうするか。建築物のオーナーや行政に

頼ると、保存・活用は進まないと思います。住民から寄附や観光客からの見学料など、賛同いただける方々から薄

く広く負担をいただけるシステムづくりが必要だと考えます。(西野栄次：大阪府府民文化部都市魅力創造局都市

魅力課長)

無くなって知る・・・

「近世」遺産より「近代化」遺産の方が軽くみられている分、消滅のスピードがはやい。所有者・利用者共に意識改

革が急務。「亡くなって知る親の恩」ではないが、建物が「無くなって」からでは遅い。(福井栄一：上方文化評論家)

法律面からも工夫を

建物に限らず、物を大事にすることは人を大事に思う心とつながっているはず。建物の保存は、費用面からも法律

面からも困難なことが多いが、行政や財界が文化をもっと理解し、近未来の文化的環境作りのためにも、税法や

建築条例などを変更・改正・工夫して欲しい。
 

イベントホールとして活用するなら、ぜひダンスパーティが開催できるように、つまり人の出会いを創出する「社交

の場」にしていただきたい。(堀江珠喜：大阪府立大学教授)

貸し手と借り手をコーディネートするNPO

近年、近代化遺産の歴史的町並みや伝統的町家が次々失われていく。京都市は年間800件の町家が取り壊され

て駐車場になる。相続税や文化財保護法が時代に合わないうえに、後継者の問題もあるという。空き家も増え、奈

良県の歴史的町並み保存活動のNPOは連携して、空き町家バンクネットワークを立ち上げ、貸し手と借り手のコー

ディネートを進めている。文化資産は地域の経済や風格を高める。日本のアイデンティティであり、地域固有の魅

力である景観資源の保存活用は行政ばかりでなく、地域住民の知恵と工夫に求められる。(黒田睦子：(社)奈良ま

ちづくりセンター理事、日本居住福祉学会理事)

貸部屋や現代アートの展示

基本的には保存と公開を望みたいです。その際、博物館などとしての活用が考えられますが、必ずしもそれに限

定されるものではなく、今日様々な試みが行われているように貸部屋としての活用や現代アートの展示会場として

利用するなどの模索があってもよいように思います。遺産は、単に残すだけでなく、そこが人々に活用されてこそ意

味があると考えます。(小野恭靖：大阪教育大学教授)

「酒蔵ツーリズム」の促進

南座

2012年9月に、政府の「国酒を楽しもう」推進協議会が、国酒・日本酒等の輸出促進と「酒蔵ツーリズム」の促進を

答申し、2013年以降もこれに取り組むことになっている。地域の文化遺産としての酒蔵を積極的に活用する方策を

具体化して、官民協力の下取り組んでいくことが期待されている。(西村隆治：沢の鶴(株)代表取締役社長)

地域住民の関心が高い土木遺産

近代化遺産(土木遺産)を対象とした地域史学習の場やイベントに参加してみると、地域の土木遺産に対する地域

住民の関心は非常に高いことが感じられます。土木遺産は現役として日常的、継続的に使われていることにも大

きな意味があります。それだけに日々の情景に埋没してしまい、ものに対する印象が薄れてしまっている傾向もあ

りますが、情報の提供や実物に接する機会を設けることで、土木遺産はもとより地域の文化財全般に対する理解

や保護、愛護の精神の向上に役立つ素材であると思います。(石田成年：柏原市教育委員会文化財課主幹)

近代化遺産は暮らしの道程で出会う心の山小屋

それぞれに思い出が息づいている。その名を呼ぶだけで、ポっと暖かいものが

蘇る。渡月橋には母が、南座には父が、渡月橋には恩師が、ああ六甲山ホテル

よ、綿業会館よ、先斗町歌舞練場よ。近代化遺産とはそこに人の温もりが同居

している、何時でも出会える、自分史の立像だ。西本願寺の大きなイベントを手

伝わせてもらった。その時「いのち・まいにち・あたらしい」という合唱曲を作詞さ

せてもらった。何時も自分と向き合う時、その前に立つ。今も、多分これから

も・・・私にとっての近代化遺産のそれぞれは、暮らしの道程で出会う心の山小

屋(ヒュッテ)なのかもしれない。(喜多内十三造：詩人)
 

「われわれの歴史」として共感できる物語

近代化遺産は石造り・煉瓦造りなど情趣ある景観を呈しているが、われわれが感動するのは景観の背後にある人

間の営為であり、人間の物語である。近代化遺産は先人達の労苦や人間の偉大さを示す物語が重要である。近

代化遺産は近い過去であり、現在世代にとっても、祖父母から話を聞いたりした懐かしい記憶であり、「われわれ

の歴史」として共感できる物語である。また、それは地域の歴史や文化を示す個性であり、われわれは自らが生ま

れ暮らす地域を見直し、自らのアイデンティティと誇りを形成していく契機ともなるものである。時間という距離をと

ることによって、日常的風景が非日常的風景になり、生活風景が探勝風景になる。今、公害を知らない若い世代

が、1960年代の高度経済成長時代の臨海工業地帯のコンビナートを賞賛し、力強い構造や美しい夜景を求めて

工場巡りをはじめている。産業社会から情報社会に枠組みが変わるなかで、産業景が相対化され、風景化されつ

つある。近代化遺産の時代から、すでに高度経済成長期遺産の時代に突入しつつある。(西田正憲：奈良県立大

学教授)

「保存」と「活用」のバランスが大切

近年の文化財に対する取り組みで少し残念に思うのは、「保存」よりも「活用」が前面に出過ぎていることです。明

治以降の近代化遺産の場合、前近代の脆弱な文化財に比べ、一見、頑丈そうに思えるので、なおさらそのように

感じます。かつての文化財行政が「保存」一辺倒であったことに対する反動が、「活用」を前面に出す事態につなが

っているのだと思いますが、あらためて言うまでもなく、「保存」なくして「活用」はあり得ません。ですから、あまりに

「活用」が前面に出過ぎている現況には少し苦言を呈したいと思います。近年は観光のあり方もずいぶん変貌を遂

げ、かつての物見遊山の旅行にかわり、文化財の魅力を知り、楽しむ、知的レベルの高い観光が盛んになってい

ますが文化財・文化遺産を食い荒らし、食い潰す観光も横行しています。そうした文化財・文化遺産を消費する観

光に対しては厳しく警鐘を鳴らし続けなければならないと思っています。文化財が観光客にあまりにもおもねり過ぎ

ているように見えて、悲しくなるのです。文化財には、観光客の前で、毅然としていて欲しいと思います。でも、もち

ろん「活用」は大事なことです。「活用」によって、文化財が身近な存在になり、「保存」一辺倒よりは、文化財の魅

力を知ってもらう機会が遥かに多くなります。それによって、文化財の大切さが理解され、結局は文化財保護の意

識が広がり、「保存」につながるという面もあります。要は、「保存」を無視・軽視した「活用」はいけない、「保存」と

「活用」のバランスが大切だということです。近代建築を利用したカフェやレストラン、雰囲気があって素敵ですよ

ね。私も大好きです。(北川央：大阪城天守閣研究主幹)



＜コラム＞

「この無名の浜こそ、将来、日本有数の港になるだろう」(司馬遼太郎「龍馬がゆく」文春文庫)と、勝海舟が生田の

浜(現メリケン波止場近く)に神戸海軍操錬所を開設したのは、1864年のことでした。開港以降の神戸は西欧思潮・

文化の移入とその発信基地として、国内外を結ぶ一大貿易港として発展しました。山と海とを繋ぐ斜面=坂道に建

てられ現存する洋館邸宅の多くは、明治20年代ころからのモダニズム建築、最盛期には200棟もあったそうです。

2010年春、文学散歩で開港都市神戸の異人館街を歩きました。北野町山本通りは、1980年に重要伝統的建造物

群保存地区に選定されましたが、一見テーマパークのように見える建築群の背後の歴史の息吹を感じるためにも

現地を散策してほしいものです。

旧神戸移住センター

「一九三〇年三月八日。神戸港は雨である。/細々と烟る春雨である。/海は灰色に霞み、/街も朝から夕暮れどき

のように暗い。・・・三ノ宮駅から山ノ手に向う赤土の坂道はどろどろのぬかるみ・・・この道が丘に突き当たって行

き詰まったところに黄色い無装飾の大きなビルディングが建っている」(石川達三「蒼氓(そうぼう)」(1935年4月「星

座」))
 

 

1908年、神戸港から笠戸丸にて、ブラジル移民781人が旅立つ。以後神戸が拠点となり、1928年3月開設された移

住センターで、乗船までの10日間、現地の言葉や習慣や地理などを学び、1971年閉鎖までの60年余もの間に約

25万人の人々が旅立った。第二次世界大戦下では、海員や軍属の養成所として使われた。

トアロード(TOR ROAD)

「神戸のことを知っている人は、きっと三宮の東にある山の方へ一直線につづいているアスファルトの長い坂を知

っているにちがいない。その正面には木立にかこまれてお伽話式の尖塔を出している赤い建物がある。これが神

戸名物の一つであるトアホテルだ、・・・だからこの坂のことをみんなはトアロードと云っている」(稲垣足穂「神戸漫

談」(1925年2月「文芸時代」))
 

 

大丸神戸から北野町へ南北に走るトアロードは、「星を造る人」「星を売る店」「ある小路の話」「天体嗜好症」に登

場。トアロード(TOR ROAD)の由来は、ドイツ語の門(Tor)、英語の小丘(tor)、日本語の鳥居(Torii)などの諸説あり。

神戸埠頭からトアホテルへ至るロードは、居留地と山本通・北野異人館街を往来する道。海彼から神戸にやってき

た人々によって西欧文化は移植されたのだろう。

トアホテル(神戸外国倶楽部)

「それは奇妙なホテルであった。/神戸の中央、山から海へ一直線に下るトーアロード(その頃の外国語排斥から東

亜道路と呼ばれていた)の中途に、芝居の建物のように朱色に塗られたそのホテルがあった」(西東三鬼「神戸」

(1954年9月～1956年6月「俳句」)/「続神戸」(1959年8～12月「天狼」))

シュウエケ邸(旧ハンセル邸)

異人館の父と呼ばれる英国人A・N・ハンセル氏が自宅として、1896年9月29日建築。氏は、1888～1919年まで約

30年間日本滞在。現在はシュウエケ氏が居住しながら公開もしている。木造2階建て、基調はゴジック建築で、イ

スラム風、和風などの折衷建築。日本黒カワラぶき、切妻小屋組、下見板張りオイルペンキ塗り、外壁はステック

スタイルで白壁にグリーンのライン。間取りは片廊下式。1、2階共南側に主な部屋が作られ、2階中央ベランダの

柱はイスラム風アーチ、緑の屋根の棟端にはシャチホコ。南側の敷地は大庭園。

北野坂

「北野坂の賑わいと、車のクラッションが、典子の足の下でざわめいている。・・・典子が営むフランス料理店アヴィ

ニョンは、神戸の北野坂から山手へもう一段昇ったところにあり、右隣に黄健明貿易公司の事務所、左隣に毛皮

の輸入販売を営むブラウン商会が並んでいる。・・・誰もいないアヴィニョンの、一階の真ん中のテーブルに頬杖を

ついて、典子は、うろこ模様の漆喰壁に掛けてある「白い家」を見つめた・・・八月に入ってから典子は、昼食兼用

の食事をとる前、アヴィニョンから不動坂を降り、北野町に曲がって山手幹線の手前まで行き、思いきり足を上げ

て速歩で二往復することを日課にした」(宮本輝「花の降る午後」1988年)
 

 

夫を癌で亡くした37歳の甲斐典子は、夫の跡をついで老舗レストランを経営。典子の周辺には、店を狙う犯罪の匂

いと、「白い家」の絵の若い作者との恋の予感が・・・。

萌黄の館(旧シャープ邸)

アメリカ総領事ハンター・シャープ氏の住宅として、1902年3月13日建築。設計者はハンセル推定。1944年、小林秀

雄氏邸に。コロニアルスタイルの木造2階建てで、日本黒カワラぶき(今は洋青ガワラ)、下見板張りオイルペンキ塗

り、中廊下式箱型プランの建物。創建時は淡いグリーン色。その後、長らく「白い異人館」と呼ばれていたが、1987

年、復元修理され、建築当初の色に戻したことから「萌黄の館」と名づけられた。左右の形が違う張り出し窓(ベイ・

ウィンドウ)、赤煉瓦の煙突、アラベスク風の階段、2階ベランダから海の眺望が広がる。玄関ホールのゆったりした

空間構成。

風見鶏の館(提供：寺田操氏)

うろこの家(提供：寺田操氏)

風見鶏の館(旧トーマス邸)

ドイツ人貿易商ゴッドフィリート・クリスラル・トーマス氏の旧邸。1909年10月22日

建築といわれ、1914年まで居住。設計はゲオルグ・デ・ラランデ氏(独)。建物はト

ーマス氏→新日本汽船天神寮→中華同文学校寮→国指定重要文化財に。

NHK 朝ドラ(1977～1978年)「風見鶏」の放映で一躍有名に。異人館ブームが起

こった。煉瓦造りと石造りの3階建て。寄棟、石綿スレートカワラ葺き、赤煉瓦外

壁で、尖塔には鉄製の風見鶏(風向きを知らせると同時に魔除けの意味あり)。

玄関ポーチは御影石造り、室内は神戸の異人館では珍しいドイツ伝統様式。ド

アノブなどの細部はアール・ヌーヴォーに影響あり。1Fは居間、食堂。2Fは子供

部屋、寝室。
 

うろこの家(旧ハリヤー邸)

1922年築。坂の上に建ち神戸の街を見下ろす外人向け高級借家。魚のうろこ

のような天然石のスレート外壁が特徴。明治時代の洋館の特徴である列柱廊

下や鎧戸などはない。室内には、アンティーク家具、陶磁器名品コレクション。

隣接する、うろこ美術館ではマチス、ユトリロ、キスリング、ビュッフェなどの絵画

を中心に展示。入口には人魚の像あり。冬になると、その年に話題になった人

物を模したサンタクロースが屋根に何体も出現して愉しませてくれます。

山手八番館(旧サンセン邸)

大正期建築。元スペイン人が住んでいた館。塔状の家屋が3棟連なる、チューダー式の建築。玄関にはドンキホー

テとサンチョパンサの像。館内には甲冑姿の騎士像や調度品。中世の悪魔よけの椅子、帆船時代の模型コレクシ

ョン。ロダン、ブールデルらの近代彫刻、ガンダーラ、タイの仏像など展示。座ると願い事が叶う赤い椅子があると、

ネット情報に集まった若者たちが長蛇の列をなしていた。都市伝説だ。

ラインの館(旧ドレウェル邸)

フランス人、J・R・ドレウェル夫人により、1915年建築。設計はハンセル。クリーム色の外壁に、ワイン色の横線(ラ

イン)のツートンカラーが特徴。洋館の名前は、下見板張りの美しいラインからつけられた(神戸市民の公募で外壁

の横線が美しいことからラインの館とつけられた)。母屋は木造2階建、日本黒桟カワラぶき、寄棟造り、下見板張り

オイルペンキ塗り、玄関ポーチが突きでている。モミの木、ソテツ、クスノキなどの木に囲まれたクリーム色の洋館。

茶色の窓枠とよろい戸、張出し窓。室内は、応接間、居間、寝室、バスルーム。ベイ・ウィンドウ(張出し窓)を備え、

ベランダからは日の光が。

海岸ビルヂング(旧日豪会館)

煉瓦造り、花崗岩張り、地上3階建。当時は1階が兼松商店の事務所、2階以上は貸し事務所。建物全体の重厚感

といい、正面全体にほどこされた装飾といい、モダンなオフィスで仕事をしていたものです。現在はブティックや画

廊があり、拙著・童話の絵を担当して下さったイラストレーターの方が絵の個展を開いたので出かけました。エント

ラスホールから伸びた階段を上がると、タイムスリップするような感じに襲われ、お気に入りのモダン建築のひとつ

です。


