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『人 文学報』 第98号(2oO9年12月)

  (京都 大学人 文科学 研究所)

1920年 代京都 における都市計画展覧会 の歴史 的意義

都市計画にみる歴史意識

秋 元 せ き*

は じ あ に

 本稿は,1920年 代に開催された 「京都都市計画展覧会」 の歴史的意義に注目し,こ の時期

の都市計画事業の遂行過程にみ られる歴史意識を明 らかに しようとす るものである。

 まず,1920年 代の 「都市計画的発想」 にもとつ く歴史研究について言及 したものとして,

井上満郎氏の 『研究史 平安京』1)がある。 同書は,平 安京研究がどのよ うに発展 してきたか

にっいて,地 理学的研究 ・歴史学的研究 ・経済史学的研究 ・建築史学的研究の各分野 ごとに論

じ,様 々な論点を指摘 していて有益である。 この中で井上氏 は,1920年 代後半の¥1/安京論 と

して,京 都市土木局編 『京都都市計画史』(謄写版,1928年11月)の 紹介に紙幅をさいている2)。

同書 は公式 には土木局の名前 しか出されていないが,京 都帝国大学卒(国 史専攻)の 粟野秀穂

によって書かれたものであることを井上氏は指摘す る。 井上氏は同書にっいて,「 全体に この

書 は新 しい視点.叙 述をもたず,単 に京都市土木局の行政的作業の名目的な前提 とな ったにと

どまっている」 と述べ,研 究 としての評価は低い。

 しか し,井 上氏のような視角から評価を下 して しまうと,そ れではなぜ粟野秀穂のような歴

史の専門家が,市 の都市計画課の嘱託として勤務 し,都 市計画史の執筆のたずさわることが必

要 とされたのか とい う問題が見えてこない。当時,市 土木局には工学部を卒業 した技師たちが

少な くなかったが,そ の一方で,市 嘱託に京大国史卒の経歴をもつ粟野のような人物がいたこ

とは,当 時の都市計画 と 「歴史」 との接点を考える上で興味深 い点である。

 同書で井上氏が取 り上げている研究 は,研 究書や雑誌論文を中心に したものであるが,当 時

の新聞紙上 に目を向けると,研 究者 ・技術者あるいは行政担当者による寄稿論文や談話 ・講

演 ・展覧会などが少 なくない。 これらは学術的な精度には欠ける場合 も多いが,当 時の研究者

や行政担当者の考えを,一 般向けにわかりやす く表現 した ものである。また,広 く一般の市民

*あ きもと せき 京都市歴史資料館
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を対象に したものであり,社 会的な影響 は少なくなかったはずである。 この意味で,こ れまで

の研究で見落 とされてきた,1920年 代の都市計画展覧会とその周辺 にみ られる歴史意識を明

らかにす ることは,平 安京 ・都市史の研究史を見直す作業 とも重なると考 える。

 本稿では,1910年 代後半 から1920年 代前半の京都市土木局都市計画課の吏員 による 「歴史

的測量」をめぐる議論や調査活動に注目し,京 都市が都市計画事業を行 う上で歴史 の重要性が

強調された こと,ま た,そ の成果が 「都市計画展覧会」にも反映されたことを明 らかにしたい。

 また,戦 前期の研究では,藤 田元春著 『都市研究 平安京変遷史 附古地図集』3)がある。藤

田元春(第 三高等学校教授 ・地理学)は,明 治以後すでに二回 も 「都市研究資料の展観」 が行わ

れていることに注目する。一つは,1901年12月 の京都帝国大学図書館創立二周年記念の展覧

会,も う一っは,1924年11月 の 「京都府市の都市計画課」による資料展覧会である。

 藤田は,1924年 の展覧会にっいて,「 今日までに書写又は刊行された古 い地図の大部分が大

方 は出揃った」 ものと評価 し(同 書p.3),同 書の附録として資料 目録を収録 した。 同書に収

録 され る 「都市計画課資料展観 目録」(同書p.154-158)を みると,第 一部の地図類92件,第

二部の絵図類27件 で構成 され,こ の目録から見る限りでは,最 も新 しいのは1890年 の琵琶湖

疏水全図で,全 体と して古地図が中心に収録されている。

 しか し,こ れ とは別の目録(表2「 京都都市計画展覧会目録」)が存在する。本稿では,こ の1924

年 の京都市都市計画展覧会 目録に注目 し,こ の展覧会の歴史的意義を明 らかに したいと考える。

 一方,近 年の都市史研究 は,建 築史や歴史学 ・地理学の境界を越えた学際的な取 り組みがあ

り,め ざま しい発展 を遂げている4)。こうした成果は前近代の研究が先行 しているが,近 代の

京都を フィール ドとする都市史研究 も着実 に進められている5)。特 に最近では,中 川理氏6)が

「計画史の立場だけでなく,政 治史 ・行政史等の観点 も含めた歴史的事象 として」 都市計画事

業を捉え分析する手法を提示 している。中川氏はこの論文の中で,京 都市の土地区画整理事業

が他都市 に先駆けて実施されたものであること,ま た,市 の代執行をともなうものだったこと

を明 らかに している。 土地区画整理事業を実施する上で,京 都市は1926年 にパ ンフレットを

刊行 した り,都 市計画展覧会を開催するなど,様 々な宣伝活動を行 った。都市計画事業を遂行

す る過程では,土 地所有者(地 主)の 既得権など,地 域の様々な利害が絡み合 う。 このため,

道路拡幅 ・土地区画整理にともなう立ち退きや負担金の徴収などに対する住民の反対運動 は少

な くなか った。 この対策 として,都 市計画や土地区画整理 に関する宣伝活動が重視 されたとす

る中川氏の指摘は極めて重要である。

 ただ,同 氏の研究では,「 市が主催 して,『 都市計画展覧会』 なる展示 も行われている」7)こ

とに言及するにとどまり,「都市計画展覧会」 にっいて具体的には論 じていない。 また,都 市

計画展覧会への言及 は,1926年 開催の ものに限 られ,1924年(大 正13)に 開催 された 「京都
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都市計画展覧会」については全 く言及されていない。

 そこで本稿は,都 市計画事業をめ ぐる都市の主体的な動 きにも目を向け,1924年 と1926年

に開催された 「京都都市計画展覧会」の意義に注 目する。この2つ の展覧会 は,都 市計画 にっ

いて市民の知識 ・理解を高 めるために企画 されたものである。1926年 の展覧会が京都市主催

で開催 されたのに対 し,1924年 の展覧会で は市は後援団体の一っだったが,こ の企画 ・準備

段階では市が主導 し,展 示の内容 も,模 型や図面などの最新の都市計画資料 とともに,古 地図

や絵巻などのビジュアル的な歴史資料を多 く盛 り込んで,平 安時代か らの京都を通覧できる内

容のものであった。

 こうした市民向けの 「都市計画展覧会」 にっいて,他 都市の動向をみると,す でに1923年

に神戸で他都市 に先駆 けて開催されているが8),こ の点にっいても,従 来 の研究ではほとんど

言及 されていない9)。

 また,「 京都都市計画展覧会」 に注 目して戦前期の都市計画事業の遂行過程をみてい くと,

京都市土木局の都市計画事業では,都 市計画の調査 ・研究活動が重視 され,そ の成果が展覧会

や出版などの市民への宣伝活動に活かされていたことがわかる。また,こ れ らの調査活動 では,

市側の都市計画担当吏員が主体的な取 り組み,重 要な役割を果た したことが確認できる。

 これまでの研究では,1924年 の都市計画展覧会や市 の都市計画担当吏員の役割 にっいて具

体的に論 じた ものは見 られない。本稿は,研 究史にお けるその欠落を埋めるものである。

第1章 構想 としての都市計画展覧会

(1)都 市計画法施行前後の京都

 ここで,「 京都都市計画展覧会」 が開かれた大正期京都 の都市計画をめ ぐる状況を概観 して

おこう。 この時代 は,都 市への人口集中が進み,衛 生 ・住宅 ・交通 ・労働など様々な問題が深

刻化するなかで都市問題が課題 となり,そ の根本的解決策 として 「都市計画」が本格的に取 り

組まれるようになった。1919年4月 には 「都市計画法」 が公布(1920年1月 施行)さ れ,同 法

の第一条で,交 通 ・衛生 ・保安 ・経済などの公共の安寧を維持 し,福 利を増進するための重要

な施設の計画をなす ものと規定 された○

 このころの京都は,明 治後期から大正初年にかけて実施 された 「三大事業」(第二琵琶湖疏水,

上水道建設,道 路拡築と市営電気軌道敷設)で,烏 丸通や四条通など市内の主要道路の拡幅が一部

では実現 していた。 しか し,既 に都市化が進みっっあつた隣接町村をも含めた都市整備 には未

着手であった。

 都市計画法の施行 に先立 って,1918年2月 京都府 は,市 区改正法規(い わゆる都市計画関係法

規)を 京都に も適用すべきことを内務省に申請する。政府は,都 市改良を進めるため,東 京市
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区改正条例などを京都 ・大阪に も準用する法案を第40議 会 に提出,こ の法案 は可決された。

同法は1918年6月 に施行 され,「 市区改正事業」 を京都で も実施で きるような った。1919年

(大正18)12月25日 には京都市区改正委員会が開催され,「 京都市区改正設計」 案が審議され

た。 この案は,街 路の新設 ・拡築を内容 とする大規模なものだった。京都市区改正委員会の開

催 は,こ の時一度限 りであるが,翌1920年 には,都 市計画法の適用を うけて,都 市計画京都

地方委員会が発足 し,こ の事業を引き継 いだ。

(2)都 市計画宣伝の方法 としての 「都市計画展覧会」への注目

 この間,京 都市 は都市計画をテーマに した講演会を開催 している。一つ は工学博士の武田五

一による 「都市計画に就て」(正917年11月IO日 ・京都市大礼記念講演),二 つ は社会学者の米田庄

太郎(当 時京大講師)に よる 「都市計画 と都市測量」(1918年6月8日 ・京都市公会堂落成記念講演)

である。両講演 とも,当 時新 しく登場 してきた 「都市計画」とはどうい うものなのかを市民向

けに語 ったもので,こ の講演録 はその後活字化され一冊のパ ンフレッ トとして刊行 されたlG)。

 なかで も1918年6月 の米 田庄太郎の講演 は,都 市計画をテーマとする博覧会 ・展覧会を提

案 した点で画期的な意味を もっと思われる。米田は,都 市計画の発達をはかるためには市民の

理解が不可欠であること,そ の宣伝方法 として展覧会の開催が最 も有効であると主張 し,都 市

問題 ・都市計画の研究の発達 に貢献するたあに,京 都市と して何か取 り組んでみてはどうかと

提案 した。具体的には,他 の大都市に先駆 けて,全 国都市博覧会の第一回を京都で開催 しては

どうかというものであった11)。しか し,米 田のこの提案がす ぐに具体化 されたわけではなかっ

た。米田が提案 したような京都市を中心に 「都市計画博覧会」や展覧会を大規模に開催 しよう

とす る動 きは,数 年を経て具体的計画として浮上することになる。

(3)他 都市の動向

 ここで,都 市計画展覧会の意義にっいて,全 国的動向をふまえて検討 しておこう。この時期

には,都 市政策に関する研究 ・調査の必要性が高まり,後 藤新平 らを中心 に1919年(大 正8)に

都市研究会が設立される。都市研究会はその設立趣意書において,都 市政策に関する案を当局

や世論に働 きかけること,そ の方法 として雑誌 ・図書の頒布のほか,講 演会や展覧会を開催 し

て,知 識の普及と輿論 の喚起 に努め,都 市の健全なる改良発達を図ることを掲 げている12)。ここ

では一般的に都市政策 に関する知識の普及 ・宣伝を進めることが提案 されるにとどまり,「都

市計画展覧会」には言及 していないが,同 会の機関誌 『都市公論』では翌号以降も巻頭に 「本

会の趣意」を掲載 し,展 覧会などを開催 して,都 市政策の宣伝 を進めようとす る考えを示 した。

 また,1922年(大 正11)3月 か ら7月 にかけて開催された平和記念東京博覧会では,会 場の

一部で都市計画に関する展示が行われた。博覧会の主催者は東京府だ ったが,東 京市はこの博
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覧会の開催にあわせて上野公園内に東京自治会館を建設 し,博 覧会協賛会の迎賓館 とした。会

期中には自治会館内で,東 京市の施設事業の現状 と将来計画を示す図解 ・模型 ・標本 ・絵画な

どを陳列 し,講 堂では講演会や活動写真を上映 し,一 般の観覧に供 した。展示内容は,都 市計

画に関する出品(9種)・ 上水道(12種)・ 下水道(5種)・ 道路(10種)・ 河湾(13種)・ 公園並び

に墓地(10種)・ 電気事業(15種)・ 衛生(29種)・ 建築(1種)・ 教育(18種)・ 青年団並 びに図書

館(5種)と,市 政の全般にわたるものであったが,都 市計画事業に関わるものが少な くない13)。

この前年の1921年 には会館の建設 と市政に関する展覧会の計画が発表 されている。当時の新

聞記事は,な かでも人 目をひくと思われるのは 「都市計画に関する事項」 であるとし,「 遠 く

徳川時代 より明治初年,二 十七八年,四 十年及び現在 の東京市並 に大都市計画完成後の東京市

と六期間に亘 る都市の変遷を図解 したもの」が展示されると紹介 した14)。またこの時,東 京市

助役の永田秀次郎が談話を寄せ,東 京市の施設計画が今後の市民の努力にまっ ものが多 く,こ

の企画が市民をはじめ一般の内外人に東京市の現況 と将来を示す ものであることを語 っている。

 以上 は,博 覧会や展覧会の一部で都市計画に関す る展示がおこなわれた例 であるが,1923

年(大 正12)に は,神 戸(兵 庫)で 都市計画をメインテーマとする展覧会が開催 される。 この

都市計画展覧会 は,1923年(大 正12)2月25日 から3月4日 まで兵庫県工業試験場勧業館を

会場に,都 市計画兵庫地方委員会 ・兵庫県 ・神戸市の主催で開かれた15)。これ以前には,大 阪

で 「関係町村長に見せ るだけの極小規模 の展覧会」 が開催 されたことはあったが,「 都市計画

展覧会」の名称 で一般 の市民を も含めて観覧できる展覧会 としては,全 国で も初めての試み

だったis)。この ときの出品資料は,県 ・市 ・内務省都市計画局 ・全国各都市 ・建築協会などか

ら集 められ,計207点 余に及んだというi7)。

 この都市計画展覧会の出品目録 〔表1〕 をみると,「過去の都市計画」 として,「 平安京 と現

在の京都市」 と題す る資料があげられている。 これは京都市が提供 したものと考え られる。

(4)京 都市主事 ・重永潜の提案

 1924年(大 正13)4月16日 に内務省で開かれた都市計画主任会議18)では,都 市計画の宣伝を目

的として 「講演 ・展覧会」を開催することが可決され る。これは,一 般市民の都市計画に対す る

自覚を促すため,欧 米における都市の発達及び日本の都市の沿革 ・現状などをわかりやす く展

示し,図 表 ・写真 ・活動写真 ・幻灯を作成 して,各 都市の巡回で開催 しようというものだ った。

 ここで注 目したいのは,都 市計画の宣伝方法 として,講 演や展覧会が最善策であると,重 永

潜(京 都市都市計画課主事)が 提案 したとされている点である。重永 は,地 元紙 に談話を寄せ,

次のように語 っている19)。第一に,都 市計画の宣伝方法についての議題では,重 永の提出意見

が採用され,具 体的には,文 部省に交渉 して小学校補習学校の教科書 または教材に都市計画に

関す る事項を取 り入れ,大 学に都市計画に関する講座を開設すること,ま た,都 市計画局 と各
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表1 兵庫(神 戸)の 都市計画展覧会

会 期:1923年(大 正12)2月25日 ～3月4日

主催:都 市計画兵庫地 方委員 会並 びに兵庫県 ・神戸市 主催 。

会場:兵 庫県工業試験 場(県 庁 裏)

出品目録

統計
建築工事種別比較図,家 屋比較工事種別比較,家 屋用花別棟数戸数比較,住 宅坪
数比較住宅階数家屋構造比較,建 築法違反数其他数種

実施設計 住宅実施設計,図38組,特 殊建築口実施設計図9種

実写 美観建築物,保 安上,衛 生上交通上より見たる建築物

商品

鉄筋 コ ンク リー ト円管,貼 付煉瓦黒色化粧 品,タ イル,大 理 石,石 綿板,人 造 石

流,リ ノ リューム巻 出柱,天 然 ス レー トコ ンベス床,大 華石板 形,セ ロル防水

剤,松 本 式汲 取便 所,水 性 ペ ンキ,リ ブナ ―及 ス チ ル ラス 大正 便 所,黄 金 織

ウ ォータイ ト,エ ナメル化 粧台,ブ ロ ック,瓦 斯 カ ンテキ

区域 神戸 都市計 画 区域図,同 模 型,五 大都市 区域図,外 国都 市,区 城図,人 口密度 図

過去の都市計画 平安京と現在の京都市,明 治初年の神戸,居 留地の計画図

防火地区
神戸の火災統計,六 大都市防火地区図,函 館防火線 東京火災図,耐 火構造宣伝
ポスター,防 火制度に関する明治初年の令規集,耐 火建築の鉄骨模型,神 戸市耐

火構造建築分布図

港湾 神戸 港模型,外 国港湾 図,港 湾図,各 港湾統 計

地域 大連 地域図,外 国 の地 域図,神 戸市 の現況,宣 伝 ポ ス ター

土地区画整理,
地区整理

大 阪市 に於 け る或地 区整理 案図,神 戸市 に於 ける同,一 倫 敦 べ― コ ン トリーに於

ける地区整理 図及写真,山 地開発の一例

田園都市郊外住宅
欧米 に於 け る田園都市 図,エ ペ ンザ一ハ ワー ド氏 田園都市 図解,東 京附近仮想 田

園都 市図,郊 外一団地住 宅経営 ノー案,郊 外 一団地 住宅(模 型,郊 外住宅模範 設

計及模 型,共 同住宅設計 図,中 枢地区形成 ノー 案

交通

高 架線 模型,同 図,紐 育市 第二三 丁 目街 に於 け る第 七 街横 断面 図東 京市 時間帯

図,神 戸市 同,大 阪市 同,京 都 市同,東 京交 通調査 図,大 阪交通 調査図,神 戸交

通調 査図,交 通事故調査,テ トロイ ト市街路 計画平 面図,ク リー ブラ ンド市 同,

外 国街路断面 図,神 戸 街路断面 図,東 京高速 度鉄道 線路図,道 路舗 装比較図,道

路面 積比較 図,セ ン トルイ スの電車線路改良 案

公園
独逸 各都市 公園系統図六大 都市 同,京 都市公 園調,紐 育 中央 公園,公 園面積 の百

分比,交 叉 点 と小公園,シ ドニー植物園公園 広道,運 動場 の模範設 計,児 童遊 園
の同,外 に宣伝 ビラ,基 地 火葬場分布図,模 範 的墓 地設計 図

上下水道 神戸市上水道模型伯林下水道一覧図,神 戸市上水道写真

負担
六大都市租税負担一人当比較,大 都市市債同,外 国に於ける道路工事受益者負担
の例,我 国に於ける同

雑部
(共同住宅舘と衛生価値墓地火葬場調査報告)街 路の照明に就て,六 大都市死亡

率比較図,仏 国に於ける理想的工業都市計画,欧 米各国主要都市の平面図

猶其 他 に大 阪委員会 の出品一室あ り。点数未定 。尚現 品 の到着せ ざ るもの並場所

の関係上陳 列 し得 ざる もの等約60点 あり。4日 頃一部 更新 の予定。

注)『 神戸又新 日報』1923年2月24日 ～25日 付 よ り作成。

都市合同主催で各市に順次都市計画 ・博覧会を開催する事などが満場一致で可決 されたという。

 第二 は,土 地区画整理 にっいてである。重永は,六 大都市のなかで京都市だ け土地区画整理

が未だ行われていないことは遺憾だと述べ,今 後 は土地区画整理事業の必要 ・効果を宣伝 し,

市民 と協力 して土地区画整理を中心 とする都市計画事業を進捗 させたいと抱負を語 っている。

また,こ の談話の中で重永は,京 都市における道路拡築工事が5年 がか りでわずか2マ イル程

一302一



1920年代京都における都市計画展覧会の歴史的意義(秋 元)

度 しか進捗 していないことにも言及する。重永は,こ の点では京都市の都市計画事業は 「他の

都市に比べてお話 にならない」 が,「 都市計画の調査 とか地域地区の設置等 と云ふ費用の伴 は

ない方法」では京都市が最 も進んでいると述べる。

 関東大震災後のこの時期には,東 京 ・横浜 などでは復興事業が進展 した一方,被 害を受 けな

か った京都市 は,都 市計画予算の調達 も困難な状況にあった。当時の京都市の都市計画担 当吏

員は,財 政難の下で,都 市計画事業を推進 しなければならなか った。 このため,都 市計画を

「費用の伴わない方法」で実現することに活路を見い出そうとしていたのである。

 京都市主事の重永潜は,1924年4月 の都市計画主任会議で 「都市計画展覧会」 の開催 を提

案 したが,こ れは単 なる思いっきやその場限 りの発言ではなか った。 これに先立 って京都市都

市計画部 では,「都市計画の意義を一般市民に貫徹せ しむ」ために,す でに1923年 の春頃か ら

都市計画展覧会を企画 し,1923年10月 頃の開催 にむけて諸材料の収集に取 り掛か っていたの

である。 しか し関東大震災のため内務省 と東京市か らの出品が中止 になり,延 期を余儀な くさ

れた。 市都市計画部は,翌1924年 春の東宮御慶事記念博覧会の会場を一部借 り受 けて,都 市

計画展覧会を独立経済によって開催することを決定 したとい う2。)。しか しこの計画 もさらに延

期されることになるが,当 時の新聞報道か らも,こ の展覧会の準備 にあたったのは京都市都市

計画部の調査課が中心であったことがわかる。

 また この後 日,都 市研究会の主催で開催 された都市計画主任官招待会の席上 で,重 永潜 は

「都市計画上の美的要素」21)にっいて演説 している。 重永 は,都 市計画がある意味において土

木工事や建築工事 ・請負工事の一っとして取 り扱われている感があることを批判する。都市計

画 とは交通 ・衛生 ・保安 ・経済 という市民の福利を増進す るもの 〔注,都 市計画法第一条〕で

あるが,こ れは単なる物質上の福利を意味 しているのではな く 「物質上の福利を通 じて精神的

にあるものを要求 して居 ると吾々は信 じて居る」 と,重 永は持論を展開する。 重永は,「 羅馬

の昔か ら」都市計画 に美的要求が含まれていることに言及 し,古 代か ら中世初期の都市計画の

美的要求が 「王侯君子が 自分の臣下を移植する為に或 る宮殿を中心 とした方面 に美的都市計画

を行った」 のに対 し,「 現代都市の要求する所の都市計画上の美的要求 はもっと民衆的な上に

建設されなければな らぬ」と説 く。

 さらに重永 は,「 自治的精神」 と美的都市計画 との関係について,「 都市が美 しくなることに

依って市民のスビッククライ トを増進 し市民の自治心が高まり,市 民の自治的精神が向上すれ

ば益,美 的計画が出来る」 と主張する。

 重永 は翌1925年 の 『都市公論』 で 「都市の美観問題」22)と題する論考を発表す る。 関東大

震災後の この時期には都市美論が高まり,都 市計画法が風致美観を明示 しなかったことへの批

判が相次 いだ23)。前述のような重永の主張 もこの流れに位置づけられるが,美 観を含む 「精神

的なものJが 都市計画に必要であるとする主張は,そ れ以前か らの重永の持論であった。
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第2章 都市計画 と 「歴史的測量」をめ ぐって

(1)米 田庄太郎 と重永潜

 社会学者の米 田庄太郎は,1918年6月8日 の講演のなかで,「 都市計画 と都市測量」 にっい

て,次 のように述べている。

或人 は其現 状を調 査す る ことも又其 の歴 史 を研究 す ること も合 せて都市 測量 と称 して居 るが,余 は其

の現状 を調 査す る ことだ けを特 に社会測 量 と称 する人々 と見解 を同ふ して居 るのであ る。 〔中略〕 先

づ第一 に其 の都市 の歴 史 的研 究 と都市測 量 とを行 わねばな らぬが,尚 ほ都市計 画 は主 と して其 の都市

の将 来 の発 達の為 めにす る もので あるか ら,特 に都市 測量が必要 で ある と考 へ るのであ る。

米田は,都 市計画のためには,都 市の歴史的研究 と,都 市測量(都 市の現状調査)が 必要である

ことを強調する。 ただ し米 田は,現 状調査 と歴史研究とをあわせて都市測量 ととらえる 「或

人」 とは見解が異なるというのである。この 「或人」 について米田は詳 しくは述べていないが,

翌1919年 の 『京都 日出新聞』に連載 された重永潜の 「都市計画 の基礎 としての都市測量」24)

と題す る論考には,こ れに該当する主張が展開されている。

 米 田が講師をっ とめていた京都帝国大学文科大学では,社 会学の教員 ・学生を中心に 「社会

学読書会」が開催されていた25)。1918年(大 正7)の 社会学読書会では,都 市計画に関するも

のとして,諏 訪潜 「伯林及其付近」(2月21日),同 「田園都市について」(4月25日),重 永潜

「街路計画 と街路の規模」(10月)の3つ の講演が行われている。 ここで2月 と4月 に講演 した

「諏訪潜」 は京都帝国大学文科大学の学生26)で,重 永潜 とは同一人物である。諏訪(重 永)は,

「都市計画の研究」をテーマに卒業論文 を提出している27)。

 当時米田は,「科学的ア ンケー ト法論」28)や 「都市測量」29)など都市測量や社会測量(調 査)

に関す る論考を発表 していた。重永潜 も米田の学説を学ぶ立場にあったが,米 田と重永の違い

は,米 田の都市測量論には歴史の調査 ・研究が含まれていなか ったのに対 し,重 永は都市測量

のなかに 「歴史的測量」を組み込 んで考える点にあった。

 ただ米田の場合 も,歴 史の調査 ・研究の必要性を認めていたか ら,都 市計画 を行 うためには,

都市 の現状調査 と歴史的調査が必要であると主張する点で両者は共通する。

 重永潜の 「都市計画の基礎 としての都市測量」 の論考は,1919年 に 『京都 日出新聞』 に連

載 され,翌1920年 には 『日本社会学院年報』に,1921年4月 には 『都市公論』 にほぼ同文の

論考が掲載された30)

(2)重 永潜の 「歴史的測量」論

 次 に,市 嘱託と して京都市都市計画課 の調査を担当するようになった重永潜が,1919年10月

に 『京都 日出新聞』に連載 した論考 「都市計画の基礎としての都市測量」31)の内容をみてみよう。
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 冒頭で重永 は,そ れぞれの都市は地形上特殊の環境の中に形成 され,特 殊の歴史を有 し,独

特の個性 をそなえていること,こ の個性を犠牲 にすることはその都市にとって大 きな損失 であ

ることを述べる。 さらに重永は,「 屡々都市計画を行ふに際 して感ぜ らる ゝ危険 は此個性 を滅

却 し,凡 ての都市を同一の型にせんとするの傾向ある事である」 と,都 市計画の現状において

「都市の個性」が軽視 される傾向にあることを指摘す る。つ ぎに重永 は,「都市計画の権威 リユ

イス氏」 の言を引用 して次のように述べている。

「都 市計 画家 の機能 は其都 市 の必 要及 び傾 向 に対 す る芸術 的表現 を発 見す る にあ りて 自己の先 入見 を

其都 市 の上 に課賦 すべ きに非ず。 〔中略〕」 と。 されば都市計 画家の第一 義務 は,其 都市 ・其市民 及 び

其等 の要求 を考究 す るにあ り。即 ち都市 計画 を行 ふに当 りて は先づ其基 礎事業 と して都市 測量 を行ふ

べ きで あ る。 よつて リユイ ス氏 は又 「都 市計画 の準備 とは都市 測量 を出でず」 と断 じて ゐ るの であ る。

 ここで重永 は,「 其都市の必要及び傾向に対す る芸術的表現を発見」 することが都市計画家

の役割であるとし,「 都市計画家の第一義務は,其 都市其市民の要求を考究する」 ことだと述

べる。 このためには,都 市計画の基礎事業として都市測量を行うことが重要であ り,こ の都市

測量の仕事 は,「社会学者 ・歴史家及び其都市 の当事者 ・有識者等の協力 と各種公共団体の援

助」によ りは じめて可能になると主張 した。

 さらに重永 は,都 市測量 とはいかなるものなのかを論 じている。重永の分類する都市測量 は,

(1)歴 史的測量,(2)地 理的条件,(3)人 口,(4)健 康便宜及び安寧に関する社会的条件

〔(イ)衛 生(ロ)住 居状態(ハ)災 害〕,(5)産 業,(6)交 通,(7)美 観な建築,(8)閑

暇利用設備の8項 目にわたるもので,な かで も歴史的測量の重要性を強調するものであった。

 重永 はまず,「 都市測量」 は一般には都市の現状調査を意味 し 「都市 の歴史的研究」 は含 ま

ないと考 えられていると述べた上で,「 歴史的測量」にっいて次のよ うに述べている○

歴史 的測量 は都市 計画 の問題 に完全 なる理 解を支ふ る もの なれば必 要欠 く可 らざ る ものにて,特 に都

市発 達 の跡 を知 り得 る有 ゆ る史的材料,即 ち都市 の起源 ・其人 口の特質 ・其職業 及商工業 ・交通 運輸

等 の変遷 を調査 す る必要 があ る。此等 の調 査に よりて其都 市 の社会学 的及 び経済 的状態 が明か にせ ら

れ又 其都市 の一般 的特質傾 向及要求等 も推 知せ らる ゝを得 る ものにて,現 在 に於 ける其等 の状態 の調

査 と相俟 って都市 計画家 を して正確 に且 つ十分 に其都市 将来 の発展 を予見 せ しめ,之 が適 当 なる計画

を可 能 な ら しめる もの であ る。

重永は,都 市計画においては,現 状の調査だけでな く歴史的測量が必要不可欠であること,特

に 「都市発達の跡を知 り得 る有ゆる史的材料」の調査が必要であることを強調 している。

 また,「 美観 な建築」 にっいては,そ の構成要素 を 「一.都 市全体の計画様式,二.都 市の

歴史及び地形,三.都 市の建築物の三っ」 と述べるなど,狭 義の技術的測量にとどまらず,都

市全体の美観やその都市の歴史的形成にも及ぶものであった。

この論考を発表 した当初の重永潜は,京 都市の嘱託 として都市計画課の業務 に従事 していた
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が,そ の後1921年 頃 には京都市都市計画課調査係長(主 事補)に な っている。 さらに1922年

(大正11)6月28日 の市役所処務規程の改正 により,都 市計画課が都市計画部 として再編成 さ

れた際には,都 市計画部調査課長 に任命 されている32)。同年12月 には主事補か ら主事 に昇任

し,翌 年4月 か らは京都市都市計画敷地割調査会幹事を兼務 した。1924年4月 には内務省で

開かれた都市計画主任官会議に参加 したが,同 年10月1日 に依願本免職となる。 この翌月の

11月15日 か ら京都都市計画展覧会が開催 されたが,重 永 はこの直前 に退職 したことになる33)。

 この間,重 永潜は1923年12月 に地元紙の 『京都 日出新聞』 に2回 にわたって,「 現代都市

計画の意義」 と題す る小論を寄せている34)。この中で重永 は,都 市計画は 「其地の状況に合ふ

や うに設計する」ことができれば,都 市の生活や経済 も改善され,市 民が恵福 を永遠にうける

ことがで きると論 じている。 さらに重永は,都 市計画を単 なる土木事業 として捉えることを批

判す る。 土木事業 ・土木技術を行 うには,「 文化学的 ・社会学的」 研究を基礎 としなければな

らないとい うわけである。

 また,京 都帝国大学文科大学卒(国 史専攻)35)の 歴史家粟野秀穂 は,こ の頃,市 嘱託 として土木

局に勤務 し,「京都都市計画史」の執筆にたずさわ っている36)。粟野秀穂の名を明記 して活字化

された 「京都都市計画史」は今のところ確認できないが,井 上満郎著 『研究史 平安京』37)は,

京都大学工学部建築学科所蔵の 『京都都市計画史』(1928年,謄 写版)の 付箋 に 「元本市嘱託粟野

氏の手 に成った」と記 されていることを述べている。なお,こ の点 につ いては,京 都市歴史資料

館所蔵本の 『京都都市計画史』の巻末に鉛筆で 「粟野秀穂」と記 されていることとも共通する。

 厂粟野秀穂先生略年譜」 の記述 によれば,1922年(大 正11)10月,当 時38歳 だった粟野 は

真宗 中学(の ち大谷中学)教 諭を辞職 して,京 都市都市計画課 の嘱託 となり,「京都都市計画

史」 の執筆に従事 し,翌1923年10月 に 「稿成 りて職を辞」 したという。1923年10月 には粟

野の 「京都都市計画史」 の稿本は完成 していたことにな り,1928年 謄写版印刷の 『京都都市

計画史』 は後年の ものということになる。

以上 のよ うに,都 市計画を単なる技術的問題 としてではな く,歴 史など文化問題を含むもの

とする認識 と,そ れ にもとつ く調査 ・研究の成果は,1924年11月 の都市計画展覧会の内容に

も反映されたものと考え られ る。

第3章1924年 の京都都市計画展覧会

 1924年(大 正13)11月15日 か ら24日 まで,大 丸呉服店(四 条高倉)を 会場に 「京都都市計

画展覧会」が開催された。 これは京都の都市計画展覧会 としては最初のものである○主催は京

都大丸呉服店で,後 援団体には京都府都市計画課 ・京都市都市計画課 ・都市計画京都地方委員

会 ・大阪毎 日新聞社京都支局が名をっ らねた。
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1920年 代京 都 におけ る都市計 画展覧 会の歴 史的意義(秋 元)

 この1924年 の展覧会は市の主催ではな く,大 丸呉服店 という一民間の呉服店が主催 するか

たちで行われたが,こ の点について,『京都 日出新聞』に次のような批判が掲載 された。

京都都 市計 画展覧会 といふのが十五 日か ら大丸呉服店 で開か れた▲主催 が大 丸で市 の都市計 画部,府

の都市 計画課,地 方 委員会,大 毎支局 総掛 りの後援 とあ る▲甚 だ結構 で御発 案敬服 の外 はな いが 何 も

一呉 服店 の主 催 に委 す必要 はあるまい。都市計画 は大 丸 の都市 計画 でな く京都 市 の都市計画 だ▲ と云

へ ば大丸が 自発 的の美挙 を当該関係課 が後援す るのはあ た りまへだ と仰 在 るだ らうが▲一体 前途 に幾

多 難関 の横 た はる都 市百年 の長計 を一 呉服店 の展 覧会 主催 に委 して後援 す る虫 のよ さ,冷 淡 さは恰 も,

自分の借金 を人 に払つて貰 つて礼 を云つて る図 だ38)。

この記事は,「 京都市の都市計画」 を推進するための展覧会は,京 都市が自ら主催するべきだ

と論 じ,こ のような展覧会を一呉服店に委ねることは,あ たか も自分の借金を人に払 って貰 う

ようなものだと厳 しく批判 している。

 この1924年 の都市計画展覧会については詳細な目録39)が残 っており,展 覧会 の構成 と資料

名が掲載されている。 〔表2〕 この目録か らは,こ の展覧会は海外の都市計画 に関す る資料 を

はじめ,模 型 や図面 ・建築材料など当時の最新技術を通覧できる内容だ ったことがわかる。

 ま た,こ の 展 覧 会 の 構 成 は,模 型 ・図 面 ・京 都 市 時 代 参 考 品 ・建 築 材 料 ・街 路 樹 ・活 動 写

真 ・漫 画 ・世 界 風 俗 ・パ ノ ラ マ の9つ の部 門 か ら成 って い る。 各 部 門 別 の 出 陳 資 料 件 数 は,模

型 の部13件,図 面 の 部147件(こ の内,都 市計 画の概 念6件,都 市計画 の沿革3件,都 市最 近 の状態

22件,計 画 区域 ・地域23件,交 通35件,公 園15件,建 築22件,衛 生8件,田 園都市5件,区 画整 理8

件),京 都 市 時 代 参 考 品 の 部123件(こ の内,平 安朝 時代6件,鎌 倉 時代5件,室 町時代6件,慶 長元 和

時代6件,徳 川 時代91件,明 治時代8件),建 築 材 料 の 部56件 で あ る。 活 動 写 真 の 部 は8件 の ほ

か数 十 種 と あ り件 数 は不 明 で あ る。 ま た,街 路 樹 の 部,漫 画 の 部,世 界 風 俗 の部,パ ノ ラ マ の

部 に つ い て も個 々 の 資 料 名 は記 載 され て い な い 。 出 陳 資 料 を 概 観 して み る と,図 面 の 部 の147

件 が 最 も多 い。 これ は,当 時 の都 市 計 画 に 関 わ る調 査 成 果 を 反 映 した もの だ った と考 え られ る。

 もう一っ,目 をひくのは,「 京都市時代参考品」 の部の出品が,図 面の部に次 いで多 いこと

である。京都市時代参考品の部では,絵 図 ・絵巻 ・屏風など123点 以上が展示 されてお り,京

都の歴史 に重点をおいた内容であったことがわかる。さらに,資 料提供者 に注 目して京都市時

代参考品をみてみると,個 人蔵(碓 井小三郎 ・山本臨乗 ・杉浦三郎兵衛 ・吉川観方 ・高橋正博など)

が68件,大 学 ・専門学校など27件,京 都府8件 となっている。

 これらの出陳資料の傾向は,第 一に,地 図や図面 ・模型など都市計画関係の ビジュァル的資

料のほか,建 築資材 ・樹木などの原物,ま た,漫 画 ・活動写真 ・パ ノラマなど,視 角に訴える

資料展示が行われていた ことがあげられる。これは,都 市計画の基礎知識を一般 にわかりやす

く提示 し,市 民を啓蒙するための方法だったと考え られる。

第二 は,歴 史に重点を置いて,京 都という都市を認識 しようとする意図が うかがえることで
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表2 京都都 市計画展覧 会 目録(1924年)(1)

模型之部 六大都市一人当市税負担

額比較

京都市 京都市時間帯図 京都地方委員会

商業地域二於ケル道路巾

ト建物ノ高サノ制限

大名古屋市道路網及運河網 京都市

京都市歳入決算額累年比較 京都市 道路舗装の知識 大阪市工業研究

所住居地域二於ケル道路巾

ト建物ノ高サノ制限

京都市十四年度予算歳出

比較

京都市

道路試験成績写真(十 五

面)

大阪市工業研究

所土管煙突 京都市内中心部二於ケル

路地一覧図

京都地方委員会

同上,補 強 シタル者 道路試験機の図 大阪市工業研究

所煉瓦煙突 京都市内建築増殖一覧図 京都地方委員会

同上,補 強 シタル者 市都市計画受益者負担地

域概略図

京都市 道路試験機及摩滅曲線写

真(四 面)

大阪市工業研究

所敷地 ト建物ノ関係

銅鉄製電車 京都市都市計画受益者負

担率図

京都市 同道路改良に伴ふ能率 大阪市

大京都市ノ将来各区分セ

ラレタル情況

内外興業株式会

社大阪支社

在来道路と改良道路との

運賃比較表

大阪市工業研究

所(四)計 画区域,地 域並二地区

水道浄水池 京都市役所 区域の説明 京都地方委員会 路面と勾配による牽引力

の比較

大阪市工業研究

所塵芥焼却場 京都市役所 大京都区域図 京都地方委員会

道路標識(実 物) 京都市役所 大東京区域図 京都地方委員会 各種路面による自動車一

噸一哩の運賃費

大阪市工業研究

所瓦斯使用の模型 京都瓦斯会社 大 ロン ドン区域 図 京都地方委員会

図面之部 大紐育区域図 京都地方委員会 各種道路に対する運搬量

の比較

京都地方委員会

(一)都 市計画の概念 大パ リー区域 図 京都地方委員会

都市計画とは 大阪地方委員会 大伯林区域図 京都地方委員会 街路交通能率比較及街路

拡築の沿道敷地に及ぼす

利益及損失

内務省

豪州キャンベラの都市計

画図

大阪市工業研究

所

地域の説明 京都地方委員会

京都都市計画地域指定参

考図(五 万分ノ―)

京都地方委員会

アムステル ダム市街 図 大木外次郎 交通諸機関競争の図 京都市

ドンカ スタ―地 方計 画図 永田兵三郎 京都都市計画地域指定参

考図(一 万分ノー)

京都地方委員会 欧米都市高速度交通機関

標準横断面図

内務省

巴里市街地図 内務省

バ ー ミンガム市 都市計 画

の一部

永田兵三郎 京都現況一般図 京都地方委員会 大阪市広路断面計画図 大阪市

地域制限説明書 京都府 大阪市広路断面及平面図 大阪市

(二)都 市計画の沿革 シカゴ用途地域図 内務省 将来の予想街路横断面図 大阪地方委員会

都市計画の時代相 大阪地方委員会 セ ントルイ地域図 京都地方委員会 欧州大都市広路の実例 大阪市

平城京の図 大阪地方委員会 紐育地域図 京都地方委員会 北米大都市広路の実例 大阪市

平安京の図 京都地方委員会 ワシン トン地域図 京都地方委員会 世界の広路と平安京朱雀

大路

大阪市工業研究

所(三)都 市最近の状態 デカタ―地域図 京都地方委員会

京都都市計画区域内(市

町村別)人 口密度図

京都地方委員会 フラ ンク フル ト地域図 京都地方委員会 三大都市諸車比較表 京都市

防火地区指定図 京都地方委員会 路面と運搬賃との関係図解 京都市

京都市学区別一人当坪数

色別図

京都市 大神戸区域図 内務省 紐育市地上地下電気鉄道

横断面図

内務省

大大阪区域図 内務省

京都市内人口分布図 京都地方委員会 防火地区指定図 京都地方委員会 京都市電車収入図表 京都市

欧米大都市人ロー人当面積 大阪市 大神戸区域図 内務省 六大都市路面電車延長一

哩当人口

大阪市

六大都市人ロー人当面積 大阪市 大大阪区域図 内務省

六大都市人口増加比較表 大阪市 大京都区域図 内務省 北米紐育市高速度交通機関 内務省

欧米大都市及其郊外発表

情況

大阪市 大名古屋区域図 内務省 大伯林高速交通機関配置図 内務省

(五)交 通 クリ―ブランド市街路交

叉点案(同 市都市計画委

員立案)

内務省

我国重要都市と全国人口

との比較

大阪市 都市街路系統の分類(図

解説明)

大阪地方委員会

京都市に於ける風向風量

比較図

京都地方委員会 同実例(格 子式一京都市

の一部)

京都地方委員会 クリーブランド市ユークリ

ット街アーケー ド計画図

内務省

京都市業務別工場分布図 京都地方委員会 同実例(放 射式一 力 ―ル

スル― ヒ市)(射 角線 式

一 ワシン トン市)

大阪地方委員会 (六)公 園

京都市内市場勢力範囲図 京都地方委員会 京都市内公園及類似地分

布図

京都地方委員会

京都市内地価調図 京都地方委員会

都市計画設計用基本図実

測区域一覧図

京都地方委員会 京都都市計画路線図 京都地方委員会 本邦及世界大都市面積と道

路并に公園面積との比較

京都市

鳥丸線,今 出川線の今昔

(写真)(十 六面)

京都市

都市計画用三千分ノー基

本図

京都地方委員会 倫敦 ローヤルパ ークの図 大屋霊城

京都市内主要道路幅員一

覧図

京都地方委員会 北米ボストン市公園系統図 内務省

京都市同高線図 京都市 伯林 チ―ヤガル テンの図 大屋霊城
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1920年 代京都 におけ る都市計画展 覧会 の歴史的意 義(秋 元)

   表2 京都都市計 画展覧会 目録(1924年)(2)

I北米カンサス市公園系統図 内務省 屎尿応急汲取統計 京都市衛生試験

所

京四条の町の図 京伝は

文安宝徳頃のものかとい

へり 骨董集 山東京伝

編所載

吉川観方氏蔵

米国 コロラド州国立公園 永田兵三郎

米国カリホルニヤ州国立

公園

永田兵三郎 乳幼児死亡率 京都市衛生試験

所

 

米国オレゴン州国立公園 永田兵三郎 (九)田 園都市 (四)慶 長元和時代

支那西湖と万寿山公園の図 大屋霊城 レツチ ヲ―ス田園都市 大屋霊城 慶長年間京都図(写) 京都府蔵

紐育セントラルパ ―クの図 大屋霊城 ウエルヰン田園都市平面図 大木外次郎 中昔公家町之図(写) 京都府蔵

―
運動本位の小公園の図 大阪市 ポー トサ ンライ ト田園都

市(五 面)

永田兵三郎 聚楽地理図(写) 京都帝国大学図

書館蔵ロ ン ドンの公 園 永田兵三郎

御大典紀念京都植物園平

面図

京都地方委員会 ボ ル ンビ ―ル 田園 都市

(二 面)

大木外次郎 聚楽城全図(写) 京都帝国大学図

書館蔵

欧米公園道の図 大阪市 アメ リカ田園都市住宅の

一 例

大阪地方委員会 御土居絵図(写) 京都府蔵―
(七)建 築 東山名所風俗絵屏風(写) 吉川観方氏蔵

拡がりゆく京都市 京都府 (十)区 畫r歴理 (五)徳 川時代

最近三年間京都市内建築

工事統計表及図表(三 表)

京都府 土地区劃整理範例 京都地方委員会 寛永京都図 辻虎之助氏蔵

某所仮想区劃整理図 京都地方委員会 京都図(後 西院天皇上皇

ノモノカ)

京都府蔵

―

京都市内大正十年中建築

物増築比較図

京都地方委員会 土地区劃整理の必要 京都市

土地区劃整理施行地区総

面積比較及施行前後に於

ける地目別比較表

内務省 慶安京師図 碓井小三郎氏蔵

大正十三年上半期二於ケ

ル市街地建築物法二依ル

書類件数統計

京都府 平安承応古図 山本臨乗氏蔵

万治年間京都地図 田中勘兵衛氏蔵

土地区劃整理の前後 京都市 寛文八年大絵図 田中勘兵衛氏蔵

―

御陵特別保護建造物位置

記入図

京都地方委員会 気持のい丶家の建て方 大阪地方委員会 洛中洛外大図(寛 文八年

刊)

京都帝国大学図

書館蔵某市街地区別利用現状図 大阪市

京都目抜きの建築物調べ

(二種)

京都地方委員会 紐育市 「ブロック」内に

於 ける 「ロッ ト」 の変遷

京都地方委員会 寛文年間京都実測図 京都帝国大学図

書館蔵

京都市大火延焼 京都地方委員会 紐育市区劃割の一部(三

面)

京都市 洛中洛外大図(寛 文十三

年刊)

京都府蔵

―

―

大正 八,九,十,三 ケ年

間 出火位置図

京都地方委員会

京都市時代参考品の部 寛文年間京師大絵図 杉浦三郎兵衛氏

蔵新京極の火災区域図 京都府 (一)平 安朝時代

避難の設備なき為め 京都府 京都往古図 高橋正博氏蔵 貞享三年京大絵図 山本臨乗氏蔵

京都市発火原因番附 京都上京消防署 平安-日趾実測図 碓井小三郎氏蔵 貞享元禄京都大絵図 京都帝国大学図

書館蔵―関東大惨害の教訓 大阪市 大内裏図 京久水付図 京都帝国大学図

書館蔵大正 十三年九月一日の震

災に依る消失地域

内務省 新板京の図(元 禄十三年

刊)

杉浦三郎兵衛氏

蔵蔵大内裏旧趾実測図(写) 碓井小三郎氏蔵

[

 
―
 
―
 
」

残留建物類及び延坪 内務省 年中行事絵巻(模 本)五

月因地打

市立絵画専門学

校蔵

京師大火図(宝 永五年) 碓井小三郎氏蔵

京都近郊大震区域 京都地方委員会 京絵図(宝 永六年刊) 高括正博氏蔵

京都地震年代図 京都地方委員会 伴大納言絵巻(模 本)応

天門火災

市立絵画専門学

校蔵

正徳元年三月改正島原図

(写)

高橋正博氏蔵

東京大震災延焼方向図 内務省

東京大震災火元及び焼け

止り図

内務省 (二)鎌 倉時代 京都大絵図(正 徳享保図) 京都帝国大学図

書館蔵中古京師之図(写) 碓井小三郎氏蔵

―
世界著名建築背比べ 大阪市 閑院内裏京城園(写) 龍谷大学図書館

蔵

享保元年刊京都絵図 京都帝国大学図

書館蔵市街地建築物法図解 京都府

―
京都市内火災写真 上京消防署 中古白川之図(写) 碓井小三郎氏蔵 享保年間京大絵図 京都帝国大学図

書館蔵帝都大震災画報 上京消防署 一遍聖人絵巻(模 本)三

ノ下

市立絵画専門学

校蔵(八)衛 生 寛保元年刊京都大絵図 京都帝国大学図

書館蔵都鄙死因相撲番附 大阪市 一遍聖人絵巻(模 本)四

条大橋,四 条篝屋

市立美術学校蔵

最近 二於 ケル出生,死

産,死 亡都鄙比較

大阪市 寛保五年刊京大絵図 京都帝国大学図

書館蔵(三)室 町時代

本邦都市下水道工事普及

実況

大阪市 中古京程之図(写) 山本臨乗氏蔵 宝暦四年刊京都図 京都帝国大学図

書館蔵中昔京師之図(写) 山本臨乗氏蔵

本邦都市の上下水道普及

実況

大阪市 中古京師之図(写) 碓井小三郎氏蔵 宝暦四年刊京都図 高橋正博氏蔵

京都応仁以前図(森 謹齋

図ノ写)

京都府蔵 宝暦甲戌刊京都図 杉浦三郎兵衛氏

蔵伯林市下水道処分場分布図 内務省

伯林市下水道平面図 内務省 福富草紙(模 本) 市立美術学校蔵
1

宝暦十五年板京都絵a 高橋正博氏蔵 1
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表2 京都 都市計画展覧会 目録(1924年)(3)

宝暦年間大絵図 田中勘兵衛氏蔵 内裏図(文 久三年) 杉浦三郎兵衛氏

蔵

京町鑑(明 和八年)二 冊 山本臨乗氏蔵

安永京都細見図(一 巻) 京都帝国大学図

書館蔵

延宝六年(市 独案内)一冊 山本臨乗氏蔵

二条城附近絵図 京都帝国大学図

書館蔵

(六)明 治時代

安永七年刊京図名所図 杉浦三郎兵衛氏

蔵

京之図(明 治二年) 京都帝国大学図

書館蔵六条境内之図(寛 永年間) 高橋正博氏蔵

花洛一覧図 杉浦三郎兵衛氏

蔵

元禄西陣図 碓井小三郎氏蔵 京都大絵図(明 治二年) 京都帝国大学図

書館蔵西本願寺細見図 大谷大学図書館

蔵天明京都名勝図 高橋正博氏蔵 上京丗一,六,区 測量縮

図(明 治六年)(二 面)

山本臨乗氏蔵

天明細見京絵図 禿氏祐祥氏蔵 祗園新地図(元 保十二年) 碓井小三郎氏蔵

天明六年刊京絵図 杉浦三郎兵衛氏

蔵

島原地図 高橋正博氏蔵 京都区分―覧之図(明 治

九年)

杉浦三郎兵衛氏

蔵加茂川流域図(写) 高橋正博氏蔵

天明六年刊早見京絵図 杉浦三郎兵衛氏

蔵

西高瀬川開通ノ図 碓井小三郎氏蔵 京都図(明 治六年) 山本臨乗氏蔵

東高瀬全部実測図(寛 政

十三年)二 条伏見間(写)

京都府蔵 京都区組―覧記(稲 垣量

三編)(明 治十四年)

山本臨乗氏蔵

天明八 京師大火図 碓井小三郎氏蔵

天明八年京師大火図 山本勘兵衛氏蔵 高瀬川筋五条門樋 ヨ1丿八

条領境マデ(写)

京都帝国大学図

書館蔵

京都区組分細図(明 治十

六年)

高橋正博氏蔵

寛政改正京都図 杉浦三郎兵衛氏

蔵 風俗絵屏風(慶 長～寛永

頃)一 双の内半双

吉川観方氏蔵 京都市図(明 治三十二年) 高橋正博氏蔵

内裏図(文 和再刻) 京都帝国大学図

書館蔵

建築材料の部

十二月風俗絵屏風(寛 永

正保頃)一 双

吉川観方氏蔵 衛生水道器具其他 (以下,製 造業

者名は省略)京都指掌図(文 化改正) 杉浦三郎兵衛氏

蔵 四条河原歌舞伎絵屏風

(寛永正保頃)半 双

吉川観方氏蔵 大正便所汚水装置

都名所自在歩行(文 化八

年間)

杉浦三郎兵衛氏

蔵

タイル

祗園神社境内風俗絵屏風

(慶安頃)半 双

吉川観方氏蔵

―

セメ ン トタイル

京町御絵図細見大成(天

保二年刻,慶 応四年再刻)

京都府蔵 防水剤其他

名所絵張交屏風(天 和貞

享頃)一 双

吉川観方氏蔵 キルク製品

京都指掌図(天 保十年) 京都帝国大学図

書館蔵

ベニヤ板及応用品

町家店頭図 井原西鶴著

本朝桜陰比事所載

吉川観方氏蔵 ル-フ ヒング及 メ クルラ

ス其他袖中京絵図(天 保改正) 杉浦三郎兵衛氏

蔵 元禄宝永頃京洛名所図

一東山長楽寺,一四条河原

納涼,一 東山安居,一 方

広寺―一島原大門口,一

都万太夫座,一 極楽寺等

宝永街花洛安細見図所載

京都帝国大学図

書館蔵

銅板製材

新選京絵図(嘉 永改正) 京都帝国大学図

書館蔵

建具金物類

建築金物類

京師大火図(写)(嘉 永) 山本臨乗氏蔵 建築既製品木材

京師大火図(安 正同一) 山本臨乗氏蔵 防火鉄棚額

京都御絵図(文 久三年) 杉浦三郎兵衛氏

蔵

日華石

風俗絵雛屏風花街図(元

禄宝永頃)

吉川観方氏蔵

―
屋根瓦

繁栄京都御絵図(文 久改

刻)

杉浦三郎兵衛氏

蔵

テラコツ タ,ス テ ン ドグ

ラス享保元文頃京都町家風俗図
一土蔵 一酒屋,一 みす

や針,一 紙屋等

 商人軍配記其の他所載
一高瀬川図,西 川祐信筆

   絵本有磯松所載

   絵本姫小松所載
一高瀬川図 西川祐信筆

    絵本喩草所載

一番太の図 西川祐信筆

     磯馴松所載

吉川観方氏蔵

新選京絵図(文 久改正) 杉浦三郎兵衛氏

蔵

瓦斯

暖房

京都指掌図(文 久改正) 杉浦三郎兵衛氏

蔵

建築金物類

浅野 ス レー ト

〈洛中洛外町 小々名〉大成

京細見絵図(元 治元年)

杉浦三郎兵衛氏

蔵

内田商事機械部

工場機械写真額

皇都細見図(元 治新選) 杉浦三郎兵衛氏

蔵

セメント原料焼塊等標本

製造工程図解

京師大火図(元 治元年) 杉浦三郎兵衛氏

蔵

マ ルソイ ドル― フィ ング

マ ルソイ ドダンプコース

京師御絵図(元 治元年) 山本臨乗氏蔵 京師三条大橋図安際広重

筆 東海道五十三次の内

吉川観方氏蔵 メ ンブレンダ ンプ コ―ス

甲子兵燹之図 碓井小三郎氏蔵 P8Bア ス フ ァル トフ ェ

ル ト新増細見京絵図大全(元

治改正)

杉浦三郎兵衛氏

蔵

公家町の図(慶 応四年板) 吉川観方氏蔵

京羽二重(貞享二年)六冊 山本臨乗氏蔵 フ ロ ー チ ン(P8Bア ス

フ ァル ト)朝夢中之奇談(元 冶元年) 猪熊信男氏蔵 おりどめ(元禄二年)六冊 山本臨乗氏蔵

手紙いらず早便り(元 治

元年)

猪熊信男氏蔵 京羽二重(宝永二年)六冊 山本臨乗氏蔵 Upson Board

京町鑑(宝暦十二年)二冊 山本臨乗氏蔵 Vacuum Cleaner
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1920年 代京都 における都市計画展覧会 の歴史的意義(秋 元)

表2 京都都市計画展覧会 目録(1924年)(4)

Drills Fractional Motors 活動写真の部

Condulet, Traffic Signal

system, etc.,

Revolving Doors&Cut

Sample

実写 都市計画欧州文化

の跡を訪ねて

Radio Hot Water Heat Floor&Roof Drains 同 京都市衛生施設

Radiators&Boiler Jack-Lifts&Elevating

Loading Trucks

同 イ タリ-風 景風俗 京都市役所

Vacuum Cleaner 同 イ タリーの大鉄工所

内部の光景Electric Cloth Washer Pipeless Hot Air Furnace

Wiring Device Plumbing Fixtures 滑稽 新馬鹿大将(二 三

種)Kalamein Products, Cut

Sample

Electric Elevator&

Sample of Rail sec, 同 チャ ップ リンの売 子・

Heater Floor Surfacer 実写 東京震災の実写

Gas‐Steam Radiators Steam Shovel 一(外 数十種)一

Magnetoe Portable Road Asphalt

Plant

漫画の部

Watt Hour‐Meter 都市計画二関 スル漫画

(数枚)Linotile Mail Chute

Conduit Tubes 街路樹の部 世界風俗の部

1各種     1 パ ノラマの部

注)「京都都市計画展覧会目録」(京都府立総合資料館所蔵)よ り作成。

ある。特に,平 安京以来の都市史 ・都市計

画史を通覧できる内容が盛 り込まれている

ことは注 目に値する。 これは,重 永潜を中

心 とする都市計画課(部)員 らの調査活動

の成果によるものと考えられる。

 この展覧会で一堂に集められた歴史資料

をはじめとする展示品は,都 市計画 ・都市

史の研究の材料として有益なものだったと

思われる。残念ながら当時の展示品の原物

や写 しがまとまって残されているわけでは

ないが,こ の展覧会で展示された地図の一

部の複写版が後年,京 都市±木局刊行の

『京都都市計画小誌」の附録として収録 さ

れている。

 この附図のなかには,「平安京(京 之水附

図,寛 政三年版,建 都時代)」(京都帝国大学附

属図書館所蔵)の 絵図などがあった。 また,

「京都市域ノ変遷」 図では,編 入区域を年

代 ごとに色分けして視覚化 しているが,

       京 都市域 ノ変遷

注)『京都都市計画小誌』(同志社大学人文科学研究所所蔵)。

                  それだけでなく

き込まれている点 も興味深いところである。〔図参照〕

「参考」として,平 安京と御土居が描
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第4章1926年 の都市計画展覧会 とその背景

(1)都 市計画法第13条 の適用をめぐつて

  一 京都都市計画事業の遅れと打開策としての土地区画整理 一

 1925年1月,都 市計画課長兼土木課長 ・電気局工務課長の永田兵三郎は,『 京都 日出新聞』

の取材 に対 し,土 地区画整理 により補助道路の整備 を実現す る方針 にっいて,「 住民に組合を

作 らせ,市 の方で設計 まで手伝ふ程度に奨励 ・援助す る」 と語 っている40)。市の都市計画の仕

事を 「手伝ふ程度」と表現 しているように,こ の段階の土地区画整理 は,住 民の 「自主」に依

拠 して行おうとするものだった。

 しか し,京 都市の場合は財源に乏 しく,用 地買収費用の捻出にも苦心 していた。1924年 秋

には,烏 丸線沿線の住民3oO余 名が受益者負担に反対する訴願書を提出す る41)など,街 路網整

備の費用負担 に対する住民の抵抗 は少なくなかった。他の地域でも受益者負担への反対が起 こ

り,行 政裁判 にもっれ込む ものもあった42)。

 市 は街路網整備の財源 を確保するため,1924年 に市債の発行を申請す るが認可 されなかっ

た。 こうした状況下で,市 の幹線道路の建設は,当 初計画 よりも著 しく遅延 していた。1921

年7月 に京都市区改正設計として決定 した第1号 線か ら第15号 線までの幹線道路は,1930年

までの10か 年で総延長25マ イル(約40㎞)を 建設する計画であった。 しか し,計 画の半ばを

過 ぎた1926年8月 の段階でも,竣 成分 は3マ イルに過 ぎず,こ れに1926年 度竣成予定分(河

原町線四条以南)の1マ イル半 を加えて も4マ イル半で,全 体の6分 の1し か進捗 していな

かった。 一方,予 算 の面で も,こ の4マ イル半の工事 に対 して投入 した費用 は1100万 円に達

してお り,事 業費見込総額3785万 円の4分 の1を 超え,計 画に狂いが生 じていた43)。

 この打開策を探 るため,市 は1925年5月 に研究を始め,そ の結果,事 業の促進方法 として

4っ の案があげられた。第一案 は,未 完成の都市計画事業の財源を全て起債で賄 うというもの

だったが,起 債 に申請はすでに却下 されていた。 第二案は,都 市計画法第16条 による地帯の

土地収用である。 これ は,計 画路線の両側の区域一帯の土地 ・住宅 を全部買収 し,そ こに完全

な道路網を設け,完 成 したものを改めて市民に売却するという方法である。 これには巨額の買

収費が必要だ ったか ら,事 実上不可能だった。また,外 国で行われている都市政策 によるとい

う案は時期尚早 とされた。残 るは,区 画整理によるという案で,こ れならば,経 費 も比較的軽

く,京 都市の財政上 も適当であろうと意見が一致 し,こ の方針に決定する。

 この方針にもとついて,市 は土地区画整理による街路網整備に関する案をまとめ,土 地区画

整理施行理 由とともに,ig26年2月 の京都市会に諮 って賛成を得 る44)。この少 し前,安 田耕

之助京都市長は,都 市計画の外郭線が 「思ふ様に出来なかった ら切腹する」とまで力を入れて

いたという45)。
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 市 は,地 主の 「自発的な」土地区画整理事業の促進 ・助成に努めるとともに,都 市計画法第

13条 による 「都市計画±地区画整理」 に取 り組む。 前者の方法は従来か ら行 っていたが,後

者は初めての取 り組みだった。 これは,京 都市 として初めてだっただけでな く,六 大都市 はも

とより,全 国で も初 めての試みだった。 この方法では,地 主の受益者負担金が 「免除」46)され

るため,受 益者負担反対運動に悩 まされていた京都市 とって,有 効な方法だった。ただ し,そ

の代わ りに,路 線敷地提供(立 退きや減地)が 必要であることに対する理解を得なければな ら

なか った。

 市 はこの計画 により,都 市計画路線の外郭循環幹線である第一号 ・第三号 ・第四号 の一部

(現在の東大路 ・西大路 ・北大路 ・九条,お よび白川通の一部)の 周囲の地帯(道 路幅員の10倍)を 土

地区画整理地区と し,土 地区画を整理 による幹線道路 の建設を実現 しよ うとした。 これ は,

1926年 段階で,対 象面積約313万 坪,施 行人員約4千 人におよぶ規模だった47)。これにより,

公園などの公共スペースも確保するとともに,市 周辺部の無秩序 な都市化を防ぎ,「 健全なる

新市街」を形成 しよ うとしたのである。

 この案のもう一つの特徴 は,都 市計画土地区画整理の施行区域の土地所有者が自発的に事業

に着手 しなかった場合の措置である。 もし,土 地所有者が施行 しない場合 には,内 務大臣の執

行命令 により,市 がこれを代執行できる点であった(認 可から一年後以降)。 この意味で も,新

しい試みを含む 「都市計画土地区画整理」 の計画案 は,8月12日 の都市計画京都地方委員会

で審議 ・決定 され,1926年9月20日 内閣の認可を受 けるに至る。

 これと並行 して京都市 は,都 市計画土地区画整理にっいての大宣伝活動を開始する。市土木

局は,市 民向けのパ ンフレット 『京都都市計画 土地区画整理 とはどういふ ことをす るか』48)。

を作成 し,3万 部を印刷 ・頒布する。 このパ ンフレッ トの内容は,新 聞紙上で も詳細 に報道さ

れた49)。さらに,同 年8月31日 か らは,「市民の利害 に大関係 ある区画整理 と補助道路」 と題

する新聞連載50)が始 まる。 ここでは,府 ・市の都市計画担当者や都市計画地方委員 ・学者等が

談話を寄せ るかたちで,市 の都市問題の現状や,都 市計画 ・土地区画整理の必要性などが紹介

された。〔表3〕

 この新聞連載の第18回 目に登場 した医学博士 ・戸 田正三は,「桓武帝以来都市計画が出来て

ゐる京都 は第一の理想的都市」 という視点か ら,「世界を通 じておそらく,我 国民程,都 市 の

区劃問題 に対 して無知識な国民はあるまいが,尤 も平安朝から尚下つて暫 くの間はさうでもな

かった らしく,現 代の 日本人よりも更に進んだ,都 市知識を有 してゐたものと考へ られる」 と

論 じている。

 財源難 と住民の反対運動で遅延 していた都市計画事業を進展 させるため,京 都市は,都 市計

画法による 「都市計画土地区画整理」を導入 した。京都市 は地区 ごとに関係地主 らを集 めて

「懇談会」を開催 し,土 地区画整理 による街路網整備 に対する市民の理解を得ようとしていた。
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表3 連載 「市民の利害に大関係ある区画整理と補助道路」

回次 見出 し

C-〉
都計事業の現状/竣 成は本年度中に僅に六分の一/コ ンな方針で
は殆んど前途の見当がっかぬ/当 局の立てた促進方法

(二)
先 づ 外廓 路線 の/一,三 号全 線 と四号 の一部 に実施/い よ い よ生

れ出つ る まで の悩み多 き経過/田 原氏等 の隠れた努力

(三)
区整事業の内容/二 万の人口と四千の家屋の増加/周 囲部新市街
地が極めて混雑に陥いる/当 局の説明した施行方法

(四)
区整の施行区域/松 原助役の老獪な促進運動/都 計通の池田知事
の副申意見一蹴さる/府 市啀み合ひの情勢?

(五)
実 施方 法 に二 種/強 制 的 と自発 的 との利 害/認 可後一 年以 内 に地

主 な どの着手 を待っ/市 当局 のパ ンフ レッ ト刊 行

(六)
補助道路網/区 整案の実施上不可分の関係/総 延長三万六千余間
中実施の分に六千間/実 行力を有する路線名

(七)
住宅地帯の補助道/第 三号線から三十五号線に至る/区 整の地域
内に含まれた分丈が/新 設又は拡築さる

(八)
生みの悩みの計画案/提 出一年後に漸く内相に進達/泣 く子と地
頭には勝たれぬ/問 題となって知事の修正意見

(九)
南部の工業地帯/関 係の補助道路も近く諮問/住 宅工業両地帯の
総経費三千万円以上/工 事着手の1順序が大問題

(十)
難関は起債問題/注 目される市会議員の態度/事 業年度割と実施

予算提案の場合/危 ぶまれる市理事者の手腕

(十 一)
将来都市の発展は/積 極的の都市計画に俟っ/本 市の区整案と補
助道路案は稍完全/難 関は多からうが実行を望む

都市計画地方委員
大藤高彦博士談

(十二)
周囲部の整理が/都 市計画の前提として最必要/東 京,大 阪の如
く密集したら既に手遅れ/建 築の美観を保っ上の制限

都市計画地方委員
工学博士武田五一氏談

(十三)
市が代理執行する/場 合の施行の程度が問題/補 助道路面に当る
家屋の立退は困難/着 手一日早ければ一日の利益

都市計画地方委員
工学博士田辺朔郎氏談

(十四)
大京都の輪郭を造り/区 整区域の境界を明かにし/補 助道路も巾
杭で実施区域を示せ/幹 線には小住宅を許可すな

都市計画地方委員
市会議員大西太郎兵衛氏談

(十五)
完全な下水道を/設 け衛生施設の完全を期せよ/独 逸ハイデルベ
ルグの都市計画実例/郊 外に大道路…永遠の施設

都市計画地方委員
医学博士小川瑳五郎氏談

(十六)
認可後実施設計/作 成の上,建 築線を指定/民 意を尊重 して代執
行は十日以前に告示/組 合の場合でも特別機関に諮る

都市計画地方委員

市土木局長安田靖一氏談

(十七)
既成市街の拡築に/周 囲部と同一の方法適用は不可/市 内と周囲
部は当然区別を要す/市 民の不安を除去するの要

都市計画地方委員
松風嘉定氏談

―

(十八)
屎尿の処分が問題/桓 武帝以来都市計画が出来てゐる/京 都は第
一の理想的都市/市 民の自覚に俟って実行したい

都市計画地方委員
医学博士戸田正三氏談

(十九)
市民の協カー致は/事 業計画遂行の要素/前 途の難関は市理事者
の発奮に待っ/本 紙記事の反響と効果

注)『 京都 日出新 聞』1926年8月31日 ～9月19日 付。

1926年9月 の都市計画展覧会はまさに 「区画整理」に関す る知識を宣伝する場 として企画 さ

れ,歴 史性を前面 に出 した1924年 の都市計画展覧会 とは様相が異なるものだった。

(2)1926年 の 都 市 計 画 展 覧 会

 1926年(大IE 15)の 都 市 計 画 展 覧 会 は,大 丸 呉 服 店 を会 場 に,9月21日 か ら30日 ま で 開 催
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された。会場 は二っのフロアが使用され,第 一会場で は,都 市計画について 「誰にで も判 る」

よう,一 般 に向けに平易 に図解 ・説明 し,第 二会場で は,土 地区画整理事業の概要 と区域 内土

地の地番入地図などが展示 された51)。

 前章で も述べたが,土 地区画整理による街路網整備 という都市計画事業の遂行のためには,

市民の理解 と協力が不可欠であった。特に,各 地域での順次開催が予定 されている地主を集め

ての 「懇談会」を目前に したこの時期に,地 主 ら住民の都市計画 に対する知識 と理解を高 めて

おきたか ったのである。

 展示のなかで特 に注 目を集めたのは,区 画整理事業に関す る資料である。 「都市計画土地区

画整理」に該当する区域 内の人々が,一 見 して自分 との関係を明 らかに し得る図面などが展示

され,当 初の主催者側の予想以上の人気で,初 日の会場 は朝8時 の開会か ら大入 り満員続 き

だったという。特 に,都 市計画 ・区画整理地図は地主関係者にとって直接の利害関係があるだ

けに,観 覧者で身動 きも出来ないほどだ ったという。

 初 日には,群 集にま じって中島玉吉 ・武田五一 ・田辺朔郎の三博士が来場 し,熱 心に隅々ま

で観覧 したほか,午 後には安田耕之助市長が実況視察 に訪れた。また,入 場者の多 くが,会 場

に出張 していた市当局者 をっかまえて,地 図にっいてや,区 画整理の実施方法 ・1順序 ・時期 ・

費用 ・換地等 にっいて質問 し,こ れに対 して,係 員数名が分担 して 「懇切な説明」 にあたった

という52)○

 展示資料 はこの他に,六 大都市および福岡市の都市計画関係資料,促 進汚泥法による下水浄

化の図解 と下水浄化装置の模型,1919年 以降に発生 した市内火災の事故位置図,道 幅の狭 い

道路で消防車などが困 っているところの大写真なども観覧者の目をひいたようである。

 ここで,1924年(大 正 ユ3)1ユ月と1926年(大 正15)9月 に開催 された二つの都市計画展覧

会を比較す ると,1924年 の展覧会では,平 安時代か らの京都を通覧す る時代参考品のほか都

市計画に関わる図面が多数出品されたのに対 し,1926年 の展覧会で は目前 の都市計画 ・土地

区画整理 を前面 に押 し出 した内容であ った。1926年 の都市計画展覧会 は,当 初の新聞報道で

は,「 区画整理展覧会」 が予定されていると報 じられた ことに象徴されるとおり,1926年 の展

覧会の目玉は,区 画整理問題であった。また京都市が主催 して企画 し,京 都都市計画地方委員

会の後援で行われた ものだった。

第5章 都市計画展覧会がのこしたもの

(1)平 安京造営という都市計画 と対比する視点

 192o年 代には,都 市計画か らみた京都の歴史に関す る新聞記事や小冊子 などが,た びたび

登場する。 ただ し,そ れ以前にも,「平安京」 の造営 と対比 して当時の京都市の事業の遅れを
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強調す る議論がなか ったわけではない○

 例えば1903年 の 「工学士井上秀二氏の道路談」53)では,京 都の歴史 を見れば,桓 武朝時代

に創建された平安京があることを理由に,京 都市の道路拡張は 「新事業にあ らず,全 く復旧工

事なる事な り」 と論 じている。

 また大阪市助役の関一は,1917年10月28日 の日本社会学院第5大 会 において 「都市計画

に就て」の題目で講演 し,次 のように述べた54)。

即 ち最 も著 しい例 は,桓 武天皇 が京都 に都 を奠 め られ たる時 に,此 処 に立 派 なプ ラ ンニ ングが出来 た。

即 ち国史 に表 れて居 る京都 のプ ラ ンニ ングといふ ものは余程 細か な街区 の設計 を立 てて,市 街の制度

を定 め給 ひ,朱 雀大 路を挟 むで東西南北 に道路 を設 け,一 条 の内 四坊 あ り,一 場 の 内に十六 町あ りと

云ふ工 合 に設 計せ られて碁盤 目式 の都市 を拵 へた ので あ ります。又 商業上 か ら見 て も東西市 を設 け半

月交代 に市 を開 くことに したので あ ります。此 都市計画 は今 日迄京 都市民 に少 なか らざ る利益 を与え

て居 ると思 は る ゝので ございます。

関一 は,ヨ ーロッパでも日本でも古 くからタウンプランニ ングが行われて きた ことにふれ,そ

の典型 として平安京をあげている。関一 は,明 治維新以後 に人家が市外に拡が った部分には何

ら計画がなく,勝 手 に家が建て られている現状を批判 し,「 タウンプ ランニ ング」 の必要性が

高 まっていること説いたのである。

 ただ し,平 安京 を直接当時の都市計画と対比 して論ずる視角は,当 初か ら一貫 して主流だっ

たわけではなかった。 例えば,京 都帝国大学教授の武田五一 は,1917年11月10日 の京都市

大礼記念講演(市 主催)で 次のように述べている。 要約すると,平 安京 は中国の洛陽や奈良 の

平城京に次いで古 い 「都市計画」ではあるが,こ れ らの都市計画 はあまりに古過ぎ,現 代の科

学か ら見 ると 「少 しく縁が薄い」 とし,現 代の科学的立場か ら都市 の計画をや り出したのはイ

ギ リスが初めであるとする。また,武 田は,平 城京 ・平安京の時代 のように,都 市全体が移転

して,理 想的な都市計画を実現す るようなことは,現 在では 「迚 も出来ない相談」55)だと述べ

ている。 武田は,「 平安京」 が現在の都市計画の直接の参考 になるとは考えていなかったので

ある。

 しか し,前 述のよ うに,京 都市の都市計画課(部)に 調査係(課)が 設置され,「 歴史」を重

視 した調査活動が行われるなかで,京 都 という都市の個性を歴史をふまえて把握 しようとす る

考え方が都市計画事業 にも浸透 していったと思われる。

 例 え ば,工 学 士 の永 田 兵 三 郎(当 時,京 都市技 師)は,1924年(大 正13)4月,『 京 都 日出新

聞 』 に次 の よ う な談 話16)を寄 せ て い る。

我 が京都市 の中央部,目 貫 の場 所 たる北丸太 町,南 四条,東 寺 町,堀 川 といふや うな一区域 を取っ て

計算 して見 ると,約 一三%位 になっ てい る。即 ち道が狭 いので有 名 な倫 敦 の全市 の平均 に及ば ざる事

尚遠 いのであって,我 京都市 の道路 は世界 的に は其構造 も広 さ も如何 に貧弱 であ るかが察せ られ るの
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で あ る。然 るに爰 に不思 議 な事 に,我 京都市 を初 めて お作 りになつ た我市 の氏 神桓 武天皇様 の平 安京

は全市 の平 均 が二 四%で,丁 度今 日の巴里 と全 く同一 程度 の広 さを持 つて いた事 であ る。我 々の住 む

此 の京都 は昔 は巴里 に劣 らない都 であっ た事 を思 ふ と,桓 武 帝の雄 略壮図 を欣 慕す ると同 時 に我 々は

大 に発奮 せ ざるを得 ない次第 であ る。 〔傍線筆者〕

 ここで興味深いのは,第 一に,市 全体に占める道路面積の割合 にっいて,京 都市の中心部で

は約13%に 過 ぎないが,平 安京の時代には道路の割合は24%に 達 していたと,具 体的な数値

をあげて論 じている点である17)。これまでにも,平 安京の時代 と比較 して都市計画などを論ず

るものはあったが,そ の内容は具体的なものではなか つた。第二 には,京 都市を初めて作 った

「我市の氏神」 として,桓 武天皇への尊敬の念が語 られている点である。 京都市 と平安京 を直

結させている点 も興味深 い○

 さ らに,1925年(大 正14)2月 の 『京都 日出新聞』 には,「 京都市の発達史」 が5回 にわ

たって連載 される18)。その第1回 は 「平安奠都時代 当時の都制 と市街の美観」 をテーマに し

たものだ った。 これ以降の内容 も,火 災の影響や河川修理 と橋梁建設の歴史など,都 市計画 ・

建設を中心 とした内容だった。 ここで注目したい点は,こ の連載の最後に 「京都市都市計画課

調査」と記 されていることである。都市計画課の調査の成果が,市 民向けの読み物 として新聞

に発表されたわけである。

 この 「京都市の発達史」は,新 聞連載という性格 もあり,概 略を述べたに過 ぎないものだ っ

たが,「 平安奠都時代」 から 「徳川時代の京都」 までの5っ の時代区分で叙述 されてお り,歴

史的性格の色濃い ものだ った。

 このほか,中 央卸売市場の建設の際にも,平 安京の東西市や朱雀大路に言及する新聞記事が

掲載 された60)。このように,広 い市街道路の建設という課題 と論ずる際に,「 平安京」 の都市

計画がそれを上回るものであったことを強調 されたのである。

(2)他 都市 との連携

 っぎに,1924年 の京都都市計画展覧会以後の動向をみてみよう。1925年 度の京都市土木局

「事務報告書」6Uを みると,京 都市の都市計画事業を紹介す る目的で以下 の 「都市計画展覧会」

に図譜 を出品 したことが報告されている。1925年 度に京都市土木局は,大 大阪博覧会 ・新潟

県都市計画展覧会 ・内閣統計展覧会 ・岐阜市都市計画展覧会 ・高松市都市計画展覧会 ・明石市

都市計画展覧会 の6っ もの展覧会 に資料を提供 していた。 またこの報告 によれば,「 都市計画

展覧会」を掲げた企画が この年 に少なくとも4都 市で開催 されていることがわかる。またここ

で,京 都市の事務報告書が,大 大阪博覧会62)を 「都市計画展覧会」の一つとして記録 している

ことにも理由がある。大大阪博覧会は,名 称には 「都市計画」の語 は含まれないが,こ の開催

にあた っては,「新 たに市民博物館に大大阪及 び都市計画の資料を蒐集」63)する取 り組みがな
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されてお り,そ の趣 旨は共通するものであったからである。

 以上の点か ら,京 都都市計画展覧会の準備過程で収集 ・調査された展示資料 は,他 都市の展

覧会にも貸 し出され,都 市間の連携がはか られていたことがわかる。 また,1924年 の京都都

市計画展覧会の翌年 には,都 市計画展覧会を開催する都市が複数に拡がっていた ことも確認で

きるのである。

(3)都 市計画課の 「調査」

 京都市が,他 都市 に対 して都市計画展覧会を開催を提案 し,そ の後,1924年 には市が後援

するかたちで 「京都都市計画展覧会」を実施 した。 この準備過程での調査 も,京 都の都市計画

に役立っものだったと考 えられる。 もちろん,普 段からの都市計画に関す る調査活動で,す で

に収集 していた資料 も少 なくなか ったようだが,本 格的な展覧会を開催す るためには,そ れ以

上の水準の調査 ・収集が必要だったはずである。また,展 覧会の開催 には,単 に統計的な数値

を並べ るだけではなく,ビ ジュアル的な資料を駆使 して,多 くの市民の興味や関心をひく展示

に しなければな らなかった。そのためには,大 学の研究者の知識だけでな く,京 都の古地図な

どに詳 しい,在 野の歴史家や蒐集家 ・考証家の在野の歴史家の知識が必要 だったと思われる。

 都市計画展覧会の開催 とその準備の過程では,都 市計画課の調査担当者 と,在 野の歴史研究

者 との交流が行われるとともに,歴 史や文化の知識が不可欠であることが再認識されたはずで

ある。また,こ の経験は,そ の後の都市計画事業のなかにもフィー ドバ ックされたと考えられ

る。

 その例の第一 は,市 土木局の調査活動として歴史の調査 ・編纂が行われることである。例え

ば,1925年 度 には,① 基本調査,② 調査会(敷 地割調査会 ・下水道調査会),③ 調査資料の蒐集

が行われている64)。①基本調査 とは,土 地区画整理 や公営事業,京 都都市計画一般のほか,

「京都市人 口増加及学区人口密度 ノ変遷 ト其 ノ将来」 「隣接町村ノ人 口増加 ト其将来」 「京都発

達史 明治以後」 に関す る調査 と記 されている。 特に,「 京都発達史」 という歴史調査を掲げ

ている点は興味深い。また,③ は,都 市計画事業の参考のため,図 書や小冊子など内外の資料

を蒐集 して整理 ・保存するというものだった。

 第二は,「 道路名調査会」 に際 して,歴 史学者が委員に委嘱されたことである。都市計画路

線にはそれぞれ路線番号がつけられていたが,番 号で呼ぶよりも市民に親 しみやすい道路名で

呼ぶほうが便利だった。また,既 存の道路名のなかには,同 一の道路名や現在では適当でない

道路名などがあり,わ か りにくくなっていた。 これを解決するため,市 土木局 は調査を実施 し,

大体 の目鼻がっいたところで,「 其方面 に最 も造詣の深 い猪熊浅麿 ・碓井小三郎 ・山本臨乗 ・

石橋 ・西田」65)らを委員に委嘱 して,さ らに慎重に道路名の調査を行 った。 その後1928年5

月に,161の 道路線の名称を決定 して告示する66)。この告示には,道 路線 の新路線名と旧名 と
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を対照す る一覧表が付 されている○ この一覧を見 ると,新 名称の多 くが旧名を踏襲 しているこ

とがわか る。

 しか し,考 えてみると,道 の呼び方はその地域や人 によって異なることは珍 しくな く,「 旧

名」を一つに確定す る作業は,古 記録や古地図に関する造詣など,相 当な知識を必要 としたで

あろう。 ここで委嘱 されている上記の5名 が何故選ばれたのか,土 木局の作成 した 「事務報告

書」67)に次 のよ うな記載がある。

   道路名調査会

本市 ニ ア リテハ道路 名 ・地 名ハ歴史 二関係 スル処 大ナル ヲ以 テ,コ ノ方面 二関 係深 キ国史学 者 ・地理

学者 ・有職 家 ・坊 間史家 ヲ嘱託 シテ局 内ニ テ作製 セル道路名案 二付,ソ ノ意見 ヲ聞 キ大体成 案 ヲ得 タ

リ。

 ここでは,ま ず,道 路名を調査する上で,「 歴史」 的知識が必要であることを明 らかに して

いる。 この報告書 には個人名は記 されていないが,「 国史学者」 とは京都帝国大学教授 の西田

直二郎,「 地理学者」 とは同 じく京都帝国大学教授の石橋五郎であろう。石橋は,歴 史 を重視

して地理学を発展 させた人物である。次の 「有職家」とは猪熊浅麿であろう。 ところで,こ の

後に 「坊間史家」 〔筆者注  在野の歴史家,ま ちの歴史研究者の意味か。〕 とあるが,碓 井

小三郎 ・山本臨乗が これに当たるであろう。二人は共 に,京 都の故実に詳 しい歴史家であ つ

た68)これ らの在野の歴史家の知識が,都 市計画を進める上で重要視 されていたことが うかがえ

る。

 また京都市土木局は,1928年(昭 和3)か ら 『京都都市計画小誌』の編纂 に着手 し,翌 年 に

調査を完了 している69)。同誌は附図11点 〔表4〕 とともに印刷 ・配布 されたものであるが,

このうち3か ら9の 「平安京」 以降の地図が,1924年 の都市計画展覧会の出陳品の写 しであ

るとい う。 当時京都市土木局都市計画調査事務担当だ った光明正道(の ち市助役)が,都 市計

画展覧会に出陳された都市計画図や古地図の複写版を作成 し,後 に 『京都都市計画小誌」70)の

附図として提供 した ものだ った。 この点でも,1924年 の都市計画展覧会の成果が,後 年の都

市計画に関する研究にも活かされたことが確認できる71)。

 なお光明正道 は,京 都帝国大学文科大学(社 会学専攻)を1923年 に卒業 した経歴をもち,前

述の重永潜 の後輩にあたる。

 また,『 京都都市計画小誌』 の附図10・11の 「鳥瞰写真」 は,1927年(昭 和2)9月 上旬

撮影の もので,京 都市内を撮影 した航空写真 としては最 も古い例に属す る。市土木局の 「事務

報告書」 にも,1927年9月 に 「飛行第三聯隊」 に委嘱 して,京 都市空中写真を撮影 したこと

が報告されている72)。

 市土木局の 「調査」活動の一環 として作成された航空写真(京 都駅周辺の鳥瞰)は,そ の後,

市土木局が発行 した 『大京都 の都市計画に就て』73)の表紙 にも使われている。 この小冊子の巻
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表4 『京都都市計画小誌」の附図

資料名 附記

1 京都都市計画区域及地域并防火地区

2 京都都市計画路線,街 路網及土地区画整理地区

3 平安京 「平安京以降の古図は,大 正十三年

4 平安朝より応仁前までの京都 十一月本市後援の下に京都大丸呉服

5 応仁乱後荒廃の京都 店に於て開催 したる都市計画展覧会

6 徳川初期の京都 に出陳の古 図を複写 した るものに し

7 徳川中期の京都 て,当 時の市土木局都市計画調査事

8 明治初期の京都 務担当光明正道の蒐集に係るもの」

9 京都市域の変遷

10 本市の中心,烏 丸通四条附近の鳥瞰 鳥瞰写真(昭 和二年九月上旬撮影)

11 京都停車場附近の鳥瞰

注)〔1929年 頃〕京都市土 木局編集 ・発行。 同志社大学 所蔵本よ り作 成。

頭の口絵 には,平 安京の古地図を掲載 している。当時の現代的課題であ った都市計画を解説す

る書物に,「平安京」の図を大 きく掲げる点で,『京都都市計画小誌』の手法 を引き継いでいる。

お わ り に

 本稿では,1920年 代の京都で開催 された 「京都都市計画展覧会」 の歴史的意義に注 目し,

都市計画 ・都市計画事業 と歴史意識との関係をみてきた。都市計画法が施行 されたこの時期に

開催 された,1924年 と1926年 の二っの京都都市計画展覧会 は,当 時一般 には定着 していな

かつた 「都市計画」にっいて市民の知識 ・理解を高めるために企画された ものだった。l924

年の都市計画展覧会は,模 型や図面などの最新の都市計画資料 とともに,古 地図や絵巻などの

ビジュアル的な歴史資料を多 く盛 り込んで,平 安時代か らの京都を通覧できる内容で,京 都の

歴史を前面 に押 し出 した内容であった。このような展覧会が開催された背景には,当 時の京都

市都市計画部の吏員が,都 市計画を遂行するうえで,そ の都市 の実態調査 と同時にその都市の

「歴史」を調査することが不可欠であるという認識があった。

 この意味 において,都 市計画法施行当初の都市計画 ・都市計画事業 は,技 術的な面での狭義

の都市計画事業にとどまらず,歴 史学や社会学などの視点 を取 り入れて豊かに発展 していく可

能性を含んでいたといえる。

 一方,2年 後の1926年 の展覧会は,都 市計画としての 「土地区画整理」 を中心 とする内容

に特化 されたものになる。当時,京 都市の都市計画事業 は,財 源難と住民の反対運動などによ

り著 しく遅延 していた。街路網の整備は交通問題だけでな く,防 火や衛生,公 園の整備にも関

わ っていた。例えば下水道の敷設には相当の道路幅が必要であり,道 路問題への取 り組みは,

当時の都市問題への対応ともリンクするものだった。市は遅延する都市計画事業を進めるため,
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経費負担の軽い,土 地区画整理 という方法で街路網の建設を実現 しようとしたのである。

 この手法は全国的にも初めての試みで,こ の実施には都市計画事業と しての土地区画整理 に

対する市民 の理解 ・協力を高める必要があった。1926年 の都市計画展覧会 は,こ の宣伝の手

段 として実施 された もので,1924年 の展覧会のような歴史性を前面 に出す手法 はみ られなく

なる。

 また,1920年 代の京都の都市計画に関する講演や論文をみると,「 平安京造営」 という都市

計画を例 にとり,現 在の京都市 も幅員の広い道路を実現す るべきと説 く論調が少なくない。 こ

の時期には 「平安京」 と 「当時」(現 代)の 京都を対比 して,都 市計画事業のあ り方を論ずる

手法がみ られ るようになる。

 これ以後 も,京 都市土木局の都市計画事業では,都 市計画の調査 ・研究活動を継続 した。 こ

れらの成果はその後の都市計画史の編纂事業にも反映 され,「 平安京以来の」 歴史をもっ京都

イメージの定着 と,市 民の歴史意識の形成 にも影響を与えたと考えられる。

 このほか,新 聞紙.上などに発表された重永潜の言論が市民に与えた影響などにっいては,機

会を改めて論 じたい。

注

1) 井上 満郎 『研 究史 ・平安 京』(1978年,吉 川弘文 館)。

2) 前掲 『研究史 平安京 』pp.82―83。

3)1930年,ス ズ カケ出版 。

4)高 橋 康夫 ・吉 田伸之 ・宮本雅明 ・伊 藤毅編著 『図集 日本都市 史』(1993年,東 京 大学 出版 会)

 など。

5)高 橋 康夫 ・中川理編 『京 ・まちづ くり史』(2003年,昭 和堂)。

6) 中川 理 「都 市計画事 業 と して実施 され た土地区 画整理」(伊 從 勉 ・丸 山宏 ・高木博志 編 『近代

京都研 究』 所収)。 近年,都 市計 画事業 についての研究 が盛ん にな って きて い る。 例え ば,同 書

中 の伊 從勉 「都 市改造 の 自治喪失 の起 源」 のほか,京 都市市政 史編 さん委員会 編 『京都 市政 史』

第1巻(京 都市,2009年)な どが あ る。

7) 前掲 中川論 文p.65。

8) 『神 戸又新 日報」1923年2月25日 。

9)新 修 神戸市 史編集委員 会編 『新修神戸市 史 歴 史編IV 近代 ・現代』(神 戸市発 行,1994年,

pp.498―499)で は,1924年5月 に 「有吉 知事が,先 年欧米視 察 の際集 めた都 市関係 資料」 を県

公会堂 に展示 し,有 志110数 名 を招待 した ことを き っか けに,兵 庫県 都市研究 会が発 足 した こと

を述 べて いる。 しか し,前 年 の1923年 に市民を も対 象 に開催 され た都市計 画展覧会 にっ いて は

言及 されて いな い。

10) 『都市 計画 京都市記 念講演誌第一編 』(1918年8月,京 都市 庶務課発 行)。

11) 前掲 『都市 計画 京都 市記念講演誌 第一編』p.43。

12) 「都市 研究会趣 意書」 『都 市公論』第3巻 第1号(都 市 研究会,1920年1月)。
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東 京府庁 『平和 記念東京 博覧会事務報告 上巻』1924年,pp.113―114。

『報 知新 聞」1921年8月7日 。

『神 戸又新 日報』1923年2月25日 。

『大 阪朝 日新聞 神戸 附録』1923年2月12日 。

『神 戸又新 日報」1923年2月24日 。

この会議 に は,東 京 ・横浜 を除 く29都 市 の都市計画 関係者120余 名 が参加 した とい う(『大阪

朝 日新 聞』1924年4月16日 夕刊)。

19)

20)

21)

22)

23)

『京 都 日出新聞』1924年4月2o日 朝刊。

『京 都 日出新聞』1923年11月24日 朝刊。

重永 潜 「都 市 の美的要素」(『都市公論』 第7巻 第5号,都 市研究 会,1924年5月)pp.76-78。

重永 潜 「都 市 の美観問題 」(『都市公論』 第8巻 第7号,都 市研究 会,1925年7月)pp,13-20。

中島直人 『都市美 運動 シビックア― トの都市計画史 』(東京 大学 出版 会,20o9年)p.83,99一

 100参 照。

24)重 永 潜 「都市計 画の基礎 と しての都市 測量」(『京都 日出新聞」1919年10月14日 ～17日 。連

 載 ・全4回)。

25)横 井 敏郎 「戦前 日本の社会学者米 田庄太郎 著作 目録 ・略年 譜 ・参 考資料 ・書誌 」(『立命館大学

 人文科 学研究 所紀要 』77号,2001年9月,p.167)の 「社会学 読書会 開催一覧 」参照 。

26)『 日本社会学 院規則 及会員 名簿 大正6年12月25日 現在 』p.13。

27) 『日本社会学 院年報』 第6年 第4・5合 併号,p.676。 また,『 芸文 』(第lo年 第6号,1919年

6月,京 都文学 会)掲 載 の同年度 「文学部卒業論 文題 目」 に は,哲 学科社 会学 専攻 ・重永潜 の

「都市計 画 の研 究」 が記 され る。

28)米 田 庄 太 郎 「科 学 的 『ア ンケ ― ト』 法 論 」(『 国 民 経 済 雑 誌 』23―3～23―6,23―1～24-2,

 1917年9月 ～1918年2月)。

29)米 田庄太郎 「都市 測量」(『大阪朝 日新聞』1918年1月5日 ～7日 に連載)。 の ち 『現代人心理

 と現代 文明』(弘 文堂書 房,1919年7月)に 収録。

30) 前掲 注(24)『 京都 日出新聞』。 京都市 嘱託 ・文 学士重永潜 「都市 計画 の基 礎 と しての都市測

 量 」 『日本社会 学院年報 』(第7年 第1・2・3合 冊号,1920年8月 発行)pp.33―37。 京都市都

 市 計画課 調査係長 重永潜 「都市計画 の基 礎 と しての都市測量」(『都市 公論』第4巻 第4号,1921

 年4月)pp.28-32。

31)重 永潜 「都市 計画 の基 礎 と して の都市 測量(一)」(『 京都 日出新聞』1919年1o月14日 朝刊)。

32) なお この時,都 市計画部 には庶務課 ・調査課 ・技 術課 ・用地課 の4課 が置 かれ,都 市計 画部長

 (兼土木課 長)に は技 師の永 田兵三郎が就 任 した。

33) その後 重永潜 は,戦 後 は北海道 で宗教誌(『 天地』1947年1月 創刊 号)を 編輯 ・発行 す るな ど,

 東 本願寺 派系 の宗教活動 にたず さわ った。

34) 『京都 日出新 聞』1923年12月13日 ・15日 朝刊。

35)粟 野 は1912年7月 卒 。 なお,同 時代の卒業生 に,西 田圓我 〔直二郎 の こと〕・江馬 務(1910

年7月 卒)や,『 京都府誌」 を執筆 した川 島元治郎(1913年7月 卒),中 村直勝(1915年7月 卒)

らが い る(『読史 会会員名 簿」1997年,読 史 会)。

36)粟 野 は,1885年(明 治18)仙 台市 に生 まれ,伊 勢神宮皇 学館 で学 び,1909年9月 に京都帝 国

 大 学 に入 学 して国史 を専攻,1912年7月 に卒 業 した。1917年 には大学 同窓 と共 に史学地理学 同

 攷 会 を設立 して,雑 誌 『歴 史 と地理』 を発 刊 して,1924年 まで主 幹 と して編 纂 にあ た った。
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1919年11月 か らは同会で史蹟 踏査 を始 め,同 人 と共 に指導 にあた った。 「粟野秀穂先 生 略年 譜」

(『史 蹟 と古美 術」粟 野先生追 悼号,第105号,1939年11月,国 史普 及会)p.117。
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前掲 注(2)参 照 。

『京 都 日出新 聞』1924年11月16日 朝 刊。

「京 都都市計 画展 覧会 目録 」(1924年11月 。京都 府立総 合資料 館所 蔵)。

『京 都 日出新 聞』1925年1月10日 朝刊 。

『京 都 日出新 聞』1924年10月30日 夕 刊。

『京 都 日出新 聞』1925年1o月14日 朝刊。

『京 都 日出新 聞』1926年8月31日 夕刊。

『京 都 日出新 聞』1926年2月14日 夕刊。

『京 都 日出新 聞』1926年2月6日 朝刊。

『京都 日出新 聞』1926年2月15日 夕刊 。

「事 務報告書(昭 和 元年)」(京 都市公文書 マイク ロフ ィル ム)。

京 都市土木 局発 行,1926年(東 京市政調 査会所 蔵)。

「一 般市民 の心得 ねば な らぬ 市 の区画整理案」 上 ・下(『 京都 日出新 聞」1926年9月8日 ～9

 日朝刊)。

50) 「市 民 の利 害 に大 関係 ある区画整理 と補助道路」(『京都 日出新 聞』1926年8月31日 ～9月19

 日)。

51) 『京 都 日出新 聞』1926年9月19日 夕刊。

52)『 京 都 日出新 聞』1926年9月22日 夕刊 。 ちなみ に,初 日の大丸 呉服店 入場者 は25,00o人 を突

 破 した とい う。

53) 『名家訪 問録 ・京都 策』1903年 。

54)『 日本社会学 院年報 』第5年 第1・2・3合 冊,pp―356-357。

55) 1917年11月10日 京 都市大 礼記 念講演 筆記:武 田五一 「都市 計 画 に就 て」(『都市 計 画 京都

 市記 念講演誌 第―編 』1918年8月,京 都市庶務課発行)p.9。

56) 京都 市技 師工学士 永田平三郎述 「欧米大都市の道路(五)公 園道 路 とその系統連絡 京都 の道

 幅 と桓武帝 の雄図」(『京都 日出新 聞』1924年4月22日 朝刊)。

57) これ と同様 の論調 は,都 市計画 補助道路及 び敷地割 の調査報 告 な どに も見 られる (「京都 市都

市計画の敷地割及び補助道路(下) 其区分設定の方法と内容 京都市都計特別委員会の基礎調

査」『京都日出新聞』1924年8月6日 朝刊)。

58) 『京都 日出新 聞』1925年2月23日 ～27日 夕刊 。

59)京 都市土木 局 『京 都都市計画 史』(1928年11月,謄 写版)。

60) 「真 に東洋一 を誇 る中央卸売市場 は四月竣工」(『京都 日出新聞」1926年12月13日 付),「 平 安

 京 之東西市 ト京都市 中央卸売市場 」(『京都 日出新聞』1926年12月5日 付)な ど。

61)「 事 務報告書(大 正14年 度)」(京 都市公文書マ イク ロフ ィル ム)。

62) 1925年(大 正14)3月15日 か ら4月 末 まで,大 阪毎 日新聞社 主催 ・大阪市 後援 で開 催 された。

63)『 大阪毎 日新 聞』1925年3月15日 。 このほか,摂 河 泉 の平 野が一 望で きる大阪城趾 の高 台 に

 「豊 公館」 を設 けて,歴 史資料 を陳列 し,「歴史的 に大 阪の大 を語 る」趣 向が盛 り込 まれた。

64)前 掲 「事務 報告書(大 正14年 度)」。

65) 『京 都 日出新 聞』1926年6月23日 朝刊。

66)『 京 都市公報 』1928年5月24日 告示(京 都市 公文書 マイ ク ロフィル ム)。 このと き,「 横断道
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路」 と呼 ばれて いた道路 を 「北 山通 」 とした り,「火葬 場道」 を 「氷室 通」 とす るなどの変更 が

行 われ た。

67)

68)

69)

70)

71)

前掲 「事 務報告 書(昭 和 元年)」。

碓井 小三 郎 は 『京都坊 目誌 』な どの著者 。

「事務 報告 書(昭 和3年 度)」 「同(昭 和4年 度)」(京 都市公 文書 マイ ク ロフィルム)。

京都 市土木 局 『京 都都市計 画小誌』 〔1929年 頃〕(同 志社大学 人文科 学研究 所所蔵 本)の 附図。

この ほか,都 市計 画課 な どが調査の中 で撮影 した と思 われ る写 真(ガ ラス乾 板)の 中に,二 条

 城 付近 の古地 図 の写 真 も残 ってい る(「都市計 画局 旧蔵写 真」京 都市歴 史資料館 所蔵)。

72) 「事務 報告書(昭 和2年 度)」(京 都市公文書 マイクロ フィルム)。

73)高 田景 『大 京都 の都 市計画 に就 て』(京 都市土 木局,1931年11月 発行)。

一324一



1920年代京都における都市計画展覧会の歴史的意義(秋 元)

要  旨

 本稿 は,1920年 代 に開催 され た 「京都 都市計画展覧会」 の歴史 的意義 に注 目 し,こ の時期 の都

市計画 事業 の遂行過 程 にみ られ る歴史意識 を明 らかに しよ うとす る もので ある。

 具体 的 には,都 市計 画事業 をめ ぐる都市 の主体的な動 きに も目を向 け,1924年 と1926年 に開

催 された 「京都都 市計画 展覧会 」 の意義 に注 目す る。 この2っ の展 覧会 は,都 市計画 につ いて市

民 の知 識 ・理 解 を高 め るため に企画 された もので ある。1926年 の展 覧会 が京都 市主催 で開催 され

たのに対 し,1924年 の展覧 会 は市主催 で はな く後援団体 の一 っ だ った が,こ の企画 ・準備 段 階で

は市 が主 導 し,展 示 の内容 も,模 型 や図面 などの最新 の都市計 画資料 とと もに,古 地図 や絵巻 な

どの ビジュアル的 な歴 史資料 を多 く盛 り込 んで,平 安 時代 か らの京 都 を通 覧 で きる もので あ った。

 こ う した市民 向 けの 「都市計画展 覧会」 について,他 都 市 の動 向 をみ る と,す で に1923年 に

神戸 で他都市 に先駆 けて開催 されて いるが,こ の点につ いて も,従 来 の研 究 では全 く言及 されて

いない ところで ある。

 また,「 京都 都市計 画展覧会 」 に注 目 して都市計画の遂行過 程 をみて い くと,京 都市土 木局 の

都市計 画事業 で は,都 市計画 の調査 ・研究活動 が重視 され,そ の成 果が展覧 会 や出版 などの市民

へ の宣 伝活動 に活か されて いた ことが わか る。 また,こ れ らの調査 活動 に は,市 側 の都市計 画担

当吏員 が主体 的 に取 り組 み,重 要な役割 を果た した ことが確認 で き る。

 これ まで の研究 では,1924年 の都市計画 展覧会 や市 の都市 計画担 当吏員 の役割 にっ いて具 体 的

に論 じた もの は見 られな い。本 稿 は,研 究史 におけるその欠落 を埋 め る もので ある。

Summary

  This paper is to clarify the historical meaning of the Kyoto City Planning Exhibition,

which was held in the 1920's. This exhibition was planned with the objective of

enhancing the city residents'consciousness and understanding of city planning. While

the Kyoto City was the host of the 1926 exhibition, the City was not the host but one of

the supporters for the 1924 exhibition. The Kyoto City, however, took the initiative in

planning and preparing for the 1924 exhibition, where visitors could view the broad

history of Kyoto after the Heian Period with a lot of visual historic materials such as old

maps and picture scrolls exhibited along with the latest materials about city planning

including the City's miniatures and drawings.

  In addition, the city planning operations by the Kyoto Citゾs civil engineering bureau

placed importance on research and study activities in city planning. You can find that

the City's officials in charge of city planning took the initiative in the process of

implementing city planning operations.

  There has been no study that specifically examined the City Planning Exhibition in

1924and the role of the City's officials in charge of city planning. This thesis fills in the

missing piece in the history of city planning studies.
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