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はじめに

　日本初の市立大学である大阪商科大学は、「大大阪時代」さなかの 1928 年（昭和 3 年）に

創設された。1925 年（大正 14 年）の第二次市域拡張に端を発する大大阪時代は 1920 年代後

半に全盛となるが、1932 年（昭和 7 年）の「大東京」の誕生によって、7 年間で終焉を迎え

ることになる。大阪商科大学の創設は、大阪が最も輝いていた時代の成果の 1 つと位置づける

ことができる。

　本稿では、大大阪時代の都市計画法制について、都市計画史と大学史の両面から概観したい。

１．第 5 回パリ万国博覧会と第 5 回内国勧業博覧会（天王寺）

　19 世紀最後のパリ万博、「1900 年万国博覧会（Exposition universelle de 1900）」（第 5 回パ

リ万博）は、約 5000 万人の入場者数を記録し、19 世紀後半からの一連のパリ万博の中でも

最大の成功を収めた。「アール・ヌーヴォー（art nouveau、新しい芸術）博」の別名をもつ第

5 回パリ万博会場では、電気の時代の到来を象徴する大規模なイルミネーションが導入された。

第 5 回パリ万博はまた、19 世紀末から 20 世紀初頭における文化・芸術の繁栄期、「ベル・エ

ポック（belle èpoque、美しき良き時代）」の特徴である幻想的かつ装飾的なモチーフに満ちて

いた。このように、ベル・エポック期に「ヨーロッパの首都」と呼ばれたパリの全盛は、第 5

回パリ万博に始まったのである（1）。

　1903 年（明治 36 年）3 月、大阪の天王寺（2）では「第 5 回内国勧業博覧会」が開催された。

政府主催で入場者数が約 530 万人に達したこの博覧会は、出品数や外国からの参加など、万

国博覧会に準じる規模のものであった（3）。1898 年（明治 31 年）に大阪商業会議所会頭の土

居通夫（1837-1917）が貴族院議長の近衛篤麿（1863-1904）に大阪開催の請願書を提出した

ことに始まり、翌 1899 年（明治 32 年）に大阪開催が閣議決定され（4）、1901 年（明治 34 年）

≪論文≫

大大阪時代の都市計画法制と大阪商科大学
　　　

久　末　弥　生

───────────────────────────────────────────────
　（1）　久末弥生『都市計画法の探検』（法律文化社、2016 年）83 ～ 84 頁、Christophe Leribault, Au 

Comptoir central de la Fantaisie, Paris 1900: La ville spectacle, Paris Musées （2014） p.17.
　（2）　現在の天王寺公園と新世界の場所が、天王寺会場だった。天王寺会場の他にも、堺会場があった。
　（3）　西口忠「博覧会の始まりと「大阪の博覧会」」『大阪春秋（季刊）』通巻 140 号（2010 年）19 ～ 20 頁。
　（4）　古川武志「大阪と内国勧業博覧会・明治の万博開催へ」『大阪春秋（季刊）』通巻 140 号（2010 年）38 頁。
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から開催準備が本格的に進められた内国博において、協賛会会長を務めたのは住友家第 15 代

当主の住友春翠（バロン住友、1864-1926）であった。自身が 1897 年（明治 30 年）にブリュッ

セル万国博覧会（Exposition International de Bruxelles 1897）を視察したのみならず、パ

リ留学経験のある西園寺公望（第 12 代（1906-1908）・第 14 代（1911-1912）内閣総理大臣、

1849-1940）を実兄にもつ春翠は、内国博協賛会のうち 18 会に参加するなど、内国博の開催

実現に大きく貢献した（5）。

　第 5 回パリ万博と第 5 回内国博は、装飾的で重量感のある正門、大規模な夜間イルミネーショ

ン、多種多様なパビリオンなど共通点が多いが、これは第 2 回パリ万博（1867 年）が外国と

して日本が正式に参加した最初の万国博覧会であり（6）、以来、日本がとりわけパリ万博の影響

を大きく受けてきたことに由来する（7）。内国博の会場跡地の東半分（8）が 1909 年（明治 42 年）

に大阪市で 2 番目の都市公園（9）となる「天王寺公園」として開園する一方で、天王寺区鳥が辻

町では 1911 年（明治 44 年）に、大阪商科大学の母体の 1 つである市立大阪高等商業学校の

新校舎（鳥が辻校舎）が新築されている（10）。「正面に大時計塔を設けたイギリス・ルネッサン

ス式煉瓦石造を本館とし、これにフランス・ルネッサンス式大講堂・図書館等を配して、大阪

第一と称される堂々たる校舎であった。」（11）と伝えられる鳥が辻校舎もまた、間接的には内国

博ひいては第 5 回パリ万博の残照に浴したと言える。内国博で展開された近未来都市構想はや

がて、時代の最先端を行く近代都市「大大阪」として実現することになる（12）。

───────────────────────────────────────────────

　（5）　泉屋博古館学芸部編集『住友春翠生誕 150 年記念 住友春翠──美の夢は終わらない』（泉屋博古館、
2016 年）12 頁、18 頁、26 頁。

　（6）　西口・前掲（注 3）17 頁。当時のフランスは第二帝政（1852-1870）下にあり、ナポレオン 3 世（Napoléon 
Ⅲ、本名 Charles Louis Napoléon Bonaparte、1808-1873）がフランスの駐日公使レオン・ロッシュ（Léon 
Roches、1809-1901）を通して江戸幕府にも出展を求めた。そこで、江戸幕府第 15 代将軍徳川慶喜

（1837-1913）の弟である徳川昭武（1853-1910）が、将軍の名代として第 2 回パリ万博へと派遣された。
後世に広く知られることになる、徳川昭武遣欧使節団である。西野嘉章、クリスティアン・ポラック

編『日仏修好通商条約締結 150 周年記念特別展示 維新とフランス──日仏学術交流の黎明』（東京大
学総合研究博物館、2009 年）368 頁。

　（7）　ベル・エポック期のパリの街並みが、明治・大正期の大阪の都市計画に与えた影響は少なくない。
例えば、1912 年（明治 45 年）7 月に建設された大阪の初代通天閣（高さ 64 メートル）が、塔部分はエッ
フェル塔を、土台部分は凱旋門を、それぞれ模した設計だったことはよく知られているし、通天閣を
起点とする 3 本の道路や放射状の街並みが当時のパリを模したものだったことが、「新世界」という
地名の由来である。久末・前掲（注 1）85 頁。

　（8）　西半分は大阪市から民間に売却され、市街地として開発された。青木茂夫「博覧会余録・新世界」『大
阪春秋（季刊）』通巻 140 号（2010 年）53 頁。

　（9）　大阪市で最初の都市公園は、1891 年（明治 24 年）開園の「中之島公園」である。
（10）　大阪市立大学大学史資料室編『大阪市立大学の歴史 1880 年から現在へ──大学は都市とともに、

都市は大学とともに──』（大阪市立大学、2017 年）36 頁。
（11）　大阪市立大学編集『大阪市立大学の百年 1880 ～ 1980』（大阪市立大学、1980 年）18 頁。
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２．旧都市計画法制定と関東大震災

　1919 年（大正 8 年）4 月 5 日、日本で最初の「都市計画法」（旧都市計画法）が制定された。

同年 3 月 14 日にはフランスにおいても、最初の都市計画法である「1919 年 3 月 14 日の都市

の拡大・整備法（Loi du 14 mars 1919 plans d’extension et d’aménagement des villes）」が制

定されている。両国の都市計画法制は現行法においても、特に土地利用規制に主眼を置き、ゾー

ニングを重視するなど、共通点が少なくない（13）。

　日本における都市計画法の発現は、1888 年（明治 21 年）制定の東京市区改正条例に見られ

る。1904 年（明治 37 年）からの日露戦争と 1914 年（大正 3 年）からの第一次世界大戦を経て、

日本の各都市では人口が増大し、工場数が激増し、都市が無秩序に膨張しつつあった。こうし

た状況が京都・大阪・横浜・神戸・名古屋の 5 都市で顕著であったことから、1918 年（大正 7 年）

4 月 17 日には「京都市、大阪市其ノ他ノ市区改正ニ関シ東京市区改正条例及東京市区改正土

地建物処分規則ヲ準用シ得ルノ法律」が制定され、先の 5 都市において既成市街地の改造や都

市計画が実施されることになった（14）。つまり、大阪においても、この時に都市計画法制の歴

史が本格的に始まった。

　1923 年（大正 12 年）9 月 1 日に発生した関東大震災は、それまでの煉瓦造建物の構造的問

題と木造町家の耐火的問題を浮き彫りにした。同年 12 月 24 日には、関東大震災からの復興

を目ざして「特別都市計画法」が制定された。地震と火災で壊滅状態になった南関東の都市を

見た大阪の実業家たちは、同時期に導入が始まった耐火耐震性に優れた鉄筋コンクリート造で

最新設備を備えたビルディングへの建て替えを、特に北船場周辺で加速させていく（15）。当時

の大阪市民の思いは、翌 1924 年（大正 13 年）12 月に関係者たちに発送された、大大阪記念

博覧会趣意書の中の「我国の大都市　東に東京あり、西に大阪あり、共に文化経済の大中心で

あるが、東京は往年の大震災に禍せられ復興の事業に多忙にして、大阪は為めに、我国唯一の

産業中心都市たるの観を呈するに至った。若し一国の盛衰が産業の象徴に依繁すること果して

真なれば、大阪市の消長は、直に我国の盛衰にかかる所であらねばならぬ、大阪市の我大日本

帝国に対する使命や重且つ大なり」という部分に見てとれる（16）。
───────────────────────────────────────────────

（12）　内国博と大大阪の関係については、「近代都市として「大大阪」に固有のイメージがあるとすれば、
内国博が果たした役割はやがて「大大阪」へと続くイメージの試金石となったのではないか。20 世
紀という大きなうねりは、大阪において「大大阪」へと収斂していくのである。」（古川・前掲（注 4）
39 頁）など、密接な相関関係が指摘されている。

（13）　久末・前掲（注 1）4 頁。
（14）　国立公文書館デジタルアーカイブ http://www.archives.go.jp/exhibition/digital/henbou/contents/37.

html　（最終閲覧日 2017 年 5 月 1 日）。
（15）　橋爪紳也監修、髙岡伸一 = 三木学編著『大大阪モダン建築』（青幻舎、2007 年）39 頁、川嵜千代編

著『芝川ビル since 1927』（百又株式会社、2014 年）2 頁。
（16）　橋爪監修、髙岡 = 三木編著・前掲（注 15）6 頁、古川武志「「大大阪」の成立と大大阪記念博覧会」

『大阪春秋（季刊）』通巻 140 号（2010 年）43 頁。
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３．大大阪時代と大阪商科大学

　1925 年（大正 14 年）4 月 1 日の第二次市域拡張により東成郡と西成郡を合併した大阪市は、

市域面積 181.68 平方キロメートル、人口 211 万 48084 人を誇る、日本最大かつ世界第 6 位の

メトロポリス（主要都市）となった。このことを祝福して人々は、大阪市を「大大阪」と呼ん

だ（17）。大大阪時代の幕開けである。当時の東京市の人口は約 199 万人、2017 年（平成 29 年）

4 月 1 日現在の大阪市の人口が 270 万 4557 人であることからも、当時の大阪市が現代のメト

ロポリスと同等の人口規模であったことがうかがわれる。同年 3 月 15 日から 4 月 30 日まで、

天王寺公園と大阪城では「大大阪記念博覧会」が開催された。大阪毎日新聞社主催、大阪市

後援で、入場者数が 188 万 8468 人に及んだこの博覧会では、メイン会場の天王寺会場として、

天王寺公園勧業館、天王寺公園、天王寺公会堂、市民博物館本館が使用された（18）。

　大大阪時代の大阪市の繁栄を導いたのが第 7 代（1923-1935）大阪市長の關一（1873-1935）

であったことは、言うまでもないだろう。優れた都市計画学者でもあった關が打ち出した大

阪市の「都市大改造計画」は、ナポレオン 3 世（Napoléon Ⅲ、本名 Charles Louis Napoléon 

Bonaparte、1808-1873）（19） 統治下の 1853 年から 1870 年までの 17 年間、オスマン知事

（Georges-Eugène Haussmann、1809-1891）によって精力的に進められた「パリ大改造」を彷

彿とさせる。オスマン知事が「オスマン大幹線（grands axes haussmanniens）」と呼ばれるパ

リの幹線道路整備事業に熱心に取り組むあまり、大通りの設計図上に位置する自身の生家を犠

牲にしたエピソードが伝えられるように（20）、關による大阪大改造においてもまた、御堂筋の

拡幅工事がメイン事業とされた。当時の御堂筋は幅 6 メートル、南北（長堀～淡路町）全長約 1.3

キロメートルの狭く短い道であったが、これを幅 44 メートル、全長約 4 キロメートルにしよ

うというのが事業内容だった。1926 年（大正 15 年）に着工した御堂筋の拡幅工事は 1937 年（昭

和 12 年）5 月 11 日に完成することになるが、この間、受益者負担金制度を考案して莫大な工

事費用を捻出すると共に沿道の住民の立ち退き料に充てるなど、關の奮闘は続いた。御堂筋の

周辺ビルディングに百尺（約 30 メートル）の高度規制を設けることで美しい都市景観を維持

するという手法（21）も、建物の高度に神経質だったオスマン知事の下、パリ大改造において適

用が厳格化された、前面道路幅員を基準とする建物の高度を規制するデクレ（décret、政令）（22）

を参考にしたものと考えられる。
───────────────────────────────────────────────

（17）　古川・前掲（注 16）42 頁。
（18）　同上 43 頁。
（19）　本稿注 6 参照。
（20）　久末・前掲（注 1）79 ～ 81 頁、久末弥生『フランス公園法の系譜』（大阪公立大学共同出版会、2013 年）

16 頁。
（21）　大阪市 HP「御堂筋の歴史」http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000239175.html　（最終閲

覧日 2017 年 5 月 1 日）。
（22）　久末・前掲（注 1）80 ～ 81 頁、84 頁。
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　ここで都市計画史から大学史に目を移すと、「大阪の父」であり「大学開学の父」である關が、

大阪市の都市計画史と大阪商科大学の大学史とをつなぐ要となっていることに、改めて気づか

される。1914 年（大正 3 年）7 月に、第 6 代（1913-1923）大阪市長の池上四郎（1857-1929）

の招きで大阪市高級助役として来阪した關は、当初から市立大阪高等商業学校の大学昇格に強

い関心を示していたという（23）。翌 1915 年（大正 4 年）3 月の大阪市会で大阪商科大学昇格論

がはじめて明確に議論されてから 13 年、1928 年（昭和 3 年）3 月 16 日に大阪商科大学の創

設は実現することになる（24）。日本で最初の「市立」の大学である大阪商科大学（25）の開学の理

念として關が寄稿した「市立商科大学の前途に望む」（『大大阪』第 4 巻 4 号、1928 年（昭和

3 年）4 月）の中の一文、「国立大学の「コッピー」であってもならぬ。」はあまりに有名だが、「日

本最初の市立大学が商工都市を以て世界に誇る我が大大阪に建設されることになった。」、「我

が大大阪の市民が、その自身の手によって大学を建設するのである。大阪市民は我が国に於て

先例のない、市民の力に依る市立大学の先鞭をつけるのである。」といった部分からも、自身

が牽引する大大阪のアカデミズムの拠点となるであろう大阪商科大学の開学に対する關の意気

込みが感じられる。また、大学開学と同時に設置された経済研究所は野村グループ創業者の野

村徳七（1878-1945）（26）の寄付によるものだが、關には「将来大大阪の経済活動の中心機関」

にする意図もあったと伝えられる（27）。

　大阪商科大学が創設された 1928 年（昭和 3 年）は、大大阪時代が頂点を極めた時期であった。

1932 年（昭和 7 年）10 月 1 日、周辺 5 郡 82 町村が編入された東京市は「大東京」「35 区時代」

として繁栄期を迎える（28）一方、日本最大のメトロポリスであった大阪市はその座を東京市に

譲り、大大阪時代は幕を閉じたのである。

おわりに

　大大阪が誕生した 1925 年から 1 世紀、2025 年万国博覧会の招致を大阪と競うのは奇しく

もパリである。1855 年から 1900 年までの 5 回のパリ万博を、近代都市へと変貌していく首

都パリを各国にアピールする絶好の機会と位置づけ、次期パリ万博を常に意識しながら都市大

───────────────────────────────────────────────
（23）　大阪市立大学大学史資料室編・前掲（注 10）42 頁。
（24）　同上 44 頁、55 頁。
（25）　名称に「市立」の語を含めなかったのは、設置者を名称に含めない当時の慣例にのっとったからと

される。同上 55 頁。
（26）　 野 村 グ ル ー プ HP「 創 業 者「 野 村 徳 七 」」　http://www.nomuraholdings.com/jp/company/basic/

founder/（最終閲覧日 2017 年 5 月 1 日）。
（27）　大阪市立大学大学史資料室編・前掲（注 10）64 ～ 65 頁。経済研究所は後に、2003 年（平成 15 年）

4 月の大学院創造都市研究科の新設に貢献することになる。
（28）　東京都公文書館 HP「大東京 35 区物語」http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/0714 

tokyo_ku.htm（最終閲覧日 2017 年 5 月 1 日）。
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改造を進めてきた経緯をもつフランスと、第 5 回パリ万博（1900 年）が描いた近未来都市の

イメージを、大大阪時代のレトロな街並みや文化として鮮やかに現代に伝える日本が、百年を

経て邂逅しようとしている。約 5000 万人と言われる第 5 回パリ万博の入場者数記録をはじめ

て破ったのは、1970 年（昭和 45 年）3 月に大阪の千里で開催された日本万国博覧会（大阪万博）

であった（入場者数は 6421 万 8770 人）。

　2025 年万国博覧会で提案される新たな都市イメージは、どのような都市計画法制によって

実現できるのか。開催地となる大阪あるいはパリで近い将来に展開されるであろう都市改造を

含めて、注視したい。

＊本稿は、土地法学会関西支部 2016 年度定例研究会報告「都市計画法の課題―フランス法か

らの示唆」（2017 年 3 月 25 日、於・立命館大学）の一部に加筆したものである。

（ひさすえ　やよい・大阪市立大学大学院創造都市研究科教授）
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