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大正期洋風住宅地伽羅橋闘＊

安田

明治末から大正期の郊外住宅地形成につい

ては，当時の郊外電車の敷設と関連づけて論

じられることが多い。その多くが今日まで続

く電鉄会社によって開発されたことは事実で

あるが，当時の都市膨張に伴なって増大した

郊外住宅 ・宅地需要に呼応して地元資本によ

って開発されたものも少なくなかったのであ

る。また，官公舎，社宅などとして開発され

た地区も存在した。これまでの調査研究は，

電鉄会社による開発を中心に展開されたため

に比較的規模の小さい，電鉄会社以外の開発

による郊外住宅地が見落される ことが多かっ

た。

一方，住宅や生活の様式としては，近代工

業社会としての基盤の整備に伴なって，東l洋

混在の矛盾が拡大し，合理的な住宅のあり方

をめぐる多くの議論が展開されたのも大正期

である。そのような背景のもとで，当時の洋

風に対するあこがれがこうじて，西洋文明に

対する過大適応とも言える完全洋風住宅の導

入 ・普及を考えた人も少なくなかったようで

ある。このような例のひとつとして，大正 6

年発足の住宅改良会による住宅改良運動や，

大正9年発足の文化生活研究会による啓蒙 ・

普及活動，お茶の水文化アパートの建設を位

置づけることもできる。そして，明治期には
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孝料

和風日常’家屋，洋風応接用別棟として展開し

ていた京特例存が，和洋折衷様式として中流

住宅運動へと一般化し，さらに完全洋風住宅

を実験した例がし、くつか存在した。阪急電鉄

の実質的創業者とされている小林一三も，そ

の l~I 伝で完全洋風住宅を もっと実現させたか

ったと記しているところから考えると，いく

つか実施していたのであろう。ここに紹介す

る伽羅橋園は，当時の素人建築家による完全

洋風住宅地開発の事例である。

南海電鉄本線が和歌山市まで開通したのが

明治32年であり， 44年の電車化を経て，その

羽衣駅から伽羅橋までの支線が開通したのは

大正 7年（1918）のことである。当時の南海

沿線の状況は，現在の堺市浜寺地区が海水浴

場として注目を集め， その周辺には別荘地

が形成されつつあったものと考えられる。こ

れは初期の郊外住宅地の一般的な状況であ

り，大阪都市圏北部では阪神間の芦屋浜など

も同様であろう。伽羅橋までの支線の開通に

伴なって，木線にあった高｜知の浜駅が廃止さ

れたという記録があり，同時に，この駅舎の

敷地はかつて同駅設置のため，山川家が私有

地約 lヘクタールを南海鉄道株式会社へ寄贈

したものであるとされている。さらに，翌大

正8年（1919)5月に南海土地建物株式会社が
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資本金150万円で発足し， 芦田JIIから今川ま

での紀州街道 （現国道26号線〉西側一帯の畑地

を質収して高級住宅地を建設した（地価最高

はー坪60円〉。なお，同社社長に河盛新兵衛

〔羽衣〉， 監査役に山川｜七左衛門（高石北〉，中

谷喜右衛門 （高石商〉が就任した（『南海鉄道五

十年史』〉とある。以上は昭和42年の高石市郷

土史研究会発行「高石川J50年史表」によるも

のであるが，山川七左衛門が私有地を寄贈し

た山川家と同一であるかどうかは不明であ

る。しかし当時高石北地区に存在した山川

家一族のひとりであり，しかも七左衛門自身

が分家したとも伝えられている。また，南海

土地建物株式会社は，経営上は鉄道とは無関

係の会社であったらしい。そこで伽羅橋園の

建設であるが，上記の50年史表においては大

正12年になってからのこととされている。同

年 5月に「アメリカから帰った山川逸郎は，

大島佐ーらと共同で伽羅橋駅東側に伽羅橋園

〈洋風木造住宅，現羽衣5丁目〉を開設した〈昭

和29年5月近江岸夫人談〉」としるされている。

しかし，日本建築協会発行の雑誌『建築と社

会』の大正10年12月号に「高師の浜に浮き出

た桃源郷『キヤラバシ園』」 という安fl郁夢人

（多分ベンネームであろう，筆者注〉による記事

が報告されている。また，完成予想、図，山川

〈逸郎〉氏設計と記される新邸外観と内部応

媛室，施工中の「キヤラパシ闇」，「キヤラバ

シ園」建物の一つ，所謂「素人」の作成せる

設計図，などの写真を掲載していることから

みると，前記の大正12年 5月の建設とする説

は訂正されなければならなL、。さらにこのキ

ヤラパシ園について「浜寺在山川七左衛門氏

の令息山川逸郎氏こそ，其設計者であり，施

工者であり，而して事業の経営者である」と

記している。そして「氏は兵庫県立工業学校

機械科の出身であって其後TIE米利加の某大学

に学ばれたのだが此処でも，依然、機械学殊に

自動車を専攻されたとのことである」 「我建

築界に於ける筒異のレコードとして，而も，
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1巻1号側

建築技能と住宅改善の普遍化即ち一種な民衆

化の先駆として，~う して も，此処に叙記を

逸することの出来ないのは，実にJ析の，一大

花園都市の設計者と，其施工者が，離に大工

杯を外にして，~れも専門家でない，只建

築の趣味と経験と研究なる特異を有っている

処の素人だから驚異せざるを得ないと同時

に， 宴に以て感服の外はなし、」と述べてい

る。この記事の筆者は山川逸郎に面会して意

見を聞L、ているが， ここでも亜米利加では建

築の研究はしていないと答えていることか

ら， 彼のアメリカ留学は大正10年以前と訂正

される必要がある。しかし，これは大正12年

の渡米を否定するものではなし、。

ところで， ｜上｜川逸郎の職業であるが，郊l日i

夢人の記事には「現に，大阪にもガレージを

有って，自動車事業にも没頭している」とさ

れているだけで明確ではない。一方，前記の

50年史表では大正6年 3月24日のIUJ会議員選

挙で16名の当選議員の 1八として示されてい

る。 これは大正 4年（1915) 1月1日に町制

の施行された高石IUJの第 l回議員選挙であ

り，その後，大正10年3月2L1日，大正14年 3

月24日の選挙でも山川逸郎は当選している。

また， 大正9年8月の青年団長の協議の際

に，北地区の団長として出席している ことか

ら，新制高石町の青年リ ーダーのl人として

活動していたことが明らかになる。このよう

な当時の都市近郊品村における地主出身の青

年活動家が理想郷として構想し建設したのが

伽羅橋園であったともいえよう。

前記の紹介記事に続いて， 「建築と社会』

の大正11年 1月号には山川逸郎による 「西洋

住宅と日本住宅一一私の実験しつつある上か

ら一一」が掲載されている。一記者による記

録となっていることから，談話記録と考えら

れるが，当時の住宅改善問題の普及状況を示

すものとして興味深い。やや長くなるが，そ

こでは「最早， 研究とか， 思案とか云ふ如

き，抽象的問題より脱し，努めて，世の進運



大正期洋風住宅地伽羅橋悶（安問）

に取 り遣されす＼文化的機運に伴ふ処の生活

を営為することが3 文明国人として，寧ろ，

吾人等の義務であらねばならぬ。市して，斯

くの如き生活の改造は，実Uこ，我等生活の木

拠たり鋳造所たる住宅其ものより始めねばな

らぬ。 ．．．．．，，住宅改善に多大なる興趣と，多

少の自信を有せる結果，現に今，南海沿線，

高師の浜に臨める或一地域に，欧米式を参酌

せる理想的住宅群を建設し，水道，道路， 下

水，媛房，採光，花園，其他欧米都市の最も

進歩せる田園都市を築きつつありて，是を地

名iに因みて， 『キヤラパシ』園と名付けた」

と述べている。さらに住宅に関しては「所謂

新時代に於ける住居は，之を一つの標語的に

云はば『家庭としての種々なる条件をヨリ多

く備はると同時に，最大に手数と費用を省、く

生活』とでもいふことが出来得る」とし，日

本家屋と西洋家屋の比較を外観， 利便s 構

造，保健，経済などの側面からおこない，後

者の優位を主張している。最後に「要する

に，西洋家屋に住むでみると，日本家屋のよ

うな無駄と，だらしない事から脱れて，凡て

が規則正しく ，秩序よ く運むで，生活に余裕

を生ずる。そして，其処に，私共生活其もの

に意義を見出す事が 出来るのである」とし

て， 洋風住宅地の実験を始めたとされてい

る。

住宅の概要は，最小のものは敷地ー百坪建

坪捨五坪二階建，当時の処で、最大のものは敷

地二百坪， 建坪三捨坪二階建で，七，八室で

あったと記されている。この数値は，当時の

文化生活研究会などで発表されていた中流住

宅の規模にきわめてよく一致してし、る。住宅

設備については「し、ずれも地下室を設けてい

るのが何より便利であり，殊に，建坪三拾坪

以上のになると， 地下室に汽缶を設けて，ス

チイム式の暖房設備があり，ホットエアのそ

れがあるのは殊に注意を惹く。上水は，其間

近に於ける或地点のi清例なチ｜＝水を電気動力で・

貯水池に送り，各戸の配管をJillじて，始終供
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給され， 下水設備に到っては其各戸の便所が

洗機式にして，其附近の海中へ放水される装

置と共に，頗る完備されている」としみ。附

近の海中へ放水されていることは問題だが，

上下水が地区全体として計画されていたこと

は注目される。さらに 「構造其ものは，全然、

洋式だが，此処にら我居住生活の過渡期に

在る現在を考慮されて，何時でも，畳敷と成

し得るように寸法を取っている事は嬉しし、」

と記されているところから，生活様式と して

の和洋折衷に対応する配慮がなされていたこ

とがオっかる。

このようにして実現した伽羅橋園の全体

は，現在のところ不明であるが，大正10年時

点で第一期計画が施行中であり，第二期T 第

三期の工事着手の予定が述べられていた。 地

区の中心にはl噴水のある三角形の公園が設け

られていたが，昭和初期にはすでに消滅して

いたと伝えられる。高＠liの浜支線と南海本線

の聞の三角形の地区附近が第一期地区と考え

られ，洋風住宅が改造あるいは移築されたも

のも含め 7戸現存する。しかしその大部分

は居住者（所有者〉が変っており， この60余年

の変動を反映しているようである。 「建築と

社会」に記録されている山川逸郎の洋風住宅

も所有者が変っている（現存住宅1）。

伽羅橋園を建設した山川逸郎と山川七左衛

門とは親子と伝えられているが， 七左衛門が

関係した南海土地株式会社の高級住宅地の所

在も明確ではない。一方，支線、の北側が比較

的閑清な住宅地であり，昭和戦前期と考えら

れる洋風住宅も散見されることから，この地

区が第二，三期伽羅橋園かもしれない。

『建築と社会」の大正11年9月号に当時の

大阪府警察部建築課長池田実が「小住宅の改

良に関する感想、と希望」とし、う文章をのせて

いる。その中で郊外住宅地開発の方向につい

てし、くつかの事例をあげて 論じて いるが，

「住宅改造の方針としては，前述の如く全部

を一躍西洋式の術子卓子及寝台式の革めんと
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する急先鋒がある。先頃伽羅僑とかに此の種

の改良住宅が経営されたそうだが，....・ 0」と

述べている。大正中期の多様な住宅改善と住

宅地開発に関する調査研究が，その社会的背

景も含めて総合的に展開される必要があろ

う。そのひとつとして，羽衣，伽羅橋，浜寺

などの郊外住宅地，別荘地は注目される事例

である。

〔附記〕 電鉄会社以外の当時の洋風住宅地

開発としては，例えば大阪芸術大学の山形政

昭氏による芦屋文化村や三宜荘の研究が注目

される（山形政昭「芦屋『文化村』の記」大阪芸術

大学紀要〈芸術＞6号〉。

現存住宅 1 （旧山川逸郎邸）

伽loi1l橋図の現存住宅と噴水公閣の位置
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大正期洋風住宅地伽羅橋図（安田）

現存住宅2 現存住宅5

現存住宅3 '!'!'l存住宅6

現存住宅4 現存住宅7 （他から移築）
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