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第１章

序章

らかにし、石川の体験した盛り場空間と照合する。そして石川
の求めた盛り場空間を彼の原体験から考察する。

1-1 背景と目的

戦前から戦後にかけて活躍した都市計画技師石川栄耀は「 楽

1-3 研究の位置づけ

1)

しき親和生活 」 の実現を目的とした独創的な盛り場論を展開し、

石川栄耀に関する論文は多数存在する。その中で石川の盛り
2)

歌舞伎町や麻布十番をはじめとする多くの盛り場の創設に尽力

場論をその思想的背景から考察した論文には西成によるもの 、

した。彼の盛り場論に関するほとんどの既往研究では、親和生

初田によるもの 、浅野によるもの がある。一方石川の盛り場

活の重要性を訴えたレイモンド・アンウィンの理論が石川に大

論形成に至る思想的背景において、青年期の寄席通いという自

きな影響を与えたことが指摘されている

2)3)4)註１)

。しかしそれだ

3)

身の原体験に着目した論文はない。この点で本研究には独自性

けでは彼の盛り場論に捕捉できない点が多い。本研究では、石

がある。

川が大の落語好きで青年期に寄席のある盛り場に足繁く通って

第2章

5)

いた ことに着目し、以下を目的とする。

6)

石川栄耀について

2-1 石川の年譜と業績

①石川の盛り場論の理念を明らかにする。

表１は石川の年譜と業績をまとめたものである。
7)

②アンウィンの理論では捕捉しきれない石川の理論を明らかに

③石川自身が青年期に通った盛り場での原体験と石川の理論を

1893 年
1918 年
1920 年
1923 年

照合することで、盛り場論を考察する。

1925 年

1-2 研究の構成

1933 年
1944 年
1946 年

する。

第 2 章では石川の青年期に関して言及された文献や石川自身
の言説から、石川の寄席通いが盛り場論に影響を与えた可能性
を提起する。第３章では石川の論考から盛り場論の理念を整理
した上で、『Town Planning In Practice』(Raymond Unwin)

1948 年
1951 年
1955 年

2-2 石川の寄席通いと盛り場論への影響

を参照しながらアンウィンの理論では捕捉しきれない石川の理
論を明らかにする。第４章では 1912 年に発行された『地籍地
図』と 1924 年に発行された『東京市商工名鑑』など複数の資
料を用いて施設の所在地を特定し、石川が青年期に通った盛り

表１ 石川の年譜と業績
山形県にて生誕
東京帝都大学土木学科卒業
内務省都市計画技師、名古屋地方委員会赴任
欧米視察旅行
→レイモンド・アンウィンから直接アドバイスを受ける
論考執筆をはじめる
→石川独自の理念が形成されていく
都市計画東京地方委員会赴任
『皇国都市の建設』執筆
戦災復興区画整理事業決定
→歌舞伎町や麻布十番など多くの盛り場創設に尽力する
東京都建設局長就任
早稲田大学理工学部教授に転任
永眠

石川は大の落語好きで、大学時代、寄席に足繁く通っていた
5)

。
「 好い音楽、好い劇の後で、快よい逍遙を探る事が、
（ボック

スから直ぐベッドに帰るより）如何に楽しい事であるか 」 (表２
-26a)と述べており、石川は寄席通いを通じて、庶民の集まる夜

場空間を可能な限り復元する。さらにその空間を来訪者がどの

の盛り場を楽しんでいた。さらに石川は自身の論考において寄

ように楽しんでいたのか、当時を生きた人の記述から明らかに

席周辺の盛り場を参照している (表２-29b)(表２-30h)。これらから、

する。第５章では石川の設計論を彼の盛り場のモデル図から明

石川がかつて体験した街が独自の盛り場論形成に影響を与えた

との仮説を本研究は持つに至った。

「 楽しき歩み 」
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り、盛り場は人々が逍遥をする空間であるべきだと述べている。

盛り場論の理念における石川の独自性

3-1 盛り場論の理念

盛り場論の集大成とい

「 楽しき夜 」

石川は快い逍遥を探る事が楽しいと述べてお

石川は労務から解放される夜こそ親和生活に適

した時間だと述べており、夜の盛り場こそが重要だとしている。

われる『皇国都市の建設』

「 楽しき集ひ 」

までに執筆された論考の

要であり、多くの人が集まっている必要があると述べている。

中で、盛り場に関する理
念や設計論が述べられた
主な論考は表 2 の通りで
ある。これらの論考から
本章では盛り場論の理念
を明らかにする。
石川は「 盛り場計画の

テーマは「楽しき親和生

表３ 石川の言説例
「楽しき歩み」
然して一日の機械生活は、あく迄散歩を、生理的要求する 36a
『その盛り場』とはドンナ町かと追はれたら『少くも小売商店が、ソノ城と頼むべ
き盛り場とはソノ町を通り抜ける客ばかりでなく、右往左往低徊しブラツイてる様
な人間の発生してる様な町である』と答へる。 28c
「楽しき夜」
多忙なる現代人は昼間に於て、慰楽の時を有たない。従つて、その休養の時間であ
るべき夜間であるべき夜間を、この慰楽のために用ふるに至る。ここにまた盛り場
が夜間に於ける条件を多分に必要とする。 36a
夜の路上こそ美しき生活時間だと思ふ様になつた。 32b
「楽しき集ひ」
常時群衆の集つてる一定の区域である。 32a
娯楽の一つの特徴たる社會性は、先づ娯楽が多くの場合個々人の單獨な享受ではな
くて必ず相手又は同輩があると云ふ事にあらはれる。 41a

3-2 アンウィンの都市論の影響

レイモンド・アンウィンの都市論を直訳したにとどまると石

活」の醸成にある。」(32a)
と述べているように、親
和生活の実現を盛り場創
出の基本的な目的として
いる。また、親和生活に
ついて「 此の親和生活を

最純化した形式はドンナ
物であるかと申しますと、
それはお互に何物かを楽
しみつつある‒‒申さば慰
楽状態にあるお互が、寄
りあつて、お互の「寄り
合ひ」を楽しむ‒‒それで
あると思ひます。」 (35d)
と説明している。石川は
これ以外にも様々な言葉で盛り場を意義づけているが、それら
をまとめて「気ままに群れを楽しむ空間」と表現することがで
きる。また、石川はこのような盛り場を実現する場として「 商

石川は、盛り場を楽しむには他人の存在が必

川が述べた (31a)理論について、石川の論考やアンウィンの著書
8)

から詳細に内容を把握する(表 4)。

表４ 石川が引用したと考えられるアンウィンの理論
①親密なコミュニケーションのできる住宅地を創出することで
親和生活を実現する
②夜はあそびの時間であるため親和生活に適した時間である
③コミュニティー生活の中心広場を設けることが必要である
④街路を曲行させたり端景を設けたりすることが必要である

これらの理論を石川の言説と照合したところ、②③④につい
ては確かに石川の言説にも見られる理論であることがわかった。
一方で①について、親和生活の実現を目的としていることは共
通するものの、石川はこれを、気ままに群れを楽しむ商業地の
創出によって達成しようとした点に相違がある。
3-3 アンウィンに見られない石川独自の理念

アンウィンは住宅地を対象として理論を展開したのに対し、
石川は商業地を対象に理論を展開している。また石川は親和生
活を「親密で直接的なコミュニケーション」に限らず「気まま
に群れを楽しむこと」と捉え直している。
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石川が体験した盛り場空間

石川が青年期に体験した盛り場がどのようなものだったのか。
5)

店街 」のような商業地を対象とした (30a)(43a)(44a)。このことに

本章では石川が通ったと文献 に記載されている５つの寄席の
9)

関して石川は「 現代都市人の「買ひ物」に対する態度には夥し

く「買ひ物」を媒剤として寧ろ盛り場に於ける「楽しき夜」「楽
しき集ひ」
「 楽しき歩み」を享楽し様とする心理が働いて居る。」
(32a)と述べていることから、自身の求める盛り場を実現するた

めには「 楽しき歩み 」「 楽しき夜 」「 楽しき集ひ 」が必要である
と考えていたことがわかる。次にこの３つの理念について、石
川の他の言説(表 3)を参照しながらその意味を整理する。

所在地を把握し 、その周辺エリアを分析対象とする(表 5)。
石川の通った寄席

表５ 対象とするエリア
註２
エリア(範囲は約 800m とする)

神楽坂演芸館
若竹亭
立花亭
末廣亭
喜よし

牛込区神楽町周辺(以下「神楽坂」と呼ぶ)
本郷区本郷周辺(以下「本郷」と呼ぶ)
神田区須田町周辺(以下「神田」と呼ぶ)
日本橋区人形町周辺(以下「人形町」と呼ぶ)
四谷区伝馬町周辺(以下「四谷」と呼ぶ)

これらの盛り場について、空間特性と来訪者の様子を明らかに
する。期間は石川の青年期である 1910 年代前後とする。

昼夜問わず多くの人で賑わってい

4-2 空間特性

1912 年に東京市が発行した『地籍地図』を使用して、表 6

た

11)

。また、芸者屋新道周辺は待合

の項目から空間特性を明らかにする。施設の住所特定資料は表

が集まり多くの芸者が行き来する

7 の通りである。

ため、大通りとは異なる情調があっ

表６ 明らかにする空間特性の項目とその手法
大項目
街路の特徴

小項目
a. 構成
b. 歩道
c. 交通
d. 露店

施設の特徴

e. 業種
f. 配置

手法
地籍地図の街路形状より特徴を明らかにする
写真や記述より歩道の特徴を明らかにする
地籍地図から線路の位置を特定し、盛り場との関係
を明らかにする
記述より露店の設置された街路や業種を特定し、特
徴を整理する

た

12)

。一方、朝日坂周辺には公衆食

堂をはじめ大衆向けの飲食店が多
くあり、昼夜問わず人々が朝日坂に足を踏み入れていた

13)

。こ

のように当時の盛り場では路地の施設が雰囲気の異なる複数の
路地を形成し、それらが大通りを介して接続していた(図２)。

施設の住所特定資料(表 7)より、盛り場に立地する施
設の業種を集計する
施設の位置を地籍地図にプロットすることで、特徴
を明らかにする
表 7 施設の住所特定資料

神楽坂
「東京市商工名鑑」東京市、1924
「東京名所図会」睦書房、1906
「地籍地図」東京市、1912
「神楽坂界隈の変遷」新宿区郷土研究会、1970
(震災前の神楽坂)
「ここは牛込・神楽坂 第 18 号」牛込倶楽部、
2001 (1907 年頃の寺内)
神田
「東京市商工名鑑」東京市、
1924
「東京名所図会」睦書房、
1900
「地籍地図」東京市、1912

本郷
「東京市商工名鑑」東京市、1924
「東京名所図会」睦書房、1907
「地籍地図」東京市、1912
「大正・本郷の子」玉川一郎、1977
(震災前の本郷三、四丁目)

四谷
「東京市商工名鑑」東京市、
1924
「東京名所図会」睦書房、
1903
「地籍地図」東京市、1912

人形町
「東京市商工名鑑」東京市、
1924
「東京名所図会」睦書房、
1901
「地籍地図」東京市、1912

表 6 の手法によって空間特性の特徴を表８のようにまとめる
ことができる。
表８ 石川の通った盛り場における空間特性
小項目
a. 構成
b. 歩道
c. 交通
d. 露店

e. 業種
f. 配置

特徴
・大通りに対して、50m~260m ほどのたくさんの路地が接続
・街路同士は T 字に接続しており、屈折街路が多い
・歩車道の分離はなく、舗装もされていない
・神楽坂では夜に歩行者天国を実施
・線路に沿って発展した盛り場が多い
・電停が必ず近くにある
・寺社の近くは縁日に露店が並ぶ
・縁日に限らず毎夜に夜店が並ぶ
・夜店は線路のない街路に並ぶことが多い
・露店の光が夜景を作り出している
・店舗だけでなく銭湯、娯楽機関、寺社が一定数存在している
・路地には飲食店、娯楽機関、寺社が多く立地している。これらが
情調の異なる複数の路地を形成し、大通りを介して接続している。
・業種ごとにかたまって立地している場所もある

以下では【d. 露店】【f. 配置】について具体的な例で示す。
【d. 露店】神楽坂の夜店は善國寺の縁日が始まりで、当時は縁
日に限らず毎夜に夜店が並ぶようになっていた。1929 年の神
楽坂の大通りでは図 1 のような業種の露店が並んでいた。特に
雑貨など物品の露店が多いことがわかる。
【f. 配置】表 9 より、大通りだけでなく路地にも多く店舗があ
り、特に路地には飲食、床屋・洗濯、銭湯、寄席・劇場、寺社
が多いことがわかる。神楽坂の本多横町には多くの店舗が並び、

4-3 来訪者の様子

以上のような空間を、来訪者はどのように楽しんでいたのか。
当時を生きた人々の記述から、盛り場来訪者の属性、行動など
を明らかにする。青年期の石川は、盛り場の来訪者の一人とし
て、彼らと同様の体験をしていたと考えられる。
盛り場の来訪者は学生、一般の勤め人、芸者、夫人、家族連
れなど多種多様であった。これらの人々が盛り場という同じ空
間で渦を巻いている様子が記述されている(表 10)。
表１0 多種多様な人々が盛り場にいる様子について描写された記述例
いろいろな草花や盆栽の鉢を、大切そうに小脇に抱えたり高く肩の上に捧げたり、又は
大きな庭木を提げたりかついだりした人々が、例の芸者や雛妓やかいさんや奥さんや学
生や紳士や、さまざまの種類階級の人々のぞろぞろ渦を巻いた、神楽坂独特の華やかさ
に艶めいた雑沓の中を掻き分けながら歩いていた光景
15)
よく田原屋やオザワなどのカッフェで、堅気なお邸の夫人や令嬢風の家族連れの人達
や、学生連や、芸者連れの人達やがテーブルを並べて隣合せたり向い合ったりしている
光景を見かけるが、ここ神楽坂ではそれが左程不自然にも不調和にも思われず、又その
何れもが、互に気が引けたり窮屈に感じたりするようなこともないという自由さは、私
の知っている限り神楽坂を措いて他にないと思う。
16)

その中でも特に学生が多かった。これは学生を顧客とする店
が多いことからも窺い知れる。また学生がいることによって盛
り場はより活気を見せた

17)

。

当時の記述では、多くの人々がふらふらと盛り場を歩き回っ
た様子が描写されている(表 11)。また、基本的に盛り場は夜の
方が賑わっていた。特に夏は、晩食後に盛り場へ出向く人が多
かった

18)

。そして多くの人々は目的もなく夜店を覗き、素見を

楽しんでいた(表 12)。

表１1 軽い気分で散歩する様子について描写された記述例
晩にあすこへ出てくる人達は、男でも女でも大抵矢張り僕なんかと同じように純粋に
散歩にとか、散歩かたがたちょっととかいう風な軽い気分で出て来るらしいんだ。だ
からそういう人達の集合の上に、自然に外のどこにも見られないような一種独特の雰
囲気がかもしだされるんだ。誰もかれもみんな散歩しているという気分なり空気なり
が濃厚なんだ。19)
あの頃（日清戦争直後）の神楽坂は山の手第一の繁華街であった。晩食後の散歩にも
適した街であった。 20)

表１2 目的もなく夜店を覗いてまわる様子について描写された記述例
歩道と車道の区別はなかったから、道いっぱいにあふれた人たちが、両側にぎっしり
並んでいる夜店をひやかしながら、アセチレン灯に照らされて、一度ではなく、二度、
三度往復したものだ。 21)
毎年夏の夕、三丁目の通両側に絹張の絵行燈を点ず、圖様は区内の名所づくし、漫画
の類なり、納涼労々見物に出掛くる士女多し。 22)

4-4 石川の体験した盛り場空間

以上より石川の体験した盛り場空間は表 13 のようにまとめ

表 14 より石川の設計論の多くは彼の通った盛り場の空間特性
に対応していることがわかる。
5-2 青年期の原体験から考察する盛り場論の理念

石川の求めた盛り場とはどのような空間なのかを、彼の体験
した盛り場空間から考察する。石川が盛り場に必要な条件とし
て挙げた「 楽しき歩み 」「 楽しき夜 」「 楽しき集ひ 」の３つにつ
いて、彼の原体験からその意味を再解釈した(表 15)。
表 15 「楽しき歩み」「楽しき夜」「楽しき集ひ」の再解釈

「 楽しき歩み 」

ることができる。

青年期に通った盛り場では人々が軽い気分で散歩をしていたことから、

表 13 石川の体験した盛り場空間
■不特定多数の人々が集まり、異なる属性や目的の人が自然と隣り合わせになる
ような空間
■散歩しやすい空間であっただけでなく、人々が歩きまわりたくなるような空間
■昼とは異なる雰囲気が醸成されており、人々がわざわざ夜に出向きたくなるよ
うな空間

石川は人々が目的もなく自由にフラフラと歩きまわることを「楽しき歩
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青年期に通った盛り場では人々が晩食後に外出して目的もなく夜店を

青年期の原体験からみる石川の盛り場論

5-1 盛り場のモデル図にみる石川の設計論

石川は自身の論考内にて二つのモデル図を掲載している(図
３)。モデル図とこれを補足説明する言説から設計論を整理し、
彼が青年期に通った盛り場の空間特性と照合する。
表 14 石川の設計論と青年期に通った盛り場の空間特性の照合
石川の設計論
石川が青年期に通った盛り場の空間特性
街路幅員は 6 間
歩道の確保
明るい設備で街路を照
らす
広場の設置
交通機関のアクセス
露店の設置
娯楽機関の設置
路 地 の 長 さ は 約
200m
飲食店の設置
多種多様な街路の接続
端景/曲線街路の設置

対応せず(アンウィンの理論にみられる)
【歩道】神楽坂では夜に歩行者天国を実施
【露店】夜店は線路のない街路に並ぶことが多い
【露店】露店の光が夜景を作り出している

み」と表現していたと考えられる。そして石川は歩道の確保や曲線街路
などによって、散歩しやすいだけでなく、人々が歩きまわりたくなるよ
うな空間を創出しようとしていたことがうかがえる。
「 楽しき夜 」
覗く様子が多く描かれていることから、これが「楽しき夜」のイメージ
であったことがうかがえる。そして石川は夜店の設置や明るい設備によ
って、昼とは異なる雰囲気を醸成し、人々がわざわざ夜に出向きたくな
るような空間をつくろうとしていたと考えられる。
「 楽しき集ひ 」
青年期に通った盛り場では多種多様な人々が同じ空間にいる様子が描
かれている。よって「楽しき集ひ」とは、不特定多数の人々が盛り場と
いう同じ空間に自然と集まるようなことであったと考えられる。そして
石川は多種多様な街路の接続や娯楽機関、飲食店の設置などによって、
不特定多数の人々が集まり、異なる属性や目的の人が自然と隣り合わせ
になるような空間をつくろうとしたことがうかがえる。

対応せず(アンウィンの理論にみられる)
【交通】線路に沿って発展した盛り場が多い
電停が必ず近くにある
【露店】寺社の近くは縁日に露店が並ぶ
縁日に限らず毎夜に夜店が並ぶ
【業種】店舗だけでなく銭湯、寄席、寺社が一定数存在
【構成】大通りに対して、50~260m ほどのたくさんの路地
が接続している
【配置】路地には飲食店、娯楽機関、寺社が多い
【配置】情調の異なる複数の路地を形成し、大通りを介して
接続している
【構成】街路同士は T 字に接続しており、屈折街路が多い
(曲線街路はアンウィンの理論にみられる)
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結論

① 石川の盛り場論の理念は「気ままに群れを楽しむ商業地の
創出」である。そのために必要な要素として彼が挙げた「 楽し

き歩み 」「 楽しき夜 」「 楽しき集ひ 」の意味を明らかにした。
② 石川の理論はアンウィンの影響が随所に見られる。しかし
アンウィンの理論では捕捉しきれない部分も多い。
③ アンウィンでは捕捉しきれない理論は、石川自身が青年期
に通った盛り場での原体験と関連性が高い。
註
1)西成は石川の目指した共同体の原点には中世の共同生活を原点としたアンウィ
ンとは異なり日本の伝統的な盛り場における「集団的気分に酔う」賑やかさがあ
ったと指摘している。
2)石川が「神田、神楽坂、麻布十番、本郷三丁目以下、四谷塩町、(中略)と云つた
所は 1/4 哩と云ふ半径」(35a)と述べていることから、対象範囲を直径 800m と
する。
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