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歴史遺産と都市文化創造 Ⅲ 

 ―― 都市城壁（惣構）を町づくりにいかす ―― 
 

 

 

趣 旨 説 明 
 

 

《「歴史遺産と都市文化創造」プロジェクト》 

 大阪市立大学 21 世紀 COE プログラム研究拠点「都市文化研究センター」では、2002

年 10 月の採択以来、Ａ「比較都市文化史研究」、Ｂ「現代都市文化研究」、Ｃ「都市の人

間研究」の３つの研究教育チームを編成し、拠点の研究テーマである「都市文化創造のた

めの人文科学的研究」を推進してきました。 

 このうち、Ａ「比較都市文化史研究」チームは、歴史的な研究に加えて、都市のもつ歴

史遺産をこれからの都市づくりにどう生かすのかという、現代的な課題にも取り組むため

「歴史遺産と都市文化創造」プロジェクトを実施しました。このプロジェクトの当初の事

業計画は次のとおりです。 

 １）立地条件、歴史的背景等の点で大阪市と類似した特徴をもつ海外都市を選び、それ

らの都市において、歴史的な文化遺産がどのように現代の都市文化創造に生かされ

ているのかを現地調査する。 

 ２）各調査の成果を持ち寄ってＡチームの月例研究会で報告し、歴史遺産と都市文化創

造との関連について包括的に検討する。その際には、研究拠点の所在地である大阪

市の都市文化創造にどのように寄与できるか、という課題に留意する。 

 ３）研究の成果を報告書としてまとめ、都市文化研究者はいうまでもなく、大阪市をは

じめとする自治体関係機関にも配布して、都市文化創造へ向けての問題提起を行な

う。 

 2005 年度より、「都市文化研究センター」は研究・教育体制を再編し、新たに大阪プロ

ジェクト、中国プロジェクト、東南アジア・プロジェクト、アーカイブス・プロジェクト
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の４プロジェクトを設定しました。そのなかで、「歴史遺産と都市文化創造」プロジェクト

は大阪プロジェクトの一環に位置づけられるとともに、文学研究科の重点研究「都市文化

創造のための比較史的研究」からもバックアップを受けるようになりました。 

 そして、本年度、「歴史遺産と都市文化創造」プロジェクトは、上記の事業計画の３）「都

市文化創造へ向けての問題提起を行なう」段階に入りました。 

 過去２年間の海外都市調査・研究の成果と、第１回・第２回のシンポジウムを踏まえ、

ツーリズム・町おこし・町づくりといった、より現代的な問題とも絡めて、都市文化創造

の課題を追求することを目標としました。 

 

《都市城壁（惣構）の意義と町づくり》 

 ヨーロッパや中国・朝鮮の都市とちがい、日本の前近代都市には、都市城壁が存在しな

いといわれてきました。しかし、戦国時代（16 世紀）には、寺内町や堺などの自治都市の

みならず、多くの城下町で惣構（そうがまえ、「総構」とも）が築かれ、土塁と堀の内部に

都市住民の居住区を囲いこみました。豊臣政権期（16 世紀末期）から江戸時代初頭（17

世紀前半）の城下町においても、こうした傾向は継続します。これは、この時代の都市空

間をめぐる、武家権力と城下町住民の間の緊張関係を物語る一つの要素です。 

 しかし、近世中期において、都市が戦乱の恐怖から解放されて以降も、城下町の惣構の

多くは破壊されることなく残りました。そして、近世末期から明治時代初頭、城下町の近

代化にあたって、大半の惣構はまたたく間に破壊されつくします。このことは、江戸時代

において、築造当初とは異なる意義をもって惣構が継続し、その意義が失われることがす

なわち近代化であることを示唆します。 

 旧城下町地区の周縁部に位置し、緑と水の空間を演出する惣構跡は、現代都市の中で貴

重なオアシスとなっています。あるいは、そこを憩いの空間として復原しようとする政策

が各地で試みられています。 

 そこで、本シンポジウムは、日本の都市史において惣構がもっていた歴史的意義を解明

するとともに、現代におけるその活用の方法をさぐることを目的としました。その際、都

市城壁の保存・活用においては最先進国であるイタリアの事例との比較をおこないたいと

考えました。 

 報告者のみなさんの多彩な御報告、コメンテーターの適確なコメント、そして熱心な討
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論のおかげで、「都市文化創造へ向けての問題提起を行なう」という当初の目的はかなりの

程度、達成されたのではないかと思います。そして、その成果は、本報告書にも十分反映

されています。 

 2006 年度、「都市文化研究センター」の COE プログラムは最終年度をむかえます。「歴

史遺産と都市文化創造」プロジェクトのこれまでの成果を総括せねばなりませんが、本報

告書がそのための重要な基礎となることはまちがいないでしょう。 

 御味読の上、御意見など、お聞かせ願えれば幸いです。 

 

 

2006 年２月 

仁木 宏 

（2005 年度プロジェクト責任者） 
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「歴史遺産と都市文化創造Ⅲ――都市城壁（惣構）を町づくりにいかす――」 

 

［調査研究報告１］ 

総構活用は未来への橋渡し 

―― 岐阜市の過去・現在・未来 ―― 
 

内堀 信雄 
（考古学，岐阜市教育委員会） 

 

 

 

は じ め に 

 

 岐阜市にどんなイメージをもつだろうか。鵜飼。織田信長。岐阜城。柳ヶ瀬などが

代表だろう。信長は隣の愛知県から岐阜に入り天下布武を唱えて統一戦争を行った武

将だが、岐阜市では複雑な感情で受け止められている。行政は信長を活用していきた

いのだが、住民の中には反発も強い。 

 他の県へ行き、岐阜から来ましたと言うと、多くの人が雪深いところから来ました

ねと心配する。岐阜というと岐阜県の北半にある飛騨の国、高山とか世界遺産の白川

郷の印象が全国的には強い。実際の岐阜市は、濃尾平野と山地の境界に位置し、名古

屋とも大変近い。 

 本日の報告は３つの柱からなる。最初に岐阜市の町の歴史を述べる。次に総構の変

遷を述べる。最後に近年急速に進んだまちづくりと総構活用について事例報告を交え

て紹介する。 
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１．岐阜市の町の歴史【図１】 

 

１．古代【図２】 

古代、7 世紀後葉から 12 世紀位の時代には今の岐阜市域には複数の郡があった。中心に

なるのは、古代の長良川推定流路を挟んで南側の厚見（あつみ）郡と北側の方県（かたが

た）郡である。厚見郡の中心は今の岐阜市の中心市街地と重なっていて、ほとんど遺跡の

確認が出来ない状況だが、7 世紀後葉頃建てられた白鳳寺院の跡が 3 ヶ所、東西方向に並

んで確認されている。古代寺院が集中している理由としては、この地域が壬申の乱で功績

があったことに対する論功行賞の結果だという説がある。方県郡には郡の中心地と古代寺

院があるが、ここを東山道が通っていた。 

 

２．戦国時代【図３】 

古代の政治経済の拠点を直接あるいは間接に受け継ぐ形で、15 世紀の中頃に一国の政治

的な拠点として守護所が営まれる。まず、尾張国との国境を流れる旧木曽川のすぐ北に守

護所「革手・加納（かわて・かのう）」が営まれる。水運に恵まれた場所であり、守護・土

岐氏はかつて尾張・美濃・伊勢の三ヶ国を支配していたので、ここに政治の拠点を置いた

のではないか。 

16 世紀の始めになると、守護所は長良川の北岸の「福光（ふくみつ）」に移り、続いて

長良川扇状地の上流部にある「枝広（えだひろ）」に移っていく。そして一時期岐阜市から

離れ、岐阜市の北の山県（やまがた）市「大桑（おおが）」という山深いところへ移る。こ

の大桑については、谷を仕切る堀と土塁が現在も残されており、山県市の史跡に指定され

ている。これが岐阜県内で確認できる一番古い総構である。 

大桑の後、16 世紀の第２四半期、1530 年代後半～1540 年代位に政治の中心地は井口（い

のくち）へと移る。ここは国盗り物語で知られる戦国武将斎藤道三や織田信長の活躍した

舞台である。井口城下町は道三によって建設され、義龍、龍興の後斎藤氏三代を経、永禄

10 年（1567）、織田信長の稲葉山城占領後、岐阜城下町としてさらに発展した。 

 

３．近世・近代【図４】 

慶長５年（1600）、岐阜城は関ヶ原の合戦の前哨戦で落城し、武士の拠点としての岐阜



  
 

― 7 ― 

城下町は終わりを告げる。岐阜城下町を受け継いだ岐阜町は尾張藩領となり、この地域の

経済活動の拠点として生き続ける。また、江戸時代初期には岐阜町の南 4 キロの場所に、

加納城とその城下町ができる。加納城下町は中山道加納宿の宿場町という面も持っている。

明治の初めになると、岐阜町のすぐ南に岐阜県庁が移ってくる。それを契機に近代岐阜市

が、岐阜町と加納城下町の２つの町を包み込むような形で拡大し、今の岐阜市に至ってい

る。 

 

 

２．岐阜の町と総構 

 

今まで話したことを踏まえて、岐阜町と総構が戦国時代から現代までどのように変わっ

てきたかについて見ていきたい。 

 

１．総構の起源 

総構は、井口・岐阜城下町、つまり道三・信長の時代に出来た。総構が築かれたのが斎

藤道三の時代なのか、織田信長の時代なのか、あるいはまた別の人物の時なのかが問題で

ある。しかし、当時の文献記録に書かれておらず、発掘調査で総構を掘ったこともないた

め、現時点ではなんともわからない。17 世紀後半に書かれた記録の中では、斎藤道三が都

市建設を行い、総構を築いたと書かれている。江戸時代前期の岐阜の人たちは、道三の時

期に総構が出来たと考えていた。 

 

２．戦国時代岐阜城下町の特徴【図５】 

戦国時代の岐阜城下町の構造の特徴を説明する。図５は昨年(2004 年)岐阜市で開かれた

守護所シンポジウムにおいて、私と三宅唯美の二人で考えた模式図である。当時の長良川

の推定流路は現在の長良川の北側を流れていた。東方に金華山、岐阜城がある。この城下

町の特徴として、経済活動の拠点となるような町場が、武家屋敷地と隣接して造られてい

ることがある。本日の話題である土塁と堀からなる総構は、領主の館、武家屋敷地、寺社

地、町場を取り囲んで築かれていた。ただし、総構の外にも隣接していくつかの町場、あ

るいは大きな寺社が存在していた。 
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３．岐阜城下町の発掘写真【図６】 

近年、岐阜城下町の武家屋敷推定地で発掘調査を行い、戦国時代の色々な跡が見つかっ

た。右上の写真は調査した場所を北から南へ撮影したものだ。左上の写真は掘った地層の

断面だが、赤い焼けた土の層があって、さらに下に舗装した地面があった。出てきている

物などから、戦国時代、道三にはじまる後斎藤氏三代の時代と考えられる。焼けた土の層

は織田信長の稲葉山城占領に伴う火災の可能性が高い。左下の写真は地層を調べていると

ころだ。右下の写真は、場所が少し違っていて、もう少し西側の発掘調査の写真である。

同じような赤く焼けた地層があるが、これは明治 24 年（1891）に起こった濃尾大震災の

焼け土層である。濃尾大震災の焼土は旧岐阜町内を掘るといたるところで見つかる。さら

にその下に何枚か地面があるが、これは近世にかさ上げしていった盛り土層である。その

下に戦国時代の地面がある。さらにその下は洪水の層である。逆に言うと、最初に大きな

洪水があり、その後に戦国時代の地面がつくられ、近世に何度もかさ上げして、濃尾大震

災で大きな災害を受け、災害復興から現在の町に至っている。重層的な町の歴史というも

のが発掘調査によって確認できる。 

 

４．近世岐阜町と総構【図７・８】 

絵図を中心にして、近世の総構、岐阜町の様子を見ていきたい。図７は江戸時代の前期

に描かれた絵図を 19 世紀前半頃に、もう一度写したものだ（「加納藩領図」）。岐阜市歴史

博物館が所蔵しているのだが、長良川が三本に分流している様子がよくわかる。右手に金

華山、その左に岐阜の町が描かれている。岐阜町と金華山の間に用水が描かれ、岐阜町の

南側では用水の一部として総構が描かれている。少なくとも江戸時代の前期には、総構の

一部は既に用水として使われていた。 

図８も岐阜市歴史博物館が所蔵する幕末あるいは明治初期に描かれたのではないかと考

えられる絵図（「岐阜町絵図」）である。注目されるのは、総構の南と西では本来描かれて

いるはずの土塁が一部描かれていないということである。この絵図には、18 世紀の終わり

位に描かれた同系統の絵図がある。そちらを見ると、土塁がきちんと全部描かれているの

で、書き忘れではなくて、この時点でここに土塁がないということをこの絵図は示してい

る。 
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５．近代岐阜町と総構 

次に近代、明治前期を見る。近世岐阜町は、周囲に総構があった。近代になると、岐阜

町の南西部に岐阜県庁が移ってきて、周辺に官庁街が形成される。病院、市役所、監獄、

裁判所、警察などである。その南に国鉄岐阜駅ができ、駅と官庁街、近世岐阜町地区を結

ぶ道路が建設されて近代岐阜町の拡大が始まる。官庁街の南西に金津遊郭ができるが、今

の西柳ヶ瀬にあたる。柳ヶ瀬一帯は今の中心市街地になっていく。 

 

６．岐阜の町と総構の変遷【図 9・10】 

これまで述べてきた岐阜の町と総構の変遷をまとめる。 

戦国時代、1530 年代後半～1540 年代位に井口城下町が建設された。ここには、武家屋

敷地や寺社や町場などが存在した。戦国時代、総構の役割は、軍事的な施設なのだろう。

ただ、北側については、長良川に直接接しており、治水の目的、町を水害から守る堤防の

ような役割があったのではないか。西側とか南側については、用水の一部として当時から

使われていた可能性が高い。 

関ヶ原合戦の前哨戦で岐阜城が落城した後、武家地は空き地になり、古屋敷村や明屋敷

村という村として江戸時代に存続する。空き地の中に、しだいに寺社や町屋が建設される

ようになっていく。近世になると、軍事的な目的がだんだん弱められていくが、治水目的

の堤防あるいは用水として存続する。しかし、それだけでは南側から西側にかけての土塁

が近世に残っている理由が見出せない。これは仮説だが、地域のまとまりを表示するよう

な施設・装置として必要だったのではないかということを、確たる根拠がある訳ではない

が、考えている。さらに踏み込んで地域社会を、為政者の側からではなく地域の側から見

た場合に、戦国期にも地域のまとまりの表示ということがあったのかもしれない。 

近代になると、堤防や用水という機能は持ち続けているが、地域のまとまりは、地域再

編の過程の中で、意味を失い、土塁は崩して宅地化され、堀も規模の縮小化が急速に進み、

堤防と用水の機能が残存した。先ほど仁木先生は明治以降、総構が急速に無くなっていく

という話をされたが、岐阜町の総構が見えなくなるのもちょうどこの位の時期である。 

第 2 次大戦後に暗渠化、すなわち用水に蓋をすることが一気に進んだ。近年では用水の

存在自体、人々の記憶の中から薄れていってしまった。それを今、再び開けようという動

きが出ている。 
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７．総構の現状【図11～14】 

総構は戦国期以来形を変えつつ今日に至っている。この章の最後に総構の現状写真をい

くつか紹介する。図 11 は堤防となっている総構北側を南から北へ写した写真で、上を道路

が通っている。図 12 は堤防を東から西へ写したもので、戦国期岐阜城下町の準メインスト

リートになる東西の道路である百曲通（ひゃくまがりどおり）が堤防にアクセスするとこ

ろである。堤防上は少なくとも近世以降は道路として使われているので、本来こういった

アクセスがあったのかもしれない。図 13 は総構の南側の現状写真。右側の道路が白いとこ

ろが用水であるが、暗渠になっている。普通に歩いてもここが総構の跡だということは分

からない。ほとんど車が通らないのにも関わらず幅員がかなり広い。地籍図等を検討する

と、南側の暗渠部分だけが堀ではなく、堀は道路幅いっぱいに広がっていたようだ。残念

ながら、南から西へかけての土塁の痕跡は全く地上に残されていない。図 14 は総構の西側

の部分を南から北へ撮影したものである。人が一人やっと通れるくらいの非常に狭いとこ

ろで、しかも水路に蓋がされている。なぜこのように狭くなっているのか、このことにつ

いては今後研究していく必要がある。 

 

 

３．まちづくりと総構活用 

 

まちづくりという言葉をここでは行政だけでなく地域住民や第三者的機関、専門家など

が一緒になって地域社会のハードとソフトのよりよい実現を目指すための活動の総体とい

う意味で用いる。最初に近代以降のまちづくりについての私のイメージを説明し、次に総

構活用と関連する団体の紹介する。 

 

1．近代以降のまちづくり【図15】 

近代以降、岐阜市の中でどのようにまちづくりが行われてきたか自分なりのイメージを

述べる。 

明治前期というのは一つの過渡的な段階として、前近代的要素、封建的要素というもの

の否定が進んだ時期ではないか。地域社会は近世の枠組みをはずれて再編される。近代化

を急ぐあまり、歴史資産に対する保護思想が弱まったのかもしれない。明治後期から平成
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初年というものすごく乱暴な括りになっているが、この時期、「近代都市計画主義」とい

うようなものがあったと推測する。極端な言い方をすれば、欧米志向の非歴史的なまちづ

くりというものが進められたのではないか。このまちづくりは肯定的にとらえるならば、

短期間のうちに合理的な都市計画を進めようということだった。理念はそうだが、現実に

古い町を壊して何か新しい道路を造るということがいきなり進んだわけではない。実際は

古い街路を継承しつつ拡幅していったという側面もある。 

この時代に文化財保護行政は、保護区のような形で特定の場所を文化財等に指定してい

くことしかできなかった。これがごく最近までの動きではないだろうか。ゴミの廃棄状況

の変化（自宅周辺での個別廃棄からゴミ収集車による集合廃棄へ）など物質文化の観点か

ら見ると、住民側もモノが沢山あれば事足れりといった消費文化至上主義で今日まで至っ

ている。 

それが大きく変化してきたのが 1990 年代以降。バブル経済の破綻などによって、この

近代都市計画主義自体が行き詰りを見せ、協働のまちづくりということが盛んに言われる

ようになった。行政にはもう金がないから、住民や他の機関がやってくれという、小泉首

相の構造改革につながる動きではないかと思っている。文化財保護行政側ではこの時期に、

文化財概念の拡張や文化財活用の動きが見られる。 

住民側では、これまで自治会組織が中心であったが、「まちづくり会」といった新しい地

域自治組織設立の動きが非常に盛んになった。公立大学では独立行政法人化に伴い地域貢

献が求められ、行政や住民との連携の動きがみられる。同時に行政や住民をつなぐ第三者

的機関が出現し、急成長した。岐阜市においては、「ぎふまちづくりセンター」が 2001 年

に出来、まちづくりの核になっている。急速に新しい動きが出てきている。 

 

２．住民の動向【図16・17】 

住民側では、岐阜市の周辺にある「川原町まちづくり会」と「伊奈波界隈まちつくり会」

がある。旧岐阜町の大半が第２次世界大戦の戦災に遭っていないということもあり、良好

な景観を守っていきたいということで設立された。伝統文化、特にまつり文化の継承活動

なども盛んに行われている。行政も新しいまちづくり組織を支援している。「川原町まちづ

くり会」は景観に関する色々な取り組みをしており、行政が行う活動にも積極的に参加し

ている。川原町は今、無電柱化を進めているところである。図 17 は川原町で実施したタウ
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ンウォッチングの写真であるが、古い町並みが写っている。住民側は景観形成のための色々

な取り決めをしている段階であり、総構に関する理解、関心はあまり高くない。 

 

３．ＮＰＯ法人等の動向【図18】 

NPO 法人等としては、NPO 法人「森と水辺の技術研究会」「ＮＰＯ法人長良川環境レン

ジャー」がある。これらの組織の情報交換の場として、「ぎふまちづくりセンター」の中に

「ぎふの川を考えるサロン」がある。図 18 はヒメコウホネという水生植物の環境調査をし

ている風景である。「長良川環境レンジャー」は長良川の清掃活動や普及活動、出前講座な

どを盛んに行っている。NPO 法人等は、水環境という立場から総構への関心を高めつつあ

る。 

 

４．行政の動向 

行政側では、総構の整備にはまだ着手していないが、いくつかの構想計画の中に総構の

活用が盛り込まれている。中心となるのが「金華山・長良川まるごと博物館構想」である。

構想は金華山や長良川、川原町や金華の町を中心に三つのゾーニングをおこなっている。

その中に「歴史を活かしたまちづくりゾーン《道三・信長》」があり、総構が歴史資源とし

て具体的に出ている。もうひとつ「水によるまちおこし構想」というものが作られている。

水を活かしたしたまちづくりである。 

この報告のための資料を作っていて、なぜ同じような計画をばらばらにやるのか疑問を

感じた。行政が縦割りなのは解消されていない。自分の所属する組織のかかえる大問題だ。 

旧岐阜町を中心としたまちづくりの計画では、発掘調査等の実施により総構の一部再現

整備を検討するという、かなり踏み込んだ提言がなされた。実現には今しばらく時間とエ

ネルギーが必要だろうが、こうした構想計画を文化財側でなく都市計画部局が、自分たち

で考えて作った点は重要である。文化財側は一緒に参加して情報提供をしている。このよ

うな文化財側と都市計画部局が一緒になって何かをやるということは、ここ 3・4 年の新し

い動きであり、これまでは全くと言っていいほどなかった。色んなところで一緒にやって

いくことが、縦割り行政を打破するためにも大切ではないか。 
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５．総構活用の課題【図 19】 

最後に岐阜市は総構をどういう方向で活用していくべきか、そのための課題について述

べる。 

まず確認しておかなければならないのは、総構は残っているということである。壊され

たのは西側や南側の土塁部分に限られ、多くの部分は堤防や用水として、形を変えたり見

えなくなったりしながら今に引き継がれている。重要なのは戦国時代に総構があったとい

う意識が住民にも行政にも全く無くなってしまった点である。この総構への意識が、最近

行政側や NPO 法人等から復活しかけている。 

10 月に岐阜市で「道三・信長に学ぶまちづくり」という、まるで総構を知るためのよう

なシンポジウムがあった。歴史小説家の童門冬二さん、中世史研究者の谷口研語さんが基

調講演を行い、岐阜市長を交えた三者でシンポジウムを行うというものだった。その中で

総構という言葉がたくさん出てきて、市長は総構を強く印象づけられたようだ。岐阜の町

の総構が一気に知れ渡る良いきっかけになったと思う。 

期を同じくして、NPO 法人等によって岐阜市に対する、用水、総構等の活用提言があっ

た。色々な動きはあるのだが、一番肝心な住民からの動きというものがまだみられない。

やはり住民側の認知というか、協働の取組みというものがこれから必要になってくるだろ

う。 

今回のシンポジウムに参加するにあたって「ぎふの川を考える」サロンにお邪魔し、総

構の活用についてのご意見を伺った。「総構はアイデンティティの象徴ではないか」とか、

「景観とか歴史性はよく言われるけれども、それだけでは、行政内部や住民に対して総構

活用を説明するのは難しい。むしろ、新しい価値づけというものを積極的に探していくこ

とが必要ではないか。例えば温暖化対策とか水と親しむ環境教育のための教材として必要

であるというような。」と教えてもらった。また、「住民は総構を知らない人がほとんどで

あるから、地域に語り部を作っていくことが必要ではないか」といった発言もあった。 

もうひとつ重要なのは、総構とは何かということについて、あるいは岐阜の町はどのよ

うにして出来たのかということについて、まだまだ未解明の部分があり、間違っていると

ころもあるかと思うので、学術的な調査研究をきちんとすすめるという点である。この場

合、閉鎖的研究は絶対にやってはならない。大学等の研究機関、住民や第三者的機関と一

緒にやりながら、情報を常に共有していく。同時に、情報をどんどん発信していく。斬新



  
 

― 14 ― 

なアイディアはなかなか浮かばないが、シンポジウムや冊子によるＰＲという、従来型の

手法を進めていく。 

同時に理論武装が必要である。まだまとまっていないのだが、近代都市計画主義の受け

継ぐべき部分と改めるべき部分を明らかにしながら、文化財も指定して守るという限界の

ある発想を少し転換させて、広義の文化遺産のような理念を築く必要がある。 

様々なアイディアを持ち寄って総構をまちづくりに活かしていくことで岐阜市の

未来への展望が開けると確信する。 
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内堀報告　図版（写真）

図1. 岐阜市の成り立ち

図2. 古代～４つの郡があった
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図3. 戦国時代～場所をかえる守護所

図4. 近世（２つの都市）・近代（２都融合）
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図6. 岐阜城下町発掘写真

図5. 戦国時代岐阜城下町の模式図
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図7. 加納藩領図（承応２年（1653）頃，岐阜市歴史博物館所蔵）

図8. 岐阜町絵図（幕末～明治初頭？，岐阜市歴史博物館所蔵）
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図9. 岐阜町とその周辺の移り変わり

図10. 総構の移り変わりまとめ
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図11. 総構北側（堤防）現状写真（南から）

図12. 総構北側現状写真（東から、堤防へのアクセス）
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図13. 総構南側現状写真（西から）

図14. 総構西側現状写真（南から）
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図15. 岐阜市近代以降のまちづくり変遷イメージ

図16. 総構活用関係組織と現状



─ 23 ─

図17. 住民組織：川原町まちづくり会

図19. 岐阜市は総構をどう活用していくべきか？

図18. 環境調査風景
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「歴史遺産と都市文化創造Ⅲ――都市城壁（惣構）を町づくりにいかす――」 

 

［調査研究報告２］ 

城下町金沢の惣構堀と現況 
―― GISによる古地図・現地調査の比較分析 ―― 

 
 

増田 達男 
（都市建築史，金沢工業大学建築系） 

 

 

「延宝金沢図」は、1674 年に作成されたものとされる注【図１】。中心にある金沢城の

周りにまず内堀が巡らされ、さらに城下に内惣構および外惣構がドーナツ状に明瞭に描か

れている。本日は、市役所の裏手付近、日本銀行金沢支店の裏手付近、兼六園内の山崎山

という築山部分、藩祖・前田利家を祭った尾山神社の境内前、そして昨今発掘された武蔵

町の部分について報告する。 

写真は惣構堀の名残の例であり、５ｍ幅くらいである【写真１】。河岸段丘を利用して土

居が築かれている【写真２】。 

 

 

１．市役所裏手の惣構跡 
 

市役所の裏手に残っている用水の幅員は、現在、５m にも満たない【写真３】。市役所

側の高い石垣は、段丘を利用した土居の跡である。GIS によってコンピュータの中で地図

を扱うと、惣構の内側（城側）と外側に沿った道路が現在も残っているため、その間に惣

構が位置したことを認識することができる【図２】。市役所の裏手の道は段丘の上部にあた

り、すなわち内側の道路である【写真４】。 

「延宝金沢図」は、石川県立図書館に所蔵されており、6m 四方に近い最大級の絵図で



  
 

―26― 

ある【図３】。GIS 上で重ねると、惣構幅員のほとんど半分は堀だったことがわかる【図

４】。現在の段丘下の商店街は、元々はすっぽりと堀の中だったということになる【写真５】。

市役所裏の内側の道、すなわち高い方の道から、商店街方向を望んだ現在の駐車場の空間

は、すべてかつての惣構であり、その幅員は 25ｍ以上にもなる【写真６】。この幅員の半

分辺りまでが堀であった。土居部は掘削されてしまったが、元来は段丘であり、その上に

さらに 3ｍほどの土盛りが施されていた。おそらく堀を掘った土を段丘の上に盛り上げて

いたのであろう。下流には、かつて「藪の内」という旧町名があって、当時の状態を想像

させる。 

GIS に「文政期の金沢図」を重ねると、堀の幅員は半分程度に縮小している【図５】。 

少し下流には、段丘を支えるコンクリートの擁壁があり、段丘の高低差を示している【写

真７】。 

段丘の上下を結ぶ坂道の脇に石垣が残っている【写真８】。段丘上部の駐車場の地盤より

石垣はかなり高く、かつての土盛りの跡を残しているものと推察される。この石垣の隅石

位置を GIS 上に示すと、土居の端部に一致する【図６】。 

 

 

２．日本銀行金沢支店裏の惣構跡 
 

さらに下流には香林坊という中心商店街があり、そこに「109」というショッピングビ

ルがある。その裏手に惣構堀の名残が用水として流れている【写真９】。 

日本銀行金沢支店が「109（東急ホテルを含む）」に隣接しており、その裏手の道路が惣

構の内側の道に当たる【図７・写真10】。「延宝金沢図」【図８】を GIS の現代地図上に重

ねると、現在の用水幅に較べ、延宝期ではかなり幅広であったことになる【図９】。文政期

になると、現在の用水幅より若干広い程度にまで縮小している【図10】。 

段丘の下から上に上がる坂道があり、これに沿って石垣がある【写真 11】。石垣の上部

が当時の土居に当たり、土盛りされていたことになる。石垣の隅石を延宝期に重ねてみる

と、ほぼ土居の立ち上がり部に一致している【図 11】。現在の用水幅に較べ、かなり幅広

であったことになる。 

現況は、写真のように用水として流れている【写真 12】。惣構の外側の道に沿って歩道
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がキャンティレバーで用水の上に差し掛けられているため、少し用水幅が狭められている

わけだが、それでも 5ｍ近くはあると思われる。 

明治期に作成された町図と呼ばれる公図がある。町図の道路幅員は藩政期の幅員を保っ

ているため、これを GIS の現代地図に重ねて、拡幅された現在の道路を図上で過去に復原

する作業をしてみた【図 12】。この場合には、歩道の幅員が拡がっただけで、道路幅員自

体は、藩政時代から変化していないことがわかる。 

少し下流には、石積みの部分が見られる【写真 13】。それほど古い石積とは思われない

が、土居の痕跡を残している可能性がある。この石積の上にも現在では建物が建っている

わけだが、かつてはこの上に土盛があり、この付近はまさに「藪の内」という旧町名が付

けられていたところでもある。この石積の位置を GIS の現代地図に示して延宝期に重ねて

みると、かつての土居の立ち上がり位置にぴったりと符合する【図13】。 

前述した日本銀行金沢支店裏の場合を、断面で現在と当時の状態として想定してみる【図

14】。現在は用水に歩道がキャンティレバーでかぶさり、段丘の下の地盤に現在は建物が建

っている。石垣は段丘を支えているのであり、現在はこの段丘上にも飲食店などの建物が

建てられている。現在の堀は５ｍ程度の幅員だが、延宝期には倍程度であり、段丘上に土

盛りされて、かなりの高低差をもった断面構造だったことになる。 

 

 

３．兼六園内の山崎山および氷室跡 
 

現在の兼六園には、庭内の南東端に山崎山という築山の類がある【図 15】。この築山の

下方には氷室跡として現在は池になっている部分がある【図 16】。これが東の内惣構堀の

起点に相当するのではないかと見られており、それを確認しようとする作業である。元々

金沢城は、山手から長く伸びた尾根の先端に築かれた。元々は山崎村という旧地名もあり、

すなわち山の先にあったことを意味している。このように山崎という古い地名を冠してお

り、由緒を感じさせる。 

山崎山は、馬の背のように細長い形状である【写真 14】。とりわけ、氷室跡からの立ち

上がり部は、平面的に見ると直線を示している。山崎山の頂上にはケヤキの大木が数本立

っており、かなりの古木であるため、藩政時代から山崎山が存在したことを示唆している
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【写真15】。 

「延宝金沢図」に描かれているように、東外惣構の基点は現在の兼六園内に位置し、地

形として台地上にある兼六園から城下に向けて崖を流れ下っている【図 17】。土居として

の山崎山と、堀としての氷室跡を照合するために、地図上で手がかりを求める必要がある。

延宝期には南東端にあった道路が、文政期には雁行型に改変され、さらに南東に敷地を拡

大している【図 18】。現在も、文政期に見られた雁行型の道路は、その形態を残している

【図 19】。これらを手がかりに、兼六園の配置図と「延宝金沢図」を照合すると、惣構の

土居部に山崎山が、堀部に氷室跡が、かなりの適合度で重なり合う【図 20】。山崎山は優

美な兼六園の築山としては、いささか無骨な作りでもあり、庭園の築山として元来作られ

たものではなさそうである。 

以上の結果から、東外惣構の基点付近の遺構として、ほぼ間違いはないと推定される。 

 

 

４．藩祖・前田利家を祭る尾山神社境内前の惣構跡 
 

藩祖を祭る尾山神社の境内前には、戦後に建てられた商店街があり、かつてはここに西

内惣構が位置したことになる【写真 16】。車が止まっている位置は、現在では暗渠になっ

ており、その分、道幅は拡がっている。写真は、商店街前の道路を南に向けて見たことに

なる。「延宝金沢図」では、惣構は城内を囲むようにいったん西に向かい、折れて北に向か

っている【図21】。 

明治期の公図である町図をGIS の現代地図に照合すると、ぴったりと符合する【図22】。

改めて、町図における道路は、正確に測量されていたことがうかがえる。町図において黒

太に描かれた道路線は、明治期における用水を示している。この明治期の用水幅は、堀の

名残としてはかなり縮小されている。この用水の内側に商店街がつくられ、神社境内（か

つての金谷御殿）は商店街の背後に位置している。 

延宝期の惣構を GIS の現代地図にトレースすると、商店街はすっぽりと惣構の中に位置

している【図 23】。神社境内は微妙に土居の内側線とずれているが、実際には、一致する

と考えられる。 

元禄時代中頃に描かれた金沢城図によれば、内向きの御殿であった金谷御殿を取り巻く
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ように惣構堀は幅広に示されている【図 24】。もっとわかりやすいのは、元禄から宝暦年

間に描かれた金沢城図であり、惣構堀の幅員が金沢城の内堀のそれと較べても、ほとんど

遜色ないくらいに幅広に示されている【図25】。 

江戸末期の状態を描いたと思われる金谷御殿前の惣構である【図 26】。明治末の写真に

よれば、尾山神社の門である神門がそびえている【写真 17】。しかしながら、境内前は道

路までわずかに灌木が植えられている程度でほとんど空地になっている。用水はすでに縮

小されており、この空地はかつての惣構に相当することになる。そこに現在の商店街が建

てられたわけである。現在の境内を支える石垣は、戸室石という金沢城にも用いられた地

元産材であり、亀甲状に積まれている【写真 18】。すなわち、この境内境界までが、惣構

であったことになる。土居はすでに明治期に掘削されてしまったと思われる。 

境内の端部にケヤキの樹が生えているところが数カ所認められる【写真 19】。その根元

の土は盛り上がっており、これが惣構の土居の高さを残していると見られている。 

 

 

５．西外惣構の発掘結果 
 

「延宝金沢図」のこの部分は、先述の「109」や日本銀行金沢支店の裏手等の惣構の、

さらに下流に位置している【図 27】。この一部を、二ヶ月ほど前に金沢市の埋蔵文化財セ

ンターが発掘した【写真20】。発掘によって、元々の地山である土居の端部が確認された。

写真にはトレンチ断面に青色の線で示されている。外惣構は 1610 年に着工されているの

で、初期の段階の土居斜面とみなされる。 

それがいったん、17 世紀の終わりごろに埋められており、新たな斜面が発見された【写

真 21】。すなわち、藩政期における比較的早い時期にすでに惣構堀は縮小されたことにな

る。写真のトレンチ断面に白線で示されたものがそれである。 

内側に相当する道路は、現在も幅員の狭い藩政期の状態を維持している。外側の道は現

在拡幅されているが、図上で藩政期の状態に復すると、惣構の全幅は 20ｍとなる。この

20ｍの間で、最初に土居として作られた斜面を第Ⅰ期とする【写真22】。第Ⅱ期は、17 世

紀の終わりに埋められたものである。先述したように、江戸時代に狭められたという変化

は、絵図の上でも認められた。この点が今回の発掘によって、確かに埋められているとい
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うことが明らかとなったのである。要するに 1610 年に築かれた惣構の堀が、1600 年代の

終わりごろ、仮に 1690 年だとすると 80 年後には、もう埋められたことになる。 

さらに 19 世紀の初頭に埋められた土も確認された。これらは、かわらけなどから時代

が特定されている。ただし、この 19 世紀初頭の埋め土は、斜面がまだ確認されていない。

すなわち、どの位置まで埋められたかは、定かではない。少なくとも、藩政時代において、

2 回に渡って埋められていることは、確実である。 

断面図で見れば、1610 年に築かれた当時の堀幅は 14ｍである【図 28】。したがって、

残りの 6ｍが土居の幅員であったことになる。それがⅡ期の 1690 年頃にいったん埋めら

れて、さらに 19 世紀の初頭に大幅に埋められた結果、非常に川幅の狭いものになったこ

とになる。 

もう一度「延宝金沢図」を見ると、惣構全幅 20ｍのうち、土居が 3 分の 1 ぐらいである。

つまり 3 分の 2 は堀だったことになる。したがって、約 14ｍという堀幅にきわめて近いこ

とになる。すなわち、「延宝金沢図」に描かれた幅員と発掘結果はみごとに合致したわけで

ある。「延宝金沢図」は 1674 年の状況を示しているのであり、その後しばらくして、埋め

られたことになる。 

 

 

６．市民活動の歩み 
 

現在の惣構を町づくりにどう活かすかという点について、金沢での実績は、まず庁内に

おいて、私どもと金沢大学が協力して「惣構ワーキングチーム」を設立したことに始まっ

ている。それが平成 15 年の 11 月であるから、ほとんど昨年と今年の２年間の取り組みで

ある。 

元々私は建築分野なので、どちらかといえば土木遺産と言うべき惣構については素人だ

った。金沢市の文化財保護課から「惣構について何かできませんか」ということで私に相

談が持ちかけられた。私も「何ができるか」と考えながら、GIS、すなわち「コンピュー

タの中で地図を扱って図上で確認することはできるかもしれない」ということで取り組み

始めたわけである。金沢大学の土木系都市計画の研究室と一緒に、このワーキングチーム

として、研究を始めることになった。今日は、その調査研究の一端を紹介したわけだが、
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このようにして、惣構の形態や規模については、かなりのところまでわかるようになった。 

その後、一年後ぐらいに、「惣構堀研究チーム」という組織が庁内で作られた【図 29】。

金沢市では、各部局の横のつながりをできるだけ強めたいという狙いがあった。 

このような歩みが、新聞やテレビなどで報道されることになり、金沢市民の方々、とり

わけ有識者の方々には、惣構堀の存在というものについて、かなり知れ渡った感がある。

もとより、行政は、惣構をかなり打ち出しているので、そういう意味で市民に知られる存

在になっているともいえる。 

そして最初にお見せした市役所裏のこの土居の部分だが、実は上部にケヤキの木が生え

ている【写真 23】。その下にやはり土盛の跡が残っており、この箇所における惣構の規模

や形態がほぼ推定できたわけである。そこで、最初の史跡文化財ということで史跡指定に

なった。 

これらに平行しながら、やはり行政によって、この惣構に沿って住まう町内会の方々に

声がかけられ、「惣構堀保存会」が立ち上がることとなった。あくまでも行政主導の動きで

はあったが、最初にそのシンポジウムを行った時に、町内会の有志の方々が 150 名ほども

参集した。その時も、「随分意識が高いな」ということを認識できた。来月 12 月 3 日に私

は、西外惣構や尾山神社を含む西内惣構について、惣構堀保存会の方々を案内することに

なっている。 

また、経済同友会などの声がけで、金沢の城下町を世界遺産にという構想がもち上がっ

た。まず兼六園が候補に挙げられたが、金沢城や惣構等も含んで、金沢の城下町全体を世

界遺産に指定できないかという構想に発展しているようである。 

 

注：木越隆三氏（石川県教育委員会金沢城調査室）は、「延宝金沢図」の制作時期を西暦 1674 年

と分析している。 
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増田報告　図版（写真）

図１　延宝金沢図（石川県立図書館蔵）

写真１　惣構堀跡



─ 34 ─

写真２　土居の石垣 写真３　市役所裏の惣構跡

図２　GISの現代地図

写真４　市役所裏の内側の道
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図３　延宝金沢図・部分（石川県立図書館蔵）

図４　現代地図と延宝期の惣構

写真５　惣構跡の商店街 写真６　かつての惣構跡
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図６　惣構と石垣の位置関係

写真７　段丘の高低差 写真８　惣構跡の石垣

図５　現代地図と文政期の惣構



─ 37 ─

図７　現代地図上の惣構跡

写真９　「１０９」裏の用水

写真10 惣構の内側の道
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図８　延宝金沢図・部分（石川県立図書館蔵）

図９　現代地図と延宝期の惣構

図10 現代地図と文政期の惣構
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写真11 惣構跡の石垣

図11 惣構と石垣位置の関係

写真12 惣構跡の用水
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図12 現代地図と町図の照合

写真13 土居跡の石垣

図13 延宝期の惣構と石垣位置 図14 惣構の推定断面
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図15 兼六園内の山崎山と氷室跡（金沢市提供）

写真14 山崎山の現況

図16 山崎山と氷室跡（金沢市提供）

写真15 山崎山山頂のケヤキ
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図17 延宝金沢図・部分（石川県立図書館蔵）

図18 文政金沢図・部分
（石川県立歴史博物館蔵）

図19 現在の道路形態

図20 兼六園配置図と延宝期の惣構
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写真16 惣構跡の商店街 図21 延宝金沢図・部分（石川県立図書館蔵）

図22 現代地図と町図の照合 図23 現代地図と延宝期の惣構

図24 元禄中期の惣構（金沢市立図書館蔵）
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図25 元禄から宝暦期の惣構（石川県立歴史博物館蔵）

図26 藩政末期の惣構（稿本金沢市史・市街編）

写真17 明治末期の惣構跡（石川写真百年　追想の図譜）
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写真18 尾山神社境内の石垣

写真19 土居跡のケヤキ

図27 延宝金沢図・部分（石川県立図書館蔵）
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写真20 惣構の発掘現場

写真21 惣構の発掘現場

写真22 発掘現場の解説（金沢市埋蔵文化財センター提供）
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図28 発掘箇所の断面図（金沢市埋蔵文化財センター提供）

図29 惣構研究チームの構成（金沢市文化財保護課提供）

写真23 惣構の史跡指定（金沢市文化財保護課提供）
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「歴史遺産と都市文化創造Ⅲ――都市城壁（惣構）を町づくりにいかす――」 

 

［調査研究報告３］ 

京都惣構「御土居堀」の啓発とまちづくり計画 
―― 御土居堀研究会の活動 ―― 

 
 

中村 武生 
（日本史，佛教大学文学部） 

 

 

1. もっとも活かす活動が遅れた対象 

 

京都の惣構を取り上げる。天正 19 年（1591）年上半期、天下統一をなしとげた豊臣政

権によってつくられた。一般に「御土居」とよばれる。土塁と堀でミヤコである京都を囲

ったものなので、私は「堀」を付して、「御土居堀」と呼んでいる【図１】。豊臣政権が発

給した文書の多くには「土居堀」とあるためである（慣例に配慮し、「御」をとることはさ

けた）。 

御土居堀（御土居）は、おそらく日本の惣構のなかで最も知られたものである。それは

1930 年（昭和５）、惣構そのものの名である「御土居」で一部が国史蹟に指定されたこと

が大きい。初の事例だ。現在でも、惣構を史蹟指定名としているものは、戦後指定の「江

戸城外堀跡」、「山科本願寺南殿跡 附山科本願寺土塁跡」以外はない。 

近世以後の史料の残りぐあいも、研究ももっとも進んでいるといえる。 

しかしながら、もっとも保存やまちづくりに活かす活動が遅れている対象でもある。こ

こまで岐阜や金沢の例をうかがい、行政主導で明日に活かすための第一歩を踏み出してい

ることを知った。京都ではまったくそんな動きはない。それゆえ私は「研究者」の立場で、

それを訴えてきた。本日はこれまでの拙い歩みをお話しさせていただく。 
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2. 日本のミヤコ唯一の市壁・環濠 

 

その規模は、江戸時代の記録によると総延長 22.5 キロメートル。日本最大の長さを誇る

惣構である。それはすなわち日本最大の面積を囲ったものといいかえることができる。一

般的には惣構で囲った内側は都市域と考えるべきだが、京都はちがう。内部に広範囲な農

地があった。 

1889 年（明治 22）に陸地測量部が作った仮製 2 万分の 1 地形図がある【図２】。明治前

期でありながら御土居堀内側の北部と西部に多くの農地が存在していることがお分かりい

ただけると思う。その規模は、基底部で土塁・堀とも約 20 メートル、すなわちあわせて

約 40 メートルの幅でミヤコを囲っていたわけだ【図３】。 

いまもっとも良好に残っている部分の写真を提示する（京都市北区大宮土居町、【図４】）。

ここでは現在は裸の土塁になっているが、公家、近衛信尹の『三藐院記』を見ると、当時

竹が繁茂していたことが分かる。 

構築理由について『三藐院記』は、出入り口 10 箇所に門をつくり、都を出た悪人を外

へ逃さないために作ったとする。これに対して、当時来日していた宣教師フロイスは、そ

の著『日本史』で、土塁の上に竹や植物を植えることにより、町の装飾とした、美観をそ

えしめるために構築したと位置付けた。 

平安京はもとより、平城京、長岡京、難波京などの古代都城は市壁（羅城）をもたなか

ったといわれる。その意味で御土居堀は、日本のミヤコに唯一つくられた市壁、環濠（羅

城）ということになる。 

 

 

3. 江戸時代のありかた 

 

通常、御土居堀は、豊臣期の都市論のなかで論じられることが多い。もちろんそれ自体

を否定するつもりはない。が、ほんの一部とはいえ現在まで残されているのは、江戸時代

に意識的に維持されたからである。 

最初にも述べたが、通常、京都の惣構は「御土居」と呼ばれる。これは江戸時代の通称

が近代に伝わり、それを聞いた京都帝国大学の西田直二郎がその論文のタイトルに使用し、
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そのまま国史蹟指定名にしたためと思われる。が、江戸時代の行政文書を丁寧にみると、

「御土居」ではなく、「御土居藪」が圧倒的に多いことが分かる。すなわち徳川幕府の維持

目的は、竹藪だということである。 

「御土居支配」となったのは近世京都三大長者で、京都奉行も歴任した角倉与一家であ

る。毎年、ほぼ定期的に土塁に生えた竹を伐採し、触を出して、都市民に入札で売却をす

る。多いときは数万本の竹がでている。幕府の収入にもなるであろうし、竹仲間を介して

京都の都市民の建築資材として多様に使われたであろう。 

それだけではない。京都の徳川公儀や朝廷の建造物、主要神社の祭礼にも使われた。た

とえば二条城、内裏・仙洞御所の柵、上賀茂・下鴨神社、伏見稲荷神社、今宮神社などの

祭礼である。これは京都町奉行所の行政マニュアル『京都御役所向大概覚書』に記された

ことだが、そのなかに「御仕置者有之節」という文言が出てくる。罪人の死刑執行のとき

にも土塁の竹が使われているというのだ。近世京都の都市社会に密接に関係した土塁・堀

ということが分かる。 

京都惣構の実態を知るもっとも良質な絵図がある。元禄 15 年（1702）製作の「京都惣

曲輪御土居絵図」だ。徳川の大工頭中井家が作ったと推定される。土塁の幅や長さが細か

く記してある。おもしろいのは各所に貼り紙があり、元禄 15 年以後の変化を適宜書いて

いる。徳川幕府が土塁を厳重に管理していることがよく分かる。 

 

 

4. 堀の存在 

 

先ほど触れなかったことを少し。「土居堀」といってきたが、人工の堀を堀り上げたのは

北側と南側で、東側と西側は自然河川を堀として使用している。鴨川と紙屋川（天神川）

である。ただし全く自然のままで使用したのではないと思われる。 

構築の年、すなわち天正 19 年 3 月 6 日、豊臣秀吉が北野天満宮にやってくる。これは

『北野社家日記』という記録に出てくるのだが、それを読むと秀吉は境内の北外に出て寺

之内通に架けられた「高橋」を通り、紙屋川を見に行く。それについて『北野社家日記』

には「紙屋川大堀になり申し候」とある。わざわざ「大堀」とあるから、単に紙屋川をそ

のまま堀として使用したのではなく、おそらく堀として大きく掘削を加えたのだろう。 
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この堀がどういうわけか江戸時代の記録から消えうせる。豊臣期には「土居掘」といわ

れていたが、江戸時代になると「堀」が消え、「土居」のみ独立し、さらに「御土居」とな

る。「御」は、徳川公儀への遠慮で使われだしたのだろう。「御土居藪」に象徴されるよう

に土塁に生えていた藪が貴重だったためにそれが幕府の管理対象となった。堀は除外され

たらしい。行政文書では「御土居」と記されるが、「御堀」とは記されない。徳川が土塁を

尊重し、堀を軽視したことを示す事実といえる。 

この江戸時代の意識はいまに引き継がれている。一般向けの書籍が江戸時代の京都を推

定して図化する場合がある。その際、京都を囲う土塁を描きながらそれに付設された堀を

描くことは実に少ない。 

が、これは必ずしも現代人のみの無知ではない。江戸時代の絵図、例えば一枚に京都全

域を広範囲に描いた縮尺の小さな図をみると、土塁のみで堀が描かれていない。だから実

際に江戸時代、堀は消失していたと思っている方が少なくない。江戸時代の地誌を見ると、

例えば「山城名勝志」には史蹟のひとつとして「洛外惣土堤」と立項されてあり、堀を無

視するのである。江戸時代の人の意識からも堀が消えうせていることも注目すべきである。 

財団法人京都市埋蔵文化財研究所による発掘調査で、京都惣構は数ヵ所で堀が検出され

ている。その成果により、豊臣期に構築された堀は、江戸時代に入って断続的に埋まって

いくと解釈されている。もちろんそれを否定するつもりはない。が、「堀は早くに完全に埋

まってしまった」という解釈には異論がある。近世でも縮尺の大きな図には各所の堀が描

かれているのだ。完全に埋没したのではなく、堀の区画は生きていたと理解すべきであろ

う。 

とはいえ土塁と堀は平等ではなかった。現在の JR 京都駅付近は、江戸時代を通じて葛

野郡東塩小路村と呼ばれた。「洛中」の農村である。ここに土塁と堀が位置していた。惣構

の土塁と堀は全域、徳川幕府の公有地とされ立ち入りを禁止していたにもかかわらず、こ

の東塩小路村は例外で、土塁と堀は村民に借し与えられた。年末に年貢が上納された。土

塁だけではない。堀も「畑」になっており年貢対象地なのである。例えば日照りで、土塁

の竹が枯れそうなときは水鉄砲を使って水を入れる。その都度、町奉行所の役人が立会い

にやってくる。堀にはそんなエピソードは皆無だ。土塁の方が堀よりも丁寧に管理されて

いるのである。 
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5. 初の本格的堤防 

 

言い遅れたがこの東側の土塁は初の本格的な鴨川堤防と位置づけられる。土塁は現在の

河原町通の西に接して存在した。河原町通は名称からも分かるように、もとは鴨川の河原

だった。江戸時代になって町が土塁を越えて東へ拡大した。賀茂の河原が開発されて人家

ができた。堤防を越えて町ができたので、鴨川の氾濫で住民が被害を受ける可能性が高く

なる。そのため徳川幕府は、さらに東側に新堤防を作った。それを寛文新堤という。それ

により今出川通以南の豊臣期以来の土塁は堤防としての役割を失った。その結果、無用に

なった土塁は、近隣の寺社、公家に売却されたのである。寺はその地に墓地を拡大し、公

家は土塁を破壊して貸家を建設し収入を得たものと推定される。 

この事例を取り上げて、京都の惣構は江戸時代に無用の長物になって各所で破壊された

といわれてきたが誤りだ。新地開発をされた東部の一部の事例で、他の地区は大切に維持

されていた。 

 

 

6. 防衛施設としての機能 

 

市壁・環濠であるから、防衛の視点は無視できない。が、囲う範囲が広すぎて、実際の

防衛に役立たなかったと思われる。 

現実に江戸時代の京都は、一度だけ戦争を経験している。幕末期の元治元年（1864）の

禁門の変だ。長州勢が南の伏見及び大山崎、西の嵯峨野天龍寺の三方から攻めてきた。当

時、南側と西側には土塁・堀があった。ぐるりと囲われていた方向から長州勢は攻めてき

たのだが、ミヤコを守る諸大名の軍勢は、この土塁・堀を盾に戦わなかった。豊臣期に比

べてかなり出入り口が増えていたこと、それを全て守るには兵力が足りなかったためと思

われる。 

戦国期の小田原城下町の惣構が、京都のそれを構築する以前は最も広い面積を囲ってい

たとされる。小田原の総延長はおよそ 8 キロメートル。京都はその約３倍の長さになる。

面積にすれば 9 倍の面積となる。単純計算すれば、数十万の軍勢がなければとても守れな

かった。だから京都を守衛する諸大名は、土塁・堀を盾とせず、出張っていくつかの主要
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道路を抑えたのである。ところが出入り口が数多くあるため、せっかく押さえた主要道路

を長州勢は通らず、全く異なる道路を通って禁裏に迫り、蛤御門などでの合戦になったと

いうわけである。これにより京都の惣構は有事の防衛施設としてはあまり役に立たなかっ

たことがわかる。 

 

 

7. 境 界 線 

 

防衛施設としての機能は低いが、ミヤコの境界線としてはある程度意識されていたよう

である。 

たとえば京都を守った幕末の新選組や見廻組などの警備範囲を示した文書を見ると、西

方や南方は「御土居」までと記されている。おもしろいのは北方の土塁・堀である。東は

すでに寛文新堤に変えられていて役割を果たしていないので問題はないのだが、北方の土

塁・堀はほぼ完存していた。それにも関わらず北方の土塁・堀は境界として認識されてい

ない。 

北は、鞍馬口通以北に農地が広がり、それを土塁・堀は囲いこんでいた。徳川幕府は京

都の出入り口各所に「是より洛中」と刻んだ標柱を立てているが、北は土塁・堀より約 1500

メートル南にある東西の通り、鞍馬口通に立てられている。だからいくら土塁と堀で囲わ

れていても、すべてが洛中=都市と認識されていたわけではないことが分かる。 

 

 

8. 大規模破壊と史蹟指定 

 

明治になり惣構の役割が変わる。明治２年（1869）、当時の京都府が新政府に対して土

塁を開拓したいと請願する。新政府は洪水の不安がないのであればと許可する。これをう

けて京都府は翌明治３年９月、開拓令を出す。ねらいは、土塁を開墾すれば京都の周囲に

約８万坪の農地が生れることである。だから竹を伐採し、米や野菜、桑、茶の栽培をする

よう発令したのである。東京奠都により衰亡が危ぶまれた京都の繁栄のための施策であっ

た。 
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当初は土塁を壊すことなく、農地のまま再利用する計画であった。公有地のままの借地

利用で、私有は許さないという方針だった。ところが 1877 年（明治 10）頃になり私有が

許される。まず南方から切り崩されてゆく。きっかけは七条ステーション、現在の京都駅

の設置である。駅の設置で一帯が都市開発される。土塁は崩され、堀は埋められる。 

日露戦争頃を境に、西側へも都市域は拡大する。旧市街地にあった病院や学校、工場な

どが西郊へ移転し規模を大きくする。その際、土塁・堀をつぶしてその地に建物を新築し

たり、整地のために崩した土を利用した。冒頭に紹介した図２に見えたものが無くなるの

はこの時期だ。 

ただこの時期、全国的な史蹟・名勝・天然紀念物保存の活動が始まる。京都府は、史蹟

名勝天然紀念物保存法が公布された 1919 年（大正８）の翌年、京都惣構の調査を行い報

告書にまとめる。それが前述の西田直二郎の論文である。この成果を受けて、10 年後の

1930 年（昭和５）、残存していた惣構のうち、８ヵ所、主に土塁が国史蹟に指定された（指

定範囲に堀が含まれているのはわずか 3 ヵ所）。 

 

 

9. 史蹟指定後の破壊 

 

これにより保存に問題なしと長く思われていた。が、そうではない。戦前は指定をした

ものの、土地の買い上げをせず、私有地のまま放置された。戦前はそれでも問題はさほど

起きなかったが、戦後はそうはいかない。戦後の混乱期から高度経済成長期に、土地所有

者は各所で自由に土塁を切り崩した。民有地とはいえ史蹟指定地の破壊なので、さすがに

マスコミも放置せず、しばしば新聞などに報じられ市民にも広く知られた。 

一番ひどかったのが北区紫野西土居町の指定地である。ほぼ全壊した。これは朝日新聞

なども特集を組むなど大きく報じ、京都府と京都市がともに告発をしぶっていたところ、

京都府警が破壊した土地所有者を告発した。ほとんど知られていないが、京都府初の文化

財保護法違反の告発である。 

この事件をきっかけに行政も保護に乗り出す。民有地を公有地にする、ゴミ捨て場のよ

うになっていた状態から整備して史蹟公園にしようという活動が始まった。これはある程

度までは進んだ。 
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10. 現在の問題点 

 

しかし現在、まだ問題は残っている。まず指定地を買い上げることに専念し、未指定の

まま地上に残されている土塁片や、発掘で検出された遺構を新たに購入して追加指定する

動きはまったく知らない。例えば、1990 年春、北西角から約 400 メートル南の土塁がシ

ョベルカーで壊された。私は市文化財保護課に通報したが、指定地ではないから問題では

ないとにべもなかった。いまだ未指定の土塁片はいくつか残っている。このままでは将来

すべて消失するだろう。 

指定地でも過去に土塁が失われた場所には宅地建設を許している。土塁が壊されている

のだから仕方がないと思われるかも知れない。が、試掘調査で堀の肩（落ち込み部分）が

検出されることがあった。それでも家は建ったのである。 

北西角の南部分には、かなり崩落しているものの、山林のまま土塁片がまだ残されてい

る。土地所有者が希望すれば「現状変更」の名目で将来破壊を許すのではないか、気がか

りである。なお京都惣構の指定地は、どれだけ破壊されても一切「指定解除」はされず、

「現状変更」で済ませている。何か理由があるのだろうが、あまり例の無い措置といえる。 

 

 

11. 私と京都御土居堀研究会の活動 

 

ちなみに私が京都惣構に関わったのも、破壊を目の当たりにしたことがきっかけだった。 

前述した 1990 年春のことだが、保存を市文化財保護課に訴えたがにべもなくあしらわ

れた。その活動は『読売新聞』京都版に載り、かえってやめられなくなった。学部の４年

生のときだった。京都の学会「日本史研究会」に相談すると、2 つの理由で積極的な協力

はできないといわれた。一つ目は問題にした部分はすでに壊されており、他の部分の危険

性を問題にするには緊急性がないこと、二つ目は、私が地域の住民ではないということ、

だった。 

その説明に困惑したが、反論する言葉はみつからずにいたところ、当時同会の研究委員

だった仁木宏さん（本日のコーディネーター）が、学会は何もできないが、大事だと思う
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なら研究してください、分からないことはいくらでもサポートしますからと、「冷たく」、

しかし非常にやさしく言葉をくださった。 

その後、研究を続けていくことができ、成果は活字になった。日本史研究会の機関誌『日

本史研究』（420 号、1997 年）にも論文は載った。が、それはそれとして「保存」の声は

あげないと何もはじまらないことも分かってきた。いうまでもないことだが、研究が進ん

でも、保存状態が悪いことは伝わらない。知ってもらわないと始まらないと思った。そこ

で友人たちと市民の会を作ることにした。御土居堀研究会と名づけて、2 ヶ月に 1 回、講

演会を行った。 

京都新聞など催し欄に投稿すると必ず載せてくれる。それを見て回を重ねるごとに聴講

者はふえた。新聞社からも珍しい活動と思ってもらえたようで、取材を受けるようになり、

新聞に紹介されるようになった。が、それでも限られた人にしか届かない。ホームページ

を開き、また違う形で啓発を行ったが、遺跡の保存に関心をもってくれそうな市民、とり

わけ年配の方にはインターネットをされない人が多い。 

我々の活動や京都惣構の現状を広く知ってもらうには、書店にならぶ安価な啓発書が必

要だと思うようになった。 

そんな矢先、ひょんなことからこのネタで京都新聞の文化欄に１年間の連載をすること

になった。 

新聞の読者に知ってもらうことももちろん目的のひとつだが、最終的には啓発書として

刊行するためである。この効果は大きかった。未知のいろいろな方から問い合わせや激励

のハガキや封書、メールをもらった。２００５年１０月、ようやく『御土居堀ものがたり』

（京都新聞出版センター）として刊行できた。まだ刊行間もないが、現在でも反響は小さ

くない。保存・顕彰を訴えるには啓発書の存在は重要だと改めて思った。 

 

 

12. 京都市北区鷹峯地区での活動 

 

前後するが、日本史研究会に指摘されたように、我々は「外人部隊」の活動のままであ

った。遺構を良好に残す地域に入り、地元住民といっしょに保存・啓発を訴えるべきだと

考えるようになった。たまたま北西隅の土塁と堀の地権者、森田清さんと親しくなった。
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自身の地所にあるものが大事なものなら啓発したいという森田さんの思いと我々の思いが

一致し、いっしょに活動をするようになった。 

鷹峯は断片的ながらもっとも京都惣構の残りがよい地区である。土塁が崩されていても

跡地は山林のまま維持されている。ここは京都の旧市街地にもっとも近い、いわば郊外で

ある。いまだ「田舎」を残している地域といってよい。だから親子何代にもわたって住ん

でいる方も多い。 

このすぐそばに「しょうざん」という施設がある。庭園もあり、その背景として活かす

ため山林を所有している。実はその山林が惣構跡なのである。私は鷹峯の人たちと協力し

てこの山林に、土塁をもう一度盛り上げ、復活させることができないか考えている。ちな

みに鷹峯の東に隣接した大宮地区に図４の土塁と堀がある。これは約 300 メートル連続し

ている。繰り返すが最も良好に残存している部分だ。これと連続させるように、鷹峯に土

塁をもう一度盛り直すというわけだ。ありがたいことに森田さんのお声がかりで、地元の

市立鷹峯小学校の校長先生が関心を持ってくれた。 

それにより、これまで市営の会館で行っていた講演会を、同小学校の体育館で開けるこ

とになった。お父さんやお母さんが参加してくれれば小学生もきてくれる、それを長期間

つづければ、子どもたちが大きくなったとき土塁復元は現実化する、という夢をもった。

が、世の中はそんなに甘くないようだ。 

2003 年 12 月の催しでは、回覧板での連絡を期待したが現実には回されず、ふたを開け

てみれば地元の人はたった 2 人だけの参加で、もちろん小学生は 0 という最悪な結果とな

った。 

もちろんこれで終わったわけではない。まだ継続中である。校長先生もこの活動は地元

の問題でもある、だから学校行事の一環にしたい、特別授業を設定するのでそこで話をし

てくれといってくださった。これは現実になった。2005 年、鷹峯では地元の有志により「鷹

峯の歴史を語る会」という会が結成された。その会の活動は、７月、鷹峯小学校の総合学

習の一環に組み込まれ、そこに私もメンバーの一人として招かれ、小学生に惣構の話をし

た。小学生に「あなた達はミヤコの城壁の一番いいところをもっている、世界で一番いい

学習環境にいるのだ」といった。いつまでも「外人部隊」といわれるのがいやで、ついに

私も鷹峯地区に入ってきた。これまで大阪府に住んでいたが、このたび転居したのだ。こ

れからは研究者として、住人としてこの問題を深めていくつもりだ。 
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13. 御土居堀復元はエコロジー 

 

最近は鷹峯だけの問題ではないと思い出した。よく考えてみれば、南のほう、京都の中

心部でも土塁・堀跡が公園や駐車場になっている場所が少なくない。そういう場所に土を

盛り直すことは進めていくべきではないか。近世のミヤコの境界線を目に見える形で復活

させるのだ。歴史教育の環境として非常によいのではないかと思う。また京都の中心部に

土塁に比した森と、堀に擬した水をつくることは地球の温暖化防止のためにもとても大事

なことだと考えるようになった。先ほどくしくも岐阜の内堀さんが言っておられたが、御

土居堀復活は日本のエコロジーのために絶対役に立つのだと最近主張するようになった。

暴論といわれると思うが、「御土居堀復活 100 年計画」を設定し、まずは一ヵ所、土地を

確保できないかと模索し始めたところだ。 

京都市選出の京都府会議員のある方にこの話を述べたら、つまり金が要るんだな、議会

でどれだけ予算を取ってきたらいいか今度話し合おうといってもらえた。まだまだ具体的

な話し合いにはなっていないし、前途多難であるが、頑張っていきたいと思う。岐阜や金

沢とは形はちがうが、京都では民間から惣構復活を始めている。そのこれまでと、今後の

展望をお話しさせていただいた。ご清聴感謝申し上げる。 
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中村報告　図版（写真）

図1

図2
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図3

図4
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「歴史遺産と都市文化創造Ⅲ――都市城壁（惣構）を町づくりにいかす――」 

 

［調査研究報告４］ 

現代イタリア・市壁との共生 
―― ルッカ、チッタデッラ、ボローニャの事例から ―― 

 
 

大黒 俊二 
（西洋史，大阪市立大学大学院文学研究科） 

（COE 事業推進協力者） 
 

 

１．は じ め に 
 

今回のシンポジウムを企画した仁木宏氏から依頼されたのは、市壁保存の先進国である

イタリアの事例を調査して報告することであった。そこで今秋イタリアの特徴的な市壁を

３つばかり駆け足で見て回った。その際意外に思ったのは、たしかにイタリアは仁木氏の

いうとおり市壁保存の「先進国」であるが、その「先進」性に独特の深みとかげりがある

ように思われたことである。イタリアでは市民と市壁との付き合いは長く、保存の技術も

経験も豊かである。しかし市民と市壁との関わりには、保存と活用の「先進性」という言

葉では尽くせない複雑な面があるように思われた。この点は最後に「屈折した共生」とい

う言葉で説明してみたい。まずは今回の調査地の概要にふれておこう。 

今回調査対象としたのはルッカ Lucca、チッタデッラ Cittadella、ボローニャ Bologna

の３都市である。ルッカはトスカーナ西部の都市、中世のコムーネ（自治都市）体制を 18

世紀まで維持した数少ない都市である。チッタデッラはヴェネツィア北西部の小都市で現

在でも人口 2 千人、13 世紀初めに新たに建設された都市である。ボローニャはイタリア半

島付け根の中央部にあり、世界最古の大学の所在地として知られている。 

それぞれの市壁をざっと見てみよう。ルッカとチッタデッラの市壁は今もみごとに保存
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されている【写真L01、図1、写真C01】が、ボローニャの市壁は一部しか残存していない

【写真 B01、B02】。ルッカの場合、壁の厚さ、そしてところどころスペード型に突出して

いる部分に注意していただきたい。チッタデッラでは壁の高さに注目してほしい。この点

は後でまたふれる。 

イタリアには現存する市壁が無数にある。そのなかでなぜこの３都市を選んだか。その

理由はこの３都市がさまざまな意味で対照的な性格をもっているからである。第一に市壁

の構造である。チッタデッラとボローニャの市壁は薄くて高いが、ルッカのそれは肉厚で

低い。これは中世と近世の違いである。中世では櫓を組んだ攻城戦に備えるため市壁には

高さが求められたが、近世になると新たに出現した大砲の砲撃に耐えるため厚い壁が必要

になった。すなわちチッタデッラとボローニャは中世の市壁、ルッカは近世の市壁の代表

なのである。第二に、ルッカとボローニャはローマ都市として出発し、時間をかけてゆっ

くり成長してきたのに対し、チッタデッラは 13 世紀初頭、短期間の間に計画的に建設さ

れた。つまり両者は自然成長都市と建設都市という点で対照的であり、この違いは今も街

路網や市壁平面図にみてとることができる。第三に、上述のようにルッカとチッタデッラ

は今日まで市壁を保存してきたのに対し、ボローニャは 20 世紀初頭に取り壊した。すな

わち市壁を残した町と壊した町という点で両者は対照的である。 

この３都市を選んだのは、こうしたさまざまな対照性からイタリア市壁の特徴を浮かび

上がらせることができると考えたからである。以下、それぞれの市壁を過去と現在に分け

て紹介し、最後に市壁保存「先進国」イタリアの与えてくれる示唆と教訓にふれてみたい。 

 

 

２．過   去 

 

1．ルッカ 

ルッカから始めよう。ルッカには 3 つの市壁（跡）がある。【図1】の都市プランを見る

と左下方にほぼ長方形の区画があり、その内部は道路が直交している。ここがローマ時代

の市街地であり周囲は壁で囲まれていた（古代の市壁）。全体が方形で道路が規則正しく直

交するパターン（グリッドパターン）がローマ都市の特徴である。中世になるとローマ市

壁を越えて右側（東側）上方（北側）に市街が拡大する。これを覆って第二の市壁（中世
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の市壁）が建設される。その後さらに市街地が拡大したため、16-17 世紀に第三の市壁（近

世の市壁）が建設された。つまりルッカは古代、中世、近世の３つの市壁に囲まれていた

ことになる。今日では古代の市壁は道路となっており、中世の市壁も一部しか残っていな

い。完全に残っているのは近世の市壁であり、イタリア全土にその名を知られているルッ

カの市壁といえばこの近世の市壁をさす。以下で注目したいのもこの近世の市壁である。 

この市壁は 1544 年から 100 年近い年月をかけて作られた。小規模ながら独立都市国家

であったルッカが、近隣のトスカーナ大公国からの攻撃を想定して建造したものである。

【写真L01】からわかるように比高はそれほど高くなく、7～8 メートルくらいである。そ

のかわり幅はかなり広い。【写真 L02】のように平均で 15 メートル程度、広いところだと

20 メートル以上ある。市壁の上は両側に並木があり中央に道路が走っている。20 年前ま

では車道であったが現在は歩行者と自転車の専用になっている。これをチッタデッラの壁

上通路【写真C02】と比べてみると中世と近世の違いがよくわかる。チッタデッラの場合、

壁上の歩道は幅 0.5 メートル程度しかなく、柵がなければ危なくて歩けないほどである。

ルッカ市壁の厚さはこれが大砲時代の産物であることを物語っている。 

この市壁は厚さ以外にも近世の特徴をよくとどめている。第一は先にもふれたスペード

状の突出物で、バルアルド baluardo ないしバスティオン bastion と呼ばれ、堡塁と訳され

る。ルッカの市壁には 10 の堡塁が突き出ている。堡塁はこれも砲撃に備えた施設で、こ

の形に造ると敵を迎え撃つ際に死角が最小になるそうだ。堡塁の形は都市によりスペード

型、三角形、ひし形などさまざまだが、堡塁のある市壁を見れば近世のものと思ってまず

間違いない。堡塁を内側から見たのが【写真L03】である。【写真L02】と合わせて見ると、

市壁の外側だけが煉瓦でできていて内側は土を盛っているのがわかる。厚い市壁といって

も大部分は土でできていることになる。当時の砲弾は中に火薬が入っていない鉄や石の塊

であるから、市壁を飛び越えて家の屋根に当たっても穴が開く程度で済む。それよりも市

壁を破壊されるのが都市にとって致命的だから、市壁は高さよりも幅を広く取って頑丈に

造ることになるのである。 

もう一点、ルッカそして近世の市壁に特徴的なのは市壁の外に広がる空き地【写真L01、

L10、図１】である。ルッカの場合、今は草地になっているがかつては堀であった。水をた

めて敵の接近を阻むと同時に砲弾の飛距離に対抗する意図があった。この堀を terrati と

いう。ここでは現状に即して「空堀」と訳しておきたい。イタリアに限らず堡塁と空堀を
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備えた分厚い壁というのが西欧近世の市壁の特徴である。そうした市壁の姿は日本でも函

館の五稜郭に見ることができる。 

ルッカの市壁は近世市壁の典型であると同時に、ここにしかない独自の建造物をともな

っている。それは各堡塁の付け根の部分にある小さな建物である。casermetta と呼ばれ、

ルッカ独特のものだそうだ。かつては武器庫や詰所に使われていた。casermetta は語形か

ら推して casa（家）に由来すると考えられるが、ここでは一応「小兵舎」と訳しておくこ

とにする。10 の堡塁に付属する 10 の小兵舎は大きさも形もまちまちで個性があり【写真

L04、L07、L09】、丁寧に見て歩くと結構面白い。それだけでなくこの小兵舎は、後述する

ように、今ではルッカ市民にとって市壁活用の重要な拠点となっているのである。 

さてこの市壁はトスカーナ大公国を仮想敵国としたものであったが、実戦で都市を守る

ことは一度もなく 19 世紀を迎える。19 世紀にはもはやこの形態の市壁は時代遅れになっ

ていた。1815 年にルッカは、ナポレオン支配の動乱を経てブルボン家の支配下に入る。ル

ッカにやってきたブルボン家の支配者マリア・ルイーザは、軍事的意義を失った市壁の公

園化を意図し、建築家ロレンツォ・ノットリーニ Lorenzo Nottolini の助けを借りて壁上

に遊歩道を整備し、その両側に並木を植えた。市民生活に溶け込んだ公園という現在の市

壁景観はこのときに始まる。こうして市壁がルッカ市民の憩いの場となってすでに 200 年

を経ている点に注意しておこう。 

この後ルッカの市壁に厄介な問題が生じる。小国に分裂していたイタリアは 1861 年に

統一され、ルッカもイタリア王国の一部となった。統一を機に市壁は国家所有とされ市民

の手を離れたのである。しかし市民はただちに買戻しの運動を開始し、1870 年に市壁は再

びコムーネ（この場合のコムーネは日本の市町村にあたる地方自治体）の手に戻った。こ

うしてコムーネは所有権を取り戻すことで市壁の保存と活用の主体となり現在にいたって

いる。先ほどの中村武生氏の話にもあったように、所有権問題は市壁を保存・活用してい

く上で大きなネックとなるが、ルッカの場合、この問題は 100 年以上前に解決されていた

のである。 

 

2．チッタデッラ 

チッタデッラは 1220 年に建設された都市である。計画的に建設されたことは、【図2】

のように中心部で直交する大通り、円形の市壁、グリッドパターンの街路網から容易に推
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察できる。南北の大通りが今も VIA ROMA と呼ばれているように、この町は元来ローマ

道が直交するところを選んで建設された。ローマ道が都市プランの骨格として利用された

のである。 

この町は近くのパドヴァ Padova 市の防衛拠点として建設されたものである。13 世紀当

時、北イタリアは独立した都市国家（コムーネ）が乱立して相互に激しく争っていた。パ

ドヴァもそうしたコムーネの一つで、隣の有力コムーネたるトレヴィーゾ Treviso としの

ぎを削っていた。チッタデッラはトレヴィーゾの攻撃に対抗するための防衛拠点として建

設されたのである。チッタデッラ Cittadella という名前そのものがこの町の性格を端的に

物語っている。cittadella とはイタリア語の普通名詞で「要塞」、「砦」という意味である。

他方のトレヴィーゾも、同じような防衛拠点カステルフランコ・ヴェネト Castelfranco 

Veneto を築いてパドヴァに対抗した。カステルフランコ・ヴェネトも、チッタデッラより

規模は小さいが中世の市壁をきれいに保存している。 

しかしパドヴァもトレヴィーゾもこの後、ヴェネツィアというさらに強大なコムーネに

呑み込まれてしまう。それにともないチッタデッラも 1405 年以後はヴェネツィア共和国

の支配下に入り、この状態は 1797 年ヴェネツィアがナポレオンの侵入で滅亡するまで続

く。ヴェネツィア支配下の 16 世紀初頭、チッタデッラは中世市壁の終わりを象徴する事

件に遭遇した。1509 年、カンブレー同盟戦争（ヴェネツィアが教皇、フランス、神聖ロー

マ帝国など有力国家を相手に戦った戦争）中にこの町が砲撃されたとき、薄くて高い中世

の市壁は簡単に崩壊してしまったのである。崩壊の跡は現在もそのまま残っている【写真

C03】。この後チッタデッラは崩壊部を修復することはなく、ルッカのような砲撃に耐える

市壁を造ることもせず、ボローニャのように無用の長物となった市壁を取り壊すこともし

なかった。16 世紀以後のチッタデッラの市壁は、ひとことでいえば放置と無関心の対象で

あった。多少目につく出来事といえば 1930 年代、ある市民が自分の家を修復するために

市壁の煉瓦を取り去ったことくらいである。【写真 C07】は煉瓦が取り去られた跡である。

当時この行為を非難する者は誰もいなかったという。このこと自体放置と無関心の証拠で

あろう。チッタデッラ市民が市壁の存在に目覚めるのは、後述するように 1980 年代のこ

とである。 
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3．ボローニャ 

ボローニャの市壁のあり方はルッカと似たところがある。【図3】に見られるように、中

心に方形・グリッドパターンのローマ都市があり市壁で囲まれていた。ついで中世に２度、

市街地の拡大とともに市壁が建設された。古代以来の三重の市壁に囲まれていた点はルッ

カと共通する。ローマ時代の市壁はこれもルッカ同様今はなく、街路網に面影を残すのみ

である。中世の第一市壁は、第二市壁の建設とともに壊され現在は一部のみ残存している。

中世の第二市壁は 20 世紀初頭コムーネによって取り壊された。しかしこの取り壊しは全

面的なものではなく、現在も 1 割程度が残存している。 

ボローニャはルッカと違い近世の市壁をもたなかった。また無用となった市壁を放置せ

ず意図的に壊した点でチッタデッラと異なる。この意図的な破壊、また破壊の仕方に市民

と市壁の微妙な関係が表れており、現代における市壁の保存と活用にとって興味深い示唆

を与えてくれると思われる。この点は最後にふれることにする。 

 

 

３．現   在 
 

1．ルッカ 

それでは現在、市壁はイタリアの市民生活にどのように生きているのであろうか。 

ここでもルッカからみていくことにする。ルッカの市壁の特徴は、上述のとおりその厚

さ、小兵舎、空堀であった。この３つの特徴がそれぞれ市民生活にたくみに生かされてい

る。厚い壁の上にはすでに 19 世紀初め以来遊歩道ができ、両側に街路樹が植えられて心

地よい散策路となっている【写真L02】。また一周 4.2 キロメートルのこの遊歩道はサイク

リングやジョギングに格好のコースでもある。堡塁部分は小さな公園ほどの広さがあり、

さまざまなイベント会場として利用されている。有名なのは植木市で、市内にある植物園

の協力を得て開かれ、全国的によく知られている。 

空堀は一面よく手入れされた草地である。私が訪れたとき、たまたま独特の草刈機で草

を刈っていたが【写真L11】、それをみてもこの広大な草地を維持するのが容易でないこと

が想像できた。この空堀は年に数回ゴルフのコンペに利用されるくらいで、具体的な用途

より緑地としての意義が重要視されているようである。利用が多彩なのは小兵舎で、私が
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見て回った範囲でも児童図書館、展示場【写真L08】、レストラン【写真L06、L07】、アー

チェリー・クラブの詰所と練習場【写真L09】などに利用されていた。 

小兵舎の一つは市壁管理事務所 Opera delle mura【写真L04】となっている。上述のと

おり 1870 年以来ルッカの市壁はコムーネの所有となり、市壁の管理と活用、イベントの

企画などはこの管理事務所が中心になって行っている。職員は 12 名、3 名が事務職で 9

名が現業、全員コムーネの職員である。【写真L05】は管理事務所の内部であり、ここで現

在の市壁管理について多くの情報を得ることができた。 

 

2．チッタデッラ 

ルッカでは市壁そのものが――厚い壁、空堀、小兵舎のように――市民生活への利用に

好都合な物理的条件を備えていた。これと対照的なのがチッタデッラである。薄くて高い

市壁では市民生活に生かす余地はあまりない。そのため現在チッタデッラ市当局はこの市

壁を修復して観光資源として売り出そうとしている。チッタデッラの市壁を初めて見る者

はその偉容に圧倒される。壁というものがもつ存在感と重量感をこれほど感じさせるもの

は多くない。これはたしかに観光資源になりそうである。さらに近年チッタデッラの市壁

は世界遺産に指定され観光地化が勢いづいている。 

市壁修復は大きく３つの面で進められている。第一は市壁そのものの修復である。1980

年代後半から始まり、【図 4】のように市壁を４分の１ずつの区画に分けて修復している。

現在、図の左（西）半分の修復が終わって右下（南東）部分が修復中【写真C04】である。

あと数年ですべての修復が終わる予定という。修復前と後では、【写真C05】と【写真C01】

を見比べてみれば違いは歴然としている。未修復の部分が色あせて崩れかけ、草などが絡

みついているのに対し、修復後の部分は薄いピンク色に輝いて壮麗である。 

第二は市壁上の周遊路である。先に【写真 C02】でみたようにチッタデッラの市壁上に

も狭いが通路があり一周できるようになっている。もともと攻城戦に備えて作られたもの

であるから一定間隔ごとに塔や矢狭間があり、人一人がやっと通れるほどの幅しかない。

おまけに内側は柵もなくそのまま絶壁になっている。現在、この通路を整備し柵をつけて

市壁を一周できるようにする作業が進んでいる。この周遊路もすでに西半分が完成してお

り、私も実際に歩いてみた。歩いてみると市壁内外の眺望を楽しむことができるばかりか、

市壁の構造や中世の攻城戦のようすも伺い知ることができて興味深い。カンブレー同盟戦
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争時に砲撃で破壊された部分はそのまま残されており、ここは空中の通路でつないである

【写真C03】。空中 15 メートルのこの渡り道を通るときはちょっとしたスリルがある。 

第三は市壁の外堀の整備である。チッタデッラにも、ルッカほど大きくはないが外堀が

あり市壁を囲んでいる。この外堀の整備は 2002 年に終了した。ここで注目すべきは堀の

水際である。【写真C03】の下部をよく見ていただきたい。縦に打ち込まれた丸太が並んで

いるのがわかると思う。なんの変哲もない光景に見えるがここにはヴェネツィアの伝統工

法が生かされている。ラグーナ（砂洲）上に築かれたヴェネツィアでは、砂という脆弱な

地盤上で建物の沈下を防ぐため、大量の木杭を打ち込んでその上に家を建てた。水中に打

ち込まれた木杭は腐敗せず長年もちこたえる（水中の木簡が長持ちするのと同じ理由であ

る）。この工法をチッタデッラは堀の整備に利用したのである。伝統工法の知恵を現代に生

かした好例といえよう。 

あと二つチッタデッラで興味深く思われたことを述べておこう。一つは劇場と市壁との

関係である。数年前、市内にモダンな野外劇場が完成した。【写真C06】でわかるように市

壁上の通路は、ある場所でこの劇場の舞台正面に達する。ここは高さといい角度といい観

劇に絶好の場所である。関係者に確認するのを忘れたが、おそらくこれは偶然の一致では

なく、当初から市壁上の観劇を予定して劇場を設計したものと思われる。市壁にはこうし

た用途もあると感心させられた例である。 

第二は市壁修復の財政である。上述のように市壁は４分の１ずつの区画に分けて修復さ

れている。修復担当技術者の話では、1 区画分の修復費の目途が立つごとに修復を行って

きたという。財源はコムーネはもちろん、県 provincia、州 regione、国、EU、各種のコ

ンペや補助金などあらゆるところからかき集めてくるという。驚いたのはそのなかに失業

対策事業費まで含まれていたことである。市壁修復は一面では失業対策でもあり、職がな

く人口流出に悩む地方の小都市にとって有効な方策であると痛感した。 

市壁の現在はルッカとチッタデッラで対照的である。ルッカの市民はすでに 200 年間さ

まざまな仕方で市壁とともに生きてきた。これに対しチッタデッラは市壁を長く放置した

後、20 世紀の末ようやくその観光価値に気づき修復と売り出しに懸命になっている。両者

の違いは歴史的背景に由来するとともに、市壁の物理的形態に起因することも否定できな

い。チッタデッラの場合、上述の劇場観覧席のような例を除けば市壁を市民生活に生かす

のはむずかしいと思われる。とはいえ観光資源として町おこしに生かすのも、市民が市壁
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と共生していく一つの道であることに変わりはない。 

 

3．ボローニャ 

ルッカとチッタデッラは市壁と共存していく道を選んだ。これに対しボローニャは 20

世紀初頭市壁と決別した。これはボローニャに限らず中規模以上の都市の多くが選択した

道であった。それらの都市では 19 世紀以来近代化が進むにつれ、市壁は発展の妨げとな

る過去の遺物とみなされ破壊されたのである。ボローニャはどのようにして決別への道を

歩んだのであろうか。 

破壊を求める声はすでに 1878 年からあがっていた。コムーネ議員の一人が、市壁は発

展の邪魔になる「拘束服」にすぎず、他方で歴史的・建築的価値もなく全面的に破壊すべ

きだと主張したのである。1889 年にコムーネが採択した「ボローニャ規制一般計画」でも、

将来における市壁の取り壊しが予定されている。世論もおおむね破壊に積極的であった。

したがって 1902 年に最初の鶴嘴が市壁に振り下ろされたとき【写真B04】、市民たちはこ

れを自然な結果と受け止め新聞も小さく報道しただけであった。市壁は 1902 年から 1904

年にかけてほぼ 9 割が破壊された。しかし 13 あった市門の多くは残された。したがって

破壊は完全なものではなかった。ここにボローニャ市民の市壁に対する微妙な意識をみて

とることができるが、この点は後でふれる。 

破壊を支持する理由は多様であった。第一は交通の便である。20 世紀初頭のイタリアに

はすでに自動車が出現し路面電車が走っていた。交通手段が変化し、交通量が急速に増加

するなかで市壁は最大の障害となっていたのである。第二は衛生上の理由である。当時市

壁は空気の流れを妨げ、伝染病の原因となる悪い空気を醸成すると考えられていた。市壁

を取り去って風通しをよくすることは健康上の理由からも求められたのである。第三は税

金問題である。市壁に設けられた門は、ボローニャに限らず、中世以来入市税（間接税）

徴収の場であった。この税は市門とともに 20 世紀初頭も残っており、市民にとって市門

とは忌むべき入市税徴収の場として意識されていた。「都市の壁」＝「税の壁」の撤去を求

める声は民衆の間に根強くあった。第四は失業対策である。ボローニャは 19 世紀末以来

イタリアでも労働運動の盛んな地であり、農村部から職を求めて集まる人々を各種の団体

が組織していた。そこでコムーネ当局にとり市壁の取り壊しは、労働者に仕事を与えて不

満を抑え、労働運動の激化を防ぐ手っ取り早い手段と考えられたのである。 
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こうして世論の大勢は取り壊しに傾いていた。当時のそうした意見を代表するのは「進

歩の名のもとに」In nome del progresso というスローガンである。都市が新しい世紀に発

展していくためには、古い衣を脱ぎ捨てなければならないと叫ばれた。市壁は守るべき

antico な（古くて良い、古風な）遺産ではなく、vecchio な（古くて悪い、古臭い）遺物

とみなされた。とはいえ、市壁の破壊を「蛮行」、「文化の破壊」として激しく非難する声

も少数ながらあった。その代表は建築家・文学者で中世マニアのアルフォンソ・ルッビア

ーニ Alfonso Rubbiani である。彼は破壊を食い止めるために論陣を張り、各方面に働きか

けたがほとんど効果がなかった。彼の主張が見直されるのは 100 年後のことである。 

その 100 年後、すなわち 2002 年、ボローニャで市壁破壊百周年を記念するシンポジウ

ムが開かれた。ボローニャ市が主催し「失われた境界」I confini perduti と題されたこの

シンポジウムでは、イタリアのみならず他のヨーロッパ諸国、さらに非西欧世界からも研

究者を招いて市壁の破壊と保存の意味について議論が交わされた。ボローニャ市壁の破壊

百周年を機に、現代都市にとって市壁がもつ意味をあらゆる角度から見直そうとする試み

である。その記録は 500 ページを超える大冊である。冒頭で主催者の一人は 100 年前の破

壊を「文化に対する犯罪」、「虐殺」と呼び、今日なら破壊に賛成するものは誰もいないだ

ろうと述べている。「進歩の名のもとに」破壊を推進した 100 年前とくらべて明らかに意

識は変わったのである。また同年、写真に残るかつての市壁とその破壊風景を集めた書物

が出版された。それは意味深長にも『進歩の名のもとに』と題されている。この 100 年で

なにが変わったのであろうか、なぜ変わったのであろうか。最後にこの点にふれておくこ

とにしよう。 

 

 

４．教   訓 
 

以上の例からみても、仁木氏のいうとおり、イタリアが市壁保存の先進国であることは

たしかである。イタリアは保存の技術、市民生活への活用、観光開発などの面で豊かな経

験を有しており、その経験には我々が学びうるところが多い。しかし今回の調査で印象的

だったのは、そうした個々の教訓の背後に、市民が市壁と取り結ぶ独特の関係や市壁への

複雑な思いが見え隠れする点である。私見ではイタリアが「先進国」であるのはまさにこ
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の点にあると思う。それを「傷つきやすさ」と「屈折した共生」という表現で説明してみ

たい。 

今回、歴史の風雪を生き抜いてきた市壁を見て痛感したのは、市壁が意外に弱く傷つき

やすい存在であるという事実である。どの市壁もみかけは頑丈で力強い。またそうでなけ

れば防壁として用をなさない。しかし壊れやすく壊されやすいのも事実である。チッタデ

ッラの中世の市壁は大砲の出現で簡単に壊された。その後は市民の無関心で朽ちるままに

なった。ボローニャの市壁は市民の決断で意識的に破壊された。ルッカにしても近世市壁

の建設で用済みとなった古代と中世の市壁は取り壊された。市壁は物理的にも社会的にも

弱い存在なのである。同じ歴史的建造物でも教会や修道院、市庁舎ならこれほど粗末に扱

われることはありえない。これはまず防衛という実用的価値が優先される市壁の運命なの

かもしれない。 

とはいえ市壁はたんなる防衛のための施設でないのも事実である。18 世紀初めに描かれ

たルッカ都市図をみてみよう【写真L12】。市壁が堡塁や空堀とともに描かれている。市壁

の姿は市内の町並み以上に印象的である。16 世紀以後数多く描かれたこの種の都市図には、

必ずといってよいほど市壁が――リアルに、綿密に――描き込まれており、都市の第一の

相貌となっている。遠望したとき都市はまず市壁として意識されるのである。もう一つボ

ローニャの守護聖人たる聖ペトロニオ San Petronio の像（ミケランジェロ作）をみてみよ

う【写真B05】。彼は両手にボローニャの町を支えもっている。そのボローニャは市壁で囲

まれている。すなわち都市を守る市壁は聖人による守護と重ね合わされているのである。

ルッカのような都市図も聖ペトロニオのような守護聖人像もとくに珍しいものではなく、

他にも多く例がある。これらからわかるのは、市壁はたんなる防衛施設ではなく、都市の

シンボルでもあり市民のアイデンティティの一部をなしているということである。 

そうした市壁をボローニャは「進歩の名のもとに」破壊した。その破壊には当初からル

ッビアーニのように強硬な反対意見があった。100 年後、ボローニャ市民は破壊が誤りで

あったことを認めた。破壊の是非をめぐる議論には、市民が市壁によせる複雑な感情が反

映されているように思われる。そうした感情がみてとれる例をみてみよう。 

現在ボローニャにはかつての市壁の一部があちこちに残っている。長くて 100 メートル

程度、短いところは 10 メートルくらいしかない。そうした市壁の残骸には必ず【写真B03】

のようなプレートが付されている。そこには「都市壁／13-14 世紀に建造された最後の市
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壁の残存部／20 世紀初頭に大部分破壊された／ボローニャ市」と記されている。このプレ

ートは、その形といい色といい銘文といい、市壁にささげられた墓碑銘のようである。今

や残骸でしかない市壁に墓碑銘まがいのプレートを付す心情はかなり込み入ったものであ

ろうと察せられる。 

もう一つは市門のその後である。上述したように 20 世紀初頭の破壊においても、市門

はその歴史的・建築的価値ゆえに多くが残された。しかし 1950 年代この市門も破壊の危

機にさらされる。破壊を求める理由は再び交通の便であった。本格的な自動車時代の到来

にともない、市門は車の流れを妨げ事故の原因ともなっているとして撤去を求める声があ

がったのである。今回もまた賛否両論があり、その結果妥協的な解決が図られた。サン・

ヴィターレ門 Porta San Vitale をみてみよう。交通の障害として槍玉にあげられたのは、

市門前の長く突出した部分 avancorpo【写真 B06】である。サン・ヴィターレ門の場合こ

の突出部のみを撤去することで解決が図られた。ただし撤去後もかつての突出部を白線で

残すことが決められた【写真B07】。しかしこの白線もいつしか消えてしまった【写真B08】。

市壁から切り離され、突出部も失ってぽつんと残されたサン・ヴィターレ門は、【写真B08】

のように周囲の景観とまるでちぐはぐな姿をさらしている。それでもこの門自体を撤去し

ようという話はない。 

このようにボローニャ市壁の破壊のようすをみて感じるのはその手ぬるさ、思い切りの

悪さである。なぜ一挙に全部取り去ってしまわないのか。おそらくできないのであろう。

ここに市壁に対する市民の複雑な感情を読み取ることができる。市壁というものは、無用

ないし邪魔になったからといって簡単にお払い箱にできない実利以上の存在なのである。

ボローニャはそうした市壁を「進歩の名のもとに」壊そうとしたがそれに徹することはで

きなかった。破壊の手を緩めさせたのは、数世紀にわたって市壁と共生し、市壁を都市の

シンボルともアイデンティティとも感じてきた経験以外にないであろう。破壊と保存の間

を揺れ動くこうした心理をここでは「屈折した共生」と呼んでみたい。イタリア市壁の現

状を考える際、破壊と保存の間にボローニャのような中途半端な事例、「屈折した共生」を

おいてみることで問題の性格はより明確になるのではないだろうか。 

しかし「屈折した共生」はそれなりに成熟した歴史意識を生んだように思われる。ボロ

ーニャが市壁破壊 100 年後、破壊の是非ではなく破壊と保存の意味を考えるためにシンポ

ジウムを催したことがその例である。破壊された市壁は 100 年後も市民の意識に執拗に尾
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を引き続け、破壊の意味を考えるよう促しているのである。 

他方でルッカのように市壁との共生に成功したといえる場合でも、ある種の成熟した歴

史意識を感じさせられることがある。最後にこの点にふれておくことにしよう。【写真L10】

を見ていただきたい。ルッカの市壁上からの光景である。このように市壁の端には柵も「危

険」の立て札もない。市壁のかなりの部分がこうした無防備状態であり、歩いてみるとう

っかり足を滑らせそうになる。現に年に一人くらいはここから落ちる人がいるらしい（幸

いにも死んだという話はないそうだ）。日本ならすぐに柵や「危険」の立て札を設置すると

ころだろう。そうしないで人が落ちればすぐに行政の責任が問われるだろう。しかしルッ

カの人々の間では（おそらく）そうした柵や立て札はこの市壁の景観を台無しにするとの

暗黙の了解があるのだと思われる。壁から落ちるのは本人の不注意である。そうした人の

ために市民が誇りとする市壁を傷つける必要はないとの合意があるのであろう。これも一

つの成熟した歴史意識ではないだろうか。 
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大黒報告　図版（写真）

写真L01

図１　ルッカ都市プラン
古代の市壁（跡）
中世の市壁（跡）

出典：J.Ross and N.Erichsen, The Story of Lucca, London, 1912 (reprint,
Nendeln-Liechtenstein, 1970), appendix.
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写真C01

写真B01
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写真B02

写真L02
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写真C02

写真L03
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写真L10

写真L04
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写真L07

写真L06
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図2 チッタデッラ都市プラン
出典：Cittadella. Guida strorico turistica, Cittadella, 1993.

写真L09
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写真C07

写真C03
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写真L11

図3 ボローニャ都市プラン
古代の市壁（跡）（６世紀）
中世の第一市壁（跡）（13世紀）
中世の第二市壁（跡）（13-14世紀）

出典：G. Bonazzi,Bologna nella storia, Bologna, 1989, p.64
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写真L05

写真L08
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写真C04

図4 チッタデッラ市壁修復計画
出典：A Valentini, Restauro e valorizzazione sistema fortificato di Cittadella, Interventi

di restauro sul quadrante sud-est da Porta Padova a Porta Treviso. Bozza,
Cumune di Cittadella, 2005 (PDF file), p.22.
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写真C06

写真C05
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写真L12
出典：F. Giovannini, Conoscere Lucca, Lucca, 1998, pp. 14-15

写真B04
出典：T.Costa, Sulle mura di Bologna. Mille anni di guerra e di pace, Bologna, 2000,

pp. 158-159
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写真B03

写真B05 聖ペトロニオ像（ミケランジェロ作）
出典：Bologna, alma mater studiorum, Bologna, n. d., p. 77.
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写真B07 サン・ヴィターレ門（1950年代初頭、突出部跡を示す白線に注意）
出典：In nome del progresso, p. 38.

写真B06 サン・ヴィターレ門（1950年代初頭、突出部撤去前）
出典：M. Poli (a cura di), In nome del progresso. 1902-1904: I'abbattimento delle

mura di Bologna, Bologna, 2002, p. 36.
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写真B08 サン・ヴィターレ門（現在）
出典：In nome del progresso, p. 38.
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「歴史遺産と都市文化創造Ⅲ――都市城壁（惣構）を町づくりにいかす――」 

 

［コメント１］ 

大阪における城下町の歴史遺産と町づくり 
 
 

北川 央  
（大阪城天守閣） 

 

 

1．豊臣大坂城の築城経過と惣構の範囲 
 

大坂城のルーツは、明応５年（1496）に本願寺八世蓮如が現在の大阪城地に大坂御坊を

建立したことに求められる【註１】。 

この大坂御坊は、やがて浄土真宗本願寺派の本山・大坂本願寺となって、一向一揆の総

司令部として機能し、織田信長と十年の長きにわたって戦闘を続けた。本願寺が紀州鷺森

へ退去したあとは、織田信長がその跡地を大坂城として用い、一族・重臣らを配置したが、

本能寺の変で信長が斃れたため、織田家宿老が集った清洲会議の結果、大坂城は池田恒興

の領有するところとなった。 

そして、賤ケ岳合戦で柴田勝家を討ち破り、信長の後継者レースを制した羽柴秀吉が、

天正11年（1583）６月２日、信長一周忌のその日に大坂城に入る。秀吉は、同年９月１日

から、本願寺以来の旧城を利用する形で築城工事を開始した。この工事は天正13年４月頃

まで続き、４月には大天守も竣工した。これが豊臣大坂城の第一期築城工事で、山里丸を

含む本丸が完成する。 

第二期工事は天正14年正月から始まり、同16年３月頃まで続き、西の丸を含む二の丸が

この工事で完成する。そして文禄３年（1594）正月から同５年にかけての第三期工事で惣

構が、秀吉が亡くなる二ヶ月前の慶長３年（1598）６月に始まり同４年に終了した第四期

工事で三の丸が、それぞれ築かれる。 
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こうして豊臣大坂城は、四期にわたる築城工事によって本丸・二の丸・三の丸・惣構と

いう四重構造の巨大城郭として完成する【図版１、註２】。そして、北は淀川（現在の大川）、

東はほぼ現在のＪＲ大阪環状線に沿う形の惣構堀、南は空堀通の位置に近い惣構堀、西は

現在の東横堀川が惣構堀で、これらに囲まれる範囲が、豊臣大坂城の 外郭たる惣構であ

った。 

 

 

2．惣構堀のその後と現状 
 

周知のように豊臣大坂城の惣構堀は、大坂冬の陣で抜群の防御機能を発揮し、20 万に及

ぶ徳川方の大軍を一歩たりとも内部に侵入させなかった。けれど、講和条件によって、徳

川方の手で埋められ、翌年の夏の陣に向けて一定の掘り返しは行なわれたものの、結局大

坂城は落城し、豊臣家は滅亡する。陣後、幕府から大坂藩主に任命され【註３】、大坂市街

の復興を命ぜられた松平忠明は旧三の丸を市街地として開放する。元和５年（1619）に大

坂は幕府の直轄地となり、二代将軍徳川秀忠が幕府の西日本支配の拠点として大坂城を再

築するが（徳川大坂城）、その範囲はおおむね豊臣大坂城の本丸・二の丸の規模にとどまっ

た【註４】。大坂の市街は、秀吉 晩年の慶長３年から、西惣構堀を越えて船場（北船場）

の建設が始まり、江戸時代になると、さらに南船場・西船場・島之内・堀江が次々と開発

され、むしろこれらの地域が大坂三郷の中核を担うことになるので、惣構は大坂城の 外

郭としての性格を基本的に失ってしまう。 

それでも東惣構堀に相当する猫間川は、江戸時代には徳川大坂城の外縁部に位置した玉

造口定番屋敷や同与力屋敷といった武家地と摂津国東成郡森村との境界をなしたし、大正

14 年の第二次市域拡張までは大阪市と東成郡の境界として機能した。また、南惣構堀（空

堀）は、秀吉が大坂築城を始めた 初期に城下町として建設された平野町が、松平忠明の

時代に城下から切り離されて農村とされたために、町場としての大坂三郷と農村部との境

界線になった。西惣構堀は、大坂夏の陣後の元和５、６年（1619、20）頃に完成した西横

堀に対して「東横堀」と呼ばれるようになり、大坂三郷の内部に位置することとなったが、

旧城下町である内町と船場・島之内とを画する境界としての役割を果した。 

このように、豊臣大坂城の惣構堀は、城郭の 外郭としての機能は喪失したものの、何
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らかの意味合いをもって江戸時代を通じて存在した。 

では、これら惣構堀の現状はどうか。まず惣構の北を限った大川（淀川）は、かつてこ

こに流れ込んでいた大和川が宝永元年（1704）に新たな流路に付け替えられて、現在の柏

原市からそのまま西に向かって直進し、堺の北で大阪湾に流入するようになった（新大和

川）。また、淀川自体も明治 29 年から 43 年にかけての淀川改修工事によって新淀川が開

削されたため、大川の水量は大幅に減り、川幅もずいぶん狭くなったが、おおむね豊臣時

代と変らぬ流路を流れている。 

東の惣構堀であった猫間川は、昭和初期頃から順次埋め立てられ、昭和33年にはその工

事が完了して、完全に姿を消した。南の惣構堀は、現在も「空堀通」「空堀町」「空堀商店

街」といった地名が遺るものの、明確な痕跡は留めていない。西の惣構堀は、東横堀川の

名前で今も健在であるが、堀の中には橋脚が立てられ、上を阪神高速環状線が走っている。 

 

 

3．惣構堀の活用法をめぐって 

 

豊臣大坂城の惣構から少し話はそれるが、二代将軍徳川秀忠によって再築された大坂城

（徳川大坂城）は、三代将軍徳川家光の代に完成し、寛永11年（1634）閏７月25日に家光

が入城した。そして翌日、家光は西の丸の乾櫓に登って窓から金の采配を振り、大坂三郷

の地子を永代免除する旨伝えたのであるが、これに感謝した三郷の町人たちはその記憶を

永遠に留めるため、一つの鐘を鋳造して、将軍家光の徳を銘文に刻み、一刻（二時間）ご

とに打ち鳴らし、時報の鐘として用いた。 

幕府政治のすばらしさをアピールし続けたこの鐘は「仁政の鐘」の別名で呼ばれたが、

幕府支配の終焉とともにその役割を終え、明治維新後は各地を転々として、大正 15 年に

現在の大阪府庁舎が新築された際、そこに移された。昭和 58 年にいたり、かつてこの「仁

政の鐘」の鐘楼が存在した地元東区（現、中央区）釣鐘町から里帰り運動が起こされ、翌

年には大阪府がこれに同意し、近代的なコンクリート製の鐘楼も完成して、昭和 60 年に

無事里帰りを果たした【図版２】。現在は、大坂町中時報顕彰保存会が運営し、コンピュー

ター制御で朝八時と正午、そして日没の一日三回、自動的に鐘が撞かれ、時を知らせるシ

ステムになっている。 
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この釣鐘屋敷の事例のごとく、豊臣大坂城の惣構堀についても、かつてその場所が惣構

堀であったことを想い起させるモニュメントを作ることは可能である。実際、大坂夏の陣

の際に徳川方の将安藤重長が戦利品として持ち帰り、磐城平藩主となった安藤家に江戸時

代を通じて伝存した豊臣時代の高麗橋の擬宝珠を大阪城天守閣で所蔵しているが【図版３】、

平成 14 年度に、そのレプリカを製作して展示し、高麗橋の歴史を解説する小公園が、東

横堀川に架かる現在の高麗橋東詰に整備された。 

同じく東横堀川に架かる本町橋は、大坂冬の陣の際に行なわれた数少ない戦闘の一つ、

豊臣方の武将塙団右衛門が徳川方の蜂須賀至鎮隊に夜討ちをかけた舞台として著名で、東

京国立博物館所蔵の「大坂冬の陣図屏風」には付近の状況も含めて克明に描かれるから、

それを参考に本町橋の夜討ちのシーンや惣構の様子を再現するモニュメントを作ることは

可能である。この「大坂冬の陣図屏風」には、南惣構堀（空堀）の内側に建てられた豊臣

方の防御施設も詳細に描かれているので、長屋街区として保存・整備が進んでいる空堀地

区の一画に、豊臣大坂城の惣構堀の雰囲気を再現することもできる。 

また高麗橋や本町橋が架かる東横堀川に関していうと、東京の日本橋界隈で首都高速の

移転が真剣に議論されているように、阪神高速を移設し、景観を整備していくことも、十

分検討の余地がある。 

以上のように、豊臣大坂城の惣構堀を町づくりに活用してゆく方法はいろいろと考えら

れるが、その一方で、豊臣大坂城の惣構堀が展開する上町台地一帯は、聖徳太子創建の四

天王寺や、大化改新後に遷都され、奈良時代を通じて平城京に対する副都として機能した

難波宮などに代表されるように、豊臣大坂城以前にもたいへん長くて豊かな歴史がある。

また江戸時代以降についても、徳川再築大坂城があって、そのお膝元には大坂三郷が展開

し、近代にもやはり豊かな歴史があるので、豊臣大坂城だけに都市としてのアイデンティ

ティを求めることは、市民感情としても難しい一面がある。今回ご報告のあった岐阜や金

沢とはその点が一番大きな違いで、“千年の都”京都の場合は大阪と同じ問題を大阪以上に

大きく抱えているのではないかと思う。 

したがって、先に述べたように、モニュメントを作ったり、復元をしてまで惣構堀を活

用するよりは、現実に遺されている城下町の歴史遺産を町づくりに活かす方法をまず考え

るべきではなかろうか。 
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4．歴史遺産を活用した町づくりと地域住民の意識 

 

昨年の本シンポジウムでも報告させていただいたとおり、大阪市で主催する「四季のイ

ベント」の秋ブランド『大阪歴史三景』のメイン・イベントの一つとして、毎年11月に「大

阪歴史ウォーク」を開催している。 

平成 14 年の第１回から約 3,000 人の方々が参加して下さり、大盛況となったが、参加

者が一番驚きの声を挙げられたのが、たくさんの寺町の存在と、その寺院数の多さであっ

た。大坂城下の寺町は、秀吉の城下町建設の一環として造られたわが国 初の寺町で、大

坂の陣で一旦は灰燼に帰したものの、再び建設された【註５】。明治以降、一部は廃寺にな

ったり、道路拡張その他の理由で移転を余儀なくされた寺院もあるが、とくに下寺町（西

寺町）や生玉寺町などでは往時の景観を今に伝え、多くの文化財も伝来する。 

私自身、大阪城天守閣の先輩学芸員であった内田九州男氏（現、愛媛大学法文学部教授。

日本近世史）、大阪市立大学の谷直樹氏（現、大阪市立大学大学院生活科学研究科教授。建

築史）、神戸大学の田中智彦氏（故人。元岐阜聖徳学園大学教授。歴史地理学）、大阪市立

博物館の福原敏男氏（現、日本女子大学人間社会学部教授。日本民俗学）、大阪市立美術館

の石川知彦氏（現、大阪市立美術館主任学芸員。日本美術史）とともに、昭和62年に「寺

町研究会」を結成し、平成６年まで寺町寺院の調査を続けた。その結果、あらためて歴史

遺産としての寺町の重要さ、そして豊かさを痛感し、何とかこれを多くの人々に知っても

らい、その歴史的景観を少しでも損ねることなく後世に伝えたいと念願するようになった

【註６】。 

「大阪歴史ウォーク」もそのきっかけ作りを目指した取り組みの一つであったが、それ

に加えて、以前編集アドバイザーをつとめた（財）大阪都市協会発行の月刊『大阪人』で

も、寺町の特集を提案していた【註７】。残念ながら在任中には実現できなかったが、寺町

を特集した『大阪人』は平成16年11月に刊行され【図版４、註８】、誌面で取り上げた寺

院が少しまとめて買って下さったという一面はあるものの、とにかく空前の売れ行きを示

してすぐに完売となり、ここ２年間ではこの号だけが唯一バックナンバーのない状態とな

っている。 

実際、ふだんでも寺町を訪れる人々が多くなったようで、そういう方々から質問を受け

ても答えることができず、恥ずかしい思いをし、困っているという寺町の住職さんたちか
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ら依頼を受け、その住職さんたちを対象に、今秋平成17年10月に寺町の歴史に関する講演

を行なった。また昨秋平成16年９月には生國魂神社から依頼を受け、同神社例祭の日に、

参集された氏子総代さんなどを相手に、生國魂神社の歴史や、同神社と大坂城との関係な

どについて講演を行なった。そして、この話を聞いて、興味を持たれた総代さんたちから

の依頼で、翌十月に、今度は氏子さんたちを聴衆にして、同じ内容の講演を行なった。 

たいへん多くの氏子さんたちが参集されたことにも驚いたが、特に若い人たちが多く、

講演後の活発な質疑応答も、専ら彼ら若者との間で交わすうことになり、なおさら驚かさ

れた。 

寺町の住職さんたちの場合は、来訪者・観光客という「外圧」によって、地域住民との

間にいい意味での緊張感が生まれ、住民の側が目覚めたケースといえるが、どうやら生國

魂神社の氏子さんたちの場合は、「外圧」ではなく、住民の自覚の中から生まれたケースの

ようで、 近はこのように「内発」的に意識が醸成される事例が目立って多くなっている

ように見受けられる。従来のように自治体やマスコミなどの主催ではなく、地域住民の方々

自身が企画・主催される講演会・シンポジウムなどに招かれる機会がとにかく増え、地域

住民が、自分の住む地域のことを知りたがっていることをひしひしと感じるようになって

きたのである。 

今秋、歴史街道推進協議会発行の『歴史の旅人』からインタビュー取材を受けた際、大

阪のこうした状況を紹介し、「地域の人たちが、自分の住む地域の歴史を知り、地域を愛し

て、誇りを持てば、地域のあり方、大阪という町も変わってくると思います」と述べた【註

９】。 

戦後歴史学は、「郷土史」を徹底的に批判・否定し、「郷土史家」をほぼ絶滅にまで追い

込んだ。それはそれで、新たに「地域史」を確立する上で、学問的には重要な意味を持つ

作業ではあったが、歴史遺産を活用した町づくりを実践していく上では、学問的な客観性

もさることながら、地域住民の地域に対する「愛情」が絶対に必要不可欠となる。もちろ

ん、その「愛情」が排他的で偏狭なものであっては非常に困るのであるが、自分たちの住

む地域や都市を自分たちの「故郷」「郷土」と認識して、「愛情」を持って地域と向き合う

人たちが増え、そういう方々が多数派になれば、歴史遺産を保存・活用しながらの町づく

りも案外簡単に進むのではないかと思っている。そういう新しい形の「郷土史家」を歴史

学の研究者は一緒になって育て上げるべきだし、それら「郷土史家」と研究者が良きパー
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トナーとして、連携を保ちながら町づくりにも取り組むべきだと思っている。 

 

 

5．上町台地における新たなる展開 

 

大阪市では、本年度（平成 17 年度）、北は大川、東と南は JR 大阪環状線、西は松屋町

筋で囲まれる範囲を、住宅局が「上町台地」の名称で“マイルド HOPE ゾーン”に指定

した。 

「大都市ならではの利便性や文化性とともに、貴重な歴史的資源や、豊かな緑などのア

メニティ要素も備え」るこの地域で、「多くの方々に愛される個性豊かな魅力ある居住地の

形成と、居住地としてのイメージの向上を図るため」、「NPO 等が行う、魅力発見のため

の『まち歩き』等のイベントやコミュニティ誌や資源マップの発行など、居住地としての

魅力とイメージの向上に向けた活動への助成」、また「NPO 等とタイアップしたシンポジ

ウムや連続講座など、住まい情報センターにおける情報発信」を行なうのが、このマイル

ド HOPE ゾーンの事業概要とのことで【註10】、平成 17 年 12 月 17 日には大阪市立住ま

い情報センターでこの事業のキックオフイベントとして、「住むまち・上町台地フォーラム

～住み暮らすまちとしての魅力発信とまちづくり団体などの交流～」が開催される。 

私もパネリストの一人として参加を要請されているのであるが、現在、この「上町台地」

エリアで町づくり活動を行なっている NPO 法人等は実に 23 団体もあり、その数の多さと

多彩な活動内容にあらためて驚かされた【註11】。 

たしかに私がこの地域を狭義の「上町台地」と呼んで、ここを舞台に取り組んできた歴

史・文化イベントでも、それらの団体の多くに度々協力を得てきたし、イベント自体もそ

れらの団体の活動に有形・無形の影響を与えてきたと自負している。したがって、今回こ

の地域がマイルド HOPE ゾーンの指定を受けたことも、私のこれまでの活動が結実した

一つの大きな成果と捉えられなくもないが、こうした状況に立ち至ったことを決して手放

しで喜ぶのではなく、行政とNPO法人等がこのマイルドHOPEゾーンという事業の中で、

単に活動資金の援助にとどまらず、どのように有機的な関係を保ち、どうした展開を見せ

るのか、温かく、かつ厳しい目で見守っていきたいと思っている。 
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註 

（１）大坂御坊の創建から豊臣大坂城の完成に至る経過については、渡辺武著『図説 再見大

坂城』、佐久間貴士編『よみがえる中世２ 本願寺から天下統一へ 大坂』、また拙稿「な

にわの事もゆめの又ゆめ～豊臣秀吉と大坂城～」（『なにわ』588 号～599 号）などに詳

しいので、それらを参照されたい。 

（２）但し、三の丸の範囲やその性格をめぐっては、平成 15 年 12 月に大阪府警察本部棟新築

二期工事にともなう発掘調査で大規模な堀が発見されたことを機に活発な学術論争が展

開されている。詳しくは、江浦洋「豊臣期大坂城と大坂冬の陣―大阪府警察本部地点検

出の堀をめぐって―」（『大阪の歴史』65 号）、黒田慶一「歴史的名辞としての大坂城『三

の丸』」（『森宏之君追悼城郭論集』所収）、高田徹「文献史料からみた豊臣期大坂城―豊

臣期大坂城縄張りに関する予察的検討―」（『戦乱の空間』３号）、松尾信裕「豊臣期大坂

城下町の成立と展開」（『ヒストリア』193 号）などに拠られたいが、新発見の堀に対す

る評価や三の丸の範囲・性格に関する考え方が定まったわけではないので、とりあえず

ここでは従来の通説的見解である渡辺武氏作成の略図を参考として掲げた。 

（３）松平忠明は、将軍から大坂城を預かる形にはなったが、大坂城へは入らず、のちに東・

西町奉行所となる天満橋南に屋敷を構えたので、大坂城主ではなく「大坂藩主」と表現

しておく（内田九州男「近世初頭大坂の支配について―国奉行制と大坂藩―」『歴史評論』

393 号）。 

（４）徳川大坂城の再築経過と都市大坂の復興の過程については、前掲の渡辺武著『図説 再

見大坂城』の他、大阪城天守閣『特別展 大坂再生―徳川幕府の大坂城再築と都市の復

興―』に詳しいので、参照されたい。 

（５）大坂の寺町については、内田九州男「城下町大坂」（岡本良一責任編集『日本名城集成 大

坂城』所収）、内田九州男「大阪の寺町」（『観光の大阪』429 号・430 号）、また拙稿「秀

吉が『寺町』をつくった。―大坂城下、寺町の歴史」（『大阪人』58 巻 11 号）などに詳

しいので、参照されたい。 

（６）拙稿「秀吉が『寺町』をつくった。」（前掲）ならびに拙稿「大坂城下の寺町 浄土真宗

がない理由」（『産経新聞』大阪本社版平成 16 年５月 21 日付夕刊、のち北川央編著『お

おさか図像学 近世の庶民生活』に所収） 

（７）平成 11 年４月～平成 16 年３月の間、月刊『大阪人』の編集アドバイザーをつとめた。 
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（８）『大阪人』58 巻 11 号 

（９）『歴史の旅人』44 号 

（10）上町台地マイルド HOPE ゾーン事業キックオフイベント『住むまち・上町台地フォー

ラム～住み暮らすまちとしての魅力発信とまちづくり団体などの交流～』の当日配布用

パンフレット 

（11）それぞれの団体の名称と活動内容については、前掲の『住むまち・上町台地フォーラム』

のパンフレットに各１頁ずつ紹介されているので、参照されたい。 
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北川報告　図版（写真）
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図版１　豊臣大坂城と城下の推定略図（渡辺武著『図説　再見大阪城』より）
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図版3 豊臣時代の高麗橋擬宝珠（大阪城天守閣蔵）

図版２　コンクリート製の鐘楼につるされた「仁政の鐘」
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図版４　寺町特集を組んだ『大阪人』の平成16年11月号



  
 

― 107 ― 

「歴史遺産と都市文化創造Ⅲ――都市城壁（惣構）を町づくりにいかす――」 

 

［コメント２］ 

歴史遺産に、地域創造力を高める付加価値を 
 
 

堤 道明  
（大阪市経営企画室） 

 

 

堤 北川さんの報告にあったように歴史を活かしたまちづくりについて、市民と NPO

と行政が協働する視点というところで、感想を含めて少しお話したい。 

現在は経営企画室長という肩書きだが、その前の５年間は、大阪の観光行政を北川さん

らと一緒にやってきた。その中で、上町台地などにおいて、大阪の歴史をもっと活かした

観光を、そして市民の皆さんが自信を持って、外から来られたビジターを案内できるよう

なまちづくりを進めたいという視点で、市民や NPO とともに、歴史を活かしたまちづく

りを進めようと歴史ウォークというソフトを立ち上げた。まずは上町台地の歴史を市民の

方に知らせる、市民に来ていただける取り組みから始めたが、そうしないとなかなかビジ

ターをご案内出来ないし、ビジターに素晴らしいと感じていただけるような街にはならな

いだろうということからスタートした。実際、多くの寺社やボランティアの協力で 3,000

人もの参加者がある大きなイベントになっている。 

また、これは私事だが、この 3 月まで大阪市立大学大学院創造都市研究科という社会人

大学院で 2 年間勉強をしていたが、その中で今日紹介のあった、金沢やボローニャを創造

都市という切り口で都市政策の観点から比較研究したことがある。 

内部にクリエイティブな場を作り出し、文化と経済の創造性に富んだ街が創造都市で、

これがポスト工業社会である 21 世紀に発展していくだろうという仮説の下に、創造都市

研究がなされている。その中で今日あったような、まさに歴史を活かしたまちづくりを進

めるために景観を保存し、創造人材が活躍できるよう、デザインのような文化、大学院や
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研究所、図書館といった研究機能を集積させ、創造的な都市型産業の発展を促していくと

いう都市政策である。 

先ほど大黒先生からボローニャの事例が挙げられ、城壁は中途半端な破壊と保存がなさ

れているというお話があった。ボローニャ市の弁護をするつもりはないが、ボローニャは

そうした反省があったせいかどうか、第2期城壁の内側にあたる、いわゆる歴史的市街地

エリア部分の全ての建物について、1985年に6段階の修復保存をする義務を都市計画決定

した。それは当然、市民の理解の下になされており、修復保存をすることで、新たな技術

者の雇用を生み出している。 

一方で単なる保存だけではなく、建物内部に、例えばボローニャ大学のコミュニケーシ

ョン学科を誘致したり、先端的な図書館に活用し、市民の創造的な研究活動を支援する仕

組みを作っている。このように、単なる保存再生だけではなく、市民との共生、活用とい

うような付加価値を付けていく、先ほどの発表にもあったかと思うが、保存にいかに付加

価値をつけるか、そこをきちっと議論して取り組まないと、なかなか市民の盛り上がりや

大きなうねりにはならないと思う。 

大阪でも、大阪城天守閣は、昭和の初めに市民の寄付金によって復元されたが、歴史の

シンボルとして単に城を復元するだけでなく博物館機能というものを付加した。これは日

本で初めての、誇るべき事例であるのだが、こういうソフトを付け加えたことにより、今

なお市民に愛され、年間 100 万人を超える観光客の方に来ていただける文化観光施設とし

て維持できているのだと思う。 

これからは地域社会の発展の鍵は、地域構成員の知的能力をいかに高めるか、創造性を

高めるかというところにキーがあると考えている。報告者の皆さんが取り組んでおられる

歴史遺産の保存活用に、地域の創造性を高める付加価値をいかに見出すかを議論すること

で大きな成果に繋がるのではないかというのが、皆さんの発表を聞いた感想である。 
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「歴史遺産と都市文化創造Ⅲ――都市城壁（惣構）を町づくりにいかす――」 

 

討   論 
 

司会（仁木 宏）：４人の方のご報告と、いまのお二人のコメントをうけて、これから討論したい。 

  まちづくり一般とか、歴史を活かしたまちづくりはどうあるべきかとかいうテーマにして

しまうと、議論が散漫になると思われる。そこで、とりあえず都市城壁をメインにすえて、

その先で議論が色んなところに展開してゆくのがよいと思う。 

  まず 初に、今日取り上げられた3つの都市とイタリアで、都市城壁がなぜ維持されたの

か議論したい。本来的には軍事防衛の意味あいが強かったはずだが、その必要がなくなった

時代、日本の近世や、イタリアにおいては大きな大砲が使われるようになって以降、どうし

てすぐに都市城壁がとりこわされなかったのか、その理由を確認するところから始めたい。

そして、討論の後半で、まちづくりの方に話題を向けることができればと思う。 

  ということで、 初に、近世について議論したい。岐阜については、用水としての堀の利

用と、堤防としての有効性の説明があった。京都の御土居については、竹をはやしていると

いうことである。金沢についてはその点、充分お聞きできなかったかと思うので、増田さん

から、近世における堀の用途を説明していただきたい。 

増田：わからないところが多いのは確かだが、近世を通じて堀がせばめられていったことが、

絵図からも発掘からも確認されたので、当初の目的がどんどん弱まっていったことは確かで

ある。しかし 後まで惣構という言葉は残り、そこに庶民や武士を住まわせることはない。

あるいは商売に使わせることはなく、藪として残った。 

  また堀は用水として残った。これは下流で農業用水に利用している。 

  加賀藩史料という膨大な史料群の中にも、再三にわたり、惣構に塵埃を投棄してはならな

いというお触れを出していることがわかる。つまりゴミ捨て場として町民は使いたかったよ

うで、藩はそれを厳しく禁止する姿勢を示しているが、これも残った理由のひとつかもしれ

ない。 

司会（仁木）：今日のレジュメ集では、金沢市で作られたパンフレットの図をお借りした。その

中に用水と惣構堀との関係を示す図がある。今のお話にもあったが、下流域では用水として
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惣構堀の流れが利用されていることがわかる。これとは別に、例えば防火用に使われる例は

史料からわからないのだろうか。 

増田：防火用にも使われていたようだが、具体的にどういう方法で使われていたのかというこ

とを私はよく知らない。当時は、ほとんどが板屋根で火災に対して脆弱なので、屋根の上に

溜桶を置いて常時水を溜めていたという記録もある。その溜桶の水を確保するのに、用水の

水を柄杓で汲んで入れていたことはあると思う。しかしいざ燃えている時に、用水から水を

汲んで掛けるとか、そういうことはほとんど効果はなかったのではないか。もっぱら破壊消

防だったという記録があるので、一部は使われていたとは思うが、そのあたり不明な点が多

い。 

司会（仁木）：もう一つ、報告の中で出された論点として、町の内側と外側を分ける機能につい

てはどうか。単に軍事的な面だけでなく、「市民意識」を惣構の内側と外側で区別する。ある

いは惣構を残すことでそれを維持するという意味合いがあるのではないか。この点について、

岐阜で具体的にわかるということはないのか。 

内堀：残念ながらよくわからない。ただ、近世において軍事的意味合いが失われていくにもか

かわらず、絵図を見る限り、惣構が残っていることの意義が大きく感じられる。やはり意味

がないと残り続けないだろう。 

  総構が残り続けることの理由は文字記録にはなかなか残りにくい。支配の体系としては、

惣構の中で町方と地方の支配の両方が入り交じり、必ずしも一体ではない。しかし、惣構の

中は何か特別な地域であるという住民の意識があったと考えないとこういう残り方は想定し

にくい。 

増田：金沢の城下町には下屋敷という概念で表現される地域がある。加賀藩では、重臣、上級

武士はそれぞれ家来を大なり小なりもっていた。その家来を住まわせる武家地が下屋敷で、

それを外惣構の外側に配置することが古文書に明記されている。 

  また、金沢には外惣構と内惣構があるが、だんだん内側になるほど上屋敷が多くなる。上

屋敷は全て惣構の内側にあるわけではないが、惣構の内側になるほど大規模な上屋敷が多く

なる。 

  さらに、町人でも、藩から土地を拝領して商売している御用達が表通りに並ぶが、その家

柄町人はさすがに惣構の中に店を構えている。北国街道が城下町を通っていたので、それに

沿って家柄町人も惣構の中に居住させている。地子町では地子銀という税金（地代）を取ら
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れる。必ずしも町人だけではなく、お寺であるとか、武士であっても地代を払って土地を使

わせて貰っている。その地子は外惣構の外側に配置され、内側にはないという明確な違いが

あった。そういう格式、身分というものの区切りとしても惣構を使っていたことはあったと

思う。 

司会（仁木）：城壁の内側と外側の居住者の格式や身分の違いなど、イタリアの場合、いかがか。

具体的には、おそらく、中世後半、近世になると旧城壁の外側に町が広がり始めると思うが、

その辺はどう考るか。 

大黒：中世の場合、少なくとも初期は、城壁は明確に町の外と内を限る。たとえば、都市法は

基本的に城壁の内側でしか通用しない。外を支配する時には別の法律を適用することになる。 

  城壁というのは単に防衛上だけでなく、あらゆる意味での境界である。近世以降もそれの

いくつかがだらだら残り、一番目立った形で残ったのが城壁の入口で徴収する入市税である。

ボローニャでは、城壁があるから入市税が取られる。だから城壁を壊すという議論になった。

イタリアのアンシャンレジームの名残が19世紀末まで残っていたとは知らなかった。城壁と

一緒に、入市の際の間接税徴収の息の根を止めたらしい。 

司会（仁木）：では、その城壁を壊す、あるいは堀を埋めるという話に入りたい。 

  金沢ではすでに近世の段階で、堀をせばめるという作業をしている。その理由をお聞きし

たい。 

増田：埋めたという記述が古文書にはほとんど出てこない。私は歴史学ではないので詳しくは

存じないが、いつ埋めたという記述はないと言う。 

  金沢の場合、堀をまず重要視していて、惣構堀という言葉が使われる。惣構に土塁はある

のだが、土居を強調しないので、堀がやはり命綱、生命線だったのだろう。これを埋めてい

くということは、当初の目的が必要でなくなったという以外の何者でもない。 

  惣構を作った目的は、戦国時代の名残りで、城を守るのが第一であったと思うが、その必

要性が無くなったことを意味していると思う。 

司会（仁木）：金沢の場合、堀がせばまっていったと報告されたが、土塁は絵図から見る限りは

近世後半まで維持されて残っているということか。 

増田：惣構自体は維持される。先ほど話したように、ここに住まわせたり、商売させたりする

ことはないので、あくまでも惣構として近世の間は残る。 

司会（仁木）：それが近代に入ってから、土居の部分が崩されたという理解でいいか。 
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増田：金沢でも、近代になると、たちまちのうちに住居になっていく。その一部が商店街にな

る。また、土居を崩して平らにして住むことになった。 

司会（仁木）：そうすると、金沢の場合、さっきおっしゃった格式とか身分とか、近世的なもの

を維持する装置であったのが、その意味合いが失われたことが、惣構を崩していくことにつ

ながったという理解で良いのか。 

増田：そうなるのではないか。 

中村：金沢の場合、「惣構堀」と呼ばれ、堀の話題が中心となることが多いが、近世の文書や記

録を読んでいると、ほとんどそういう表現は見られないように思う。近代になってからの呼

称ではないか。堀よりも、むしろ土塁への言及が多い。例えば慶長16年（1611）、惣構の土

塁に植えられた竹の伐採を禁じた文書がある。「惣構之土居之竹」と出てきて、堀の話題はな

い（拙著『御土居堀ものがたり』）。文政７年（1824）の「道橋帳写」という記録にも、「惣構

土居」とはあるが、「惣構堀」とはない。また金沢には惣構を管理する役人がいたが、その名

称は「惣構組合頭」や「惣構番肝煎」だ。「惣構堀」とは呼ばれない。金沢では、京都より1

年早く、明治２年11月に「取除」令が出るが、その時も「惣構御土居」、あるいは単に「御

土居」と呼ばれている。土塁をつぶして宅地を造ることを許している（『金沢市史』資料編６）。

惣構堀というと堀だけを意識しているように聞こえるが、実際は、京都も金沢も用途は一緒

ではないか。さきほどの史料の慶長16年とは、大坂の役の前だ。惣構にもう竹が生えている。

太平の世になる前にもう土塁に竹を生やすというのは、軍事的側面が希薄である証拠だ。そ

れをどう理解すればよいのかは、まだわからない。 

司会（仁木）：岐阜については内堀さんに、新しい県庁の設置など、近代の都市再開発について、

お話しいただいたが、惣構がなくなるということ、イコール、近代都市化という文脈で考え

るのか、それとも何か別の要因を考えた方が良いのか。 

内堀：岐阜町の惣構のすぐ南側で、江戸時代、美江寺を中心にした門前町が大変栄えていた。

近代になると、その区域をほぼそのまま利用して公共施設が多数建設される。それと、惣構

の西～南側の土塁の撤去の時期が重なっているので、岐阜については近代官庁街、公共施設

建設が総構の土塁撤去と関係があると思われる。つまり、近世的な要素の否定という動きで

ある。 

司会（仁木）：イタリアのボローニャの場合はそういう理由で崩されていった。積極的に、むし

ろ政策として崩されていったということだが、チッタデッラやルッカの場合は、そういう意
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識で崩されることはなかったのか。ルッカは、もっと早い段階から文化財として理解された

ということか。 

大黒：ルッカの場合、すでに19世紀初めに公園化されて、市民生活に有効に使われていた。だ

から壊そうという声があがらなかったと思うが、ルッカの場合も壊す話があったという。と

ころが、壊すためにどれぐらい金が掛かるか計算してみて、とても予算がない。それでその

話はあっという間に消えたらしい。私も現物を見て、あれを壊すのは大変だと思った。ダイ

ナマイトで吹き飛ばさないと壊せないようなものだ。 

  チッタデッラの方は、これは何もしないでなすがままに放っておいた感じ。古い写真を見

ると苔むしたり、何もしてないのがよくわかる。かといって、壊すとなるとなかなか大変だ

ろう。よほど強力な動機がないとあれを壊そうと言うことにはならない。 

  ヨーロッパで城壁を壊したのは大きな都市で、経済的に発展しているところだ。イタリア

だったらミラノの壊し方が顕著だ。ヨーロッパの大都市はみな壊している。ロンドンもパリ

もウィーンも。だから結局、城壁は中規模以下の都市に残る。産業革命の時代に、城壁を壊

せという圧力が高まる時期がある。その時に壊すか壊さないかで後の運命がだいぶん変わっ

た。今ではボローニャはしまったなと思ってるんじゃないか。 

司会（仁木）：西洋史の研究者の方がいらっしゃるので、それぞれ、ご専門の地域での都市城壁

と比較してコメントいただきたい。 

図師宣忠（COE研究員、京都大学大学院文学研究科研修員）：私の専門は中世南フランスで、現

在、トゥールーズという都市を研究対象にしている。しかしトゥールーズでは、城壁は取り

壊されて環状道路になっている。都市壁の利用という点では、南フランスの別の都市で、世

界遺産にも登録されているカルカッソンヌの事例を紹介したい。 

  カルカッソンヌは、元々は古代に造られた都市で、古代末期には壁で囲まれていたことが

発掘調査でわかっている。それが13世紀に北フランスの王権の支配下に入ると、王権が新た

にそこに城壁を築いて重要な防御拠点とした。しかし近世から近代にかけて、軍事的な目的

が薄れるにつれて忘れ去られ、市民たちは市内から郊外に移り住み、カルカッソンヌの旧市

は中心地ではなくなってしまって荒廃が進む。 

  そうしたなか19世紀の半ば、フランスでは歴史的建造物を保護・修復する運動が始まり、

プロスペル・メリメという人物が、歴史的記念物総監という立場につく。彼は、ヴィオレ・

ル・デュク（建築家）に命じてカルカッソンヌの城壁を今ある形に修復した。ところが、非
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常に面白いことに、その修復時にヴィオレ・ル・デュクは、国王が北フランスから連れて来

た職人が城壁を作ったという前提で、北フランスの様式で修復してしまった。つまり、本来

は南フランスで一般的だった焼き瓦を使って屋根を葺いていたらしいが、それを北フランス

の建築に使われていたスレート瓦に変えてしまい、景観が全く変わってしまったのだ。けれ

ど今はそれが世界遺産として、カルカッソンヌの重要な都市景観として売り出されている。 

  この例からわかるように、それぞれの時点での景観とか、利用の仕方がどうであったのか

ということを歴史的に読み解きながら、市壁を現在どういうふうに活かしていくのかという

活用方法を考えないといけないのではないかと思う。 

司会（仁木）：中規模都市であるなら、カルカッソンヌのように残るのはむしろ特異例で、基本

的に壊してしまい環状道路になるのが普通なのか。 

図師：大規模な都市だとほとんど壊されてしまう。交通の便の問題もあるので。ただ、フラン

スでも、小規模な都市で残り続ける例はある。 

青谷秀紀（神戸大学大学院文化学研究科助手）：私はベルギーのフランドル地方が専門である。

中世のフランドル地方はイタリアと並んでヨーロッパで も都市化が進んだ地域であった。

代表的な3つの都市について簡単に事実経過をお話したい。 

  まずゲントは、14世紀の時点でアルプス以北では、パリに次いで 大の都市だったが、完

全に市壁で囲まれてはいなかったようだ。ゲントの町は2つの川が合流する地点に造られ、

三方を川に囲まれている。また、もう一方も運河を開削している。都市の拡張後も、基本的

には川・運河で囲まれた形である。川には3つの堰を作っていて、もし敵が攻めてきた時は

この堰を利用して都市の周りを水浸しにして、近づけないようにしようとしたらしい。そう

したら壁も造らなくて済む。こうした条件もあって、完全には都市を市壁で囲むことはなか

った。 

  この都市は、繰り返し君主に対して反乱を起こし、その度に非常に長い戦争を展開するが、

16 世紀に入って 後の反乱を行い、それがハプスブルク家の君主に叩き潰される。その後、

君主が都市のすぐ横に城塞を建てたのだが、わざわざ市壁や市門から石材を調達している。

これには、市壁や市門が都市民にとって非常に重要なアイデンティティの拠り所であるから、

わざわざその石材を用いて君主が城を建てることで、都市民の精神的支柱を破壊する意図が

あったのだろう。元々、完全に市壁で囲まれておらず、君主に対する反乱で近世に入ってか

らつぶされ、さらに近代化により破壊されたこともあり現在では市壁は無い。 
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  ブリュージュもゲントの町に次いで非常に大きな規模の町だ。この町も中世に2度にわた

って市壁を作ったが、現在ほとんど残っていない。ただ、市壁の一部でもある市門に関して

は、中世の頃のものが半分ぐらい残り、現在でも市門をくぐって町に入ると、中世に大いに

栄えた町に入るんだということで観光客の気分を高めるような機能は果たしている。 

  もう1つの都市、イープルは、一部であるが市壁が残っている。この町はフランドル地方

で3番目に大きな規模を誇り、非常に栄えていたが、第一次世界大戦で戦闘地になり、激し

い爆撃で町のほとんどの歴史的モニュメントが破壊された。市壁もかなり傷付いたが、それ

でも一部は残った。現在では綺麗に修復されて、市壁とその周辺の堀のあたりはきれいな緑

と水の空間になっている。また市壁の上もルッカほど広くはないが、散歩できるようになっ

ている。ただし市壁の上をしばらく歩くと、第一次大戦で使われた、兵士が潜り込んでそこ

から機関銃を撃つための穴にも出くわす。 

  市壁はイープルの町にとっては、まず第一に、中世の頃に栄えたという記憶を感じさせる

ものである。また、激しい爆撃で町はほとんど破壊されたが、市壁は一応残ったことから、

戦争の記憶をよびおこすところもある。その都市の様々な歴史を見守ってきた、都市の記憶

を重層的に溜め込む場所として、市壁はイープルに存在しているのかもしれない。現在のイ

ープルの都市の人たちの、何らかの心の拠り所として市壁が存在しているのではないかと推

測される。 

大黒：お二人の発言で、色々気がついたことがある。 

  都市の壁が持つ意味というのは、ヨーロッパの都市の場合、さまざまである。例えば、青

谷さんが言われた、心の拠り所的な意義がある。貨幣に都市の壁が描かれるし、都市のイメ

ージとして壁が出てくるので、まさにシンボルである。自治都市である場合は、都市の門の

鍵がその都市の独立のシンボルであり、君主が都市に入ってくる時にはその鍵を渡す。今で

も都市と都市の間の友好関係を示す時に都市の鍵をお互いに渡すのだが、中世の場合は、自

分の都市に入る鍵を渡すというのは、相手に対して身を開くことを意味する。そういう意味

が中世の市壁にはあるのだが、それと比べた場合、日本の壁の場合はどうなのだろう。 

  図師さんの紹介したヴィオレ・ル・デュクのような人はイタリアにもいる。アルフォンス・

ルビアーニという人物で、彼はボローニャの市壁を壊すのに強硬に反対した。彼は建築家で

あり文学者であった。19世紀には、ヨーロッパ全般で中世回帰というか、ロマンティシズム

の中で中世を理想化するような運動があり、非常に俗化した形で中世イメージを再現しよう
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とした。ヴィオレ・ル・デュクもルビアーニも、ちょっとそういう影響を受けていて、イメ

ージを作るために過度に修復しすぎてしまうところがある。すなわち自分たちの勝手な発想

で中世イメージを作り上げるのである。今から見ると明らかに問題があるのだが、景観を修

復するとか保存するとか、その美学自体がやはり歴史性を帯びているという、非常に大事な

ことを発言されたと思う。 

  そういう意味では、今、我々が修復保存と言っていることも、ある種の歴史性を帯びた修

復保存になることを忘れてはならない。 

司会（仁木）：少しまちづくりの話に入りつつあるので、これぐらいのところで歴史の話は終わ

りたいと思うが、塚田さん、何かご意見があれば。 

塚田：さっき大黒さんの言われた、あえて壊そうとしなければ残るという側面もあるという点

に興味をひかれた。岐阜でも、近世では惣構として意識されていたかどうかは不明というこ

とであった。 

  その時代時代で、用水路として利用しているとか、都市全体の中でどのような位置づけで

あったのかを押さえつつ、それで今があると考える必要があるという感想をもった。 

司会（仁木）： 初にも申し上げたが、今日はまちづくりの話にすぐに入らずに、歴史性を押さ

える（把握する）、あるいは歴史性を踏まえた上でまちづくりを考えないといけないというこ

とにこだわってきた。後半は、具体的なまちづくり活動の中で、今のような問題に注意を払

いつつ、どう展開させていくかということに議論を進めたい。 

  まず中村さんからお願いしたい。 

  私も多少かかわっているので知らないわけではないが、中村さんがされている市民の皆さ

んをまとめる運動に対して、京都市当局は、あまり積極的に応えてくれていない。そのこと

の分析はどのようにされているのか。 

中村：京都市は特別な都市で、平安京以来1100年の歴史をもっている。しかし保存措置のため

の特別な予算が国から割り当てられているわけではない。単なる一地方都市としての扱いに

すぎない。そうすると京都市が主として保存の対象とするのは、どうしても古代の都城跡と

なる。たとえば平安宮跡で何らかの遺構が検出されると、保存のために億単位のお金でも出

す。その結果、中世以後のものには予算がまわせず、捨てざるをえない。いくらこちらが問

題を指摘しても、予算がないと言われたらそれまでだ。 

   ようやく中世の遺跡が京都市の遺跡地図に加えられ、発掘調査の対象にしてくれるように
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なった。しかし、たとえば秀吉が建設を開始した寺町などは、いまだに遺跡地図の中に入っ

てないので、発掘調査をされることなく、どんどん消えている。近世京都の遺跡については、

保存措置はゼロに等しい状態である。 

  そんな京都で、近世都市の市壁を守る活動を行ったところで、いったいどこまで理解をし

てもらえるか、本当に情けない思いにかられる。そこで何か違う視点がないか探していて、

エコロジーにたどり着いた。やり方としては、必ずしも真っ当とは思えないが、今、我々が

生きるために活用するとすれば、大きな問題を提起できるのではと気づいた。 

司会（仁木）：今日の報告を聞いていて気づいた。中村さんがいつも対応しているのは、京都市

の中でも文化財の部局だが、都市計画とか、そういうところに、御土居堀を使ったまちづく

りプランなどを持ってゆく方がいいのではないか。 

  その関連で内堀さんにお聞きしたい。私が知るかぎり、文化財が、これだけ市役所内のま

ちづくりの中核部分にくい込んでいるところは、岐阜市以外、ないのではないかと思う。ど

ういう契機で始まったのか。 

内堀：トップダウンだと思う。助役が国交省出身で、歴史遺産を活かしたまちづくりに熱心だ

った。ある日突然、都市計画部局・まちづくりの担当者が教育委員会に来て、まちづくり計

画を一緒にやらないかということで、計画を色々と見せられた。見ていくと、合ってるとこ

ろもあれば文化財サイドから見ればおかしいこともあった。そこで、実際、計画を作るのは

都市計画部局だが、歴史・文化財などについての資料作成を私たちが引き受けて、色々とや

り合いながら計画を作った。まちづくりの担当者ともずいぶん親しくなった。惣構の話もし、

町はこういう成り立ちになっていると話してきた。 

  必ずしもベストの形ではないと思うが、市の中で文化財がまちづくりに関わっていくプロ

セスとしてはトップダウン的な色彩が強かった。 

司会（仁木）：少し金沢のこともお聞きしたい。和田さん、金沢の場合も、先ほど増田さんの報

告で紹介されたように、多様な部局が合同的に惣構堀を活かす活動を進めているとのことだ

が、その契機、あるいは市としての目的をお話しいただきたい。 

和田英昭（金沢市都市政策局歴史建造物整備課用水・惣構堀保全室・室長）：たぶん、岐阜市と

同じで、市長に強いリーダーシップがあったと思う。金沢は用水の町ということで、用水の

歴史的価値をいかしたまちづくりを市長は目標とした。その用水が惣構堀の一部を走ってい

ることから、地元経済界の提案もあり、惣構堀がここ2、3年、一気に脚光を浴びるようにな
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った。そして、増田さんをはじめとする「チーム惣構」というのと、役所内の部局横断の担

当者レベルによる研究チームを重層的に位置づけ、さらに今春、市民の保存会が出来て、よ

うやく動き出したというところである。 

司会（仁木）：市長のトップダウンということだが、その前提になる基礎的条件は、従来からあ

ったということではないのか。 

増田：それはやはり、城下町金沢という存在だと思う。経済界もそうだろうが、市民一般の観

念としても、行政内でも、その存在は大きい。 

  私は委員会などで、金沢というのは何故金沢なのか、と時々言う。古いものが壊されて新

しくなっていく時、あの新しい建物が建ったから金沢なのか、と話をする。金沢はやはり歴

史があるから金沢なのだ。そして、市長も歴史に責任を持たなければならない都市だという

言い方をする。そういうことが背景にあると思う。 

内堀：20数年前の大学生の時、金沢にいた。その学生時代に辰巳用水の保存問題が大きくクロ

ーズアップされた。金沢は当時から非常に歴史資産に対する反応が敏感で、新聞でも大きく

扱われ、保存をめぐるシンポジウムもしばしば開かれた。 

  私は考古学専攻であるが、歴史資産には当時から興味があったので、そうしたシンポジウ

ムによく参加した。運動を推進されるのはみんな工学部系の先生で、旗頭に立って熱心に保

存を訴える。それに対して歴史系の方は冷淡だった。非戦災都市で、あれだけ素晴らしい歴

史資産が町全体に残っていながら、惜しげもなく壊す町は他にないだろうとすごくショック

を受けた。 

  それ故、今の金沢は大きく変わったのだと実感できる。 

増田：一方では、どんどん壊されている。両面あることも忘れてはならない。 

中村：私も数年前に、金沢の惣構堀を内も外も両方、全周歩いたことがある。一番感動したの

は、各所に惣構堀跡を示す碑が建ち、側面にちゃんと解説があるということ。京都は史蹟指

定地などに文化財保護法に基づく保存施設として碑や解説板は建てられているが、消失地に

はほとんど建てられていない。また解説も定形的なもので、地域ごとの意義や変遷について

はほとんどふれられていない。さすがは金沢城下町と思っていた矢先に、今回のシンポジウ

ムで惣構堀を活かすための活動が始まっているとうかがった。やはりあの碑を建てるだけの

都市だと思って感動している。 

司会（仁木）：堤さんに大阪市のことを聞きたい。大阪も、堤さんが先ほどコメントされたよう
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に、市政の中でも少し変わってきていると考えてよいのか。 

堤：二つのアプローチがある。一つは市長がマスタープランなどで、ある程度のトップダウン

で決定してゆく。しかし、逆に作用するとこれは恐い。市長が替わって開発型経済優先でゆ

くとまた町が変わることなる。やはり、もう一つのアプローチ。つまり、そこに住まう市民

の盛り上がりをどう作るか、そのために歴史を知っていただくことがまず基本だろう。役所

も市民の要望が大きな声になると動く。 

  例えば、大阪の惣構堀の一つである東横堀を通る船がある。これはJRとタイアップしてい

る事業で、「ロ」の字型に残っている堀、水の回廊と呼んでいるが、これを廻る観光メニュー

になっている。ところが、このコースの途中に、水質保全のための堰がある。その開閉につ

いて、役所は午後5時半で終わりだというので、夜間は船を通せないという話になった。し

かし、観光客は、川から夜の大阪の町を見る、とりわけ道頓堀のネオンを見るのが楽しみな

わけで、そこを杓子定規に勤務時間外だからだめだと言ってていいのか。心ある職員や地元

住民、事業者から色んな声があがってきて、役所の中でも色々と議論する中で少しずつ変わ

ってきた。試験的に対応したところ、市民、観光客から喜ばれ、プレスで取り上げられたこ

ともあり、役所側も自分の仕事に自信が生まれる、ということで加速度的によい方向に変わ

ってきた。 

司会（仁木）：岐阜の場合は、市民と行政のコンタクトを丹念に築かれているというふうに理解

して良いのか。あるいはそこでどういう問題点があるのか。特に惣構については、今のとこ

ろ行政主導だとおっしゃったが、限界面も含めてお話しいただきたきたい。 

内堀：岐阜の場合、先ほど町の成り立ちでも話したが、旧岐阜町と加納城下町は今でも全く意

識がちがう。旧岐阜町は今の岐阜市を作った中心だ。県庁を引っ張ってきて、そこを中心に

してまわりを合併し、今でも歴史・文化の中心地であるという意識がある。それに対して加

納は、合併された側の地域であり、岐阜町に対する複雑な感情をもっている人も多い。その

せいか加納の人たちのコミュニティ意識は非常に強い。 

  近、まちづくり組織はたくさんできているが、岐阜町の方はコミュニティが小さくて、

しかも行政に対して自分たちの独立性が強い。私たち文化財サイドは出遅れて、組織の立ち

上がりから参加できなかったため、仲間としてやっていくというスタンスがもてず、なかな

か共同歩調を取りにくい。今年は祭りに参加させてもらったが、まだまだこれからである。

一方、加納は、去年できたまちづくり会の準備段階から参加しており、おそらく「市役所の
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内堀」じゃなくて、ちょっと変な歴史好きの市の職員が混じっているぐらいの感覚でみんな

思ってくれている。その中で一緒に活動しながら、まちづくりの手法をワークショップを開

きながら学んでいる。 

  我々は市の職員であるという側面を持っているが、市役所側の論理だけではまちづくりは

難しい。大学とか研究機関が間に入ることも必要だし、NPO など、何らかの第三者的機関と

一緒にやっていく。一つのテーマについて共同の活動に取り組んでいくことが大事で、惣構

についてもそうしたあり方が求められているのではないかと思う。 

司会（仁木）：金沢市は、先ほど御紹介があったように、住民のなかに惣構を保存する会がすで

にできているということだが、具体的にどういう活動をされているのか。 

和田：金沢には内側と外側に二重の惣構堀がある。全周7.2キロあるが、それを半日や1日コ

ースで見て廻っている保存会の活動がある。地区の公民館のなかには独自の活動として調査

やウォーキングをおこない、また市に対して説明の案内を頼むというオーダーもある。それ

が少しずつ広がっていってるかと思うが、逆に市役所の職員があまり惣構というのを知らな

いという問題もある。 

司会（仁木）：会場には何人か自治体関係の方もおられるが、今までの議論について、御意見い

ただきたい。 

吉田豊（堺市博物館学芸員）：堺市にも内川・土居川まつり実行委員会という、内川や土居川の

環境を守る民間主体の会がある。内川というのは、江戸時代前期の海岸線が川になったもの。

土居川というのは、海である西側を除く、堺の三方を囲む環濠の堀のことである。 

  中世の堀は豊臣秀吉によって埋められ、その後、近世の堀が慶長20年の新しい町割りにと

もなって、徳川家康によって造られた。堺は元々、ラグーンをともなうような砂堆だったの

で、後背湿地の排水処理のため、江戸時代も堀が残ったのかとも思う。それが、戦前から町

中には雨水管、排水管が完備してきて、堀の必要がなくなってきたのではないか。そして、

残念ながら昭和30年代後半に東側の堀を埋め立て、阪神高速堺線を通してしまった。北側も

もうなくて、堀跡は南側しか残っていない。 

  南側も消える運命だったのかもしれないが、たまたま南側は町のはずれの部分でもあり、

手つかずで残った。それを、かつての建設省が、ふるさとの川モデル事業のひとつに指定し

たことを契機にして見直されることになった。見直しを進めたのは、都市計画とか土木の河

川部局とか、市役所の人たちだろう。 
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  さらに、上流の方にある仁徳天皇陵の堀から水を流して土居川をきれいにしようという事

業もなされている。文化財サイドでは、そういうことがあまりできなくて、むしろ都市開発、

都市計画の人たちの方が熱心にやってくれているというのが実際だ。 

塚田：まちづくりということに、いくつかのレベルがあるのではないかという気がする。 

  岐阜の話にあったような、祭りをやったりとか、地域に住んでいる人自身の地域づくりと

いうレベル。これに対して、惣構という規模になるとかなり広くなる。都市基盤整備との関

係で、土木・建設の部局と関係してくるようなレベルのまちづくり。イタリアの事例では、

観光の目玉を作り出し、歴史を売り物にして集客するというレベル。それらのレベルが幾層

にも重なってると思う。それらをどう整理して、どういう形で調和しながらやるのかが課題

かと。その中でエコロジー問題などをどう組み合わせるのかということなのかという感想を

もった。 

司会（仁木）：では、今の御意見もふくめて、 後に報告者のみなさんにひと言ずつ発言いただ

きたい。 

内堀：今の塚田さんの話に全く同感で、まちづくりという言葉はあるが、そこで思い描いてい

るもの、やっていることが、それぞれの取り組み主体で違いがあるのはおっしゃるとおりだ。 

  今日は、惣構の活用という一つのテーマをもとに色々なところの情報が集約されたが、私

としてはこれを岐阜に持ち帰り、今日はこんなことがあったという話を役所でもし、市民グ

ループにもしていくつもりである。それを広げながら、できれば今後は、各地で取り組まれ

ているところとネットワークを作りたいと思う。 

  今日はきっかけ作りの場になったと思う。色んな人たちを連れて大阪に来たり、金沢を見

せていただいたり、京都に行ったりという中で、自分のところのまちづくりはどうしていこ

うということを考えたい。続けていく場の設定が大事だと思う。自分の専門領域や仕事はこ

こだと限定するのではなく、コーディネイト的な役割、色々なところをつなぎあわせてゆく

ようなことも、これからの行政には必要ではないかと思う。 

増田：今日、色々な方のお話を聞かせていただき、大変参考になった。金沢でこれから惣構を

どう活用していけば良いか、すぐに答えは出ないが、色々ヒントを与えていただいた。大黒

さんからは貴重なイタリアでの経験をお聞かせいただき、やはり公園として使えるというこ

とを再認識した。私は金沢の惣構をまず昔の形に復元したいと思うが、復元したらそれは何

に使えるのかという話になる。これから何に使うべきか、それを考えていくヒントをたくさ
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ん今日はいただいた。これからもまたお互いに交流して追求してゆきたい。 

中村：内堀さんの意見に全く賛成で、今日はいっぱい勉強させていただいた。鷹峯にもって帰

りたい。住民のみなさんは、自分たちはそんなに良い物をもっているのに、それを知らずに

暮らしてきた、と常々言われている。今日はその良い物の理解をさらに深められた。それを

伝えたい。 

  これまで保存の問題と理解し、文化財保護課とのみ対応してきた。しかし、エコの問題も

含めて、これからあらたに御土居堀を造るという姿勢を打ち出していく。これからは都市計

画課へ話題を提供していきたい。いっぱい夢をもらった一日だった。 

大黒：私自身は、このシンポで初めて都市壁について考える、非常に新鮮な良い経験をした。 

  都市壁というのは文化遺産すれすれにある遺産、非常にマージナルだと思う。西洋の場合

でも教会や市庁舎を壊そうなんて誰も考えないが、市壁は残すか残さないかということを考

えたり考えなかったりする。きわどいところにある歴史遺産なのだということを知り、そう

いうことを考えるのが我々の仕事だという気がした。 

  西洋、イタリアの市壁と日本の惣構で非常に違うと思ったことがある。ルッカの場合、市

壁が完全に生活の場になっている。そこでジョギングしたり子供が遊んだり、200 年間やっ

ている。市壁をまちづくりに活かしていくという場合、観光資源としてだけでなく、そこを

市民が生きる場にどうするかということがとても大事だと思う。それがないと生きてゆけな

いということになったら、当然皆は大事にするだろう。そこまでどうもってゆくのか、簡単

には答えは出ないけれど。 

司会（仁木）：司会の方で手際よくまとめられなかったが、皆さんの方から色々とご提案いただ

いた。なかなか面白い事実もわかったかと思うし、今後の展望も各人のところでひらめいた

のではないかと思う。内堀さんがおっしゃったように、これを機に都市壁、惣構のネットワ

ークが出来れば、主催した我々としてはこれ以上の喜びはない。 

  本日は、長時間にわたり、ありがとうございました。 
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