
84

　はじめに

一璽一騨蟹：壷
　キャラバン園（図1）は、大阪府西南部の人

口6万人の小さな都市高石市に位置する。市

の北と東は人口80万人の堺市に接し、西は埋

立地注1）を経て大阪湾に面する。

　戦前、高石市の前身である高石町の海浜部

高師浜あたりは神戸の須磨・舞子などと並ん

で、白砂青松の景勝地としてよく知られた別

荘地であった。また、大阪市近郊のレクリエ

ーションの地としても発展した。大正II年

（1922）、高石町によって芦田川以北の浜寺公

園に海水浴場が開設され、芦田川以南には松を

植林して海岸を保護するとともに住宅地の風

致を増進することが図られた。また、昭和初

期には、南海電鉄により臨海学舎や観光用の

苺園・無花果園なども開設されてにぎわった。

　しかし、昭和36年（1961）から臨海部は工

業用地として埋め立てられ、大阪湾に面する

海岸線は、煙突が立ち並ぶ広大な埋立地の向

こう側に遠のいてしまった。白砂青松の砂浜

は、コンクリートの垂直護岸で固められ、大

阪府臨海スポーツセンター、高石市立図書館、

高石市民会館や公園がつくられ、風景は一変

している。

陣門門門畢》軍丁丁翌響響響撃》撃

　元来の海浜部の高級住宅地、現在でもその

面影がわずかに残っている高師浜・伽羅橋周

辺の開発は、南海電鉄高師浜支線の開通によ

って始まる。大正7年（1918）10月目南海本

線羽衣駅と伽羅橋駅注2）の区間が開通し、翌

8年10月に高師浜旧注3）まで延伸された。

図1「キャラバン園」位置図
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写真1山川逸郎（1889～1962）

「高師浜線の開通と相前後して、大正8年

（1919）5月、南海土地建物株式会社が設立さ

れた。羽衣在住の河盛新兵衛が社長となり、

山川七左衛門・中谷喜右衛門といった在地の

名望家が役員に名を連ねていた。資本金は

150万円で、芦田川から今川に至る紀州街道

以西の耕地整理された畑地を買収し、高級住

宅を建設した。また大正12年（1923）には、

山川七左衛門の弟である山川逸郎が大島佐一

らと共同で伽羅橋駅の東に伽羅三園を開き、

アメリカ帰りの感覚を生かして洋風住宅を建

設した」。文1）

　この山川逸郎（写真1）がキャラバン園開発

の主役である。

　彼は代々幕府直轄地の庄屋を務めてきた山

川家注4）の五男として、明治22年（1889）6月

24日に生まれた。兵庫県立工業学校機械科を

卒業後、大阪二九条の辺りで自動車の修理工

場をはじめた。大正6年に自動車の構造研究

のためにアメリカへ渡り、ペンシルバニア州

立大学工学部にて1年余り聴講生として学ん

だ。大正8年春に帰国し、現在も残っている

自邸を建て、その一室をオフィスとしてキャ

ラバン園の開発に乗り出した。文2）

　建築の専門教育を受けていない彼がキャラ

バン園の設計者であり、施工者であり、そし

て事業の経営者である。

　山川へのインタビューをもとにして、彼の

住宅改良観を紹介した『西洋住宅と日本住

宅一私の実験しつつある上から一』文3）から、

彼の住宅問題への関心とキャラバン園開発へ

の思い入れを読みとる。

（1）住宅問題への関心と開発動機

　彼の住宅に対する問題意識は以下のとおり

である。

「曰く、生活の改造、曰く、住宅の改善、曰く、

何と、近時頻りに、我等日本人の生活問題を

議せられつつある中、所謂住宅問題は、其最

も顕著にして而も重要なる問題の一つである。

蓋し、現在、不便にして不経済、非活動的に

して、骨董的なる、我等日本人居住の古典的

な生活は、勿論、今日の文化生活に適せず、

就中、其住宅の如きは、非文化的生活を象徴

するものにして、我等日本人は、一日も早く

斯る現状より脱却して、能率多き文化生活を

営むことは、自他共、真剣に考慮すべき問題

である」と考えていた。

　おそらく、彼と同じアメリカ帰りの橋口信

助が大正5年（1916）に日本の住宅の近代化

と西欧化を目指して興した住宅改良会の運動

から大きな影響を受けたのだろう。ちなみに

橋口は洋風住宅を設計・施工するあめりか屋

の設立者であり、アメリカのビジネス・カレ

ッジで建築を学んでいる。また、住宅改良会

の顧問には当時の住宅建築の指導的立場にあ

った学者や技師が名を連ねている。その機関

誌『住宅』においては、住宅の懸賞設計競技

をしきりに催して、新時代の日本における住

宅の姿を模索していた。

　山川は、建築の専門家に任せておけば、研

究とか思案とかいう抽象的な議論ぽかりで、

いつまでたってもその姿が現実のものとなら

ないと考えた。そこで自分自身で理想的住宅

群を実現して世に問うこととした。アメリカ

留学時に実際に見た郊外住宅地や日本に紹介

されたレッチワースなどのイギリスの田園都

市を参考にしたのだろう。水道・道路・下

水・暖房・採光・花園などを備えた欧米式の

郊外住宅地を実際に建設した。それがキャラ

バン園である。

　キャラバン園は、建築専門家の参加を出来

るだけ排除して、素人の手でつくり上げられ

た。建築専門家が参加すると在来の経験にと

らわれて、彼が描く理想が曲げられると考え

たからである。大工も洋館建築の経験がある

大阪の大工ではなく、彼の思い通りに動いて

くれる使い勝手のよい田舎大工を雇うという

徹底ぶり．である。

（2）西洋住宅への思い入れ

　住宅を設計するにあたっての彼の基本的な

考え方は以下のとおりである。

　「生活に余裕が出来て、真に生活を楽しむ
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図2　「キャラバン園」の完成予想図
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ようになるのも、年白年中秩序なき仕事に追

はれて、三二回して、生活に何等の意義を見

出し得ないのも、実は、居住其のものが余程

関係を有してみる、と想う。而して、真に生活

其ものに意義を見出し、生活を享楽して、ヨ

リ能率の多い生活を営むが為に必要とする処

の、所謂新時代に於ける住居は、これを一つ

の標語的にいはば『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

費用を省く住居』とでもいふことが出来得る」

と考えたのである。大正デモクラシーの時流

にのった、当時の進歩的な考え方であるが、

ここにも橋口信助の住宅改良会による運動の

影響がみられる。

　ここまでは非常に科学的な考え方である。

しかし、徐々に非科学的になってくる。あた

まから日本家屋を否定しているのである。上

述したような住生活についての基本的な考え

方からすれば、ユカ座生活の在来の日本家屋

とイス座生活の西洋家屋とを比較すると、い

ずれが優れているかは誰が考えても後者であ

る。と彼は断定するのである。その根拠とし

て、彼はユカ座生活の欠点とイス座生活の利

点をあげているが、それらは全く科学的でな

い。その一例を紹介する。

　ユカ座生活の畳敷きの部屋なら少し気を緩

めると、読みかけの新聞も、脱ぎ捨てた着物

も、おもちゃも、食器もというように、たちま

ち足の踏み場もないほどに散らかってしまう。

このようなことは日本人なら誰でも日常的に

経験していることである。しかし、イス座生

活の西洋家屋の部屋ならば、かなり懇懇にし

ていても、新聞や雑誌などを床に投げ出すよ

うなことは、室内空間の構造上できない。そ

のような物が置かれるのは、机やカウチの上

というふうに部分的となる。その結果、日本

家とまちなみ44　　2001．9

家屋のように物が散乱したあとを、気を揉ん

でかたずけなければならないというような無

駄な時間を省くことが出来る、というのであ

る。現在では、そんな馬鹿な、と思うところ

であるが、西洋家屋に対する非常に深い思い入

れをもつ彼は、本気でこのように考えていた

のだろう。

　建築費に関しても西洋家屋は、日本家屋に

比して割合に廉くできると、その優位性を主

張している。日本家屋の畳・襖・障子などは

しょっちゅう破損してその都度少なからぬ修

理費と手間がかかるが、西洋家屋の板床やド

アーは永久的なものだから、これだけでも経

済上大きな差異である、というのである。無

理のある主張である。

　日本家屋のような無駄とだらしない生活か

ら逃れて、西洋家屋に住んでみると、生活全

般が規則正しく、秩序よく進むので、生活に

余裕が生じる。そして、生活そのものに意義

を見出すことが出来るのである、と彼はまと

めている。ここまでくれば、西洋家屋崇拝で

ある。

　代々引き継がれてきた山川家の資産は勿論

のこと、以上のような彼の住宅問題への強い

関心と西洋家屋および西洋家屋で展開される

はずの日常生活への非常に強い思い入れやあ

こがれ（日本家屋および日本家屋で展開される

日常生活の否定ともいえる）がなければ、キ

ャラバン園の開発は実現しなかったであろう。

　3、キャラバン園の概要

　キャラバン園の正確な範囲や規模、住宅地

としての具体的な計画技法等はよくわからな

い。自動車時代の到来は予測していたようで

ある。断片的な情報であるが、キャラバン園

の紹介記事『高師の濱に浮き出た桃源郷「キ

ャラバン園」』文5）から住宅地の概要をみて

みる。

　図2はキャラバン園の完成予想図である。

印刷が不鮮明のため詳細はわからないが、手

前を横切っているのは、南海電鉄高師浜支線

であろうか。鉄道と鋭角に交差するメインス

トリートとそれから分岐する街路に沿って三

角屋根の洋館住宅が点在している。開放的で

緑豊かな桃源郷である。

（1）住宅建築の概要

　写真2、3は山川邸の外観とインテリアの竣

工当時の写真である。玄関ポーチ脇には自家
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写真2山川邸の室内。おそらく応接間であろう

用車がとめられている。建築設計はもちろん

彼自身である。写真4はどの区画に建ってい

たものかは特定できないが、彼が設計した住

宅である。柵や塀はなく、庭には芝生が植え

られていたようである。

　建築の規模、設備等の概要をみてみる。最

小の住宅は敷地100坪、建坪15坪、2階建てで

あり、最大のものは、敷地200坪、建坪30坪、

2階建て、居室7室あるいは8室であった。い

ずれの住宅も地下室が設けられている。建坪

30坪以上の住宅の地下室にはボイラーが設け

られ、スチーム式の暖房設備が設置されてい

た。

　上水は、付近の清洌な山水を電機動力でく

み上げて貯水池に送り、各戸への配管を通じ

て常時供給されていた。下水設備に到っては

各戸の便所が洗浄式で付近の海中へ放水する

装置等が完備されていた。二二や出入口には

郊外住宅地ということを配慮して「スクリー

ン」を張って、蝿や蚊の侵入を防いでいた。

　敷地や住宅の規模からみると、大邸宅ばか

りが並んでいたわけではないが、設備は当時

の日本における最先端のものを備えていたよ

うである。

　また、建築の構造そのものは全くの洋式で

あるが、居住生活が日本式から西洋式への過

渡期であることを考慮して、いつでも畳敷き

にできるように部屋の寸法がとられていた。

融通が利く設計といえないでもないが、日本

家屋における生活を否定している割には、中

途半端である。

（2）外部空間の概要

　キャラバン園の外部空間の様子は、長女和

の思い出に端的に表われている。

　「（父は）兄と私を車に乗せてくれ、キャラバ

ン園の真っ白な道を何度か廻って乗せてくれ

ました。噴水が勢いよく噴出して放射線状に

太陽に照らされて輝いていた眺めは、今でも

ステキだったと思い出されます。キャラバン

臨一

磯
磯

写真3竣工当時の山川邸。玄関ポーチの向こう側には自家用車が見える

園全体が一つの大きな公園で中央に噴水の出

る泉水があり、廻りに舗装した車の通る道と

サイドウォーク（歩道）があります。パラパラと

建設された家の廻りは芝生を植え、所々木を

植えてあります。隣家との境界線は背丈の低

い白いペンキ塗りの塀でめぐらされていて、個

別に区切られた感じでなく、広い公園に住んで

いる感がありました」文2）

　キャラバン園では、当時の日本の大都会で

も見ることのできなかった「ペーウィング」

舗装の道路が敷設され、その両側には街路樹

が植えられた「サイドウォーク」がっくられ

た。その他に樹木や草花の植え込み、温室の

設備、噴水池、運動器具の備え付けがなされ

た。

　写真5の撮影場所は特定できないが、当時

の街路の様子である。不鮮明でわかりづらい

が、路面は石で舗装されていたようである。

街路樹や道路境界線の緑は、まだ大きく育っ

ていない。写真6は三角形敷地の噴水公園で

あろうか。

写真4山川逸郎が設計した洋館住宅

　　　　　　　　　家とまちなみ44　　2001．9
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写真6三角形敷地の噴水公園か？

14キャラバン園の現状

（1）住宅地の現状

　キャラバン園の現状をみてみる。鉄軌道は

単線のままであるが高架となり、三角屋根の

洋館住宅が並んでいたはずのべーウィング舗

装された街路は、どこにでもあるアスファル

ト舗装の道路となっている。キャラバン園全

体も周辺の住宅地と連担・同化した結果、そ

のまとまりを見出すことはできなくなってい

る（写真7）。

　当時の痕跡として残っているものは旧山川

邸注5）を含む現存する3棟の三角屋根をもつ

洋館住宅のみである（写真8、9、10）。街路

から観察したところ、いずれの住宅にも増築

や改築がみられる。

　図3は一山二二の一階平面図である。『高石

市内民家調査報告書』文6）によると旧山川邸

は、玄関を入った左手の応問、和室、座敷

（座敷は増築）は畳敷きで、建具はふすまを多

用するものの、壁はクロス張りの大壁、腰の

部分は板張り、天井は漆喰を塗り込めるとい

う非常に奇妙な構成となっている。同報告書

では「和洋を折衷した独特のインテリアを構

成している」と記述されている。実際は、山

川が思い描いた西洋家屋における理想的な日

常生活が彼以外の居住者に受け入れられなか

ったので、仕方なく畳を敷いたが、理想を出

来うる限り曲げないという信念で、畳とふす

ま以外は西洋家屋仕様としたのであろう。先

の橋口信助の経営するあめりか屋が建てた洋

館住宅にも外観は完全な西洋式だが、日本間

を持つという和洋折衷の設計技法が使われて

いた。こちらは洋風住宅専門会社の商品住宅

だけあって、日本間のインテリアは真壁づく

りに見えるよう無難にデザイン処理されてい

た文4）。

　『高石市内民家調査報告書』には記載され

ていないが、現存する他の2棟の洋館住宅内

部も現在の生活に合わせて手が加えられてい

るのだろう。

　いま、このまちを歩いてみると、住宅地と

しての質は依然として高いことがわかる。街

路樹や草花の植え込みがなされた「サイドウ

ォーク」や噴水がある公園は既になくなって

いる。しかし、生垣や庭に植えられた大から

小までの植木や植え込みからなる敷地単位の

緑が、道路境界線に沿って連続しており、歩

行者の目を楽しませるとともに、80年という

写真7鳥撤写真。旧山川邸の西に建つマンションから東方向を見る。写真の左が南海高師浜支線と伽羅橋駅

家とまちなみ44　　20019



写真8旧山川邸（現況）

ジィ：ングキ，チ｝
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玄閥
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ポ三チ

図3旧山川邸一階平面図（現況）。座敷が増築されている

、

住宅地の年輪を感じさせる。

　一方で、周辺の住環境への配慮が少ない建

物の更新や敷地の細分化が進みつつあること

が気になる（写真11）。これらが道路境界線に

沿って連続する緑を途切れさせて住宅地の街

路景観を崩しつつある。更地になって売りに

出されている土地もみられる。住環境に寄与

するように活用されることを期待する。

（2）まちづくりの現状

　現状のまちづくりの動きについて高石市役

所の都市計画課に問い合わせたところ、伽羅

橋駅周辺の住宅地においては、建築協定、地

区計画の策定はもちろんのこと、まちづくり

協議会立ち上げなどの住環境保全のための積

極的な動きは皆無であるそうだ。

1響町響響竃四

　筆者の推測によるところであるが、山川は

欧米の文化や大正時代の自由な空気、それに

伴った進歩的な住宅改良運動に敏感に反応す

る触覚を持ったモダニストであった。反応し

すぎて、壮大な普請道楽ともいえるキャラバ

ン園をつくってしまったのだから、単なるモ

ダニストではなく、スーパーモダニストであ

る。そのスーパーモダニストがつくった住宅

地や住宅を普通のモダニストが住みこなせる

はずもなく、前章で述べたように当時の痕跡

はわずかしか残っていない。

　しかし、現状のキャラバン園の住宅地として

の高い質は、大正時代のスーパーモダニストが

残した遺産の上に成り立っており、現在の住

環境はそれを食いつぶしつつ維時されている。

写真9　登録文化財の赤木家住宅（旧飯井邸）。飯井氏が山川の設計の技術とセン

スを見込んで依頼した住宅。山川もそれに応えるべく、特別に力を注いで設計

施工した。現在では敷地内には瓦屋根の平屋建て日本家屋が増築されている

写真10　現存する小規模な洋館住宅。窓はアルミ製サッシに取り替えられてい

る。左側2階建て切妻屋根の建物は増築である
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写真11敷地いっぱいに建てられた3階建ての戸建住宅。平成4年（1992）時

点では洋館住宅が建っていた

写真12　まちづくりのための資源となるお屋敷の庭園と生垣。山川が嫌った日

本家屋であるが…

　このキャラバン園の現在の特徴である三角

屋根の洋館住宅、お屋敷の庭園と生垣（写真

12）、このあたりでよく見かける手入れされた

立派な松（写真13）などは、まちづくりや住

環境の再整備のための貴重な物的資源となる。

そして、ここでは蓄積されている物的資源は

一般の住宅地より豊富にそろっている。

　以上のことに気づく現代のスーパーモダニ

スト（まちづくりのための人的資源）が居住

者の中から出てきて、何とか地元発意のまち

づくりの動きが出てこないものだろうか。

　最後に山川逸郎のその後をみておく。キャ

ラバン園建設後もしばらくは、個人的に依頼

を受けて住宅の設計施工をしていたが、昭和

大恐慌のあおりで道楽の建築から手を引かざ

るを得なくなった。専門の機械で事業を興し

て蓄音機・自動車・捺染その他に関する20余

丁の特許を取得した。

　昭和7年（1932）には越後湯沢スキー場に

日本最初のスキーリフトを架設した。昭和12，

3年ごろから水処理装置の特許品を満州の安

山製鉄所に納める事業を手がけた。戦後は水

写真13このあたりでは、手入れされた立派な松をよく見かける

処理装置（イオン交換）の特許を取るなどして、

昭和35年（1960）に社団法人発明協会より

近畿地方発明賞を、昭和36年には全国発明賞

を授与された。昭和37年（1962）5月14日、

73年の生涯を終えた。

注記

注1：高石市の市域面積ll．35kHfのおおよそ45％が埋立地。

注2＝伽羅橋駅の駅舎敷地は同駅設置のために山川家が南海

　　　電鉄株式会社に寄贈したものである（文7）。

注3：木造平屋建ての駅舎は鉄道の高架工事にともなって移

　　築されているが現存する．

注4：山川一族は進取の気性を持っており、長兄の七左衛門

　　　は電話、新聞、自転車、鉄道などをいち早く生活に取り

　　入れた。三番目の兄俊三は16歳で洗礼を受けた。そ

　　　の後一族もキリスト教を時代の新しい指針と受け止

　　　め、順次洗礼を受けていった。戦後の農地解放で財を

　　失った（文8）。

注5＝山川は昭和6年（1931）に伽羅橋の自邸を手放している。

　　現住者は昭和26年（1951）に購入している。
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写真・図の出典

写真3～8：参考文献5

図2：同上

図3＝参考文献6

＊上記以外の写真・図は、筆者が撮影あるいは作成したも

　のである。
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