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Ⅰ はじめに 
 

 １ 疑問の発生 

 

 天満橋駅、大江橋駅、芦原橋駅、淀屋橋駅…大阪にはとにかく「橋」がつく駅が多い。

何かと縛られていた高校時代から自由な大学生になったことで行動範囲が広がり、大阪に

行く機会が今までよりも遥かに増えた今年の夏、私は強くこう感じた。 

 「大阪八百八橋」という言葉をご存じだろうか。「八百八」というのは数が多いことをた

とえる語であり、「大阪八百八橋」という言葉は、大阪にあるたくさんの橋や川を意味する。

この言葉を知った私は、「こう呼ばれるほど大阪には橋が多いのだな。だから駅名や地名に

も橋が付く物が多いのだ。」と考えていた。 

 しかし私のこの考えは間違っていた。橋の数を年代ごとにグラフにしたのが図１である。

江戸時代中期の１７８７年には１５５本だった橋が年々増加し、１９２５年に１６２９本

となる。その後戦争の時代に突入したことで１９５１年まで減少を続けるが、戦後また伸

び始め、１９６８年に１４９６本と増加し戦前の数値に近づくかと思われた。しかし、１

９７１年に１０１０本と大幅に無くなり、そのまま微減を続け、現在は７６４本である。

つまり八百八橋の全盛期は１９２０年代と１９５０～６０年代であり、現在はその頃の２

分の１以下の橋しか存在していない。 

さらに、大阪市と他の政令指定都市との橋の本数を比較してみたところ図２の様になっ

た。岡山市が９８５４本と圧倒的に多く、５９２９本の浜松市、４０９７本の新潟市と続

く。大阪市はなんと８４０本で下から４番目である。 

  

 

 

 

 

 

図１ 大阪市建設局の管理する橋梁数の推移 

大阪市建設局作成パンフレット『大阪の橋』を参考に筆者が作成 
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「八百八橋」と呼ばれている大阪の橋の数が全盛期に遠く及ばない数で、なおかつ他の

大都市に大きく差をつけられている事実に私はとても衝撃を受けた。しかしそれと同時に

「なぜ大阪から橋がなくなっていっているのだろう。」という一つの疑問が浮かんだ。私は

自宅付近の西山橋と仁川駅前の鶴の橋という２本の橋を毎日通学の際に渡っている。私の

生活と密接しているこれらの橋は勝手に無くなっては困るものであり、橋が無くなる理由

を考えても全く分からなかった。 

そこで私はなぜ大阪から橋がなくなるのか調べてみようと考えた。 

 

 

 

２ 先行研究の問題点 

 

大阪の橋はなぜ無くなったか―。多くの本でこの問題は取り上げられている。その中で、

大阪八百八橋研究の第一人者、松村博の著書『八百八橋物語』は以下のように説明する。 

 

１．空襲の際に生じた瓦礫の捨て場として使われたことで、堀川が浅くなり自浄作

用がなくなり汚れが酷くなった。 

２．地下水を汲み上げすぎていた地域で地盤沈下が進み、台風による高潮の発生で

堀川を伝って水が逆流し、浸水範囲を増やす役割を果たしてしまった。 

３．鉄道網の発達によって舟による運送の需要が低下した。 

・以上の理由で堀川が埋め立てられ、架かっていた橋が取り壊された。その為大阪か

ら橋が減少した。 

図２ 政令指定都市における橋梁数の比較 

『大阪市 HP 平成２１年度大都市比較統計年表 4．橋りょう数，橋長及び橋面積』 

を参考に筆者が作成。 
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私はこの説明を読んで「橋が無くなった理由＝川がなくなった理由」という論法に疑問

を持った。調べてみると確かに無くなった橋の殆どは川の埋め立てが原因である。しかし、

道頓堀川可動堰（注４）が架かっている道頓堀川は埋め立てられていないにもかかわらず

道頓堀川可動堰は撤去されてしまった。このような例は他にもいくらか存在し、完全に「橋

が無くなった理由＝川がなくなった理由」とはならない。ということは、橋が減った理由

は他にもあると考えられる。 

さらにもう一点気になることがあった。松村博氏の

挙げた要因は全て物理的であるということだ。ジンメ

ルは著書「橋と扉」で以下のように述べている。 

 

「橋に象徴されているのは人間の意志の領域が                

空間へと拡張されて行く姿である。」 

 

 

私も橋には生活への働きかけなどの精神的影響があ

り、それらを無視して橋の減少について語ることは間

違いでないかと思った。そこで私は、人間の価値観の

差異という精神的な領域から大阪市の橋の減少につい

て考えてみることにした。 

そして私は、大阪人から「橋を楽しむ」という価値

観が無くなったことこそが大阪から橋が無くなりつつ

ある原因である、という仮説を立てた。その立証のた

めに９月から１０月にかけて実際に大阪に行き、様々

な橋と橋を通行する人々を観察することで大阪人の価

値観の差異を考えてきた。 

以下では技術的な要因から橋は少なかったものの、橋

を楽しむという価値観を大事に持ち続け、図３の様に人

が集まる場所であった江戸から明治時代の橋と現代の橋との価値観の変化から、現代の大

阪人から橋を楽しむ価値観が無くなってしまったことを証明する。 

 

Ⅱ 橋と商売 
  

１ 橋の橋台での商売 

 

江戸時代の八百八橋は商売の場であったことをご存じだろうか。現在では橋の上で商売

をすることは難しい。橋の大部分を車道が占め、歩道で商売をすれば通行の妨げとなるか

らであろう。しかし江戸時代は、橋が傷んだり往来人の妨げになったりするという理由で

べか車（注６）という荷車の横断が禁止されていた。江戸時代の橋は往来人や商売人を優

先した作りであったのだ。その為、江戸時代の橋では実に多様な商売が行われていた。 

難波橋は、大川（注７）にかけられていた橋で全長２２６.３ｍ。公儀橋（注８）のひと

図３ 五雲亭貞秀画 

西国名所『大坂安治川橋』（注５） 
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つであり、天神橋・天満橋と合わせて三大橋と称された。大坂の観光名所として知られて

おり、北側には対馬藩などの蔵屋敷、南側には私塾適塾（注９）が存在しており人通りは

非常に多かった。 

難波橋は八百屋・菜種売り・下駄直し・髪結などの商売の場として利用されていた。そ

のうち八百屋や菜種売りは大坂周辺に住む農民が中心であった。農民たちは彼らの村から

船で難波橋に野菜を持ち込み、それを売ることで生計を立てていた。難波橋は人通りも多

く、野菜がよく売れる場所であったに違いない。 

またこの当時、髪結床や雪駄床は橋の上や袂に存在するものだった。『諸川船要用留』に

よると、難波橋の両端には髪結床３軒と雪駄床が１件あったという。生活に欠かせない髪

結床と雪駄床が橋詰に限定して存在していたという事実は、橋は多くの人が集まる場所で

あったことを証明している。 

 

２ 橋の周りでの商売 

 

平野橋の周りで開かれていた平野町の夜店は、非常ににぎやかで浪花名物の一つであっ

た。平野橋は東横堀川が開削されたとされる１５８５年以降の間もない時期に架設された

とされている。西側に御霊神社、東に渡った内平野町に大坂三明神のひとつであった日中

神明があった。 

これは１と６のつく日の夜店で、京町橋市から内平野町に至るまで夜店が続いていた。

子供用品から台所用品や切り餅屋まで、さらに豆を煎っている豆売屋・古道具屋・古本・

化粧品の店があり、色とりどりであった。ともかく平野町の夜店は大阪の夜店中の随一の

繁華であった。しかしこれは、明治の終わり頃を最盛期として、堺筋に電車が走り、日中

神明がなくなると追々荒れだし、平野町の軒切りで道幅が広くなってさらに寂れ、御堂筋

が広くなると出店も貧弱になって人通りも以前ほどでなくなって、精彩を欠くようになっ

た。道の拡張や交通機関の発達は平野町の活性化にはつながらず、現在はこの面影を残し

ていない。 

こうして江戸から明治にかけて盛んだった橋やその周辺での様々な物の商売は寂れ、橋

周りで売買を楽しむという江戸・明治時代には一般的だった価値観は無くなった。実際に

筆者は難波橋に行ってみたが、橋の上で商売をしている人は存在せず、周りには床屋など

もなく公園とビルが存在するのみでかつての賑やかな商売の面影はなかった。橋の上での

売買という価値観が失われたことを痛感した。今の橋は人が集まるところではない。 

 

 

Ⅲ 橋と娯楽 
 

１ 橋と夕涼み 

 

図４は１９世紀中期に大坂の浮世絵師である一養斎芳瀧、一珠斎国員、南粋亭芳雪が集

まって大坂の代表的な名所１００箇所を描き、好評を博した浮世絵版画『浪花百景』の１

作品である。これには水にちなんだ場所のものが非常に多い。６０が「水」に関するもの
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で、「水」に関するもののうちの３７が「川べり」を描いたも

のである。これからも当時の大坂人がどれほど水や川と触れ

合っていたかよく分かる。なおこの絵は、『木津川口千本松』

というタイトルで、はぜ釣りをする人や多くの屋形船が出て

賑わっている様子が描かれている。 

図５は、森一鳳の『鍋島の納涼』という作品である。現在

の高等裁判所の前には、佐賀藩主鍋島家の蔵屋敷があったこ

とから「鍋島浜」と呼ばれた。ここは夏の夕涼みの名所で、

季節になると多くの人で賑わった。作者の森一鳳は「藻狩図」

を得意の画題としたことから「も（う）かり」の一鳳として

商人から愛された。 

大坂の名所はなぜ川辺に集中したのか。そのうち１つが「夕

涼み」にあると考える。夏になると淀川の涼み船は中之島先

端に近い難波橋辺りに集まった。さらに大坂人は淀川端に

出かけ手軽な避暑を楽しんだ。浜には茶店が床を並べ、酒

や豆茶をふるまった。このような俳句も残っている。 

 

涼しさに 四つ橋を四つ 渡りけり （小西来山） 

 

江戸時代の橋は涼を求める人々の散策の場であった。 

手軽に橋や川と触れ合うことで涼を得ようとしている人

がこの時期と比べ減っているのは間違いないであろう。家

に居ながらにして涼を得ることができる扇風機、クーラー

やアイスクリームなどの氷菓子の普及は、橋に集まり夕涼

みを行うといった価値観を無くしてしまった。さらに水質

状況の悪化がそれに追い打ちをかけている。筆者は夕涼み

にと天満橋付近を散策してみたが、水は茶色く濁り橋や柵

は落書きや張り紙などで汚れていて、涼は得られたが、あ

まり気分の良いものではなかった。 

 

２ 物見の場としての橋 

 

涼を取る他にも橋には忘れてはならない娯楽要素がある。

川という開けた場所の真ん中から街並みや壮大な川の姿を

眺めることができる橋は、物見の場として一等地であり江

戸時代から花見や月見の舞台として愛されてきた。 

図６は浪花百景の一つ、『解船町』である。 

川岸に立て連ねられた古板の姿が高嶺を彷彿とさせると

いう。橋の上から夜空を眺める２人が描かれている美しい版画である。 

図４ 南粋亭芳雪画 

浪花百景『木津川口千本松』（注１０）

図５ 森一鳳 筆 

『大川涼み 鍋島の納涼』（注１１）
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 図７は西山完瑛『桜宮 桜宮風景図』である。大川西岸

から桜宮社頭を遠望した図である。桜宮付近の大川両岸は

江戸時代中期以降桜の名所であった。同所は現在でも桜の

名所で、特に造幣局の通り抜けは春の風物詩として全国的

に有名である。 

大坂の名所はなぜ川辺に集中しているのか。もう一つの

理由を『大阪学講座 水の都おおさか物語』では橋が名所

を作ったと主張をしている。橋は見晴らしの場、眺望所で

あり、橋から遠くを見渡せることは人間にとって非常に気

分のいいことだ。そして、気分良く景色を見られる名所と

して残っていく、とのことだ。橋は名所を作り出してきた

のだ。 

上記の通り涼を得ようと天満橋付近を散策していた時に、

橋の上から大阪を見渡してみたが、橋の上からはビルが立

ち並ぶ街中とは違うものを見渡すことが可能で、なかなか

良い眺めだった。橋の上で眺望を楽しんでいる人とも出会

わなかったが、橋からの眺望は現代も変わらない娯楽の一つと言うことができそうだ。 

 

３ ライトアップ事業 

 

現代において、新しく生み出された橋の楽し

み方はないのか。私は橋のライトアップ事業が

それに該当すると考えた。大阪市橋梁課のホー

ムページに写真も載せられているのだが、ここ

は自分の目で確かめなくてはならないと思い、

実際に学校帰りに中之島に行ってみた。 

 図８は中之島ガーデンブリッジである。青と

白の光のコントラストと中央のモニュメント

「そよかぜ」が美しい。 

図９は大江橋。ライトアップ事業に含まれていない橋

で他と比べると地味だが、何基かのスポットライトに映

し出されて地味に輝く様がまた美しい。 

 図１０は筆者のお気に入り、水晶橋である。二種類のアーチの美しさと芸術性の高い設

計が光に照らされることで一層神秘的に見える。大阪市が行っているライトアップ事業は、

過去の八百八橋の歴史を尊重した上で現代の生活様式や科学力に合わせて新しい価値観を

生み出し、観光やデートスポットとして解放することで近年失われ続けていた「橋を楽し

む」という価値観を再興させた例として高く評価すべきであると思う。 

 

 

図６ 一珠斎国員画 

浪花百景『解船町』（注１２）

図７ 西山完瑛筆 

『桜宮 桜宮風景図』（注１３） 
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図８ 中之島ガーデンブリッジ 

１０月１８日 筆者撮影 

図９ 大江橋 

１０月１８日 筆者撮影 

図１０ 水晶橋 

１０月１８日 筆者撮影 
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Ⅳ 結び 
 

 私は大阪人から「橋を楽しむ」という価値観が無くなったことこそが大阪から橋が無く

なりつつある原因である、と冒頭で仮説を立てた。以下をこの論文の結論としたいと思う。 

大阪人の「橋を楽しむ」という価値観は、橋周りでの商売や夕涼みなどの面で失われ、

橋から数多くのそのような魅力が奪われていった。それによって大阪の橋は人の集まると

ころでなくなり、それと同時に人々の視線が注がれることが無くなった橋は急激にその姿

を減らしてきたと考えられる 

 しかし近年、橋をもう一度人の集まるところにしよう、という様々な取り組みが盛んに

行われている。ライトアップ事業は橋に観光地という価値観を新たに作り出すことに成功

している。失われていく「橋を楽しむ」価値観を何とかして取り戻そうとしている人物も

存在している。 

 

橋は軍事上の必要性や経済的な要請から架けられたものが多いが、時の経過ととも

に人びとの生活の中に定着し、日常の生活に欠かせないものになっていく。橋は旅の

起終点となり人びとが集う。そこでは商売が成り立ち、いろいろな遊びが人びとを誘

う。橋詰の理髪店では世間話に花が咲き、橋のたもとでは毎晩市が立った。 

 

 上は大阪の橋について調べ始めた私が初めて読んだ、前述の松村の著作『八百八橋物語』

における江戸時代の橋の描写である。私はこれを読んだときに、「これほど美しい橋と人の

交わりがあったのか。」と心を奪われたものだ。 

大阪の橋が再びこのように人々に愛され、数多くの人が実際に集まり、楽しむ場所とな

る。こんな日々が来ることを願ってやまない。 
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注記 
 

注１：時代別での大阪市の橋の増減を表すために、ここでは一貫してデータが残っている

大阪市建設局の管理した橋のみを対象とした。港湾局や国土交通省など、建設局以外で管

理されている橋管も存在するためそれらを合わせると現在大阪には８４０本の橋が存在す

る。 

注２：延宝 １６７３年～１６８１年を指す。 

注３：図１では大阪建設局のものに限定していたが、この数値は大阪市内のすべての橋を

対象としている。故に図１と違う数値になっている。 

注４：可動堰 門や扉など、水量を調整するために可動できる部分がある堰のこと。 

注５：大阪歴史博物館．『浪花まちめぐり 水都の景観を読む２』．大阪歴史博物館，２００

３，（展示の見所，５）より。 

注６：べか車 人力の台車に対する大坂での名称。 

注７：大川 現在の淀川の旧名。 

注８：公儀橋 幕府が直轄で管理していた橋のこと。大坂には１２本存在した。 

注９：適塾 緒方洪庵が江戸時代後期に大坂に開いた蘭学の私塾。 

注１０：大阪歴史博物館．『浪花まちめぐり 水都の景観を読む２』．大阪歴史博物館，２０

０３，（展示の見所，５）より。 

注１１：大阪歴史博物館．『浪花まちめぐり 水都の景観を読む２』．大阪歴史博物館，２０

０３，（展示の見所，５）より。 

注１２：大阪歴史博物館．『浪花まちめぐり 水都の景観を読む３』．大阪歴史博物館，２０

０５，（展示の見所，１１）より。 

注１３：大阪歴史博物館．『浪花まちめぐり 水都の景観を読む２』．大阪歴史博物館，２０

０３，（展示の見所，５）より。 
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あとがき 
 

中学・高校時代の卒業論文で論文に魅せられ，懸賞論文を書き始めてこれで４つ目の作

品となる。厳しい字数制限の中で，仮説と結論を明確に定め，それを見事に回収していく。

なおかつ文章に具体例や抽象部分が入り乱れ，読者の心を強く引き付ける。そのような論

文を目指しているが，そこに至るにはまだまだ遠いようだ。今回も，そもそも結論が定ま

らず苦労した。しかし書くたびに本当に少しずつだが今までの教訓が生かされるようにな

ってきており，このままこの生活を続けていくことでさらに面白い文章が書けるようにな

るのではないかと密かに自分に期待している。ぜひともこの習慣を続けていきたい。 

 兵庫県民の私は本当に大阪の地理が理解できない。私用で阪急梅田から西梅田駅に行こ

うとして東梅田駅に行ってしまうような私だが，大阪の橋についての論文を書くにあたり，

大阪在住の方が読まれたときに，「は？」と思われるような論文は書きたくなかった。そこ

で，大阪の友人に文章の校閲を頼んだり，何度も大阪に足を運びとにかく現地を見てみた

りしたことで，ギャップを埋めようと努力した。今は自信をもって大阪在住の方に読んで

もらえる文章になった。 

 最後に，お世話になった方々への謝辞を述べたい。大阪の橋梁数推移のデータを見つけ

ることができなかった私の拙い質問に対して快く最適な回答をして下さった，大阪市建設

局道路部橋梁課の中村忠善様，いつもお忙しい中論文の指導をしてくださった種谷先

生，無理やりだったにもかかわらず大阪人としてのアドバイスと文章校閲に協力して

くれたＫ君とＴ君，本当にありがとうございました。 


