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大阪の味は
混交としたまったり味
奥村 彪生

大阪で進化した粉もん
もん

ごと

よそのもん

くぼ

大阪でたこ焼が生まれるのは昭和十年︒それまで大阪の屋

もある︒その代表はたこ焼とお好み焼だ︒

大阪産と思っている食べ物のなかにルーツが他郷物は幾つ

おおさかもん

特集

しかし視点を変えれば、食べものにも言葉にも、住む場所にも、
さまざまな出自をもつ文化や、

それらと融合し、また派生した文化をみることができる。
開高健『日本三文オペラ』に描かれているように、
ま ね

大阪は、多くの移住者とともに異文化を受け入れる、
一種のユートピア的な包容力があったのだろうか。

化した︒けどだしがよう効いていて︑東京より数段うまい︒

これが戦後大阪に伝わり︑大発展し︑こてこての味へと進

今里新地でラジオ焼を売っていた会津屋の初代が客から明

体に焼き上げたものだった︒
戦後流行ったもんにホルモン煮やホルモン焼がある︒これ

入れてみるかと始めたのが大阪のたこ焼の始まり︒明石では

労働者が食べていた︒ホルモンとは牛の内臓を指すのだが︑

もん

段屋にアイディアを持ちかけたのは中国から引き上げてきて

羊肉を牛肉に変更して︑この鍋物を始めてはと京都の十二

を沸騰している湯でゆすいで食べる︒まさに肉の洗濯︒

現在も北京にあり︑筆者も食ったことがある︒薄切りの羊肉

れた䘛羊肉︒このころ︑二番目に始めた︵一番目は廃業︶店が

シャワ䁆ヤンロウ

しゃぶ︒この料理は今から一三〇年程前に中国の北京で生ま

その異国料理で世界的な名物料理になっているのがしゃぶ

えているが︑これとても生野区生まれの異国料理なのである︒

現在はホルモンの看板はあまり見られず︑焼肉屋に名を変

る︒決して内臓は放る物やおへん︒

ほ

とで︑昭和十六年に難波にある北極星が商標登録をとってい

れっきとした医学用語で︑内臓を食べると体に良いというこ

戦前から生野区の生野川の改修のために来ていた朝鮮半島の

だしをつけて食べる︒生地は玉子と浮粉︵ 小麦でんぷん︶だ︒

玉子焼とよび︑銅製のえくぼ鍋︵ 江戸時代からあった︶で焼き︑

石︵ 兵庫県︶ではゆでたこが入っているで︑と聞いて︑ほな

よそもんが大阪もんに

鋳物の鍋に小麦粉の溶き粉を流し入れ︑みじん切りのキャベ

の待ち合いの場になっていた︒

好み焼屋は上野や浅草界隈の下町で流行っていた大人の男女

かいわい

の好みに合わせて組み︑それを客が焼くシステムだった︒お

キャベツを加えた小麦粉の練り粉にトッピング用の食材を客

東京ではお座敷に鉄板をはめ込んだ食卓を置き︑刻んだ

聞の匂いも一緒に味わった︒お好み焼は戦後東京から伝わった︒

たしも幼いころ買って食べたことがある︒それを包んでいた新

お好み焼かて他郷物︒一銭洋食は戦前から大阪にあり︑わ

よそのもん

たいにまったりとしたのをつけ︑マヨネーズで厚化粧を施す︒

阪の生地はだしをしっかり効かす︒ソースも今では大阪弁み

屋台では一銭洋食に使っていたウスターソースを塗った︒大

会津屋は醤油味やが︑会津屋を真似てたこ焼を始めた他の

ゆ

大阪文化を語るものは数々ある。

しょう

粉もん、お笑い、おばちゃん、大阪弁、阪神ファンなど、

ツやグリーンピース︑ねぎ︑紅しょうが︑天かすを入れ︑球

台で売られていたのが︑ラジオ焼︒えくぼの如く窪を入れた

異文化理解のヒントを見つけてみたい。

東大阪の「石切さん」の名で親しまれる
石切劔箭（いしきりつるぎや）神社。本
殿前には百度石があり、老若男女が願を
かける（写真提供・石切劔箭神社）
南海電鉄浜寺公園駅。南海電鉄も開発にかか
わった浜寺公園や住宅地の玄関。辰野金吾（た
つのきんご）設計のハーフティンバー様式の駅
舎は、現役の明治建築として国の登録有形文化
財である（撮影・久保正敏）

安くて有名な商店街のひとつ、千林商
店街は野崎街道の一部であり昔から
交通の要所（撮影・久保正敏）

新たな大阪文化の発見を通じて、みんぱく地元の大阪から、
江戸時代には世界初の先物取
引がおこなわれた堂島米会所
があり、各藩の蔵屋敷が立ち
並んでいた中之島周辺は、現
在でもビジネス・センター

大阪城天守閣から望む大阪ビジネスパーク一帯。
『日本三文オペラ』の舞台は、
東洋最大の軍事工場「大阪砲兵工廠」を終戦前日に米軍機が徹底破壊した跡地
だが、今や大阪ビジネスパークやJRの電車区に変身した（撮影・久保正敏）
国勧業博覧会の跡地の西側は、
「新世界」とよばれる繁華街とな
り、中心部にあったのがパリの
エッフェル塔を模した通天閣。
現在の通天閣は 2 代目で、おり
からのタワーブームに商魂たく
ましく便乗中（撮影・庄司博史）
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大阪のなかの異文化
宗衛門町にあった一銭洋食屋のラジオ焼

明石の玉子焼
大阪市西成区玉出にある会津屋本店（撮影・久保正敏） 一銭洋食から進化したネギ焼

1903 年に開 催され た第 5 回内

大阪ミナミの道頓堀川に架かる戎橋。2007年に架け替えられ
た。周辺には企業の巨大ネオン看板が掲げられ、新世界と並
び、大阪を代表する風景としてよく取り上げられる

いた鳥取県のお方︒京都で評判になり︑それを知った大阪の
スエヒロが取り入れ︑大阪で洗濯を表現する幼児言葉のしゃ
はも

たい

ぶり

おおさかもん

みずたこ

ぶしゃぶを料理名として大当たりした︒今や牛だけでなく︑
そ

豚や鱧︑鯛︑鰤︑水蛸まである︒
よ

他郷の産物を大阪産にした代表はなんといっても塩昆布︒
よ そ

北前船が盛んだったころ松前産︵ 北海道産︶の昆布は心斎橋
販売された︒その加工品のなかで今も根強い人気があるのは

に集められ︑さまざまに加工されて大阪だけでなく︑他郷へ
醤油でことこと煮た塩昆布︒飯によう合う︒

し

民の四分の一が沖縄にルーツをもつといわれている︒区内には沖縄料理
し

の店舗が並び︑沖縄で家の守り神とされる獅子﹁シーサー﹂が玄関に
据えられた民家も多く見られる︒

今年は大正区の区政八〇周年︑沖縄の本土復帰四〇年を迎えた︒こ

与那原の大綱が海を渡った
きずな

な ばる

おお つな ひき

さらなる交流につなげようと︑沖縄県与那原町から区内に﹁大綱曳﹂

よ

の節目の年に︑わたしたちは大正区と沖縄の絆をあらためて結び直し︑
を招く準備を進めてきた︒豊年祈願や無病息災︑子孫繁栄を願う大綱
ちな

な

曳では︑町民自ら直径二メートル︑長さ九〇メートル︑重さ五トンもの
この一世紀を振り返れば︑互いの文化や言葉が異なるために︑さまざ

巨大な綱を綱い︑老若男女を問わず大勢の住民が力いっぱい曳き合う︒
まな摩擦もあったのも事実だ︒しかしまた︑そうした﹁違い﹂を見つめ︑
﹁溝﹂をも挟みながら︑多様な住民がそれぞれの思いを込めて綱を曳き
合う九月八日の本番では﹁ハーイや︑ハーイや﹂のかけ声とともに︑一
万人もの人たちの熱気が会場にあふれ︑与那原大綱曳はイベントでは
ない祭りそのものを体感させてくれた︒
多文化共生ではなく異和共生へ
綱の前では人は小さな存在でしかない︒しかし心地よかったのだ︒ど
うしてだろうか︒個の集合としてあの巨大なエネルギーを創り出すよろ
こびが共有されたからかも知れない︒違いが﹁対立﹂へのエネルギーを
つくるのでなく︑
﹁対等﹂の関係のイメージをえがくことができる︒
違いが﹁カベ﹂によって維持され︑カベとカベのあいだには﹁スキマ﹂
が存在する︒違いを認め合い共生するには︑スキマのスペースが必要に
なる︒
沖縄人でもなく︑大阪︵ ナニワ︶人でもない︒沖縄人でもあり︑また
大阪人でもある︒そんなスキマから生み出された﹁おきなわ＋大阪︵ ナ

関西沖縄文庫

与那原大綱曳

大正区

綱・ちゅら・エイサー祭

︱
金城 馨

大正区と沖縄という空間を超えて︑スキマが開かれた瞬間だった︒

の音に重なった︒いまそれを振り返れば︑八〇年という時間を超え︑

そのとき﹁恥さらし﹂ということばが時間のカタマリとなってたいこ

たいこに響かせた︒どこからか﹁恥さらし﹂という声が聞こえてきた︒

り︶では︑二〇〇人の沖縄青年たちは沖縄の思いをパーランクーの

一九七五年九月におこなわれた第一回沖縄青年の祭り︵エイサー祭

エイサー祭りがスキマを広げていく︒

決意してから八〇年︒二世︑三世︑四世と世代を重ね︑今では大正区

を支えてきた︒沖縄出身者がこの地に住み始めて約一〇〇年︒定住を

沖縄出身者が生活の糧を求めて出稼ぎに訪れ︑労働者として町の発展

本の工業を支えた﹁働くもののまち﹂であり︑大正時代から︑多くの

大阪湾に面した大正区は紡績業︑鉄鋼業︑木材業をはじめ︑近代日

沖縄第二のふるさと︑
大正区

in
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もみだれでもんだホルモン焼きと焼き肉の材料
ホルモン焼と焼き肉

ニワ︶＝おきナニワん﹂という大正区のプロジェクト︒そして大綱曳︑

上：千島公園グラウンドでおこなわれた第1回
沖縄青年の祭り（1975年）
左下：立ち退きがはじまった沖縄人の集住地
域（クブングァー）
（1975年頃）
右下：北恩加島の沖縄そば屋（1956年）

1903年開業の東來順の䘛羊肉。一人前の肉の多いこと

上下：区政80周年が、第38回エイサー祭りと大綱曳をつなげた
「綱・ちゅら・エイサー祭」
（2012年）

ネオ関西弁

︱
奈良大学教授

﹁方言萌え﹂の
流れのなかで

真田 信治

各地で︑談話の効果をねらった関西弁使用が目
立つようになった︒あるテレビ番組に︑札幌の若
らが必ずしも関西中央部の出身者でないこともあ

者たちが発する﹁すっきゃねん﹂
﹁なんでやねん﹂
などの音声を大阪の若者に聞かせ︑
﹁なんかちゃう
プレとしてのものだということを実感している︒

り︑上掲のような用語はあくまでも意識的なコス

いずれにしても︑いわばキャラクター表現とし

な﹂と言わせていたのがあった︒

ネイティブの関西弁
いわばグローバルに広がるキャラクター表現と

る︒関西弁的な表現を会話のなかにはさみこむこ

ての関西弁がノンネイティブに広がりをみせてい
とで︑場を盛り上げたり語りに臨場感を持たせた

ステレオタイプからの脱却
今日まで︑漫画やドラマなどのフィクションの
世界で関西弁はある特定のステレオタイプとして
で冗談めいた性格や型破りなトリックスター的な

の役どころを与えられてきた︒そこではコミカル
役割のキャラが多かった︒そしてそのようなイメー
ところが最近では︑フィクションの世界におい

ジは上書きされ︑その幅を広げてきた︒
ても︑このようなステレオタイプに縛られないキャ

しての関西弁は︑ネイティブ関西弁とは異なって
日常生活になくてはならない言語変種である︒そ
ラクターが多く登場し始めていることが認められ

いる︒関 西 弁は関西圏に暮らす人びとにとって︑
れは実際にはメディアをとおしての東京弁と互い
としてとらえられており︑各地の方言がキャラク

る︒このところ︑
方言は魅力的な要素︵﹁方言萌え﹂
︶

りするわけで︑それはあくまで言語遊戯的な運用

︶ではあるが︑それは決して〝ふざけ〟などで
言﹂

に干渉しあったハイブリットな言語変種︵﹁ネオ方

なのである︒

ノンネイティブにとっての︑このような関西弁

のことばなのである︵ 上掲の用語に対応させれば﹁あ

はありえない︒ネイティブにとって︑それは普通
潮︑そのなかに関西弁もあるように思われる︒

ターの役割とは必ずしも結びつかないといった風

も

使用は︑あくまで〝冗談〟でやっているというこ
ずである︒そしてその発信元は︑吉本新喜劇を中

とが相手にも理解されている︑それが大前提なは

の表現は︑現在の関西中央部のネイティブのセン

きまへんがな﹂
﹁そやよってに﹂
﹁そうだっか﹂など
りなどはなく︑ごくまじめに話していたのに﹂と

と言われた由︒本人は︑
﹁決してふざけているつも

ら︑
﹁先生は冗談がうまく︑ふざけ心がありますね﹂

ある関西人が仙台で講演をしたおりに︑聴衆か

ンの世界にも定着しつつある状況に注目したいの

り離しつつある︒
﹁方言萌え﹂の流れがフィクショ

りが︑関西弁とそのステレオタイプとを徐々に切

言をメインにおくキャラクターの出現とその広が

このような︑役割語としてではない︑普通に方

︒
かんやん﹂
﹁やから﹂
﹁そうなん﹂など︶

スからは遠くなってしまっているものである︒わ
である︒

たしは素の彼らとつきあう機会があるのだが︑彼

官との間合い

民博 文化資源研究センター

私鉄王国の文化
久保 正敏

︱

関西私鉄の南北差

私鉄の成立史には軌間︵レール内側の間隔︶がふかくかか
わる︒明治新政府が採用した狭軌︵一〇六七ミリメートル︶

鉄との違いも面白いが︑これは︑沿線の地理・都市構造や

こともできよう︒官鉄との連携を重視してきた大阪南部私
物流形態の南北差ともかかわるのだろう︒

例︵一八八七年︶と後身の私設鉄道法︵一九〇〇年〜一九一九

皮していく︒その好例は阪急電鉄である︒

が︑やがて︑都市間を直線で結ぶインターアーバンへと脱

また沿線の集落を結んで曲線の多い線形で発足した私鉄だ

当初︑寺社仏閣や景勝地への参詣客・観光客をねらい︑

阪急が確立したビジネスモデル

年︶は︑官鉄と同じ狭軌を原則と定めた︒この法に拠って

ばやし いちぞう

当初目指した有馬温泉到達を断念した箕面有馬電気軌
こ

道は︑小 林一三のアイデアで︑沿線の需要を万遍なく創り

はん かい

狭軌の蒸気鉄道として出発した︒関西圏では︑南海電鉄の
ふるいち

出す工夫を重ねた︒すなわち二〇世紀初頭イギリスの田園
かしわら

前身︑阪堺鉄道︵一八八五年︑難波︱大和川を開業︶や近鉄

都市構想も参考にサラリーマン向けの健康な住宅開発を進

神戸線開業にあわせて梅田にターミナルデパートを設けて

泉︑野球場を開発して休日の観光需要を︑高速運転向きの
昼間の買い物需要を︑学校を誘致して文教地区イメージを

めて朝夕の通勤需要を︑断念した有馬に替わる遊園地︑温

軌間のしばりはない︒そこで︑これに拠って創業した私鉄は︑

作り出すとともに通勤と逆方向の通学需要を︑それぞれ開

他方︑軌道条例︵一八九〇年〜一九二一年︶は︑道路上に

標準軌︵一四三五ミリメートル︶あるいは偏軌︵一三七二ミリ

拓した︒よく知られるように︑以後これが私鉄経営のビジ

他の私鉄もさまざまな副業を進めたが︑沿線に有力な観

メートル︶の電気鉄道として出発した︒関西圏では︑阪神

光地がある私鉄は遊園地など観光開発をまず進め︑住宅地

電気鉄道︑箕面有馬電気軌道︵ 現・阪急宝塚線︶
︑京阪電気

上にあれば良いとの拡大解釈が許されたため︑路線のほと

開発は遅かった︒特に住宅に適さない低地での住宅地開発

興行系事業にも進出した︒
んどを専用軌道とした︒そして︑官鉄をライバル視し︑官

ネスモデルとなる︒さらに阪急は︑宝塚歌劇や東宝という

鉄のような長距離散発運転ではなく︑頻繁運転で特急料金

宅地単価は概して阪急や京阪沿線が高く︑南海や大軌沿線

は遅れ︑宅地単価も低めとなる︒統計によれば︑戦前期の

鉄道︑大阪電気軌道︵ 大軌︑現・近鉄奈良線︶など大阪北

不要の都市間高速鉄道︵ インターアーバン︶へと成長した︒

部起点の私鉄は標準軌を採用し︑かつ︑軌道の一部が道路

敷設する鉄道を対象とし︑官鉄との連携は想定しないので

等︑大阪南部の私鉄が相当する︒

か よう

南大阪線のルーツ︑
河陽鉄道︵一八九八年︑
柏原︱古市を開業︶

よ

創業した初期の私鉄は︑官鉄との貨物輸送連携を重視し︑

官営鉄道︵ 官鉄︶の補完を目的に施行された︑私設鉄道条

携を良しとしない姿勢は︑関西ならではの反権力︑と見る

憤慨していた︒

うだ︒しかし︑その芸人たちの用語︑たとえば﹁あ

心とするお笑い芸人たちのことばづかいにあるよ

キャラクター表現としての関西弁

あずまきよひこ著『あずまんが大王 1年生』
（小学館2009）
より©あずまきよひこ／小学館 ゲッサン

関西が後に私鉄王国とよばれるゆえんである︒官鉄との連
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大阪北部私鉄と南部私鉄の接点といえる近鉄橿原神宮前（かし
はらじんぐうまえ）駅構内にある四線区間。内側二線が南大阪
線・吉野線の狭軌、外側二線が橿原線の標準軌
京阪電鉄伏見稲荷駅。伏見稲荷大社の千本鳥居にちなみ
柱は朱塗り
阪急電鉄武庫之荘駅北側。1937 年開発の武庫
之荘住宅地は阪神間モダニズムの一端を示す
高級住宅地。その雰囲気を伝える駅前ロータ
リー風景は今や希少

は低い︒
かくて関西各私鉄は︑沿線文化︑ターミナル文化など独
自のイメージを創り出し︑それぞれにイメージ・リーダー
となる住宅地︑遊園地︑スポーツ施設などを擁するにいた
る︒もっとも︑自ずと各私鉄の醸すイメージは異なり︑そ
こに地域の地理的環境に根ざす宅地価格と住民の社会階層
比さながらに︑上品・高級イメージから親しみやすく庶民

との関連性を見る人文地理学者も多い︒山の手と下町の対
的イメージまで︑各私鉄に冠せられたイメージは︑現在に
も引き継がれている︒
こうしたイメージの点から︑関西と関東の大手私鉄間の
近似性がよく語られるが︑わたしの勝手な見立てでは︑南
海＝東武︑阪神＝京急︑阪急＝東急︑京阪＝京成︑近鉄＝
西武というところか︒
国鉄民営化とその後
運輸以外の付帯事業を禁じられていたため沿線開発がで
きなかった旧国鉄に比べ︑不動産︑流通︑観光など本業外
の事業収入を誇っていた私鉄だったが︑これらは一九九〇
あし かせ

年代以降のバブル崩壊︑少子化と労働人口減少︑という逆
風のなかでかえって足枷となり︑遊園地の廃業︑プロ野球
これに対し︑一九八七年の民営化以降︑
西日本は︑

からの撤退も相次ぎ︑イメージ・リーダーは色あせていく︒
私鉄のお株を奪うアーバン・ネットワーク構想やさまざま
な事業展開︑さらには阪神淡路大震災からのいち早い復旧

という

争から撤退し︑特急も停車駅を増やして利便性にシフトし

などで︑優位に立った︒今では︑大阪北部の私鉄は速達競
つつある︒死語となりつつある私鉄王国だが︑
巨大グローバル文化に抗しつつ︑各私鉄独自のカウンター
カルチャーを堅持して欲しい︑とは一鉄道ファンからの願い

駅前の異空間
アンダーグラウンド

民博 民族社会研究部

わが街・新宿と
大阪駅前ビル
菅瀬 晶子

都市と闇だまり
阪急電鉄梅田駅の改札を出て︑長いエスカレー
ターに乗ると︑いつも混雑を極めるコンコースに吐
き出される︒人波の流れるままに身を任せれば︑
たどりつく先は昼も夜もまばゆく輝く︑広大無辺
東京は新宿育ちのわたしにとって︑人波も明る

の地下街だ︒

えてひどく緊張したことを︑今でも鮮明におぼえ

じめてこの場所に来たとき︑強烈な違和感をおぼ

ある︒ところが進学とともに大阪に移り住み︑は

すぎる照明も︑慣れ親しんだ空気のようなもので

激突した新宿騒乱は︑燃料輸送列車の事故が新宿

一九六八年と六九年︑新左翼活動家らと機動隊が

左翼活動家など︑日本の戦後を担った人びとの巣︒

たる文学者たちや演劇人︑映画監督︑さらには新

ン街や地下街︑大ガードの闇だまりこそは︑名だ

歴史的背景ゆえといえるかもしれない︒ゴールデ

カルチャーの花開く場所となったのは︑そうした

たことすら︑知らないのではないか︒梅田に来る

照明の下を歩く若者たちは︑大阪が空襲に焼かれ

り巡らされた通路はどれも同じにみえ︑輝かしい

街にも︑アングラのかけらもない︒縦横無尽に張

るにもかかわらず︑梅田駅のコンコースにも地下

ところが︑新宿とほぼ同規模の大ターミナルであ

がら︑わたしはこの街の過去を知り︑大人になった︒

に︑今でも残る戦後の闇だまり︒それを覗き見な

である︒

と人工的すぎて︑大阪に暮らす人びとの歴史が感

ている︒じつはいまだになじめない︒あまりに整然

駅で起こったことに起因するが︑この地がアンダー

偶然迷い込んだ地下街のはずれに突然あらわれた

たびにそんな違和 感を抱え︑歩き疲れたある日︑

のぞ

もちろん︑京都や奈良のような街並みを︑この

グラウンドの都であるからこそ起こったことも事

新宿には︑あの騒乱の匂いが漂っている︒わたし

場する︒それを観るたびに︑強く思うのだ︒今も

券ショップ︑油じみた飲食店が並び︑薄汚れた通

一線を画していた︒中古レコード店に古書店︑金

カナ名のついたこぎれいな地下街とはあきらかに

じられず︑息苦しくなってしまうのだ︒
場 所に求めている訳ではない︒大 阪も東 京同 様︑

実であろう︒そんな新宿のアングラ界を泳ぎまわっ

本の歴史を強烈に街の景観のなかに刻みつけてい

路のあちこちに︑秘密の匂いのする闇だまりがあ

わか まつ こう

太平洋戦争末期の大空襲で焦土と化し︑その景観

る︒御 徒 町のアメヤ横丁︑新 橋︑渋 谷の道 玄 坂︑

の記憶に残る︑もっとも古い新宿の風景は騒乱か

る︒中古レコード店でブートレグをあさりながら︑

入り口に大阪駅前ビルと記されたそこは︑カタ

空間に︑わたしは眼を奪われた︒

二監督の作品には︑繰り返し新宿騒乱の映像が登

ていた一人であり︑先日惜しくも急逝した若松孝

いずれもかつて闇市があったところだ︒そんななか

今も︑その匂いは変わってはいない︒

してしまうのは︑そぐわぬ気がするが⁝⁝︒

そこにわざわざ光を照射し︑
﹁文化﹂と称して保存

らぬ存 在だからこそ︑アングラと呼 ばれるもの︒

となのだろうか︒もっとも︑アングラは日の当た

しまうことが︑その街にとってほんとうによいこ

がっている︒しかし︑闇をあとかたもなく消して

ビルを解体し︑緑地化しようという計画も持ち上

となりつつある︒再開発の一環として︑大阪駅前

み︑ますます人の息吹も個性も感じられない空間

近年︑梅田・大阪駅周辺はさらなる再開発が進

て︑やはりそうかと納得し︑妙に安心したものだ︒

がかつて大阪の闇市のひとつであったことを知っ

分に浸っていた︒その後︑十三などとともにここ

わたしはすっかり︑新宿にいるような心地よい気

ら間もない七〇年代中葉のそれであるが︑当時も

続けているのが︑新宿である︒
めし もり

もともと新宿は︑江戸と外界をつなぐ宿場町と
して発展した場所である︒宿場町の常として飯盛
はたご

新宿のコンコースや地下街︑路地裏のそこここ

大阪でみつけた
﹁原風景﹂

でもっとも泥臭く︑アナーキーなエネルギーを発し

じ

合︑繁華街には闇市の名残が今でも残り︑戦後日

大阪駅前ビルは第1から第4ビルまであり、上層階はオフィス、地下部分は店舗
が展開し、巨大な梅田の地下街とも通路で結ばれている。店舗は各種・新旧お
りまぜられており、ビルがオープンした70 〜80年代当時の雰囲気を漂わせる
純喫茶も点在する

は過去と切り離されてしまった︒しかし東京の場

阪神電鉄武庫川駅。六甲山裾野の
もっとも浜側を走る阪神電鉄には、
ほかにも香櫨園（こうろえん）
、芦
屋、大石など川をまたぐ駅が多い
大阪駅前ビルは、大阪駅
前の再開発のため大阪
市により建設された。ま
わりは、のちに建設され
た外資系ホテルやショッ
ピングモールなどに囲ま
れている

旅籠︑戦後は赤線地帯もあったのはいうまでもな
い︒高度経済成長の時代︑混沌とした闇市のパワー
を受け継ぐように︑新 宿がアンダーグラウンド・

夜の新宿西口
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新宿の「思い出横丁」
、通称「しょんべん横丁」に
は今宵もさまざまな人びとが集う。闇市の名残を
もっとも濃厚にとどめる一角だ

