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【目的】 

中心市街地の活性化策の一つであるバルイベントは、

2004年の「函館西部地区バル街」の開催が端緒となり、全

国各地での開催が飛躍的に増加してきた。2017 年 10 月、

公益財団法人日本デザイン振興会により「函館西部地区バ

ル街」はグッドデザイン 100に選定された。近畿地方で最

初に始めた「伊丹まちなかバル」は2019年5月 18日に20

回目の開催に至っており、同市が開催する「近畿バルサミ

ット」を通じて、数多くの地域でバルイベントが実施され、

関係者間の継続的な情報交換がもたらされている。 

発表者は、この会合での見聞から、バルイベントは地域

活性化のためには単発ではなく継続開催することが重要で

あると認識した。この観点から、①都市の位置や規模と継

続性（石原 2017）、②近郊都市の農産物を活かした地産地

消をコンセプトとしたバルイベントの差別化と継続性（石

原 2019a）、③食べ飲み歩きイベントというイベントの性格

からの適切な実施範囲の把握（石原 2019b）の 3 つの検討

を進めてきた。 

③の問題意識から、大阪府内で最初に開催し、継続開催

している大阪市福島区の「野田バル」と「福島バル」の開

催経過に着目し、バルイベントの適切な実施範囲の把握を

試みたが、この調査の過程で、主催者から継続開催は当然

のことであり、地域ブランディングを進め、エリアマネジ

メントしていくことが重要との見解を得た（石原 2019c）。

「近畿バルサミット」に参加している大阪府中央区の「北

船場（バ）ル」の主催者も同様の地域ブランディングの視

点からバルイベントに取り組んでいる。 

小林（2016）によれば、地域ブランド論では、地域空間

をブランド付与対象とする場合と地域産品をブランド付加

対象とする場合があり、両者は互いに影響し合っていると

している。また、地域ブランディングを「地域空間や地域

産品の価値を高めるためにブランドを活用すること」と定

義している（小林 2016）。本研究は、地域産品のブランデ

ィングではなく、地域空間の価値を高めるためにバルイベ

ントをツールとして用いる有用性を明らかにすることと位

置づけられる。 

また、北船場は古くから栄えた地域であることから、北

船場を研究対象地域とした先行研究をみると、佐藤（1973）

は、大阪の方言を理解する上で、大阪船場のあいさつこと

ばの把握を行っている。辻野他（1980）は、江戸時代から

1970 年代後半までの北船場の町割と町家の変遷を明らか

にしている。笹尾・鳴海（2006）は、人々が都市に関心を

持って歩いてみたいと思うような地区の点情報のコンテン

ツのあり方に関して、北船場を事例地域として調査を行い、

飲食店情報へ地区に関連する情報を付加して利用者に提供

することが必要だと提言している。矢ヶ崎他（2012）は、

北船場を含む船場地域で 1939 年に指定された建築後退線

によるセットバック空間の確保により、歩行者回遊性ポテ

ンシャルが高いことを明らかにしている。忽那・小浦（2014）

は、北船場の都市空間分析により、都市の多様性があるこ

とを明らかにし、その要因として歴史的町割が継承されて

いることの意義を見出している。高岡他（2016）は、北船

場における地域資源としての歴史的建築の活用主体間の連

携と展開について報告している。このように北船場の地域

ブランディングに係る研究はみられない。 

そこで、本研究は、「北船場（バ）ル」の開催経過からど

のような地域ブランディングが進められ、その効果がどの

ようにもたらされているかを把握することで、他の地域で

の参考に資することを目的とする。 

【研究対象地域】 

 研究対象地域は、大阪市中央区の北船場とする（図 1）。

北船場の地域には京阪本線の淀屋橋と北浜、大阪市営地下

鉄の淀屋橋と北浜、堺筋本町、本町の各駅があり、これら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 研究対象地域 

資料：Microsoft「Bing map」より引用 



の駅の 1日乗降客数を表 1に示す。北船場は大阪を代表

するビジネス街であることから、各駅の 1日乗降客数の

合計をみると、淀屋橋で約 33.2万人、本町で約 21.8万

人、堺筋本町で約 11.1万人、北浜で約 10.3万人となっ

ており、いずれも10万人を越えている。 

つぎに、大阪市中央区の人口の推移を図 2に示す。戦

後急激に人口が増加したものの、1960年以降は大きく減

少させてきた。しかし、1995年以降、人口が増加に反転

し、現在も増加傾向にあり、都心への回帰がみられる。 

【研究方法】 

「北船場（バ）ル」を含む地域イベントの「北船場茶

論」事務局に、第１回から直近までのガイドマップの提

供を受け、参加店舗数やバルイベント実施範囲の推移を

把握する。この事務局は民間企業である（株）ケイオス

が担っており、同社代表取締役の澤田充氏へのヒアリン

グを2019年 4月6日に行った。また、澤田氏により公表

されている文献を参考にした。バルイベントの実施状況

を把握するため、2017年 5月27日と2019年5月 25日に

現地調査を行った。また、2019年 6月 2日に補足的な現

地調査を行った。これらの情報を総合的に考察した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査結果】 

（１）「北船場（バ）ル」の開催状況 

 「北船場（バ）ル」は「北船場茶論」の中核イベント

として2012年 5月26日に第１回が開催され、以降毎年5

月に開催され、2019年5月 25日に第8回が開催されてい

る（図 3）。第 1回から第 8回までの参加飲食店舗数の推

移を図 4に示す。第 1回から第 5回までの参加飲食店舗

数は 108店で、第 6回と第 8回のそれは 102店、第 7回

が 101店となっており、一貫して 100店を上回る参加飲

食店舗数で推移している。実施範囲は、図 5 に示すよう

に、概ね、淀屋橋駅、北浜駅、堺筋本町駅、本町駅で形

成される地域であり、第 1回から第 8回まで一貫してい

る。参加者は 5枚綴りのチケットを前売り 3,200円、当

日売り 3,500円で購入し、参加する。2019年の第 8回に

おいてイベントの現地本部は淀屋橋駅直結の「淀屋橋

odona」1階に設けられている（図6）。そこでは「北船場

茶論」のイベントの一つである「御堂筋にぎわいマルシ

ェ」が行われている（図 7）。この他の「スペシャルトー

ク」「ブラインドブックマーケット」「まちなかイベント」

は、本町駅近くの「本町ガーデンシティ」で行われてい

る。これらのイベントに加え、「北船場（バ）ル」参加者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1 1日乗降客数（2015年度） 

 

資料：大阪府統計年鑑より作成 
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図2 中央区の人口の推移 

資料：国勢調査より作成 
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図3 バルマップブックの表紙 

資料：北船場茶論事務局作製より引用 
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図4 参加飲食店舗数の推移 

資料：北船場茶論事務局作製各回バルマップブックより作成 

 



は「せんばことばラリー」への参加資格がある。バルイ

ベントのエリアを 4 地域に区分し、それぞれの地域の飲

食店で渡される「船場ことば」カードを集めて豪華商品

の当たる抽選に応募できるものである。このようなイベ

ントの2箇所の拠点での開催や、地域内でのスタンプラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リー的な「せんばことばラリー」を実施することによっ

て、イベント参加者を地域内で回遊させる動機付けとし

ている。「北船場（バ）ル」の参加飲食店舗の中には、ビ

ルの谷間に残る町家を再生して活用している店舗がある

（図8）。また、歴史的建築（図 9）をいくつも目にする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベント開催時の現地調査においては、バルイベントの参

第1回（2012年）                      第8回（2019年） 

    
図5 バルマップ 

資料：北船場茶論事務局作製より引用 

   

図6 イベント本部（2019年5月、筆者撮影）          図7 御堂筋にぎわいマルシェ（2019年5月、筆者撮影） 

   
図8 参加飲食店の例（2019年5月、筆者撮影）         図9 歴史的建築の例（2019年6月、筆者撮影） 

 

 

 

 



こととなる。2017年と2019年のバルイベント開催時の現

地調査においては、バルイベントの参加者が楽しみに来

ていることが見てとれた。 

（２）「北船場（バ）ル」開催に至る経緯と導入効果 

北船場茶論事務局長の澤田氏へのヒアリングによれば、

もともとこの地域で、伝統を活かしながら街を楽しむ街

ブランディング活動である「淀屋橋 WEST」を始めて 10

年、街の広報活動「北船場くらぶ」が 5 年を経過し、さ

らなる展開を考えていたところ、「函館西部地区バル街」、

「伊丹まちなかバル」の成功を見て、バルイベントを骨

格とした地域イベント「北船場茶論」を実施することと

したとのことである。「北船場くらぶ」が発信している媒

体として『大阪 北船場スタイル』がある。この中で、澤

田氏は、「「北船場くらぶ」は、この北船場の街の先達か

らの財産を理解し、街を使いこなし、豊かに快適に「く

らす」イメージを発信していくことを主な活動にしたい

と考えています。街の歴史、ストックの研究、街歩き、

アート、音楽などのくらしを豊かにする活動を通して北

船場の魅力を体感していただければ、幸いです。」と記し

ている（澤田 2006、澤田 2008）。ヒアリングによれば、

バルイベントは他地域の人を呼び込み、街を回遊するの

に半日程度かけてもらえることに魅力があったとのこと

であった。また、北船場には、古くから住んでいる人、

新しく住みだした人、働きに来ている人がいて、全く交

流がないことを問題と認識しているとのことであった。

バルイベントは、北船場に他地域の人を実際に呼び込み、

街を知ってもらうため、また、北船場に関わる人を融合

させるために格好の仕組みであったと推測される。 

【考察】 

 「北船場（バ）ル」は常に 100 店を上回る参加飲食店

舗数で継続開催してきている。また、澤田氏は「北船場

（バ）ル」に「1日でだいたい3,000人くらい来てくれて、

1人で 5枚のチケットを使うので、半日かけて 15,000食

くらい食べながら、まち歩きを楽しみます。」と述べてお

り（澤田・橋爪、2018）、参加者数の点から北船場の街を

知ってもらうという目論みに成功していることがうかが

える。「北船場（バ）ル」は、バルイベントの継続開催と

いう運営そのものを目標とするのではなく、地域空間の

ブランディングを進めるという、より高い次元に目標設

定することの重要性を示唆しているものと考える。 
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