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自然河川における夏期親水活動の実態分析

はじめに

砂州の発達した河道を中心にして一一一

松浦 茂 樹

小栗 幸 雄

近年，生活の豊かさ うるおいを求める討会の要求に応え，都市部の河川を中心と

して環境整備が進められている。しかしその整備を見ると，河川に特にその場を求め

なくてもよし、野球場，公園等が数多く設置されてレる。また河川との結びつきが強レ

施設，それは親水施設とレってもよいが，これをみても都市公園的感覚で整備されて

L、るものがかなりある。だが筆者らは，河川のもってレる 自然条件を基にし，河川の

魅力を前面に出した整備方法があると考えるし，その必要があると判断している。

本報文ではこのような基本認、識の下に，親水施設が整備されていない河川（自然河

川｜）を取り上げ，夏期に人々が何を楽しんでいるのか，どんな活動があるのか，そし

てその場所とは一体どんなところでどのような条件を有してレるのか，といった調査

を行った。つまり夏期の親水活動における河川の魅力と，その魅力を構成 している河

川の物理的条件を検討 したのである。本報文は，今後河川での親水施設を考える場合

の基礎資料となると考えている。

1. 調査目的と方法

都市住民が，余暇に河川のどのような所て、どのように活動しているのかを明らかに

するのが目的である。方法としては，具体的な調査河川を選び，その河川を縦断的に

見て歩き，人の出ている所の河道状態や活動状況を調査 した。そして親水活動力、盛ん

に行われている代表的な地点で測量・流速測定等を行レ，その地点の物理的条件のデ

ータを収集した。さらに水深，流速とそこでの人々の活動との関係を実験的に検討し

た。調査の時期は，親水活動が特に盛んに行われている夏を中心に行った。

2. 調査対象河川

対象河川を選ぶ条件は次の 3つである。第 lに，人工的親水施設を設けておらず，
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第 1図 那珂川水系流域図

。調査I也／！，

水戸市か
らの距離

調j草地点は18筒所て，水戸市から鰻もi圭L県境まで＊で ii時1::1以内の距離である。水戸市の行楽幽内と号える

ことができる灰域である。

白然的要素ーを多く 残している河川。 第 2に，その川の近くに都市があるか，都市の中

を流れている河川。 第 3に，日曜日や夏休みには人が出て活動している河川。以上の

点を考慮、して那珂川を調査対象河川とした （第 1ISi）。

那珂川(i，その源を栃木県那須岳に発し，各支川を合わせ，山間地から平地を流下

して水戸市内に至り太平洋にそそく流域面積3270 km2 幹線流長 150kmの一級河川
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である。那珂川は鮭が遡上する河川で，水質は清gljな部類に入る。だが最近は若干の

汚れがみられ，上流部の河床の石に付着微生物などが多〈生産され，清水性の肉食性

魚類か減り，藻類食性魚類が増加の傾向にある。山地部の地質Ii，火山砕屑物，ロー

ム，安山岩等より成り，地質年代Ii洪積世である。

調査対象区減Ii，那珂川本川の 3.5km地点から茨城県と栃木県の県境の 46.5km 

地点までである。この区間の那珂川は，山間部と平地部に分かれ， 37.0kmから下流

が平地部である。上流の山間部は 山地地形に制約されながら部分的に谷氏平野か発

達し，ここの河道には砂J十｜が発達する。

平地部は河道条件の異なる上， ド流の 2区間に分げることができる。下流部は三角

州河道に対応すると考えられる［正問で，河口から藤升川か合流する水戸北郎の 21.0

km地点までの区間である。河床勾両日は約1/2,600で潮似の影響を受け，惚停YiI面であ

り低水路の水深は深く，流速は遅い。

一方， 21.0kmより上流は，中間地／nj道あるいは扇状地河道の区間である。ここで

の河床勾配は 1/1,000～1/700で，砂十｜｛か発達し，流速や水深は砂州、iとの位置関係に

よって異なる。断面形状l工，砂川を利用すれば水際まで符易に近寄ることか可能な状

況となっている。なお現在河床の低卜もあって，扇状地河道では明瞭な網の II；状とな

ってし、fJ:.c、。

3. 那珂川における親水活動の実態と考察

親水活動方、最も盛んに行われてL、ると考えられる夏期 （昭和59年 8月14口火曜日）

に，縦断的に那珂川を見て歩いた。お盆休み中ということもあって平地郊の扇状地，

中間地河道，および山地部の砂州の発達する区域で1,000名以上の人が集まり，多様

な親水活動を展開していた。

3 1 下流部の親水活動（3.5km～21 km) 

下流部の水戸市内は復断面河道となっており，川 llに近っくにしたがって高水敷幅

は狭くなる。三角州河道の特徴として比較的広くおだやかな水面 深い水深をあげる

ことができるが，この区間も三角州/iii道の特徴をよくぷす。高水敷から11'凶jまでのア

プローチは，なだらかにならず掘込み型となり，水際部でも水深はすぐに深くなる。

このような河道の特徴を反映して 水の中に入って遊£人はほとんといない。

この区間で観察された親水活動をあげると，橋上からの釣り，水際部でのくつろ

ぎ，河岸からの釣り，河岸での犬洗い，舟での釣りなどである。下流部は水戸市内を

流れ，近いという観点から見れはと流部に比べて有利なはずであるが，親水活動を行

っていた人は観察した 7地点でおよそ計30名程度であった。

この区間の親水活動状況をまとめると以下のようになる。
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日光浴 ． ． 今回の訓ffで確認Lたもの。

府なとのミ親水（，Ti① 断面形状の特性から，水中での遊びは行われず，橋上， i0！岸，

動の場所となっている。

② 行われている親水活動：主ヒとして釣りであり、親水活動の多様性：.t.低かっ f.:_o

③ 整備された高水敷上は.Qの暑さのためかほとんど利則されていなかった。

3 2 ・H‘｜のある区間て・＇IT)親水活動（22.0km～46.5 kml 

この区間では， 13地点につレて調査を実施した。 下流部に比べて，親水活動を行っ

ている人の数（主格段に多く，約1,000名に及んだ。

この区間は交互に砂州が発達し，湾筋はiJ::1・瀬が交互に現れるところカ・多い。この

砂川｜を中心に多岐にわたる親水活動が実施されてL、る。

この灰間で行われていた親水活動を列併すると，水遊ひ．水泳，

り，虫とり，ポ 一 人釣り，舟釣り，投網，食事，テント， .n事，

水きり，花火，水辺で休む，日光浴などである〈第 1表）。
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写真 1 水深の浅い所で遊ふ‘幼児（46.5km右岸）

保護者のすぐそばで砂州上の浅い所で幼児は水遊びを行う。

写真2 河床材料を石積みや右下に見えるかまどとして

利用している（42km右岸）

親水活動の具体例を写真 I～5に示す。

このように多くの親水活動が行われるのは，この区間の自然条件が多様であること

に起因する。水深は，砂州の近くでは浅く，淵に近づくにしたがって深くなる。流速
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写真3 石でお腹を暖める子供 （46.5km右岸）

写真4 恨固めフロ yクの上で休む f供達 （25km A：岸）

も砂州の近くで（工遅く，水際から離れると速くなる。

河川のこのような場所による特例ーに応じて，人々の親水活動it展開される （第 2

図）。幼児＇ i，水深の浅い （20cm以下）所で水遊びを行う。小学校低学年の児童（土

水深 50cm以下の所で水泳や石遊びなどを行う。中学生以上の人々は，水深 80cm 

程度までの所で水泳や投網を行ってL、る。また砂州上で（主水際に近い所で水きりや水

辺での休息が，やや水辺から離れた所で食事やキャンプ，駐車なと’の活動が行われて
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写真5 パラソノレを立てて涼をとる人（29km右岸）

第 2図 活動種別と活動区域
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レる。

この他に，この区間の魅力として生物の生息，河床材料の存在をあげること泊、でき

る。 jaJJ;fdこ住む川虫や川えび －小魚は水際部で遊ぶ子供達の格好の遊ひ相手となって

L、る。また瀬や淵に住むアユは， 少年や大人の釣りや投網の対象となっている。

砂州上の河床材料も生物と同様に川の魅力を培進している。比車交的大きし、石Ii，ハ

ベキューなど食事用のカ‘まどとして利用され，こぶし大の石は子供達の積石の遊び

道具となる。小さく平たい石l主，水きりを行うのに適する。河床材料の面白い使いH

として，水遊びで冷えた体を石で暖めてし、る子供の例を観察した。子供の頃に耳に入

った水をあつい石で乾かした経験を思い出す人も多しだろう。このように河床材料

It，人々の官lj意工夫によって多様な親水活動を可能とする重要な道具である。

この他の魅力として，治水施設である根固め水待lj，橋梁を上げることができる。水

衝部に設けられる根固め水制（;t，砂川、Lとは対岸の淵の部分の親水活動の拠点とな って

L、る。根固め水制jのある所（主，格好の魚の住処となり釣；）のポイ／卜となる。恨固め

の上カιドであれば，釣りの足場となる。根固め水制を水泳の休息地として利用してい

る少年もいる。 特別な親水施設がな くとも，人々は白由；二治水施設を利用して遊んで

いる。

橋壌の周辺で大勢の人が遊んでレることが多かった。これは 橋後が川を横断して

おり ，通過する際に親水活動に適した橋梁周辺の砂州などを見つけるの泊、容易なため

であろう。また橋の干Ii円陰とな り，円覆いの少ない河川では， ih（しレ場所として貴

重である。円覆いといえIi，砂州、｜にl'i前のノミラゾノレを立てて涼を取る人々も多く見ら

れた。今後の環境施設整備に日陰ということにつレて考えさせられる光景である。

3 3 考察

本調査では，河川での親水活動がiilJ道の特徴（in）道特性）と節以ーに結びついてレる

ことがかなり明らかになった。言いかえれば，河川にお：ナる親水活動Ii河道特性に対

応して脹開されており，河道特性ごとの環境整備のH向があると考えられるのであ

る。

このように自然、河川；ニ：iiロj道特性に応じた魅力，現化人工的iニ整備されているin）川

に：t見られない川らしい魅力がある。その基本Ii，人々が自己の倒件ーに応じて活動で

きることであろう。人々の創意工夫できる材料と場所が，自然、河川の特に砂川｜の発達

した灰問にはある。人々（主その場所生涯び，そこにある材料を使って白己の要求に基

ついて創造する。河川は創造発俸の場となってL、るのである。都市住民にとって，人

工物で附まれている郁rh一生活を離れ，自然と親しむ活動の場としてィ口jlll:i位置づけら

れている。「自然、J，「倒件」．「創造」が白然河川の魅力の三要素と討’価してよ L、。

親水活動の展開されている場を見ると，砂州が人間活動の拠点となり重要な役割を
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果たしている。砂 礁ヵ、友商に出ている砂州は，年に何度か洪水にみまわれ，草木が

生えていない区域である。

次に親水活動が盛んに展開されていた砂州を対象として，その物理的条件をさらに

詳細に検討しよう。これにより親水施設の整備に対して重要な不l疫が何られるものと

考えている。

4. 親水活動にと って魅力的な砂州およびその周辺の物理的条件

4 1 対象砂川、｜と調査項同

調査のため選定した砂州は，那珂川 28.5km地点にある大きなM;-J+Iである（写真

6）。その面積Ii，草のなレ礁が露出してL、る1£域の範囲で約 4.8haある。ちなみに

この広さは，後楽l剥球場のグラウンド （1.15ha）の4倍強に相当する。この砂州上

およびその囲りの水面ーで，59年 8月の夏の.:i'.＇、時季に活動していた人数は約 350人で

あった。これは 100m2当たり0.7人となる。さらに詳細に砂州上での活動場所をみる

と，人々は水際で集中的に遊んでいる。だが活動場所として流水ifflも加わるので， l

人当たりの面積は，人工公閣と比較して広いことがわかる。この広さが臼巾な活動を

楽しむことのできる基本的条件となってレる。

砂州、｜の物理的条件として測定した項目とその測定方法は次のとおりである。なお測

定したのは昭和59年と60年の夏である。

イ）横断測量 砂什｜の車の生え際から， lilt水部 (JIIの中）のス タy プを持って水に

流されなレ範囲まで測量した。方法はスタジ 7iP,lj量であり，計10断血行った。

写真6 千代橋と砂州の航空写真
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ロ）流速iRIJ定 プロベラ式流速Hを用い，横断視lj量にあわせて 8iJ!lj線測定した。測

定Ii, iJ!ll定者が流きれずに頑張れるところまでである。

ハ）河床材料調査ー砂川i上の河床礁のう／ダムな標本抽出合行ったが，道具も少な

く簡単ということより線格子法を用いた。線格子法は，砂川上に直線（巻尺）を張り，

一定間隔の石を採取する方法である。

ニ）水ilJi.，石温iftlj定 赤外線政射温度を用いて呉夏の 8JJ 15日；二．水制（主水際から

数メ ー ト I~ 間隔で．石温l土砂 Ill 上で数メートノレ間隔で測定した。

ホ）気温 携帯別温湿計をff1L、て， I荒木部から砂Illの持者断的な気温変化を数メート

ノレ間隔で測定した。

4~2 砂Illおよびその周辺の微地形

横断iJ!IJ量の結果を第 3図に示す。この凶よりわかるように砂州の勾配は1/25～II 

60 （平均的1/40）となっ ている。また陸上部から流水部へと緩やかに変化している。

砂州の：£0配を今までに設けられた緩立、J配護岸（多摩11111s，千代川流しびな護伴1I 

6）と比較すると ，自然、の砂州の勾配は..JI'常に緩やかであることがわかる。この横断

勾配の緩やかさが，人々の水際へのアプロ一千を行場；こし たくさんの人々 を引き付

ける重要な条件である。また陸上部から/ft[水部へと緩やかに変化してしるため，水i集

も緩やかに深くなっている。このため流水部での活動範囲は 10～50mと広範囲とな

るとともに，幼児や低学年の児童が水につかって遊へる浅くて安全な範聞も広くなっ

てL、る。このような広範囲の流水部が魅 ）Jとなり，幼児から大人までのたくさんの人

人が活動している。

造園学では，人々の親水空間で生 ιTニ係争事例をもとに乙女全を考！ちした水際処理

（構造，材質），管理体制の具備条件等が提ぶされている。これによると．流水部（水

際）の勾配は 1 4より緩やかにするように定められている。最もきつい l: 4のまJ配

をみると水際から 4mも離れると水深が lmになってしまう。水深 lm 程度までが

遊べる範囲とすれは水際での活動範囲が狭いことになる。この I: 4の勾配に比べ，

自然の砂州では 1: 40と10倍になっている。自然、の砂州周辺では勾配に関する限。） ，

転んでも事故がそう簡単に起きないと判断してよい。

4 3 砂州上の河床材料

砂州上の河床材料は．人々の創意工夫によって多様な親水活動を可能とする重要な

道具である。このため砂州を構成している河床材料の粒径につレて砂州の中央で測定

した。その調査結果を第 4図に示す。

砂州を構成している礁はほとんど円礁（礁のどこにも角かなL、）である。石の粒径

をみると， 10cm内に99%を占めている。つまりハラ石をつめたような砂州であり．
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第3図 砂州の平面形状と横料勾配 （No.1が上流）

；； ⑪ 

No.10 

＠ 

＠ 

0 10 20 50 100 ( m) 
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第4図 砂州中央の粒径分布
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子供も含めて人々が陸上 水中でも容易に，気持ち良〈動くことが可能な条件となっ

ている。

子供が握って遊べる石の大きさはこぶし大 （約 10cm）までの石であるが，これが

豊富にある。この小さな石を使って子供達は水きりをしたり，あるいは積み石をした

り遊んでいる。 また食事用のかまどと して使われる石の大き さは 20cm 以上のもの

であるが，これは広レ河原から集めてこれる。

このように対象とした那珂川の砂州には， 親水活動にとって格好の河床材料があ

る。なお河床材料は流出してくる山地の地質， 河川の地理的位置によ って決ま る。

4-4 砂州およびその周辺の気温，水温，石温

暑い夏にさわやかさを求めて，人々は水辺に集まる。 また子供が大・好きな水遊びに

は水温が決定的条件であり， そして冷えき った体を砂礁が暖めてくれる。 親水活動を

行う上で気温，水温，石温は深く関係している。
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夏期の気温変化を流水部～陸上部間で測定し，その結果を示したのが第 5図であ

る。気温は水面・地面上の約 1.5m の高さのものである。流水部は水によって気温が

緩和され，砂川i上の気温に比へ 2～3°Cほど低くなっている。この気温が緩和される

範囲は水際付近であり ，水際から 20m ほど離れると砂州上の気温は34～35℃ で一定

となる。

次に水温について検討しよう。水遊び，泳ぐ等の水中での活動と水温について，海

水浴（20～30℃），プール（24～30°C）などが厚生省、の基準により定められている。

60年 8月15日に行った詳細な流水部の水温観測を整理したのが第6図である。これ

によると水温は水際が高く 30。C程あるが，水際から 5m以上離れると26℃前後にな

り，あとは26°C前後でほぼ一定となる。つまり水際では26°Cから30°Cにわたって変

化している。

水際の水温が高いのは，水深が浅くて流速も遅いため暖められるとともに陵地部の

熱が伝わるためて‘ある。幼児はこの水温が高めのところで遊び，それ以上の年齢にな

るとより低い水温のところでも活動している。水温26°Cは，水泳，水遊びを行うの

にとても気持ちよく感じる温度と経験上判断される。この気持ちよさは，水から上が

った後の砂州上の気温34～35。Cにも支えられてし、る。

次に石温について検討しよう。昭和60年 8月15日に計った石温の調査結果を第 7図

に示す。これによると，石温は水際では水温より高い35℃前後であるが， 2m雌れる

第 5図 気温の水際からの距離との関係 （昭和60年 9月 5日）

． ． ． ． ． ． ． ，ー
メL

（℃） 

，戸イマー一ー一寸l.,
32 E ””  

50 100 
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第 6図 水温と水際からの距離との関係（昭和60年 8月15日）

32 

30 

水

1" 28 
皿

（℃） 

26 

24 

0 5 10 15 20 25 

（水際1 m 離 （m l

と40。C （風呂の温度程度）を越え，さらに水際から離れて距灘が !Omとなると44～

46°Cとなる。だがこれ以上離れて も石温はそれはと上昇せず， 一定の値を示す。こ

こで観測された程度の石温であれば，素足でも石の熱さにも耐えられる。

石の色による温度差Ii，測定前には相当あるのではないかと考えてレた。だ泊、inlJ定

結果によ ると， その差Ii最大 2°C程度であった。これに より色による温度差はそれ

程大きくなレと判断される。

夏には日陰 （橋の下）に暑さを避けて，たくさんの人が集まる。日陰と日向の気温

差によるものだが．この差を石温に基づL、て調査した。調査地点（主，橋による日陰が

でき，そこに人が集まっていた那珂川大矯（37.7 km地点）である。 調査結果を第 8

凶に示す。なお，日陰は橋によりもたされたもので，測定した場所により日陰にな っ

ている時聞が違う。

第8図から分かるように円向から 日陰になると.'2.に石温が低下し，その時聞が長く

なると石lliiiも下がっている。しかし日陰の移動時間を測定できなかったため，石が日

陰に何時間あったら何度まで低下するかは明らかにできなかった。 このけ陰での石温

の低いことによる放射熱の低減，および日射の遮断から日陰は涼しくなり，日向を避

ける恰好の場所となっている。
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第7図 石温と水際からの距離との関係
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第8図 日向と日陰での石温の関係
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4-5 親水活動と流速・水深

I) 砂州周辺の人間活動と流速・水深

親水活動は，砂州の条件と同様に水深 流速によっても その活動が規定されてい

る。たとえば水深が浅くても流速が大きいと幼児に対しては危険性が増し，水深が深

いと水中での活動は制限される。ここでは60年の夏に行った現地観察および観測に基

づき，活動している人々の年齢，その活動内容と活動地点の水深ー流速の関係を考察

する。人々の年齢としては．幼児，小学生，大人の 3つに区分する。

砂州周辺の流水部の流速と水深の関係を表したのが第9図である。 横断勾配が比較

的緩やかで横断測量の流水部の距離が長いと ころが流速の遅い部分（ひらせ）であり，

居者断勾配がやや急になり横断iJ!lj量の距離が短いところが流速の速い部分（はやせ）で

ある。水深と流速の関係をみると，第 9図のようにひらせでは水傑に l対 ltこ比例し

て早くなるが，はやせでは l対 2に比例して流速が増すようである。

流速の速いはやせでは，流速 Jm/secに達するま での水際からの距離は ！Om，水

深 0.5m程度であり，流速の遅いひらせでは， 距離 30m，水深 lm程度となってし、

る。これからひらせでは，活動範闘が広くとれる ことがわかる。

水深・流速とそ こでの親水活動を行っている人々の年齢の関係をみたのが，第10図

である。水深と流速に基づき年齢別の活動範囲（工図の A,B, Cのように区分されると

考察できる。幼児は，水深が浅く流速の遅い Aのところに活動範囲が限られている。

第9図水深と流速の関係
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第10図 水深，流速と親水活動等の関連

l.。
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流速 （m/s)

0 続本活動が行われていた地点 入幼児

⑩ 観水活動は行われていなカ・9 たが観測した地点 目 小’F’上

・人T.1く路で宇行実験を行づた＊深 流速の（由 c J;人

ここの水深は 0.2m以下，流速は 0.3m/sec以下で，もし何か事政があった場合には

大人がすく駆付けられる場所である。こ の状況は大人が幼児の遊ぶ場所を危険防止の

ため限定した結果とも考えられる。

小学生になると活動内容が豊富になるため，活動範囲が Aから Bへ移っている。

ここは水深 0.6m以下，流速 0.7m/sec以下である。大人になると Cまで活動範囲が

広がっている。ここは水深 lm以下，流速 1.5m/sec以下で，流れのスリルがより楽

しめるところである。点線で凶った範囲は，流速測定の範囲であるが，こ の場所は観

測を無理して行ったところで，親水活動を行うには適 してし、なL、。

流速で区切って考えると ，幼児では流速 0.2m/sec以下が活動の中心，小学生では

流速 0.6m/secまで活動している。大人は，それ以上となるが， 流速 1.5m/secが限

界となっているようである。だが流速だけで区切って考えることは， 水深との関係で

問題がある。このため水深×流速（単位幅流量；）で評価した。その状況は第10図に示

す。この図から幼児の活動範聞は 0.1m ・ m2/sec未満てーあること， 小学生は 0.4m・ 

m2/sec未満であること，一方これらに比べ，大人は 0.2～1.2m m2/secと活動範囲

が広いこと泊、わかる。

第 2－：＜長は，人工的な親水空間設計の際に造園学， 建築学：等で提示されている事例を
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第 2表 通常時の河川における人間活動と河川構造

基本的な河川構造の条件

水に近づく 面積 （m＇／人 ー台）

活 動
接近勾配

水面からの
拠点的利用 線的手IJ用

高さ（m)

1/1/ 0.6 
15601設胞

0.6m× 0.6m× 
直17～4～ 0～0.5～1～ ～10 km 3～30 km 

・燈寵流し，流しびな，川せがき 。
・水神祭．七夕 （水に入る） 。｜
・水神祭 （舟舞台），ポート 10 
・芋煮会 。
・水洗い

・家庭菜園，農耕地，牧草地 高すぎないこと 。
・漁労 （薬魚） I :0 

I I I 

・漁労 （漁獲） 場により対応 （釣り舟）；

・染色

・貯木

・舟運

• L、かfこV1Eし

・船下 り

・渡し

・鵜飼
rヘ ｜｜！ 

・水泳 （渓流）

・水泳 （l可川プール）

・水泳 （高水敷にプール） おすぎないこと｜ i 。
・魚とり

・魚釣 り 高すぎなけことl : 

・水遊び， どろんこ遊び
! I I 

・キャ／プ tic 

｜！ 
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その他の主要な条件

流速 水 深 J/I 幅
(m/sec) (m) (m／人，本，般） 備 考

1.7 m× 。～0.1～ 。～0.3～0.5
3～30km 04～0.8～ ～l～1 5 0～2～4～6～ 

......_, ' 行事の習慣があること

一l

トー÷一一： ，， 

---:--: : －一舟が接岸でき ること

風景が良く河原であること

一 ト－→－ー： 水がきれいなこと

農業用水が確保できること

ー＿....＿＿＿ーーー」 ' 養魚、用水が確保できること

' ' ' 
魚量が豊富なこと

染物工業があること

一一 ' 製材工場があること

回ー＋ーーベ ' ' I ,...- r--供給地と需要地を結ぶ河川

: :--:- 河川沿いに材木の産地がある

: : ~ 
ι ー 連続景観が楽しめること

ト十一； 一名勝，景勝地であること

ト÷→： i ー 鵜飼が行われているこ と

」一ιー 水がきれいで河床が安全なこと

トー十一； ＇ ＇ ~ 水がきれいでスペースがあること

プーノレ用水が確保て、きること

ト十」 : ー 魚がいること

，， 

トー↓ー 一 遊び場（湿地，ワンド）があること

風景が良く，災害の予測されない場所

適応範囲 （拠点的利用）
- // （線的利用）
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まとめたものであるい。この表と調査結果を比較すると，人工的な親水空間（j_，流

速，水深，勾配とレった親水活動に対する基本条件が白然、河川に比べ，かなり小さい

ことがわかる。この状況について詳細に検討しよう。

まず流速につレてみる。第 3，貨は造園学による流速と手lj用の形態の分類と今回の調

査結果との比較である。 これによ り，実際の河川ではより速い流れのと ころで活動が

活発に行われてレることがわかる。

次に水深についてみよう。造園学から提案されている活動条件~i，子供が水遊びを

行う水深条件は O～0.3m となっている。ここでいう 子供が今回分類した小学生であ

るとすれば，今同の調査結果である 0.6mと比べかなり浅い水深に規制されている。

だが実際の河川で遊ぷ子供は より早い流れで より大きな水深の場所で活動してい

る。

第3表 流速から見た河川のイメ ンと利用形態 造園学と現地調査の比較

〈造関学の流速から見た河
川のイメ シ，利用形態〉

匝函 ｜而らJ；＿可 ｜流速 （m九）

幼児の水あそび せせら ぎ I 0.1以 F

小魚とり，灯ろう流 緩流
し，川の中を歩く

ボート遊びゃ水遊びーー
の限界

大人でも立っているー一 色、流
のが困難

何かにつかまってい
ないと流されそう

0.2 

(0.3) 

0.4 

(0.5) 

0.6 

カヌー，舟下り 激流 I o.s 
(0.8以上） ｜ I 

1.0 

1.2 

1.2以上

:t：典造園学会昭和58年度全国丈会資料

／現地調査から得られ
た河川の利用形態〉

匝亘

一一 幼児の水あそび

小魚とり

川の中を歩く 水泳

ポ ト遊ひや水遊ひ
の限界

大人でも立ってL、る
のカ通困難

何かにつかまってレ
ないと流されそう

一一カヌー， 舟下 り
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2) 人間行動と流速・水深に関する実験

実験は氾濫中に避難することを念頭におき 大型水路の中を人聞が歩くことによっ

てその支障の状況を調査したものである。このため親水活動と直接的なつながりはな

いが，人間行動と水深， 流速の興味深い関係が求められると考えている。 実験は大型

水理実験水路（長さ100m，幅 6m）を用いて水を流し， その流れに直角にー往復歩

いて，それに用する時間そして歩く感触を求めてし、る。

実験は，水深と流速を変えて行う。水深はひざを基準として，ひざ上 （足低からの

高さ H＝約 0.7m），ひざ（H＝約 0.5m），ひざ下（Hニ約 0.3m）の 3条件で行い，

流速は0.1～0.9m/secまで変化させる。 歩行は， 無理な力を入れず一定のカで歩く

ことを念頭におい一て行っている。 なお水路の底はコンクリ ート張りである。歩行者は，

A （男 ・32歳）， B （男 21歳），c （男・ 20歳）であり ，服装はスポンと運動靴であ

る。

実験結果と考察（第 4表）

①ひざ下（H=0.3m）の状況をみる と，最大 0.8m/secまで流速を変えて行った

が，支障はあまり出なかった。 もちろん 0.8m/secぐらいになると，かなりの速さで

足元を水は流れるが，脅威は感じられなかった。また所要時聞をみてもそれほど大き

な差異はみられない。

②ひざ（H=0.5m）の状況をみると，流速 0.6m/secを境にして変化が感じられ

た。 この流速から歩行者に心理的に脅威が感じられ， 流速 0.7m/secになると A氏で

の所要時間が増大している。また 0.8m/sec になると A氏の所要時間は急速に増大し

た。さらに片道に要した歩数を A氏についてみると，流速 0.5m/secまで12歩であっ

たが， 0.6m/secから徐々に乱れ， 0.6m/secで14歩， 0.7m/secで16歩， 0.8m/secで

26歩と なった。 一方 B氏については，歩くのに要 した時間，かつ歩数においてA氏

のよ うな顕著な差は生 じていないが，流速約 0.6m/secから心理的に圧迫感を感じ

た。この B氏で歩くのに要した時間・ 歩数に変化がそれ程生じなかったのは，水の

流れに抵抗して真っ直く歩こうとしたために足に力が入ったためと推測される。それ

に比べて A氏の歩数が増大したのは，水の流れの力に抵抗せす’歩き方を変えないで

歩行したため乱れが生 じたと判断される。

③ひざ上（Hニ0.7m）の状況をみると，流速 0.2m/secに比べ 0.4m/secから急に

心理的に強い圧迫感を感 じている。この水深では，水の流れが速くなるに従い歩くの

に要した時聞は短くなっている。これは流水が速くなるに従い，圧迫感ないし恐怖感

が生じた結果，歩行は知らず知らずのうちに力が加わり，歩くのに要した時聞が逆に

少なく なっているためである。強い圧迫感は流速 0.4m/secから感じられたが，あい

にく 0.3m/secの実験を省略したために，こ の圧迫感が 0.3m/secからか 0.4m/sec 

からかは残念ながら明確にすることができなかった。
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第4表実験結果

① ひざ下 CH=30cm) 

H=30cm・A H=30 cm・B よと！？ T（歩いた時間）V（人間の速度） T（歩いた時間）V（人間の速度）

0.1 m/sec 19.0 sec 0.63 m/sec 16.6sec 0. 72 m/sec 

0.2 19.3 0.62 16.3 0. 74 

0.3 19.4 0.62 16.2 0. 74 

0.4 19.2 0.63 16.2 0.74 

0.5 14.4 0.83 

0.6 15.4 0. 78 

0.7 16.4 0. 73 

0.8 19.2 0.63 16.8 0. 71 

平 均 19.2 0.63 16.0 0. 75 

②ひざ （Hニ 50cm) 

H=50 cm・A H=50cm・B 

よとごと： T（歩L、た時間） V（人間の速度） T（歩レた時間）V（人聞の速度）

O.lm/sec 23.3 sec 0.52 m/sec 

0.2 23.2 0.52 

0.3 22. 7 0.53 

0.4 22.2 0.54 

0.5 22.8 0.53 

0.6 22.9 0.52 

0. 7 26.9 0.45 

0.8 33.9 0.36 

平 均 24.9 0.50 

④以上をまとめると，次のようになる。

［吋下一m), 脅威感なしi
ひ ざ（H=0.5m), V=0.6 m/sec以上ー圧迫感 ｜ 

ひざ上 （H=0.7m), V=0.4 m/sec以上一強い圧迫感J

3）考 察

19.4 sec 0.62 m/sec 

19.3 0.62 

18.3 0.66 

18.5 0.65 

18.6 0.65 

19.0 0.63 

18.8 0.64 

20.9 0.57 

19.1 0.63 

大型水理実験水路を用いた実験と現地調査から得られた成果は，条件が異なるため

直接比較することはできないが，流れに対する心理的変化を中心lこして比較あるいは
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③ ひざ上（H=70cm) 

ふとごと H=70 cm・B H=70 cm・C 

T（歩いた時間） V（人聞の速度） T（歩いた時間）V（人間の速度）

0.1 m/sec 18.0sec 0.67 m九ec 18.1 sec 0.66 m/sec 

0.2 17 .2 0. 70 17.0 0. 71 

0.4 17.3 0.69 17. 7 0.68 

0.6 17 .3 0.69 17.6 0.68 

0.8 17. I 0.70 16.2 0. 74 

0.9 16.1 0. 75 17 4 0.69 

平 均 17 .2 0.70 17.3 0.69 

推測できる。そこ で水深・ 流速の条件の一致しているとこ ろで比較する。

第10図には，現地測定結果に加えて実験結果も記入 してある。この図によると，実

験で圧迫感ないし強い圧迫感を感じたところは大人の活動区域で，小学生，幼児の活

動範囲ではない。大人は水深があり，かつ速い流速のところでもスリノレを求めて遊ん

でL、ることがこれにより分る。ところがこ のような大人が圧迫感を感じるところで

は，小学生，幼児は活動してレなL、。小学生，幼児は彼らに見合ったところで遊んで

いることが実験との関係でも確かめられた。

おわりに

那珂川を現地観察し，夏期の親水活動の実態を明らかにした。それによると砂州周

辺を中心にして予想よりずっと多くの人々が川で楽しんでいた。砂州周辺では自然、条

件の多様性が人々を引きつけていたのだが，親水活動にと って自然河川の魅力を「自

然、」，「個性」，「創造」と整理した。そして砂州およひその周辺の物理的条件を観測

し，それらと親水活動の関係を明らかにした。ここで明らかにされた物理的条件は，

河川の親水空間設計に大いに参考になると考えている。

このよ うな魅力をも っていながら，川が人々から敬遠される一つの理由は水の事故

である。今回調査した砂州でも水の事故（死亡）が起きてレる。事故が起きた場所（i,

淵の部分で急に水深が深くな っているとこ ろである。先述したようにプーノレなどの人

工的な親水空間の設計基準は，過去の事故に基づいて安全面を第一義的に考えて定め

られている。自然河川での親水活動が，それに比べてより広いところで， 言いかえれ

ば安全性の低下するところで行われているのはある意味で当然だろう。

しかしそうだからと言って河川での活動を安全面よ り抑止することは，自然、に接

し，自然の中で遊びながら成長してLぺ 子供達にとって誠に残念なことと考える。自



24 

；然物である河川には，当然危険があることを教え，その理解を深めさせるのが正当な

方法と考える。それを通じて子供達は自然が何たるものかを身をもって認識してレく

ものと考えている。

最後に，本調査に協力してレただいた島谷幸宏氏をは じめとする建設省土木研究所

都市河川研究室の皆様に感謝します。都市河川研究室では那珂川と引き続いて河川管

理者の協力の下に全国親水活動実態調査を行い， 5Jlj途報告 している九

【参考文献】

（松浦 ．建設省土木研究所都市河川研究室室長）

（小栗：建設省土木研究所都市河川研究室室員）

1) 松浦茂樹，谷本光司 通常時の河川における人間活動と河川停車造 土木研究所

資料第2206号 1985年。

2) 松浦茂樹，島谷幸宏 都市成に望まれる河川像に関する研究（6トー全国親水活

動の実態調査 土木研究所資料第2372号 1986年。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

