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河川環境研究事始め

松浦茂掛
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4. 河川環境研究の発展

5. おわりに

1. はじめに

今日，大学も含めた各機関の研究部門で河川環境研究が盛んに行われ，河川

工学研究の重要な柱となっている。一昔を知る筆者にとって縞t設の感があり感

慨無量である O ところで本格的な河川環境研究は. 1980年代中頃，建設省土木

研究所都市河川研究室で始まり，それに筆者も深く関与していたと自負してい

る。土木史研究に深い興味をもっている筆者にとって，その当時の状況をきち

んと記録に残しておくことは意味あることと考え，ここに小論を書く次第であ

る。

2. 河川環境研究の開始

1984年 7月，建設省土木研究所都市河川研究室長の辞令を受けた。当時の都

市河川研究室には鳥谷幸宏君，谷本光司君，小架幸雄君，国府由理恵子さんた

ちがいたが，研究内容は大きな転機を迎えていた。それまで都市河川というこ

とで主にトンネル河川・遊水池の水理実験が行われ，また河川水質汚濁の研究

が進められていた。その転換が求められていたのである O
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今後の研究方向として大きな柱を立てねばならない，何を目指すのか，その

判断は基本的に室長に任せられる。方針として，河川工学の中でほとんど行わ

れていない河川環境を前面に打ち出すこととした。幸いにも河)11水質データの

蓄額があり，この面での進展はト分期待できる O さらにそれ以外の河川環境研

究に踏み出そう。では，それk1、外の河川環境とは一体何なのか， )11の魅力とは

何なのか，手探りの模索を開始した。

当時， 1也の分野では参考となる研究が少しずつ行われていた。ロイ・マン著

I都市の中の)IIJ (鹿島出版会 1975) 渡部一二著 f生きている水路ーその構

造と魅力j(東海大学出版会， 1984)などである。また土木工学での新分野で

ある景観工学研究者が景観面から研究を進め，第一人者である中村良夫氏のデ

ザインによる広島市内出太田川基町環境護岸が1983年度に完成していた。

さて，先ず我々が行ったのは，フィールド調査である O 現況がどうなってい

るのか知らなくては話にならない。 1984年夏，筑波からそう速くなく自然河道

が残されている那珂川に行った。この夏の暑い中，果たして)11で人々は楽しん

でいるのだろうかとの不安をもちつつ。 だが，そこで見たのは，予想、をはるか

に越える人々が河原で，水際で¥水中で遊んで、いる姿だった(写真)。川には

こんなに魅力があるのだと驚樗の思いであった。

河川には人々を引きつけるト分な魅力があると確信した我々は，洪水時でも

渇水時でもない平常時の河川の魅力について研究を進めた。ほとんど誰も行っ

ていないのだから，仔うべきテーマはたくさんある。予算もそれほどないのだ

から予算消化に追われることなく，自らの足で現地調査し自らの頭で考えて

いった。ある時は，気持ちのよい「夕涼みjとはどんな条件で行われているの

か，京都・鴨川で気温・風の強さなどを観測した(絵)0また都市の中に水辺

写真那珂川における水遊び
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がどれほど含まれているのか 近世城下町都市で地図に基づき言l'測していった

(留)。また，河道が風の通り道となり，その周辺の気象に影響しているだろう

と観測を続けた。さらに建設省の研究機関という立場を最大限利用し，全国の

親水活動の事例などを集めていった。そして，その成果を土研内部の「土木技

術資料jのみではなく，外部に積極的に発表していった。その代表的なものは
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以下のとおりである。

. r我屈の都市における水空間とその変遷J(土木学会，土木計画学研究・論

文集 No.3)

. r土地利用と雨天時汚濁流出に関する一考察J(土木学会，衛生工学研究論

文集第22巻)

イ都市の河川イメージの評価と河川環境整備計画J(土木学会，土木計画学

研究・論文集 No.4)

・「戦前の鴨川改修計画における環境面の配意J(土木学会第 7回日本土木史

研究発表会論文集)

. r自然河川における夏期毅水活動の実態分析一砂州、|の発達した河道を中心

にして一J(水利科学研究所，水利科学第31巻第 2号)

. r霞ヶ浦における湖沼景観の評価J(水利科学研究所.7K利科学第31巻第 5

号)

3. 河川環境研究の反応

ところが，その反町、ははかばかしくなかった。土木学会全閣大会で「那珂川

の親水事部分析」を発表し結論として「自然Jr儲性Jr創造JがJIlでの親水

活動の滋力と発表したところ 数式を展開しないそんなものが論文かとの指摘

を受けた。また，その研究成果を建設本省担当部局にもっていっても見向きも

きれなかった。河川環境整備がこれから重要と主張しても，責任者から「治水

整備が基本であり，環境はそれに付加するもので環境整備が中心になることは

絶対にあり得ないjと断言された。

土木研究所内部においても理解してもらうのに苦労した。第一に言葉が通じ

ないのである O 水理実験あるいは数式モデル分析を中心に行ってきた先輩諸氏

に，現場で親水実態調査から研究しなくてはならないと主張しでも，そんなこ

とやって仰になるのかと言われた。また室員が，他のj可)l'部研究室から河JIl環

境研究は実捺の河川改修現場で何の役にも立たないと言われ， しょんぼりして

いるのを見るのは辛かった。

建設省土木研究所の室長であったら外部の委員会に呼ばれ，研究成果あるい

は自分の意見を披露する場があり，かなりの室長たちは研究室よりも外部に出

ている時間が長かった。自分は売れていると，得意満面になっている室長も多
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かった。しかし私が前任者から引き継いだ外部委員会は一つもなく，かっ遂

に室長である間，外部から一つも声がかからなかった。河川汚濁研究も成泉を

出していたが，建設本省が声をかけるのは下水道部水質研究室で、あり，わが研

究室にはお呼び、が来なかった。今は，黙々と研究に励み力を蓄える時期だと納

得させる以外，仕方がなかった。

しかし研究成果を次々と発表していく中で，一部の研究者からは注目さ

れ，仲間に入れてくれないかとの要請もあった。そして我々を嬉しくさせたの

は，我々の研究成果を読んでくれた市民から次のような連絡を受けた時だっ

た。

f日本の建設省はすごい。三国張りの水路を造るなどコンクリートで崩める

治水事業のみを何の疑いもなく行っていると思ったら 河川i環境という次の時

代の研究を行っている。」

研究室のメンバーは谷本君，小栗君が出，鈴木研司君，神庭浩司君，渡辺裕

二君が仲間となった。研究テーマは，河JII景観にも手を拡げていった。当時，

道路部緑化研究室に景観工学の専門家・篠原修氏がいたが，我々もその素養を

付けねばと研究に励んでいった。なお篠原氏から，少し以前に中村良夫氏が河

川部に景観専門家を採用してくれないかと話をしたところ， r治水事業が大事

なこの時期，景観なんてノ、ノ、ノ、」と笑われたと開いた。

鈴木君は，大学院で数式解析を研究テーマとして行っていた。数式解析をい

くら行っても実際の河川!は分からない，と言ったら慨然としていた。その彼

に，全国の湖イ云説について調べるようにと言ったら告を白黒させ， rこれが研

究テーマですかJと言ってきた。しかし暫くしたら どことどこの湖が兄弟関

係であると，楽しそうに言ってきた。

やがて，環境は今後重要であるとの認識が社会で強くなっていく中で，河JII

環境研究を進める財団法人を創ろうと建設本省部局は構想していった。では河

川環境研究のテーマは侭があるのか，本省担当者が研究室に開きにきた。そこ

で現在研究室で進めているテーマ，また今後進めようとしているテーマを包み

隠さず話した。ところが 話したとほとんど閉じテーマを行おうとする財団設

立が推進され認可されてしまった。財団法人リバーフロント整備センターであ

る。こちらの苦労をすっかり取られたような気分となった。
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4. 河川環境研究の発展

河川環境研究を始めて 2年以上が経ち，研究室には新たなテーマに挑む余裕

が生まれてきた。新たなテーマとは 魚、を中心とした生物と河川の関わり以外

なかった。以前から強い関心をもっていたが，研究の方法が分からなかった。

全国で造られている魚道の資料を少しずつ集め，これに基づいて分析ができな

いかと考えていた。だが，魚、を中心に研究を進めている生物学者から話を開く

のが大事と考え， 1987年 3月に，愛媛大学水野信彦教授に来てもらい，講演し

て頂いた。

それは「日からウロコjの内容であった。特に ri頼jと「淵」の存在が魚、

にとって重要との話には興奮した。当時，河川工学研究では，洪水は河道内を

蛇行して流れ，それにより砂瞭堆がつくられ瀬と淵が形成されることが明らか

かになっていた。その存在が，河川環境研究と密接な関係があることを知り，

研究の方向がはっきり見えたからである。

しかしこの時，私は既に地建建設局事務所に異動の内示を受けていた。都市

環境研究室長をおよそ 3年間務め，それ以降をどうするのか， 87年 l月に希望

調書を出したが， ["特に希望なしjとしていた。どちらでも構わないから決め

て下さいとの気分であった。 3年間が一区切りと考えていたしその前年秋に

は鹿島出版会との間で，島谷君との共著として出版の話がまとまっていた。

私が興味をもち，進めてきた研究は計画論であった。その計画論は，一応，

著書として出版できるところまで進展した。その後の研究は，設言十論が中心と

なろう O それは次の世代にバトンタッチしでもよいだろうと考えていた。水野

教授の話を開き，計画論として重要な課題が残されていると知ったが，後の祭

りであった。

鹿島出版会からは，土木研究所を去った後の1987年12月， r水辺空間の魅力

と創造jとして刊行された。この著書は 望外にも土木学会著作賞をいただく

こととなった。

5. おわりに

都市河川研究室長として，努力を惜しまない若い人たちとー殺に仕事ができ
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たことは悦びであり心の中の宝物である。そして今日に続く河川環境研究の先

際を切ったことを誇りに思う。最後に，仲間の…人であった渡辺君が若くして

鬼籍に入ったことは残念この上ないことである。
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(東洋大学国際地域学部教授)
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