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今、おもしろい土木

一般社団法人  建設コンサルタンツ協会　関東支部



特集

新型コロナウィルスの感染拡大から約2年、3密の回避や外出自粛が推奨される中で
近所の土手を散歩したり、郊外のダムを見に行ったりする動きがじわじわ広がっているようだ。
今までは、研究や仕事の面で関わることの多かった 「土木」 を、
今回、改めて楽しむという視点から探ってみたい。

今、おもしろい土木
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建設コンサルタンツ協会関東支部では、広く一般の方々に私たちの活動に触れて
頂きたいとの思いを込めて、グローカル関東を発行しております。
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4行って楽しむ土木

一日じゃ足りない、魅力あふれる八ッ場ダム周辺の今！
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土木の魅力を再発見
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12おうちで楽しむ土木

こんな時だからこそ、おうちでも！
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気象予報士受験動機
仕事で日本全国いろいろなところを訪れる機会があるのです
が、日本の自然を見る度に、海も山も、ものすごくきれいだ
なと感じます。僕が住んでいた神奈川県逗子市は、海がある
から空が広い。僕は昔から海と空を見ながら『何であそこに
雲があるんだろう』と疑問を持っていました。気象予報士の
森田正光さんにその話をした時、『気象予報士になると、何で
あそこに雲があるかというのが分かるよ』と言われて、ワク
ワクしました。それで勉強して、気象予報士になったのです。

一番身近な大自然は「空」
そうやって空に興味を持って見ていると、日本にはいろんな空
がある。湘南の空、黒部の空、空はどこにでもある。都市に住
んでいると海や山は遠いけれど、空はある。一番身近でどこに
でもある大自然は空なんですよね。
新しい街ができたら、新しい空模様が生まれる。朝の中継でス
カイツリーの上にどんな空が広がっているのか、想像したり、
知ったりするのがとても楽しいんです。
今後僕らが見たことのない街ができ、そこにどんな青空が広が
り、どんな雲が見えるのか。そうやって街や風景を造っていく、
土木工学や都市工学の分野の技術は夢があるし、みんな結構
興味あるんじゃないですかね。

石
原 
良
純

 Yoshizumi Ishihara
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僕がダムを好きになった理由
僕はいろいろと好きなものがありますが、全て、好きになるきっ
かけがあるのです。“歴史好き”は元をたどると、最初にお城
が好きになり、会津若松・白虎隊のストーリーが気になり、会
津若松城に行った時に『ここが舞台なのか』と思ったのが始
まり。“電車好き”は僕が遠距離通学で、横須賀線の電車から
毎日、田町の電車区が見え、そこから好きになりました。
そして、“ダム”を好きになったきっかけは、小学校４年生の
時の黒部ダムを訪れたときの体験。トロリーバスで抜ける長い
関電トンネルには破砕帯があり、ここが難工事だった。それ
こそ石原裕次郎が作った『黒部の太陽』の世界。そこを抜け
黒部渓谷に出ると、バーンとあの一番深いＶ字渓谷に100何
十メートルのダムがそびえ『ウワーッ』と息を呑みました。

ダムは人間と自然の境界線

黒部ダムを見た時に、『ああ、なるほどな。人間と自然の境
界線というのがダムなんだな』と僕は感じました。僕はそれ
以来いろいろなダムに行くと、その堰堤に立ってみるんです。
溜められた水が利用され，電気を起こし、人々の暮らしを守っ
てくれる。片や、ダムの奥には大自然が控えている。
人間が自然に挑む時、これだけ山が高く谷が深いところでは、
簡単に命を落としてしまいます。それでも、そこで働いた人
たちは大自然に手を加えて人々の暮らしを豊かにするため
に、命をかけてダムを造った。巨大なダムの背景に、自然と
人間が織りなすドラマが見えました。今、鉄道が好きな「鉄
女」、歴史が好きな「歴女」とかがいますよね。僕、鉄道も
歴史も好きだけど、ダムが好きなんですよ。でね、次に来る
のは「ダム女」じゃないかと思っています（笑）。

科学技術に向き合う
これからの時代は、右上がりに生産や消費を続ける時代では
なく、持続可能な未来をイメージしながら『どういうふうに
暮らしていくのか』『何が必要なのか』『どんな電気を選ぶの
か』、と考えることが必要な時代です。
そのためには、科学技術の進歩がとても重要となる。例えば、
電気にしても、CO２を出さない再生可能エネルギーが必要だ
けれども、一定で安定した供給はどうしても難しい。そこで
自然環境に負荷をなるべくかけない未来をイメージすること
も必要だし、科学技術を応援していくことも必要になってき
ます。注目することは、これからの様々な社会問題や環境問
題に向き合うということにもつながってくると思うのです。

今後東京が備えるべきもの・
必要なものとは
東京にも、古き良き風景や文化はたくさんあります。古すぎて
変えた方が良いところもある。どこを残して、どこを新しく変
えていけば良いのかということは何を基準に考えれば良いので
しょうか。ひとつは、これからの世代、若い人たちが住んでい
て居心地が良い、幸せだと思う街にしていくということが大事
なのかなと思います。年をとっていくと変化が怖くなるし、新
しいものの情報もなかなか入ってこない。そこをきちんと認識
して、あまり変わらない東京に執着せずに、逆に若い人たちに
教えてもらうのがいいのかもしれない。政治も40代の若い政
治家に力を持って欲しいし、若い世代に新しい東京をつくって
いって欲しいですね。
　

これからの若い人たちへ
僕は仕事で海外にもいろいろ行ったし、日本全国、いろいろ
な都市を訪れています。その上で、日本というのは、本当に
住みやすい、良い街だと思うのです。僕たちの世代は高度経
済成長期もあって、良い時代を良い街で過ごすことができた。
もしかしたら今の若い世代は『ずっと良いことがなかった』
と思っている人もいるかもしれない。でも、それは東京の良
さに気づいていないだけなんだと思う。この日本・東京の良
さを知るために、今はこんなご時世ですが、コロナの状況が
落ち着いたら、若い人もどんどん海外に出て世界を知って欲
しいですね。外を知って日本を見たときに、日本の良さも見
えた上で『どうすれば僕らにとって、もっといい街になるん
だろう』と思うんじゃないかな。そうやって日本の良さを再
発見、再認識した上で、若い人たちにこの街をつくっていっ
て欲しいと思うんです。

石原 良純（俳優・気象予報士）
1962年神奈川県逗子生まれ。1984年松竹富士映画「凶弾」で俳優デビュー。
その後、舞台、映画、テレビドラマなどに多数出演。湘南の空と海を見て育っ
たことから気象に興味をもち、気象予報士試験へ挑戦。1997年、見事合格。
日本の四季、気象だけではなく、地球の自然環境問題にも力を入れている。ま
た、官公庁・地方自治体の環境講演会、シンポジウム多数。

Message気象予報士から見た
土木の面白さ

長野県天竜村、川沿いに山道を進んでいくと
平岡ダム発見

ロケ現場で時間があれば
走ってダム見学

広報委員 ：  稲田 栄作



アガッタン
気分はスタンド・バイ・ミーの主人公！
吾
あがつまきょう

妻峡レールバイク ” アガッタン ” は、
八ッ場ダムの建設に伴うルート変更
により、一部廃線となった JR 吾妻線
を活用した東吾妻町が運営するアク
ティビティ。岐阜県飛騨市神岡の自
転車型トロッコ「ガッタンゴー」から、
自転車型トロッコを借用して乗車体
験会を行い好評だったことから事業
化が決定した。2020年7月に運行を

スタート、2021年4月からは渓谷コー
スが八ツ場ダム直下まで延伸された。

「アガッタン」という名称は、「あが
つま」と線路の継ぎ目を通るときの

「ガッタン」という音から名付けら
れた造語。渓谷コースは、国指定名
勝の吾妻峡を走るので、紅葉の時期
は特に人気が高い。終点近くの長さ
432m の道

ど う ろ く じ ん

陸神トンネルはまるでタ
イムトンネルのよう。それを越える
と目の前には巨大な八ッ場ダムが待っ
ている。

1. 平沢橋梁をアガッタンで渡る　
2. アガッタンに乗り、いざ出発　
3. タイムトンネルのような道陸神トンネル

1

2

3

群馬県吾妻郡の八
や ん ば

ッ場ダムが、コロナ禍の2020年3月31日に完成し、4月1日から運用開始となった。
住民の反対運動や建設中止問題もあり、調査開始から実に68年もの歳月をかけて完成した八ッ場ダム。
ダム建設に伴い川

か わ ら ゆ

原湯温泉地区や吾
あ が つ ま

妻線の一部は水没したが、
この辺りには新たなアクティビティや魅力的な場所がいくつも誕生している。
海外旅行はまだまだハードルが高いこの時期、ソーシャルディスタンスを保てる八ッ場ダム周辺は、
自然や土木インフラ、美味しいものがいっぱいだ！

行って楽しむ土木
一日じゃ足りない、魅力あふれる八ッ場ダム周辺の今!

特集1

広報委員 ：  油谷 百百子、遊佐 樹里、漆原 俊之

川原湯温泉　あそびの基地NOA
まったり派もアクティブ派も大満足！
八ッ場ダムの建設に伴い、移設され
た JR 吾妻線・川原湯温泉駅。そのす
ぐ近くに「あそびの基地 NOA」があ
る。八ッ場あがつま湖に面した開放的
なバーベキュー場は白いタープが青空
によく映えて見た目にも美しく期待が
高まる！昼の部は、11時 ~16時と5時
間の利用が可能。バーベキューだけで
なく、ここを拠点に施設内の温泉「笹

4
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湯」でのんびり過ごした
り、目の前の湖でカヌー
やカヤック、SUP を楽し
んだり、レンタサイクル
に乗ったりと徹底的に遊
び倒して欲しい。日帰り
キャンプ・バーベキュー
サイトは280人が同時利
用 可 能。手 ぶ ら で 楽 し
める設備の充実ぶりは、
前職キャンプ雑誌「ガル
ヴ ィ」で 編 集 を し て い
たというマネージャーの
龍
た つ の

野氏が自信をもってお
すすめする。現在、施設
内にクラフトビールの醸
造所を建設中で、ここで
しか飲めない地ビールを
提供する予定とのこと。

「八ッ場ダムの水は、県内はもちろん
東京・埼玉・茨城・千葉に供給されて
いる。その恩恵を受けている首都圏地
域の方々が水の大切さを知り、八ッ場
ダムに思いを馳せ、ここを訪れて欲し
い」とキャンプ場代表の新

し ん ぼ

保氏は言う。
3世代で来て、夕食はみんなでバーベ

キューを楽しみ、祖父母は近くの川原
湯温泉に泊まってのんびりと、親子は
テント泊で大自然を満喫するといった、
世代や興味に合わせた楽しみ方も可能
だ。電車で行ける気軽さも魅力なので、
是非ふらっと訪れて遊びつくして欲し
い。

群馬県吾妻郡の八
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ッ場ダムが、コロナ禍の2020年3月31日に完成し、4月1日から運用開始となった。
住民の反対運動や建設中止問題もあり、調査開始から実に68年もの歳月をかけて完成した八ッ場ダム。
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海外旅行はまだまだハードルが高いこの時期、ソーシャルディスタンスを保てる八ッ場ダム周辺は、
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▲八ツ場ダム周辺地図 （国土地理院 基盤地図情報を加工して作成）

4. 目の前には八ッ場あがつま湖が広がる最高のロケーション
5. 季節野菜のアヒージョ／BBQ の醍醐味塊肉

5



ムは知名度があるし環境がいい。道路
も整備され、これから益々いい場所に
なっていく。」と須知氏は目を細める。

八ッ場ダム
真新しいダムの堤体は圧巻！
八ッ場ダムは利根川の支川、吾妻川
中流部の長野原町に位置する重力式
コンクリートダム。1947年のカスリー
ン台風により、戦後最大と言われる
被害を受けたことで利根川改修改訂
計画が決定し、その中で八ッ場ダム
も計画されたが、住民の反対や国指

6. 紅葉の中を走る水陸両用車。開業当初は、乗車券を求めて朝から行列ができるほどの盛況ぶりだったという　
7. 船となり湖面を走る水陸両用車　8. 八ッ場湖の駅丸岩。赤い車体には長野原町のマスコットキャラクター「にゃ
がのはら」がいっぱい

聞きながらゆっくりとダム湖の周囲を
眺められる。時には鹿の親子やニホン
カモシカ、猪やキツネが見られることも。
7月～9月は台風などの災害に備えて
水位が下げられ、10月からは放流に
向けて毎日50㎝~70㎝ずつ水位が上が
り、満水時には標高583m になる。
日本各地でダックツアーを運営する
NPO 法人日本水陸両用車協会（理事
長：須

す ち

知氏）は、群馬県や長
な が の は ら

野原町か
ら「八ッ場ダム観光の目玉にしたい」
と声をかけられたという。「八ッ場ダ

水陸両用車　ダックツアー
スプラッシュインの爽快感！
八ッ場あがつま湖を楽しむのにうって
つけなのが、水陸両用車ダックツアー。
八ッ場湖

み ず

の駅丸岩を出発し、道の駅八ッ
場ふるさと館までダムの周囲を巡り、
湖へスプラッシュイン！2列目までは
水しぶきで濡れることもあるので心の
ご準備を。バスからエンジンを切り替
え、船となって湖を周遊する70分の
ツアーは、ガイドさんの楽しい案内を

左岸所在地：群馬県吾妻郡長野原町大字川原畑字八ツ場
右岸所在地：群馬県吾妻郡長野原町大字川原湯字金花山
堤高:116.0m
堤頂長：290.8m
形式：重力式コンクリートダム
総貯水量：1億750万ｍ3

有効貯水容量：9000万ｍ3

（25ｍプール26万５千個分）
年間発電電力量：約4200万kWh
 （一般家庭約12,000世帯分）　
集水面積：711.4㎞2

洪水調節容量：6,500万ｍ3

貯水池面積：3.0Km2

9. 湖面から見た八ッ場ダムの堤体

6
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10. アガッタン吾妻峡八ッ場駅
      から見た八ッ場ダム

特集1　行って楽しむ土木

 【参考資料】

・「八ッ場ダムパンフレット」　
     国土交通省関東地方整備局　
     利根川ダム統合管理事務所　
     八ッ場ダム管理支所 発行

・なるほど！
　やん場資料館　
　展示パネル

豊田乳業のヨーグルト
加糖タイプが多いカップ型の中で、このヨーグルト
は無糖タイプ。手作り感のあるざらざらした舌ざわ
りと酸味により、爽やかなおいしさが広がる。

八ッ場ダムカレーぱん
道の駅内にあるコンビニショップの中では色々な種
類の焼き立てパンが販売されている。中でも八ッ場
ダムカレーぱんは本格的な味わい。ダムカレーは数
多くあるが、ダムカレーぱんは珍しくナイスチャレ
ンジ。カレーも本格的な味わい。

手作り生こんにゃく
群馬県はこんにゃく芋の収穫量全国１位。いつもの
こんにゃくとは違う色白の生こんにゃくはプリプリ
食感。酢醤油をかけてお刺身で食べるのがおすすめ。

道の駅あがつま峡で販売されている東吾妻町名
物のバーガーは、地元のこんにゃくとやまと豚
のメンチが使われボリュームたっぷり。ちなみに、
こんにゃくは英語でデビルズタンと言うのです。

＜番外編＞デビルズタンバーガー

道の駅八ッ場ふるさと館で買える美味しいもの３選

源頼朝が発見したと言われる川
原湯温泉。ダム建設により高台
に移転された。夕暮れの佇まい
が在りし日を彷彿とさせる。

おすすめは入口にあるノスタ
ルジックな雰囲気漂う八ッ場
ダム看板！

レアなおススメスポット

NHK 大河ドラマ「真田丸」に
登場した町のシンボルの岩

いわびつ
櫃

城がモデル。

ダム完成前は日本一の高さ106m を誇った八ッ場大
橋からのダイブ。完成後の現在は45m。営業は水位
の低い夏場のみ

バンジージャンプ

【取材協力】

・群馬県東吾妻町役場　まちづくり推進課
　主任　佐藤 悟道氏
・川原湯温泉駅 キャンプ場・笹湯・笹湯カフェ
　代表　新保 孝三氏
　マネージャー　龍野 悦隆氏
・NPO 法人日本水陸両用車協会　
　理事長　須知 裕曠氏
　ダックツアー　ガイド兼受付　國分 香織氏

豊田乳業のヨーグルトとダムカレーぱん

味噌だれ付も
売られている

共同浴場・王
お う ゆ

湯 やんば茶屋東吾妻町役場

定名勝・吾妻峡の保護の観点からダ
ムの計画位置が変更。紆余曲折を経
て、2015年にようやくダム本体左岸
の掘

く っ さ く

削工事が始まり、2019年10月1日
に試験湛

た ん す い

水を開始。徐々に水位を上
げる予定が、台風19号の影響により
一気に水位が上がり、2019年10月15
日には平常時最高貯水位の標高583m
に到達し注目を集めた。2020年3月31
日に完成し、同年4月1日から運用開始。
選択取水設備という29段のサイフォ
ン管を積み上げた連続サイフォン式
を採用し、取水範囲は58m とこの方
式で国内最大を誇る。

　一日じゃ足りない、魅力あふれる八ッ場ダム周辺の今！
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高速道路や橋梁など、構造物の造形美
やそこから見える景色を見て楽しむ方
も多いだろう。しかし、「ジャンクショ
ン」に注目して見たことはあるだろう
か。ジャンクションとは、高速道路と
高速道路をつなぐ役割を持ち、インフ
ラを支える重要な構造物である。
ここでは、東京都心にそびえる「西新
宿ジャンクション」についてご紹介する。

西新宿ジャンクションは、東京都新
宿区にある山手通り（東京都道317号
環状六号線）と甲州街道（国道20号）
が立体交差する初台交差点の真上に位
置する。2007年12月から供用を開始し、
首都高速4号新宿線と首都高速中央環
状線を結ぶ役割を持っている。
一般道から見上げると、ジャンクショ
ンの美しい白色のカーブが頭上いっぱ

いに広がり、重厚感に圧倒される。立
体的に交差する道路の間からビルなど
の建物が見え、東京・新宿の街を覗く
ことができる。ジャンクション下の一
般道では、自動車や歩行者の交通量も
多く、大規模な構造物と新宿の街が馴
染んでいると感じる。
また、日中は白色の美しい姿をしてい
るが、夜に訪れてみると違う様子を見
ることができる。あたりが暗くなると、
照明灯などの光の演出により立体的に
交差する道路が、オレンジ色に変わる。
日中の壮大な印象から、街の夜の雰囲
気と合わさって、幻想的な雰囲気が漂う。

ぜひ、西新宿ジャンクションの日中と
夜の様子の違いを見て楽しんでいただ
きたい。また、ジャンクションは全国
各地にある。皆さんの自宅、会社の近

これまで、ダムや橋などの土木施設の魅力を伝える土木ツアーやイベントが各地で開催されていた。しかし、新型コロナウイルス
の感染拡大防止のため、開催が自粛されているところもある。そこで、普段何気なく歩いているまちに注目してみた。私たちの身
近なところには、土木がたくさん存在し、改めて見ると新たな魅力や楽しみ方を発見できる。この特集では、東京都内において、
コロナ禍であっても気軽に訪れることができる3か所に着目し、実際に広報委員が訪れ、感じた魅力や楽しみ方などを紹介する。

西新宿ジャンクション

▲西新宿ジャンクションの周辺地図（国土地理院地図より
作成）

【参考】
首都高速道路株式会社 Web サイト ( 路線案内 )
（URL：https://www.shutoko.co.jp/company/da-
tabase/route/）

見て楽しむ土木
広報委員 ：  佐々木 悠／多門 みさき

土木の魅力を再発見

特集2

くにあるジャンクションはどのような
形をしているだろうか。実際に訪れて、
見上げてみると新たな発見や魅力が見
つけられるのではないだろうか。　　
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東京都内には文化財庭園が18庭園あり、
うち都が管理している都立庭園は9庭
園ある。都立庭園は、国指定の特別名
勝も含んでおり、次世代に継承すべき
重要な文化遺産である。
ここでは、東京都内で最も歴史が長い

「小石川後楽園」についてご紹介する。

小石川後楽園は、江戸時代初期の寛永
6年 (1629年 ) に水戸徳川家初代藩主の
徳川頼房が中屋敷（のちに上屋敷とな
る）の庭として造り、二代藩主の光圀
の代に完成した。そして、昭和27年3
月に文化財保護法より、特別史跡及び
特別名勝に指定された。
長い歴史を持ち、文化財としても貴重
な小石川後楽園は、後楽園駅や東京ドー
ムからほど近い場所に位置する。
西門から園内に入ると、大きな池の「大
泉水」が見えてくる。緑豊かな木々か
ら東京ドームやビルが顔を覗かせ、自
然と都会が融合した風景となっている。
さらに進んでいくと、様々な建造物や
風景を見ることができる。その中で特
に印象的だった3か所を紹介する。

■円
えんげつきょう

月橋
光圀が厚くもてなした中国明の儒学
者・朱

しゅしゅんすい

舜水が設計したといわれる石造
アーチ橋で、江戸時代初期に造られた。
水面に映る様子が満月のように見える
ため、その名が付けられた。
現在、渡ることはできないが、近くで
石造りを見ると、美しいアーチや手す
り部分など、江戸時代のものとは思え
ないほど技術力の高さを感じる。また、
水と橋が融合した印象的な風景を楽し
むことができる。

■大
お お い が わ

堰川・通
つうてんきょう

天橋
川の景色を表現しており、京都嵐山の
大堰川にちなんで名付けられた。上流
の方を見ると、「通天橋」が架かって
おり、朱色がとてもきれいな橋である。
通天橋は、京都の東福寺の通天橋を模
してつ造られた橋である。流れる水と
の風景を眺めていると、京都嵐山を流

れる大堰川の情景が浮かんでくる。ま
た、秋にはイロハモミジや木々が赤や
黄色に変わり、通天橋の朱色と相まっ
てより美しい風景を見ることができる。

■延
のべだん

段
中山道の木曽路をイメージした中国風
の石畳の道である。様々な大きさ、形
の自然石と切石を巧みな技術で階段や
坂などを整備している。そのおかげで、
来園者が歩きやすい歩道空間がつくら
れている。歩を進めていくうちに、森
の中にいるような感覚となり、木々の
間から漏れる光や水の音から、神秘的
な雰囲気に包まれている。

小石川後楽園には、まだまだ素晴らし
い風景がたくさん見られる。それらは、
四季折々で情景が変わり、私たちを楽
しませてくれる。ぜひ、庭園でつくら
れた歴史ある建造物と風景を楽しんで
みてはどうだろうか。

小石川後楽園

　　　

【参考】
・東京都建設局公園緑地部「東京都における文化財
庭園の保存活用計画（共通編）平成２９年３月」

（URL：https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/
content/000027743.pdf）

 ・公益財団法人 東京都公園協会「公園へ行こう！
緑と水の総合サイト」ホームページ （URL：https://
www.tokyo-park.or.jp/park/format/index030.html）

1

2 3

4 5

▲小石川後楽園の周辺地図（国土地理院地図より作成）

1.大泉水　2.円月橋　3.大堰川　4.通天橋　5.延段
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東京都中央区には、舟運のために開削
された川（旧築地川）があった。隅田
川から船を対岸へ渡していたが、昭和
30年代になり、高速道路の建設のた
めにほとんどの河道区間が埋め立てら
れた。東京都で公表されている築地川
の整備区間としては、浜離宮庭園と旧
築地市場の間に流れている区間のみで
ある※1。
現在は首都高速道路（以下、首都高）、
広場、公園、駐車場として利用されて
いるが、名称には現在も「築地川」と
つくところが多く、川だったことが思
い浮かべられる。現在の状況を踏まえ
ると、川が流れていたことは想像もで
きないが、時代の流れとともにインフ
ラが整備され、住民や観光客が集まる
場所となったのである。
ここからは、旧築地川の跡に残されて
いる土木施設や、現在の土地利用につ
いてご紹介する。

■采
う ね め ば し

女橋
約90年前（昭和5年）に関東大震災の
復興として架け替えられ、今でも現役
で使われているアーチ橋である。当時、
橋の下には築地川が流れていたが、昭

和37年（1962年）に高速道路となった。
橋の上には鉄製の柵があり、明治元年

（1868年）に近代的な洋式ホテルの第
一号として誕生した「築地ホテル館(明
治5年に焼失し、現在は存在しない)」と、

「銀座の柳 ( 区の木 )」がデザインされ
ている※2。
この橋の下を通る首都高は S 字形状の
曲線になっているのが特徴である。橋
の上から銀座出口方面を望むと、一直
線に伸びる空間が広がっており、高層
ビルの谷間を走る首都高が一望できる。
この状況は、現在でも昔と同様に、も
のや人を繋ぐ大事な役割があるインフ
ラの一部と感じる。

■三
み よ し ば し

吉橋
築地川が屈曲していた部分にあり、複
数の水路との合流箇所であった。昭和
4年（1929年）に関東大震災の復興の
一環として三叉の橋がかけられたが、
その後橋の下を流れていた川は高速道
路へと姿を変えた※3。実際に橋を渡る
と、普通の交差点のように感じるが、

「橋の上」なのである。橋の上からも
橋の下の造りも見られるようになって
いる。旧河川護岸の跡が残っているこ

とが確認でき、現在の橋と旧河川護岸
が合わさり風情を感じられる。注意深
く見ないと見つけられない「隠れ土木
ポイント」ともいえるだろう。ぜひ見
つけてみていただきたい。

■築
つ き じ が わ た も く て き ひ ろ ば

地川多目的広場
入船橋の下にある広場は、バスケット
ボールやサッカー、キャッチボール等
ができる空間となっている。この場所
は、旧河道の河床部を利用されている
ことから、周囲よりも凹んだ位置にあ
る。実際に降りてみると、まるで “ 秘
密基地 ” にいるような気分になる。ま
た、周りからの目線が気にならずに遊
べる空間となっているため地元の子供
たちから愛されている場所と感じた。
現在、工事中の箇所もあるため、今後
どのような空間になるのか、注目して
いきたい。

■門
もんせきばしおやばしら

跡橋親柱
門跡橋も震災復興の一環として架け
られた橋である。昭和61年（1986年）
より始まった築地川の埋め立て工事や、
道路の拡幅工事により撤去されたが、
親柱1基が現在の場所に移築保存され
ている※4。采女橋や三吉橋とは異なり、
橋の原型が残っているわけではなく、

「橋の一部」を復興の象徴として残さ
れているのが特徴である。周囲が埋め
立てられた橋の跡（親柱、欄干）があ
れば、そこには過去に川が通っていた
と考えられる。また、現在築地川公園
となっている場所には、暁橋や堺橋、
備前橋の親柱も残されている。暁橋、
備前橋は道路にも面したところにある
ため比較的容易に見つけることができ

旧築地川跡

6 7

6.首都高銀座出口付近　7.采女橋
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るが、堺橋は公園内に隠れて存在する。
どの親柱にも、橋の歴史とともに、当
時の写真が載せられた案内板が設置さ
れている。時代の変化や歴史を感じら
れるものになっているので、ぜひ探し
てみていただきたい。

今回ご紹介した旧築地川跡は、過去と
現代の土木を見られる場所となってい
る。昔は舟運のルートとして、現在は
道路交通・憩いの場として、人々に親
しまれ、生活する上で必要な空間であ
る。土地利用が変わっても、人々の生
活を支える重要な社会インフラ施設と
なっていることに変わりはない。

皆さんの家の近くにも、「川」とつく
場所や名称のものはないだろうか。ま
た、普段何気なく歩いている道に、橋
の親柱や欄干がそのまま残っていると
ころはないだろうか。現在そこに川が
流れていなければ、もしかすると昔は
水辺の空間が存在していたのかもしれ
ない。
地名や施設の名称、土木施設をもとに、
その土地の歴史、インフラの変遷を探っ
てみるのもおもしろい。昔はどうだっ
たのか、なぜ、何のために建てらせた
のか。身近な土木から新たな発見があ
るかもしれない。　

※1　平成22年8月東京都公開資料
            「築地川及び汐留川河川整備基本方針」
            参 考（URL：https://www.kensetsu.metro.

tokyo.lg.jp/content/000007339.pdf）
※2　采女橋石碑参考
※3　三吉橋石碑参考
※4　門跡橋親柱パネル参考

駐
車
場

旧築地川跡

築地川

旧河道

築地駅

東銀座駅

築地市場駅

入船橋

三吉橋

采女橋

築地川多目的公園

暁橋親柱

堺橋親柱

築地川公園

備前橋親柱

築地場外市場

門跡橋親柱

勝鬨橋

浜離宮庭園

▲旧築地川跡の周辺地図（国土地理院地図より作成）

▲築地川の変遷（国土地理院地図より作成）

1945-1950年

■かつて存在した築地川

1988-1990年

■ごくわずかを残し、ほとんどが
　高速道路、埋め立て地となる

1961-1969年

■一部高速道路として利用される

2007年～

■川であったとは想像もできない
　状態となった

特集2　見て楽しむ土木
土木の魅力を再発見

今回ご紹介したもの以外にも、様々な見所、魅力をもった土木が各所にある。私たちの生活を支えていることは当然であるが、
それは時代が進むにつれて、かたち、役割を変化させ、現在の状態となった。
皆さんも、身近なところに存在する土木がどのような役割を持っているのか、また、見所や魅力を探しに出かけてみてはいかが
だろうか。新しい発見や魅力をみつけ、土木に興味を持っていただけたら幸いだ。

8.三吉橋（地理院地図（電子国土 Web　https://maps.gsi.go.
jp/）空中写真を加工）　9.門跡橋親柱　10.築地川多目的広場

8

9

10

11



若手パワーアップ小委員会は、若手の
視点から土木業界の魅力向上の活動を
している委員会で2015年にスタート
しており、僕は立ち上げ直後にお声が
けがあって参加しました。入社5年目
の28歳の時に参加したのですが、「若
手なのか？」と戸惑いつつ初回の委員
会に参加したら、他は30代が多く蓋
を開けたら僕が一番若かったというこ
とで、非常にびっくりしたのを覚えて
います。

当時の活動は3つの柱に分かれており、
土木業界全体を盛り上げるワーキング、
土木学会を盛り上げるワーキング、そ
して一般の方に向けて土木を発信する
ワーキングで、僕は一般の方に向けて
土木を発信するワーキングに参加しま
した。「一般の方に向けて土木を発信
する」と言っても方針は様々ですが、
当時委員長を務めていた方が、オカン
を通して子どもたちに発信できる内容
がいい、としきりに話していたことも
あって、子どもに発信するという方向
性だけは決まっていました。1年目は

新型コロナウイルス感染症により、お家で過ごす時間が増えているのではないだろうか。
そんな方にお家にいながら楽しめる「土木」のおすすめゲームを2つ紹介する。

玩具メーカーと協働で何かできないか
という企画を練っていたのですが、さ
すがに他業種の会社とのコラボとなる
と大掛かりになり、結局何も作れなかっ
たんです。
2年目の5月にワーキングのリーダー
となり、本腰を入れてやろうと決意し
まして（笑）。同じワーキングメンバー
の首都高さんからの厚意で、8月の新
宿西口のイベントに出展する、という
ことだけは決まったので、2か月で何
か試作品を作って完成させる、という
急ピッチのスケジュールだけ先行して

－ ポケドボで伝える、土木の魅力 －
遊びながら防災を学ぶゲームとして、土木学会企画委員会 若手パワーアップ小委員会で作成したポケドボカードゲームがある。
今回は開発者の光安さんに開発秘話とその想いをお伺いする。

ポケドボを
楽しんだ子どもたちが、

「土木って
こういうことだったんだ」

と将来考えるきっかけに
なってほしい。

光安　皓
パシフィックコンサルタンツ株式会社
デジタルサービス事業本部　
DX 事業推進部

開発開始から2か月で試作！？　
急ピッチで作ったポケドボ開発秘話

おうちで楽しむ土木
広報委員 ：  遊佐 樹里

こんな時だからこそ、おうちでも！ 

特集3

12



動きました。そこでアイデアとして出た
のが、カードゲーム。土木でカードとい
うと、ダムカードやマンホールカード
はあります。収集できる利点はありま
すが、遊戯王やポケモンカードみたい
に対戦はできなくて、遊びにはならな
いですよね。なので、子どもが遊べる
カードをつくろう、と。それからは夜
通し試作の連続。あーでもない、こー
でもないと言いながら作りこみました。
そのイベントが、年長さんから小学校
低学年向けのイベントだったので、色々
検討していた機能もそぎ落としました。
実はポケドボにはお金の概念も入って
いたのですが、そういうのは全部カッ
トしました。また、「応急復旧カード」
や「事前対策カード」の枚数を何枚に
すると最適か、といったこともかなり
検討しましたね。
そんなこんなでポケドボカードが作ら
れていったのですが、土木学会の任期
は基本2年なので、僕が去った後でも
取り組めるようロードマップを作った
りもしました。作成したのはいいもの
の、このイベントで終わってはもった
いないですから。
僕が委員をやめた後も『アプリ版』を
作ってくれたり、地域の方と協力して

『ご当地版』を作ってくれたりと一過
性ではない取り組みを行ってもらって
ます。

僕の子どもが今5歳で保育園に通って
いるんです。その保育園にポケドボを
寄贈しまして。そうしたら子どもの送
り迎えの際に、保育園のお友達がポケ
ドボで遊んでいる姿を見かけます。と
てもうれしいですよね。土木ってなか
なか魅力が伝わりにくいですが、昔遊
んだゲームがいつか自分の身近なイン
フラに紐づいていると気づいてもらえ
たら、と思っています。最近、豪雨や
土砂災害の被害が激甚化していると言
われているなかで、「事前対策」をす
ると街を守れるんだな、とかポケドボ
で遊んだ子どもがもう少し大きくなっ
て自然発生的に想い出して気付く、み
たいなことになると嬉しいです。遊び
の観点から「事前対策」というざっく
りな内容にしてしまいましたが、気に
なったら事前対策の内容も調べてほし
いと思って、付録に事前対策の紹介冊
子も付けました。土木を幼少期から触
れる機会ってなかなかないですから、
これが土木だったんだ、土木って大事
だったんだな。という風にいつか気づ
いてもらえたら感無量です。
是非、コロナ禍のお家時間、お子さ
んと一緒に土木を学べる「ポケドボ」
を家族で楽しんでいただけたら嬉し
いです。

まず自分の街を手元に置くところから始まる。5枚の「イ
ンフラカード」（空港・鉄道・高層ビル・高速道路・橋
梁）を並べ、そのうち1枚に「事前対策カード」を置いて、
災害に強いインフラに。そのあと、イベントカードと
呼ばれる、地震、津波、洪水などの「災害カード」や「事
前対策カード」「応急復旧カード」を順番に引いていく。
「災害カード」を引いた場合は手元のインフラが壊れ
るが、「事前対策カード」を事前に置いておいた場合
はセーフ。また、壊れたインフラは「応急復旧カード」
を引けば復活できる。イベントカードを全部引き終わっ
た時点で、インフラが一番多く残っていた人が勝ちと
なる簡単なルールのゲーム。

光安　皓（みつやす　あきら）
2011年入社。大学院時代は情報系の研究
を行う傍ら、多世代参加型のまちづくり活動
等にも関わる。入社より交通計画（ITS、自
動運転関係等）に携わる。2015 年～
2017年に土木学会企画委員会若手パワー
アップ小委員会に参加。2021年より現部署。

Profile

ポケドボアプリ版の紹介はこちらから

▲アプリ版（上）とご当地版（下）。アプリ版は1人プレイ
用だが、無料で楽しめる。

簡単なルールなので
子どもから大人まで楽しめる、
と光安さんは語る。

ポケドボの楽しみ方はこちらから

ポケドボに託した、
土木の魅力発信への想い

ポケドボの楽しみ方
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関口　マインクラフトって、単純な
ゲームです。基本の遊び方は、冒険し
て「資材」を集めて自分の陣地に “ 建
物 ” を建てる。ただそれだけ。冒険し
て、資材を集めて、敵キャラ（ゾンビ
等）に攻撃されないように自分を守る

「家」を建設して。移動を円滑にする
ために土地を整地にして道路をつくっ
たり、川を渡るために橋を建てたり…。
自分のワールドを最適化するためにひ
たすら行うってゲームですね。基本的
には、よりよい建物を建設するため
に、資材をどう集めるか、を考えてい
くのですが、資材を効率的に収集する
トラップをつくったりします。また、

「家」と い う
のは、プレイ
の最初の頃は
ただの真四角
の色気のない
家ですが、プ
レイを続けて
いるうちに色

んな資材が集まっていって、自分の好
みの「家」になっていくのです。
‥‥こう説明すると、マインクラフトっ
て何が楽しいんだろうって思いますよ
ね（笑）
高橋　そうですね。マインクラフトを
初めて紹介されたとき、僕も面白さが
分かりませんでした（笑）。ですが、
やってみたらハマりました。レゴのゲー
ム版だと僕は思っています。マインク
ラフトって、今の時代フル CG が全盛
期なのにピクセル表現なんですよ。「資
材」もすべて四角で表現されていて、
レゴそっくり。レゴって１人で建物を
つくるのも楽しいですが、みんなで遊
ぶのも楽しいですよね。マインクラフ

トもオンライン上で友人たちと制作で
きることが魅力です。僕が資材を集め
るから君は建設して、みたいな役割分
担をすると、一人ではできない大きな
建設物も作れたりしますから。
関口　よく年配の人に驚かれるのです
が、昔と今のゲームの価値観って変化
しているみたいです。リアルの友達や
知り合いとオンラインゲームで遊んで
いるって言うとびっくりされるという
か。
高橋　僕たちデジタルネイティブ世代
にとって、オンライン上のコミュニ
ケーションは普通ですから。僕もマイン
クラフトはリアルの友達とのコミュニケー
ションツールです。コロナで会えない
代わりにマインクラフトで遊ぼう！と
いうのが増えましたね。

高橋　僕は河川から異動して今は DX
推進室にいます。そういう視点から
見ると、マインクラフトはあくまで
ゲームなので、地質特性や水や風の抵▲初期時のただの四角い家

▲関口さんがプレイするマインクラフトの現在の家の外観

高橋　大輝
セントラルコンサルタント株式会社

経営企画部　
DX 推進室

関口　諒太
八千代エンジニヤリング株式会社
事業統括本部　
国内事業部　環境施設部

マインクラフトって
どんなゲーム？

ここにガチハマり！技術者から見た
マインクラフトの魅力！

－ 未来の土木とマインクラフト －
今、若者に人気のマインクラフト。実は土木との共通点も!?
入社3年目のデジタルネイティブ世代の2名の土木技術者が、今後の土木の未来について熱く語る。

2 次元の
設計図が無くなる !?

そんな未来がすぐそこまで
来ているのかも
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抗、構造強度などは反映されず、ただ
機械的にブロックを積み上げるだけで
す。先ほどレゴのゲーム版と言いまし
たが、レゴと違うのはパーツとなる「資
材」が無限大なので、創造力ひとつで
なんでも作れてしまうということです。
また、自分のワールドをどんどん最適
化していくのがマインクラフトの目的
なのですが、最適化するにあたって見
た目も良くしたい、と景観的な要素も
無意識的に考えてしまっていると思い
ます。そこが、僕たち技術者がハマる、
マインクラフトの魅力だと思っています。
関口　本当に何でも作れますね。僕は
業務で設計を行っているので、構造や
強度等を考えずに、頭の中にある空想
の建物をつくれることが楽しいです。
マインクラフトだと、変な形でも壊れ
ませんから。
高橋　僕はそういいつつ、BIM／CIM
を担当しているからか、無駄に基礎工
事風なことをしたり、橋梁のピアを設
置したりと、なくても良いものにこだ
わってリアルを追求してしまいます

（笑）。無料の配布ワールドでも、実際
の街や鉄道、ダムなどを精密に再現し
たものもたくさん出回って話題になっ
ていますし「模倣を楽しむ」こともマ
インクラフトの楽しみ方ですね。とあ
る TV 番組で、プロマインクラフター
のタツナミシュウイチさんという方が、
アンコールワットのワールドを作った
際の話をしていたのですが、設計図を
取り寄せたり、自分で実際に行ったり、
Google マップなどで採寸して、超リ
アルに制作すると言っていました。
関口　自分のワールドの「家」は、初
めて作る際は箱でしかないものですが、
YouTube やほかの人のワールドの家
を観察して模倣しながら自分の好みの
家にしていきますね。僕も設計を考え
るとき、まずは他の優れた施設を参考
に、模倣から始めることが多いです。

「模倣」ってすべての学習の基本だと
思うのです。マインクラフトって教育
にも注目されていますが、有名な話だ
と京都の小学校で世界遺産を再現して
海外の提携小学校のみんなにプレゼン

するとか、東京の高校で学校説明の際
に自身の学校を再現するなどでも活用
されています。再現を行うことって技
術の吸収のためのひとつのアプローチ
なんだと思います。
また、僕の設計業務はごみ処理施設を
メインに行っているのですが、そういっ
た施設ではよく小学生などの学習の場
としても活用されているので、リアル
な施設をマインクラフトで作って、プ
レイしてみてもらっても面白いのかな、
と思いますね。
高橋　マインクラフトって2次元を3
次元化したり、3次元のものをそのま
ま模倣したり、楽しみ方は色々ですよ
ね。BIM／CIM の仕事をしていて感じ
るのですが、現在すべての設計は2次
元の設計図が基本としてありますが、
これだけ世の中的に ICT や BIM／CIM
の導入が叫ばれているので、ともする
と10年後20年後は2次元の設計図が無
くなり、3次元ですべてが完結してし
まう未来が来るのではないかと思うの
です。国土交通省の技術基本計画でも、
2021年9月に「技術により実現を目指
す将来の社会イメージ例」として、こ
んな未来が示されました。これから先
どんどんイノベーションが広がって効
率的・効果的な世界になっていくので
はないでしょうか。
関口　オランダでは３D プリンターの
賃貸住宅が登場して話題にもなりまし
た。マインクラフトのように3次元で
設計して、施工まで一気通貫でできる
ようになる未来…考えるとワクワクし
ますね。マインクラフトのような価値
観が当たり前として育ってきた世代が
土木業界を動かすとき、大きなイノベー
ションが起こるかもしれません。今後
の業務がどう変わっていくのか、また
自分たちがどう変えていくのか、非常
に楽しみです。

NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT.NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG

出典：国土交通省　第26回技術部会 配付資料　https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/kanbo08_sg_000250.html

高橋　大輝（たかはし　だいき）
2019年入社。入社時は環境水工部に配属。現在はDX推進室に所属
しBIM/CIM関連の設計業務に携わる。マインクラフト歴は8年。

Profile

関口　諒太（せきぐち　りょうた）
2019年入社。大学時代は土木について学び、廃棄物発電によるCO2
削減の効率化に関する研究を行った。入社より中間処理施設の計画、設
計及びモニタリング等に携わる。マインクラフト歴は8年。

Profile

特集3　おうちで楽しむ土木
こんな時だからこそ、おうちでも！ 
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江戸城

徳川家康が幕府の威信をかけて建設した江戸城。幕府の命令で行われた「天下普
ぶ し ん

請」では、熊本城築城の加藤清正、
姫路城築城の池田家や小倉城築城の細川家などの西国大名が石垣づくりを競い合いました。皇居外

が い え ん

苑や皇居、
皇居東

ひがしぎょえん

御苑周辺の濠
ほ り

や門には見事な石垣が築かれており、石垣を間近に見るだけでなく、直接触れることもで
きます。東京駅を起点にした１周約6.5kmの石垣巡りウォーキングで、今に残る江戸時代の土木を楽しみませんか。

江戸城
トピックス

広報委員 ：  漆原 俊之

石垣巡りウォーキング

江戸城の一部である皇居外苑ま
では、東京駅から歩いて5分程。
そこには日比谷通りや晴海通り
をはさんで、江戸と令和が隣り
合った不思議な空間が広がりま
す。ここでは、お濠の向こう側
の算

さ ん ぎ づ

木積みと打
う ち こ み は ぎ

込接の石垣をい
ろんな角度から眺めてみましょう。

（和田倉橋～桜田門）
皇居外苑

①- 和田倉濠にみられる、算木積みと切込
接の石垣

②- お濠の風物詩、コブハクチョウは全部
で5羽。

③- 馬場先濠は、日比谷通り側の石垣が修
復中。 

④- 割り損ねの矢穴が残る、石垣隅部。
⑤-日比谷濠の石垣と、イチョウ並木の黄

葉と、帝国劇場。
⑥- 凱旋濠から望む、外桜田門。

桜田門から大手門にかけては、
皇居外苑と比べて隅石の算木
積みが一段ときれいに積まれ
ています。内桜田門の石垣は、
切
き り こ み は ぎ

込接の模様と色が非常に美し
いです。400年もの歴史ある石
垣は、門や櫓

やぐら

などの構造物とと
もに、お濠や皇居内の樹木とも
見事に一体化しています。

（桜田門～大手門）
皇居

⑦- 切込接の模様と色が美しい、内桜田門（桔
梗門）。

⑧- 皇居正門の、石垣と石橋のアーチの競演。
⑨- 非常に安定感のある、隅部の算木積み。
⑩- 蛤濠越しに臨む坂下門の石垣。右奥に

見えるのは宮内庁。
⑪- 巽櫓と見事な一体感の桔梗濠の石垣。
⑫- 桔梗濠と大手門。皇居東御苑には、こ

の門から入ります。
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江戸城マップ

石垣巡りコース

大手門から本丸に向かう坂道は、
両側に升形の巨石が積まれた石
垣が続きます。江戸城の天守は
焼失して天守台しかありません
が、近くの本丸休憩所に復元模
型が展示されています。帰りは
北桔

き き ょ う

梗門から出て平川濠を周って、
反りの美しい高石垣を眺めなが
ら行幸通りから東京駅まで戻っ
ていきましょう。

（江戸城天守台）
皇居東御苑

⑬- 大手門の先には、巨大な切込接の石垣
が待ち受けます。

⑭- 意外と小さく感じる？江戸城天守台の
石垣

⑮- 近くで見ると、とても巨大な天守台の
算木積と切込接の石垣。

⑯- 公開されている1/30江戸城天守復元模型。
⑰- 平川濠には、反りの美しい高石垣が続く。
⑱- 皇居から御幸通り越しに見る東京駅。

皇居東御苑は、皇居の東側
に位置する面積21ヘクター
ルの庭園で、江戸城の本丸
や二の丸、三の丸に該当し
ます。昭和43年10月から
新しく整備され、一般に無
料で公開されています。入
場は大手門・平川門・北桔
橋門の3箇所からとなります。

皇居東御苑情報

https://www.kunaicho.go.jp/
event/higashigyoen/
higashigyoen.html

https://fng.or.jp/koukyo/

※休園日や公開時間は、状況に伴い変更に
なる場合があるので、宮内庁HPでチェ
ックして下さい。

皇居外苑マップから「自分歩きマップ」「自
然歩きマップ」PDFがダウンロードできます。

▲江戸城マップ （国土地理院 基盤地図情報を加工して作成）

■休 園 日
月曜日・金曜日
（天皇誕生日以外の「国民の祝日等の休日」は公開）
12月28日～1月3日

■公開時間
午前9時～午後4時（11月1日～2月末日）

午前9時～午後4時30分（10月1日～10月末日）

午前9時～午後5時（3月1日～4月14日、9月1日～9月末日）

午前9時～午後6時（4月15日～8月末日）

一般財団法人国民公園協会　
皇居外苑HPはコチラ
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司会—始めに皆様の自己紹介をお願
い致します。

重永—レジェンドと言われる皆さん
とは異なり、私は大学の造船学科を卒
業し、造船会社に入りました。大阪港
で沈埋トンネルを造るというので情報
収集に伺った先がたまたまパシフィッ
クコンサルタンツでしたが、その時まで、
建設コンサルタントという仕事を知り
ませんでした。その後28歳でパシフィッ
クコンサルタンツに転職してからも様々
な分野を経験し、施設、交通計画、環境、
新事業等をやってきました。技術の方
が自分に合っているなと思いながら、
現在は社長を拝命して4年目になります。

重永智之 笹部剛男 杉山仁實 原田政彦 榎計志

座 談 会

各社の
レジェンドに聞く

広報委員 ：  宮崎 晶、上田 透
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笹部—1975年に日本港湾コンサルタ
ントに入社し、47年目になりますが、
当初神戸事務所に配属になってから現
時点で一度も転勤や移動の経験があり
ません。かといって神戸以外の港を全
く知らないわけではありません。私の
行動拠点が神戸なのです。現在では、
東京本社で計画本部長と沿岸海洋本部
長をさらに関西支店長と九州支店長を
兼務していますので、ほぼ毎日神戸を
拠点に全国を飛び回っています。

杉山—若い時はこれと言って好きな
ものもなく、先生に言われるままに日
本工営に入りました。最初の配属は技
術研究所の土質試験室、その後は本社

重永 智之　Shigenaga Tomoyuki

（建設コンサルタンツ協会　関東支部 支部長）　
パシフィックコンサルタンツ株式会社　代表取締役　社長執行役員

1958年10月生まれ。山口県出身。1981年3月に大阪大学工学部造
船学科を卒業。1981年4月日立造船株式会社入社。主に海洋構造物
の居住区画の設計やプラントの配管設計を担当。1987年5月パシフィッ
クコンサルタンツ株式会社に入社。施設部、総合研究所、ITS推進本部、
交通計画部を経験し、2006年10月社会政策本部 総合計画部長に就
任。2008年環境事業本部長、2011年10月に取締役 本社経営企画
部事業開発室長、2016年12月常務取締役 サービスプロバイダー戦略
担当、2017年専務取締役 危機管理担当、人事・働き方改革担当を歴
任し、2018年10月に代表取締役社長に就任。2020年12月から現職。
現在は、（一社）建設コンサルタンツ協会副会長及び技術部会長、当協
会関東支部長。趣味はゴルフ、スポーツ観戦。

榎 計志　Enoki Kazushi

パシフィックコンサルタンツ株式会社　
交通基盤事業本部　道路部　エグゼクティブプロジェクトマネージャー

1967年4月生まれ。岡山県出身。首都圏、近畿、中国地方など全国規
模での多数の道路計画・設計の実績あり。近年では、特に首都高速道
路日本橋プロジェクトに携わる。趣味は週末に飲み歩くこと。

原田 政彦　Harada Masahiko

大日本コンサルタント株式会社　
取締役専務執行役員

1962年7月生まれ、富山県出身。金沢大学工学部土木学科卒業後、
大日本コンサルタント株式会社入社。橋梁の計画・設計や研究、開発に
従事。研究分野は複合構造、既設橋の補修・補強技術、振動特性など。
2013年構造保全技術統括部担当部長、大阪支社長、経営統括部統
括部長を経て2021年より現職。趣味はゴルフ、ランニング。

杉山 仁實　Sugiyama Hitomi

日本工営株式会社 
技師長

1954年12月生まれ、福島県出身。攻玉社短期大学卒業、日本工営株
式会社入社。空港用地造成などの土構造物設計、地すべり抑止杭や基
礎、シールドトンネルなどの地下構造物の調査・解析・設計に従事。2005
年総合技術センター長、地球環境事業部長、名古屋支店長、技術戦略
室長、技術本部本部長を経て、2020年より基盤技術事業本部技師長。
趣味はスポーツ、囲碁・将棋。

笹部 剛男　Sasabe Takao

株式会社日本港湾コンサルタント　
専務取締役

1954年8月生まれ。兵庫県出身。神戸市立工業高等専門学校土木工
学科卒業後、株式会社日本港湾コンサルタント入社。防波堤、桟橋、岸
壁などの設計業務を担当。2011年取締役に就任、関西支社長、2016
年常務取締役就任、西日本事業本部長、関西支店長、九州支店長、
2019年専務取締役就任。現在は計画本部長、沿岸海洋本部長、関西
支店長、九州支店長を兼務。趣味はゴルフ、愛犬と散歩。

1/3
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で主に解析や設計など、途中海外や転
勤も経験しながら土質屋として働き、
最後は技術本部で人材育成や技術力強
化をやりました。

原田—1985年に入社して、ずっと大
日本コンサルタントです。最初は大阪
に着任、6年目から阪神高速に出向し、
関空に行く湾岸線の設計を担当してい
ました。次は北陸に転勤。出身大学に
近かったので仕事をしながら学位を取
りました。その後東京、研究所、大阪、
そして又東京で、ずっと橋の設計をやっ
てきました。橋の中でも自由度の高い
アーチが好きです。

榎—パシフィックコンサルタンツに
入ってずっと道路計画に携わっており
ます。就職の際、お門違いの志望先を
最終面接で落ちた帰りに、たまたま弊
社の看板を見つけたのが入社のきっか
けです。最初は大阪、次に東京、大阪、
広島、そしてまた東京に転勤し、現在
6年が経ちました。路線選定やインター
チェンジの形式検討をたくさん経験し
ています。

司会—専門分野との出会いや魅力、

大変なところを教えて下
さい。

榎—私が入社した頃は、
道路を造れ造れというよ
うな時代で、とても長い
延長の路線選定をやらせ
て頂きました。自分でこ
の辺を通そうとか、ここ
はトンネル、ここは橋梁、
ここはインターチェンジ
が必要で形式はこうだね

など、非常に楽しかったです。地図上
のこの線、自分が引いたと思うと、と
ても楽しいです。

原田—橋をずっと専門的にやってき
ています。コンクリートもやりますが、
鋼構造がメインです。うちは田舎で、
そんなに大きな橋が周りになく橋に興
味はなかったのですが、中学の時、転
校生がいて、そのお父さんが橋を造っ
ている人だという話になって、そんな
職業があることを知ったのが出会いで
す。私の信条は、とにかく人と一緒の
ことはやりたくないということでして、
一つの業務に関して常に自分でテーマ
を決めてこの設計ではこういう取り組
みをやりましたということを絶対つく
ろうとやってきました。私が担当した
橋に関しては、ここに着目してこうい
う構造にしたんだということが言える
と思っています。

笹部—私自身橋梁にはすごくあこが
れを持っています。見ていて飽きがこ
ないし、美しいですものね。私の専門
である港湾構造物は8割が海の下なので、
どんなに苦労して完成しても一部しか
目にできません。

杉山—私は研究所の後、大土工の施
工管理に行かせてもらいました。新秋
田空港や花巻空港、岡山空港などの大
土工を担当しました。施工管理は造っ
ているものが先に見えるので、何のた
めに調査しているか、解析しているか、
設計しているかというのがわかるので、
とても勉強になりました。

笹部—私が長い間、転勤せずに神戸
にいたのはずっと関西国際空港の建設
に携わって来たからなんです。関空と
いえばご存じの通り世界で初めての完
全人工島からなる海上空港という巨大
プロジェクトですが、わが社からただ
一人、外周護岸等の構造検討を担当さ
せられました。計画地は水深が－20m
で超軟弱地盤が20m続き、明確で固い
支持層がないのです。とにかく真剣に
悩みました。このような場所に護岸を
造って埋め立てて、空港なんてできる
のだろうかと。当時は個人のパソコン
なんて持たせてもらえなかったので、
IBMの端末機を導入してもらい、護岸
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築造までの施工段階ごとの沈下安定検
討を毎日毎日繰り返し、必死にやって
いました。そして、1994年に一期空港
島の開港式が行われ、翌年1995年に阪
神淡路大震災が起こったのです。これで、
私はどこへも転勤できなくなりました。

重永—難しい仕事の方がやりがいが
あるというか、完成した時の達成感が
大きいですよね。私もチャレンジング
な仕事をやりなさいと会社の中で言い
続けています。

司会—他に思い出に残るプロジェク
トはございますか。

笹部—私は震災復興事業でしょうか。
阪神淡路に東北など、ようやく落ち着
いたと思ったら、いずれまた、想定外
の地震や津波がやってきます。私は想
定外という表現が非常に嫌です。しか
し、完璧な設計というものはあるので
しょうか。一生懸命造ったものが一瞬
にして壊れてしまい、大きな災害に繋
がるのは本当に辛い。

原田—おっしゃる通りですね。本当
に自分が造った、設計したものが無残
な姿なのを見たら涙が出てきます。

笹部—また、こういう商売を長年やっ
ていると、当然のことながらそういう
ものを見る機会も増えてきます。

重永—実際に造るところに自分で関
わって、そこへの思い入れというのが
あって非常に羨ましいです。私は、パ
シフィックコンサルタンツに転職して
1ヶ月くらいで竜飛岬に行きました。
開業前の青函トンネルです。排煙装置

がちゃんと動くかどうかの確認実験で
した。実際にトンネルの中を養生して、
列車の下に火をつけるんですよ。そう
やって実験を行った上で開業し、今通っ
ているというのは、非常にうれしく思
います。

杉山—36年前、長野駅からも直接見
える地附山というところで地滑りの大
災害があり、間髪入れずに現場に派遣
されました。対策工事が始まらないと
緊急避難命令が解除できないという指
令が出て、当時世界一の深礎を設計す
ることになったのですが、設計法が確
立されていない状況で、寝ている暇が
ないぐらいの状況で試行錯誤しながら
設計しました。深礎はもぐり杭なので
埋め戻されてしまいますが、一本だけ
頭を出して見学用に残し、地滑り学習
の施設に数年なっていました。努力し
たものが見える状態で残してもらいよ
かったです。海外の仕事では、日本に

はないスケールというのがあるんです
よね。インドネシアのスマトラのワイ
チュルップというところで起きている
軟弱盛土の円弧滑りです。軟弱地盤で、
滑っている円弧の直径が300mぐらい
あるんですよ。それもあっちこっち複
数。最初にやっていたコンサルタント
や中国の業者などは皆夜逃げしてしまっ
たらしいんですけど、それくらい手に
負えなかった。そういうのを見ると国
内とはまったく違うなと思いますね。

原田—田中賞をもらった沖縄の伊良
部大橋が思い出深いですね。あれは風
速80m/sに耐えられる橋なんですね。
塩害環境も考慮して、それなりに苦労
して設計しました。もう一つは首都高
の板橋・熊野ジャンクション間のダブ
ルデッキの拡幅です。車を通しながら
施工するので、車の荷重や地震に対す
る橋の耐力を落とさないという条件で、
橋脚の前後に橋脚を造って盛り替えて
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結婚・出産してブランクができる。短
時間でもいいから会社に戻って働ける
ような仕組みを作ってあげればいいの
です。もっと柔軟な働き方があってい
い。皆さんテレワークに慣れてきたので、
それができやすいという気がします。

杉山—働き方にはメリハリも大事だ
と思います。例えば寝る間もないよう
な災害対応をやったら、欧米型に相当
するくらい3ヶ月くらい長期間休めると
か。そういう大きなメリハリをつける
にはルール作りも大事ですね。

司会—原田さんは若い技術者に対し
てどんな期待をお持ちですか。

原田—橋には造るだけでなく維持す
るという楽しみもあるんです。あるも
のを評価するためには、橋の構造、周
辺環境、使用状況など考慮することが
全部違う訳ですよね。車の交通量も違
えば、損傷する場所も違う中で、要は
お医者さんではないですけれども、橋
梁ドクター的に診断して、治療計画を
立てるといったことも結構これから必
要になってくると思うので、そういう
楽しみというものを若い人には知って
もらいたいなと常々思っているんです。
前例のないものに対して皆を納得させ
る資料を作るのもコンサルタントの仕
事だと思います。だからやりがいがある。

やったんですけど、実際にやっていく
と色々と問題が出てくるので、４～５
年かけて取り組みました。とにかく私
の仕事は物を造る仕事ですから、ずっ
と残るわけですよね。子供たちを連れ
て行って、これは私が設計したんだよ
と説明しやすいんですよ。自分が亡く
なっても物は残るというところも非常
にやりがいを感じてやってきました。

重永—ずっと残るものもあれば、変
えるものもありますね。今話題になっ
ている日本橋の地下化ですが、こんな
ところに道路を通せるかとか思いませ
んでしたか。

榎—非常に短い区間で一気に高架か
ら地下へ、そしてまた上がってくると
いうジェットコースターのような縦断
線形で、S字曲線を描くような計画と
なっています。地下にも地下鉄や下水
などインフラがたくさんあって、どう
やって避けて通していくのかとにかく
大変でした。大都市、東京では難しい
仕事しかないと思います。

笹部—最近ではBIM/CIMの技術が
向上してきています。それがないとレ
ジェンドには難しいですね。頭の中で

三次元的に考えて施工ベースで構造を
練っていかなくてはならない。

司会—これからの建設コンサルタン
トの展望と若い技術者へのメッセージ
をお願いします。

榎—仕事がたくさんあり、様々な業
務をやらせてもらったので、それが経
験につながっているのですが、色々な
検討をするのに非常に時間がないんで
すよね。だから、もっと余裕を持って
仕事をやりたいと思っています。今後
さらに労働環境の改善などが進むこと
を期待したいです。それと、若いとき
しかできないことがたくさんあるので、

若い人には時間を大切にして欲
しいですね。

重永—上司は若い人にあまり
残業させては駄目ですから、昔
と違い、考えることによって成
長する時間を取りにくくなって
いますね。経験値がないと、突
然大きなミスをしてしまうことも
ありうるので、色々経験しない
と駄目なんですよね。そこをど
うするかは非常に大事な話だと
思います。

笹部—若い技術者の育成・確
保が、この業界の一番大きな課

題なのかもしれませんね。

杉山—年を取ると「今の若い奴
は！」と文句を言いますが、彼ら
は勉強や人助けなどの意欲がすご
く強いんですよね。そこをうまく
導いてあげるように指導するため
には、事業のアウトカムをきちん
と見せてあげる方がいい気がします。

重永—最近は、女性技術者が増
えています。我々の業界はもっと
女性に活躍してもらいたいですね。
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重永—コンサルタントがやることは
常に一杯ありますね。これからはカー
ボンニュートラルの話も増えてくる。
炭素排出量をゼロにするような設計を
してくれとか、また色々考えることが
増えますね。

笹部—これからもコンサルタントに
対する期待は高まる一方ですね。

杉山—それには色々な考えを持った
人が集まって進んでいく方が絶対いい
と思っています。

重永—コンサルタントの業務範囲が
増えるのは、人が関わるものは全部コ
ンサルタントの出番だからにほかなり
ません。それはすごくいいことですね。
ただし、そうなってくると、色々な異
分野の方々とコミュニケーションをとっ

て、互いの考えを理解
した上で、こういう方
法でものづくりやまち
づくりをしましょうと進
めていかないと、少し
偏ってしまうのではな
いでしょうか。そういう
気がしています。やはり、
シビルエンジニアリング、
市民というところを考
えると、皆がどう思っ
ている、考えていると

いうところを自分なりに吸収して、そ
れを反映させたようなものづくりやま
ちづくりをしていくのがいいと思って
います。

原田—異業種といえば、医療分野と

いうのは、計測や診断の機器がすごく
進歩していますよね。あれを何とか土
木に持ち込めないかとずっと思ってい
るんです。支部長がおっしゃったように、
色々な分野とコラボすると、多分土木
はもっと進歩するのかなという気がし
ています。

司会—あっという間に時間がなくなっ
てしまいました。最後に支部長から若
いエンジニア、そして建設コンサルタ
ント業界を目指す若い方にメッセージ
をお願いします。

重永—今の世の中は複雑で変化が早
いです。そういう中で、新しいものを
造って市民に喜ばれるのが我々の使命
です。土木が専門でも、土木以外にも
目を向けながら、異分野・異業種を覗
く好奇心を持つことが重要です。若い
方がやりたいと願えば大概チャレンジ
できる非常にやりがいのある業界です。
一緒にいい国土を造っていきましょう。

3/3

重永智之 笹部剛男 杉山仁實 原田政彦 榎計志

座談会 各社のレジェンドに聞く
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はじめに
 「品川は昔、遠浅だった」　売れなくなった女郎がひとりで死
ぬのも嫌なので、なじみの客を道連れに品川の海に身投げを
しようとする落語の噺「品川心中」の冒頭である。現在の品川
周辺は高層ビルが立ち並び、かつてここが海であったと想像
に及ばない街並みになっている。2019年、そんな都会のど真
ん中に当時の情景を彷彿とさせる遺跡「高輪築堤跡」が出土し
た。

発見の経緯
2019年4月、JR東日本が東京都港区で行っているJR品川駅改
良工事の際に地中から石垣が発見された。この発見を契機に
調査が行われた結果、日本最古の鉄道遺構「高輪築堤」の一部
であることが判明した。

高輪築堤とは
高輪築堤は１８７２（明治５）年に新橋〜横浜間の約２９kmを結ぶ
日本初の鉄道が開業された際に新橋から品川間の内約2.7ｋｍ

（現在のJR田町駅付近からJR品川駅付近まで）にわたって敷設
された鉄道敷であり、海の浅瀬に盛土をして石垣で固めた世
界的にも珍しい築堤である。
当時、高輪築堤付近の東海道沿いには、旧薩摩藩邸や兵部省
の軍用地もあり、用地取得や測量が困難であったため、陸上に
鉄道を敷設することができず、東京湾の浅瀬であった海上に築
堤を設けることとなったとされている。高輪築堤は明治末期か
ら大正初期にかけて行われた品川周辺の埋立事業の際に、そ
の姿を消していた。しかし鉄道開業から約150年の時を超えて
開業当時の石積みやバラスト※等、当時の姿を多く残した姿で
大都会の地中から姿を現したのである。

150年の時を経て、
日本最古の鉄道遺構「高輪築堤」が出土
広報委員 ： 長瀬 祥子

特集1

※バラスト…鉄道の線路に使用されている砕石や砂利
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交通の近代化の象徴
明治初期の日本は明治政府によって電信線の架設、郵便制度
や電話の導入等様々なインフラの整備が急速に進められた。
こうした近代化の整備のひとつが鉄道建設だ。当時の人々の主
な移動手段は徒歩か籠、馬であったがこの日本初の鉄道建設か
ら始まり明治末期までには全国の鉄道幹線網が整備され、人々
は全国各地を短時間で移動することが可能となった。まさに日
本の交通の近代化の発端となったのが高輪築堤の上を走る日
本初の鉄道であった。

海上での難工事
1872（明治5）年5月、新橋〜横浜間の本開業に先駆け、品川〜
横浜間で仮開業という形で鉄道が開業した。これは、新橋〜品
川間にあった高輪築堤の工事が遅れたためである。
高輪築堤の施工場所が「海」であっただけに一度埋め立てた土
砂が波に流されて築堤が崩壊するなど難工事だったといわれて
いる。そのため、高輪築堤を含む新橋〜横浜間の全線が完成し
たのは仮開業から4か月後の同年9月であった。日本で初めての
鉄道建設に加え、海中工事という厳しい条件下で建設された高
輪築堤。当時の人の建設に伴う苦労は想像するに難くない。

地元住民のために造られた水路
当時の江戸湾では魚介類が豊富に獲れ、周辺の漁業に携わる
住民は高輪海岸と江戸湾を行き来し生活をしていた。そこに海
岸と沖合を遮断する築堤建設の計画が持ち上がった。これに対
して住民らは、生計を立てる道を失うとして鉄道当局に要望書
を提出した。本来、高輪築堤は水路及びそれを跨ぐ橋は設計上
必要なかったが住民
の要望を受けた鉄道
当局はその要望に応
えるかたちとして、築
堤に水路および橋梁
が設けたといわれて
いる。
また、住民らは、建設
にかかる費用を一部
負担していたとされ
る。それほどまでにこ
の水路と橋梁はこの
地の漁業に携わる住
民にとって生活するた
め に 重 要 な も の で
あったことを物語って
いるのである。

西洋の近代技術と日本の在来技術の融合
高輪築堤の工事はエドモンド・モレルをはじめとするイギリス人技師の指導の下、当時、土木請負人とし
て国内で活躍した平野弥十郎らにより進められた。当時の建築や土木工事というものは職人の経験則
などに基づいて作られてきたものがほとんどであったが、イギリスからの技術導入により、科学的な根
拠に基づく設計・工事が一部で進められ、土木技術の観点においても近代化が進められた。また、高輪
築堤の石積みは日本が古くから築城等で培った技術が生かされている。高輪築堤はイギリス人技術者
と日本の職人、そしてイギリスの近代化技術と日本の築城技術の融合を象徴する遺構なのである。

▲浮世絵に描かれた高輪築堤。水路を小舟が通過している様子も描かれている
（東京品川海辺蒸気車鉄道之真景　港区立郷土歴史館所蔵）

港区立郷土歴史館提供

▲江戸湾の遠浅の海で漁をする人々と鉄道が描かれてい
る（東京各大区之内　品川沖蒸気船鉄道遠望　港区立郷
土歴史館所蔵）
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高輪築堤跡の今後-史跡指定へ
出土した高輪築堤跡は現在、JR東日本による開発工事のため
その姿を見ることはできない。しかし2021年8月23日、文化財
の選定等を行う文化審議会は「明治日本の近代化を象徴する
国内初の鉄道であり、日本の交通の近代化やそれに用いられた
土木技術等の歴史を知る上で重要」として高輪築堤を史跡指定
すべきという答申を文部科学大臣へ提出した。その後同年9月
17日、「旧新橋停車場跡及び高輪築堤跡」という名称で高輪築
堤跡は史跡指定された。現在、出土した高輪築堤については、
調査が実施され、今後の保存方針を検討している最中である。

さいごに
今回取材に応じてくれた港区立郷土歴史館 川上悠介氏に、これ
から土木の道を志す学生に対するメッセージを伺った。

「技術というと、最先端のものが脚光を浴びがちだが、過去の作
品にも多くのヒントが隠されています。現地で作品を見ること
は、設計図だけでは読み取れない、現場の環境的な制限など当
時の人々の工夫や苦労を想像し、様々な学びや発見につながる
と思います。高輪築堤が造られた当時は、建設重機はもちろん
のこと、現代のような通信技術、電話もなく、鉄道を走らせるた
めに電線を引いて通信網がスタートした時期でもあり、正確な
時刻の共有も難しい時代であった。そのような時代にどうやって
高輪築堤を造り、どうやって安全に鉄道を運行しようとしていた
のか、当時の人がどんな苦労をしたのかを遺されたものからで
きるだけ想像し、高輪築堤跡を通じて今ある技術以上の工夫の
ヒントにしてもらえれば嬉しい。また、時代に合った工夫ができ
る人が今も昔も優れた技術者だと思うので、今であればどんな
工夫ができるのかを考えるきっかけにしてもらえればと思う。」
現在、公開に向けて調査や準備が進められる高輪築堤跡。公開
された暁には、現地に足を運んで当時の技術者たちの熱意にぜ
ひ思いを馳せていただきたい。

【参考文献】
1.高輪築堤跡　
   港区立郷土歴史館 (minato-rekishi.com)
2.明治日本の産業革命　
   (nippon.com）
3.文化庁文化審議会「史跡の指定等」
   （令和3年8月23日）

国史跡「高輪築堤跡」の解説動画配信中！
小・中学生が学芸員の説明を受けながら高輪築堤跡の見学をする様子や、東京都港区が所蔵する当時の浮世絵や写真に
ついての解説動画が下記サイトからみることができる。

https://www.city.minato.tokyo.jp/kouhou/movie/2108-syougai01.html

▲実際に出土した橋梁および水路部分（港区立郷土歴史館提供）
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ニュースの裏側　Behind of news

木技術の歴史上で大きな価値をもつ高輪築堤跡は、一体
どんな姿で現代に現れたのか。本稿執筆中の9月19日、

折よく東京都港区教育委員会主催の高輪築堤跡の見学会が催
されるということで委員も参加した。
この日の見学会は、JR高輪ゲートウェイ駅の西100mほどに位
置する開発工事現場内で行われた。事前応募で抽選された区
民など合わせて100名を超える見学者が集まり、注目度の高
さが窺い知れた。
見学会では、出土した高輪築堤跡のうち、駅と第一京浜道路の
間に位置する南北200mほどの区間が公開された。
見学場所に到着すると、こんな大都会のど真ん中に遺構が埋
まっていたのかとまずはその立地に驚く。
いざ開発工事現場へ足を踏み入れると目の前にはまさに浮世
絵でみた高輪築堤の姿があった。地上から深さ4.5mほど掘ら
れたところに南北へ連なる高輪築堤跡は長い年月の経過を感
じさせないほど良好な状態で遺っていた。
この日、案内をしてくれた港区立郷土歴史館 川上氏は、「出土
した高輪築堤跡を最初に見た時、ほとんど当時の姿に近い状
態で残っていることにまずは言葉を失った。予備知識がない方
でも一目ですごいと感じることができ、背景を知るとより感動
が増す」と発掘当時を振り返えった。まさに筆者も同様の感想
を抱いた。
また、鉄道が敷かれていた天端※は現在の地面から0.5mの深
さに位置している。今回の開発工事が行われる前は高輪築堤
跡のそのすぐ上を現役の京浜東北線が走っていたというから
驚きだ。
高輪築堤跡の石積みは規則正しく積み上げられ古城の石垣を
思わせるほど美しい。赤みを帯びた石、黒みがかった石と、色調
が異なる石が入り混じっていることで、石垣の表情が豊かなも
のとなっている。
築堤部分には、海上施工ならではの工夫が見て取れる。築堤の
西側（山側）の盛土の法面は地面と直角な一方で、駅に面する
東側（海側）は30度の傾斜がつけられている。これは打ち寄せ
る波の力を分散させるための工夫だ。加えて海側の法面と海
底が接する部分には地盤を固めるため「波除杭」といわれる杭
が無数に打ちこまれている。
さらに盛土自体も、土台にあたる心材と呼ばれる部分には、築
堤自体の強度を高めるために適した粘土質の土が別の土地か
ら運ばれて用いられていることが判明している。
この日はこの場所で発見された枕木とレールも公開された。発
見されたレールはイギリスで考案された「双頭レール」というも
ので、当時の限られた資源を有効活用するため車輪と接する
面が摩耗したら上下をひっくり返して再利用することができる
ものだ。エドモンド・モレルらによるイギリスの技術も高輪築堤
跡にしっかり遺っていた。
海での工事のため、工事の過程で台風や高波で何度も壊され

たといわれている。この規模のものを海につくるだけでも大変
な苦労があったはずであるが、目の前のぴったりと揃えられた
石積みをみると、当時の人がただ築堤を造るだけではなく、今
までにない安全で頑丈で美しいものを造ろうとした意気込み
や思いを感じずにはいられない。
今回の見学場所は都市開発のため調査が行われた後、取り壊
されることになっている。
当時の人の苦労の成果を取り壊してしまうのは非常に残念で
あるが、この場所で現代の最新技術を集約し、開発者や関係者
の思いや意気込みが詰まった今までにない街が出来上がるこ
とを期待する。
委員のような専門知識がない人でも楽しめる高輪築堤跡。数
年後の公開の際は是非足を運びたい。
※天端…構造物の最上部の面になっている部分

【現場見学記】

▲山側から見た高輪築堤跡。重機が置かれている部分に鉄道が走っていた。奥にはＪＲ
高輪ゲートウェイ駅が見える。委員撮影（以下同じ）

▲海側の石垣と波除杭

▲発見された枕木と双頭レール

土
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えきりました。石垣を築く時は松の木
杭や胴

ど う ぎ

木を下に敷いて、沈下を防いで
います。ただし明治期の松本城のように、
天守が傾いてしまうことがありました。

漆原―10倍以上の兵力から守り切ると
は、すごい！平時のリスクより守りを
重視しているのですね。胴木や松杭は
今でも土木構造物の基礎として使いま
すよ。城の設計から建設はどのような
手順で進められていたのですか？

石原― 城の設計は「縄
な わ ば り

張」、建設は
「城

し ろ

取
と り

」といいます。城取の中で石垣、
土塁、堀を築くことを「普

ぶ し ん

請」、城門や
櫓
やぐら

、御殿を建てることを「作
さ く じ

事」とい
います。「普請」が土木工事にあたります。

 

漆原―建設コンサルタントの業務内容
は、縄張の一領域にあたりますね。石

石垣が美しい日本の城―その築城には、
建設当時の最新土木技術が結集されてい
ます。元機械設計技術者で、自ら40以上
の城をペーパークラフト化するほど日本
の城を愛する石原茂氏と建設コンサルタ
ント技術者が、「扇の勾配」の石垣で有
名な熊本城を題材に土木を語ります。

漆原―日本には数多くの城があります
が、そもそも城の場所はどのように決
めるのですか？ 

石原―城を築く場所は、城主の勢力規
模に伴い山間部の山

やまじろ

城から平地部の平
ひ ら や ま

山
城
じ ろ

・平
ひ ら じ ろ

城に変化していきました。大名の
勢力が大きくなるにつれ、大兵力を城下
に収容する必要性から用地があり交通の
便も良い平地部に移動してきたのです。
織田信長や徳川家康も、領国の規模に
合わせて居城を何度か変更しています。

漆原―現代の都市計画との共通点も非常
に多いですね。ただ平地部は城を建てる
には地盤が悪そうなところが多いですが。

石原―平野には沼地が多く、防御上は
有利に働きます。映画「のぼうの城」
で有名になった忍

お し

城（埼玉県行田市）は、
石田三成率いる豊臣連合軍2万（5万と
も）からの攻撃もわずか2千足らずで耐

えっこんなところを見るの？ 土木愛好家と建コン技術者が、
マニアックな視点で土木を語る。

P o i n t  o f  v i e w

垣を築くのも土木工事になり
ますが、熊本城の「扇の勾配」
といわれる石垣の反

そ

りが有名
だと聞きました。

石原―熊本城を築いた加藤清
正は猛将の一人に数えられま
すが、朝鮮出兵時に明・朝鮮
連合軍の激しい攻撃に相当な
恐怖を感じたのでしょう。石
垣を高くし過剰ともいえる鉄
壁な防御をはかっています。

ただ加藤家の後に熊本藩主となった細
川忠

た だ と し

利は高石垣に囲まれた城に対し、
戦の前に地震で死ぬと思い別の場所に
御殿を建てそこで寝泊りしたと言われて
います。この熊本城築城時の1600年あた
りは石垣技術の過渡期で算

さ ん ぎ づ

木積みと呼
ばれる頑丈な角部処理が考案された時
期です。熊本城では、算木積みのない
箇所から未熟な算木積み、完璧な算木
積みと技術の変

へ ん せ ん

遷が見て取れます。石
垣と言えば清正と言われていますが、姫
路城築城の池田家や小倉城築城の細川
家などは更に高い技術を持っていました。
秀吉は土木工事を数多く推し進めた人
なので豊臣家に近い大名は石垣造りの
技術が高かったのです。現に、名古屋
城や徳川大坂城、江戸城などの目立つ
部分の石垣はこの両家が受け持ってい
ます。

漆原―コロナ禍で熊本城の代わりに江
戸城の石垣を見学しましたが、熊本城
から続く石垣技術の集大成なのですね。
熊本城は完成後に20回以上の大地震に
見舞われ、 2016年の熊本地震(M7.3、震
度7)では石垣の40％が被災しましたね。

石原―実は熊本地震で崩壊した石垣の
多くは明治時代以降に改修された箇所
がほとんどで、1889年熊本地震の被災

▼

堀・土塁・石垣を築く

櫓、城門、天守を建てる

=普請（土木）

=作事（建築）
→

城
取
（
建
設
）

城の立地場所を決定

曲輪（くるわ）の配置

堀・土塁・石垣の規模

建コン
の領域

櫓、城門、天守の形状

縄
張
（
設
計
）

→

→

→

×石原  茂日本の城
ペーパークラフト作家 漆原  俊之広報委員

2.熊本城本丸の隅部
1.熊本城本丸を正面から望む
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写真1.2.3.「熊本市観光ガイド」提供　　写真4.委員撮影　　写真5.6.「ファセット」石原氏提供

箇所が再び被災しています。江戸時代
中頃から石垣技術は低下しています。
築城された時代が古いから壊れたので
はなく、技術が低い箇所が崩れるという
訳なのです。また、現在は建物が乗っ
ていないため、重しが無く上部の石が
揺れに弱いのでは？とも考えられています。

漆原―それでも建造物全てが被災した
のと比べると、石垣の60%は無傷だっ
たということは1600年代の石垣職人の
技術が非常に素晴らしかったというこ
とでしょうか。

石原―室町末期に信長が城を権威の象
徴的に扱い、秀吉がさらに推し進めた
ことで全国に築城ブームが到来したわ
けです。腕の良い石

い し く

工や大工は引っ張
りだことなり場数を踏んだ職人がどん
どん技術を進化させたのです。当初は

「野
の づ ら づ

面積み」という石工の棟
とうりょう

梁が経験と
感で天然石を積み上げていましたが、
後に石を加工して積む「打

う ち こ み は ぎ

込接」になり、
最終的には江戸城に見られる四角く平
面に加工された石を使う「切

き り こ み は ぎ

込接」と
いう技術の変遷があります。切込接は
見栄えは最高潮に達しましたが石を積
むという石工の感は必要なくなったので
す。この技術の流れは現代も同じですね。
ちなみに豊臣期の野面積み石垣
が一番崩れにくいそうです。

漆原―それほど素晴らしい石
垣を持つ熊本城が、実戦を経
験したことはあるのでしょうか。

石原―明治初期に西南戦争の熊
本城の戦いがあります。西郷軍
1万3千が熊本城の政府軍3千3百
を攻撃しました。西郷軍は気合
と根性の士族で、槍や刀、旧式

の雨では使えない火
縄銃が主力兵器。対
する政府軍は戦闘未
経験の政府軍（民兵
が主）が近代兵器を
携え、当時で約270
年程前の城、熊本城
に籠

こ も

って戦っています。兵力と練度では
西郷軍は圧倒的有利でしたが、結果は
ご存知のとおり西郷軍が負けたのです。
この戦いで西郷軍は一兵たりとも城内に
は入れなかったそうです。敗戦の理由は
いろいろありますが、西郷はこの時「政
府軍に負けたのではなく清正公に負けた」
というエピソードがあります。西郷軍の
兵器が戦国時代と同じ刀や槍で1万3千程
度の兵では、百戦錬磨の清正公が造っ
た城を落とすのは厳しかったと思います。

漆原―熊本城や鶴ヶ城など、実戦を経
験した城は凄みを感じますね。河川整
備では昔から石積みが護岸として使わ
れてきました。ただ現在は石材や石工
職人の確保が難しいことから安価なコ
ンクリート製品が主流となっています。

石原―私は素人なのでよくわかりません
が、安価で作業性の良いコンクリートで
もいいと思います。ただ、歴史から技術

の流れを読み解くと、コスト削減が始ま
ると同時に技術の根源みたいなものが徐々
に失われていきます。コスト重視の時代
に育つ技術者は価格とスピードを重要視
されその技術の根源を教わっていないこ
とが多いです。これは築城においても同
じで、同様に日本刀製造や現代で言えば
航空機設計がそれに直面しています。そ
んなことにならないよう願っています。

漆原―技術の根源、私も若手技術者に
伝えていかなくてはいけませんね。最
近は景観形成や多自然整備のために石
積みの良さが見直されているので、熊
本城はじめ日本各地の城の石垣技術か
ら学びたいと思います。

石原―コロナ禍でなかなか遠出が出来
ないことがありますが、ペーパークラ
フトなら遠くの城でもおうちで建設す
ることができます。みなさんも自分の
手で土木を楽しんでみるのもどうですか。

3.「扇の勾配」が美しい二様の石垣 4.石川(大阪府)の石積み護岸護岸

漆原　俊之（うるしはら　としゆき）
（株）協和コンサルタンツ
東京河川部所属
登録ランドスケープアーキテクト（RLA）
1970年4月生まれ。
道の駅常陸大宮や大門上池調節池等、河川空間での景観設
計を中心に携わる。趣味は温泉巡り、ラグビー観戦、ミリ
タリーモデル製作。

石原　茂（いしはら　しげる）
ファセット代表
（ペーパークラフトの企画・設計・販売）
1968年3月生まれ。
航空機や自動車等の機械部品設計から独立し、ペーパークラフトの設計・
販売を立ち上げる。「大人の趣味」としてのスケールモデルペーパーク
ラフトにこだわり、「自分の好きなモノをペーパークラフトで自由に創る。
それを誰かが喜んでくれれば人生、勝ったようなもんです」が理念。

自己紹介

6.「扇の勾配」も再現
5. 1/300スケール熊本城ペーパークラフト
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―業務経歴について教えてください。

伊藤：新卒で入社後、高速道路の本線やインターチェンジ、休憩

施設などの設計業務に 8 年ほど携わっていました。その後、日本

道路公団（現在の NEXCO）の工事事務所へ出向し、高速道路本

線の土工区間や橋梁、トンネルなどの道路構造物の施工管理業務

に携わりました。施工管理を 3 年経験したあとは主に道路設計業

務に携わっています。

尾上：建築業界で BIM モデリングや CG パース作成などの 3 次

元に関わる業務を 7 年ほど行っていましたが、土木業界でも 3 次

元モデル ( 以下、3 次元 ) の取り組みが進んでいると耳にし、異業

種にチャレンジすることを志しました。

現在は、3 次元を活用した道路設計業務に携わっています。

また、イノベーション・ラボラトリ ( 以下、イノラボ ) という部署

も兼務しています。イノラボでは、土木分野関係なく、社員がよ

り働きやすい環境づくりのための技術開発に取り組んでいます。

―現在携わっている新技術の取り組みについて
　教えてください。

尾上：道路部では、３次元を活用した、パーキングエリアの設計

検討を行っています。

また、イノラボでは 3 次元を打合せなどの日常業務でも活用でき

るよう技術開発に取り組んでいます。

そのほか、VR 技術を土木分野で活用するための研究にも取り組ん

でおり、新技術を社内に広める環境づくりも行っています。

伊藤：道路部では 3D レーザースキャナーやドローンを用いた測

量の他、デジカメ画像から簡易に 3 次元を作成するツールなど周

辺技術の活用も進めています。

3 次元化により現地状況を様々な角度から立体的に把握すること

ができるため、たいへん役に立っています。

―今までとの違いや感じていることを教えてください。

伊藤：従来の２次元の図面では、図面を見慣れていない一般の方

に内容が伝わりにくいのが課題でした。

説明会などでは、平面図や横断図を主に使用していましたが、３

次元があれば、立体的に説明できるので、一般の方でも直観的に

理解ができ、合意形成がスムーズになると思います。

しかし、便利になった一方で、容易に修正ができるようになり、

やり直しや手戻りが多くなるのではと懸念しています。

尾上：３次元はどこからでも切れたり、すぐに修正が反映できた

りすると思われがちなのですが、作業の大変さはあまり伝わって

いないと感じています。

しかし３次元があれば、比較的容易に設計業務に溶け込め、理解

もしやすいと感じています。

一方で、3 次元を操作する PC は非常に高スペックを要求される

ため、PC の環境整備を進めている段階です。

建設業における新

建設業界では、BIM/CIM※など生産性向上への取り組みが進ん でいます。 建設コンサルタントの新技術における取り組みなど
について、(株)片平新日本技研のベテラン技術者（伊藤氏）と若 手技術者（尾上氏）のお二人からお話をお伺いしました。
※BIM/CIM：計画、調査、設計段階から3次元で表現した3次元モデルを導入し、その後の施工、維持管理の各段階に おいても3次元モデルを連携・発展させて事業全体にわたる関係者間の情報共有を容易にし、一連の建設生産・管理シ

ステムの効率化・高度化を図ることを目的とした取り組み。

現地写真から３次元点群
データを作成し、現地状況
確認や構造物の計測などを
行うことで設計業務に活か
している

道路部では、尾上さ
ん を 主 導 に BIM/
CIM に関する勉強会
を行っている

株式会社 片平新日本技研　道路部 部長

Itou Hiroshi

伊藤 博

ベテラン ×ベテラン

技術人に聞く
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動
化
が
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中
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々
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を
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が
重
要
。
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―今後、新技術が進んだ建設業界の在り方について、
　建設コンサルタントとしてのお考えを教えてください。

尾上：デジタル化が進む中、BIM /CIM などを活用し、生産性向

上に取り組むことは、とてもいいことだと思います。しかし、私

たちの目的は３次元をつくることではなく、あくまで効率化の手

段として活用することなのです。その考え方を履き違えると意図

としない方向にいってしまうと思います。

目的によって、従来の設計と３次元の使い分けをするなど、計画

的に取り組まないとかえって負担が増え、いずれ誰もやらなくな

る恐れがありますので、やみくもに始めるのではなく、 会社として

方針を決めて、 更には誰かに任せるのではなく、社員一丸となって

取り組むことが重要だと思います。

伊藤：３次元ツールでは誰でも、それなりの計画ができてしまう

ので、正しく基準に合っているか、一見では分からない可能性が

あります。技術力というのは、様々な基準を理解した上でよく考

え実践することにより向上するものだと思います。

3 次元ツールはあくまで手段であり、設計者としての判断はこれ

まで以上に求められる気がします。

―ご自身が目指す技術者像について教えてください。

伊藤：私の世代は定規を使って手で図面を描いていた最後の世代

になります。CAD が導入され、自動化が進みあまり深く考えずに

手を動かすようになった気がします。

手で描いていた時代では、描く前にどのような線形を組み合わせ

ればよいか、十分にイメージしてから描いていました。どのよう

な考え方で検討し、設計を進めればよいのかなど、若い人たちに

技術を引き継いでいきたいと思っています。

尾上：私は土木に限らず、色々なことに目を向けてチャレンジし

たいと思っています。例えば VR 技術は、元々ゲーム開発で使わ

れる技術で、それを土木分野に活用しようとしています。現在の

新技術では、他分野の技術も活用することは当たり前になってい

ます。どこに新しい技術が転がっているかわからないので、他分

野に目を向けて取り組みたいと思います。

そして、私がその姿勢を見せていくことで、若手技術者や未来の

後輩たちに、色々なことに挑戦できる可能性を示せる技術者にな

りたいと思います。

―これから建設コンサルタントを目指す
　大学生や若手技術者へのアドバイスをお願いします。

尾上：専門的なことは、入社して学ぶことが大半です。今後必要

になるのは柔軟な発想や新たな目線だと思います。学生の時にし

かできないことや、興味があることに打ち込んだ方が、社会に入っ

てからも役に立つと思います。

伊藤：道路設計は、道路構造だけではなく、防護柵、標識、照明

など様々な施設についても検討や設計をしています。

道路分野の技術者を目指す方は、まずは道路に興味を持ち、道路

がどのように利用されているか関心を持ってください。そして、

ぜひ運転をして実感してみていただきたいです。どのような場所

が危険か、高速道路の合流部分では運転者はどのような心理にな

るかなど、体験して感じることが大事だと思います。

技術への取り組み

建設業界では、BIM/CIM※など生産性向上への取り組みが進ん でいます。 建設コンサルタントの新技術における取り組みなど
について、(株)片平新日本技研のベテラン技術者（伊藤氏）と若 手技術者（尾上氏）のお二人からお話をお伺いしました。
※BIM/CIM：計画、調査、設計段階から3次元で表現した3次元モデルを導入し、その後の施工、維持管理の各段階に おいても3次元モデルを連携・発展させて事業全体にわたる関係者間の情報共有を容易にし、一連の建設生産・管理シ

ステムの効率化・高度化を図ることを目的とした取り組み。

新入社員研修に
て、VR 技術を
実際に体験して
もらっている

後
輩
た
ち
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株式会社 片平新日本技研　道路部　イノベーション・ラボラトリ

Oue Kentarou

尾上 健太郎

若  手× 若 手
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関東支部では広報委員会主催による出前講座（2019 年から始まり、今年で 3 回目となる）を栃木県今市工業高校（日光市）において
開催しました。本講座は、栃木県内の県立高校を対象とした「2021 年度キャリア形成支援事業」の一環として、今市工業高校建設工
学科と連携して実施しました。建設工学科の 1 年生を対象に、建設コンサルタントの仕事と土木の魅力を伝える講義、体験学習を行
いました。緊急事態宣言下ではありましたが、コロナ禍において失われがちな教育機会を確保するため、万全な新型コロナウイルス感
染拡大防止対策をしながら実施しました。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、残念ながら野球大会（5 月）、テニス大会（10 月）、ボウリング大会（11 月）はすべて中止とな
りました。

関東支部では、令和 3 年 9 月 30 日に平成 28 年 4
月から 5 年間に亘り事務局長を務められた小澤顧問
が退職されました。新事務所の移転に尽力されるな
ど、様々な面で関東支部に貢献していただき、感謝
申し上げます。本当に長い間お疲れさまでした。小
澤顧問に代わって、令和 3 年 4 月 1 日から横山正樹
事務局長が新しく就任されました。さらに、令和 3
年 5 月 1 日から前任の小松技術参与に代わって、瀬
戸康司技術参与が加わり、新体制で臨んでいます。
現在、各自治体との意見交換会、各委員会活動およ
び講演会の準備、運営などに、多くの建設コンサル
タント企業の社員が携わっています。

右側が小澤顧問、左側が横山新事務局長

出前講座

イベントの中止

1

2

3

（文責：瀬戸康司）

今回ご紹介するのは、協会前の十二社通りを北側に歩いて 5 分の「肉そば家 笑
梟（ふくろう）」です。一番人気は「冷たい肉そば」で、大正時代に生まれた山
形県河北町の名物です。通常の「ざるそば」とは違い、鶏だし + 醤油ベースの冷
たいスープがタップリとそばに注がれ、少し歯ごたえのある親鶏とネギがのって
いるのが特徴です。「冷たい肉そば」以外にも、好みに合わせて麺とスープが選
べます。麺は「蕎麦（山形特有の噛み応えのある日本蕎麦）」と「中華麺 ( シコシ
コと食べ応えのある縮れ麺）」、またはスープは味が大きく異なる「冷スープ（鶏
のみの甘みのあるスープ）」と「温スープ（鶏と魚介の当店オリジナルスープ）」
があり、組合せにより印象は大きく変わります。是非一度ご賞味してください。
なお、行列が絶えないお店ですので、少し時間をずらすことをお勧めします。

肉そば家 笑梟（ふくろう）

 ▲肉そば家笑梟 ( ふくろう ) の店構え

▲一番人気の
冷たい肉そば

■ 関東支部活動紹介

■ 事務局だより

・参加した生徒からは「土木のイメージが変わった。3D でデータとして残せるのがとてもすごいと思った」、「今回の話を聞いて少しでも将来の
夢に役立てたい」などの感想が寄せられました。

・先生方からも「毎年講座後に土木コースを選択する生徒が増えたので、今年もその効果を期待したい」、「日光地区の土木業界では高齢化が進
んでいるため、最新の土木技術を高校生が学ぶことは貴重な体験となる」と評価する声が上がりました。

【実施内容】

【参加者の意見】

建築と土木の違いを理解するため、日光市内や国内の著名な建築物や土木構造物を例に、特徴や役
割等を説明し、市内の代表的な 4 つのダムを題材に、大きさや形式、観光資源としての活用例等を、
ペーパークラフトを交えながら説明しました。

建設現場の最新技術を体験し、建設分野に対する関心・好奇心を高めるために、測量用 3D レーザー
スキャナーを用いて教室内を計測し、その場で iPad を用いて画像加工する過程を体験しました。
また、測量データを用いた設計上の活用事例を説明しました。

ダムを例に建設コンサルタントの役割（調査・計画・設計）や、自治体職員・ゼネコン等との役割
分担を説明しました。
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広報委員会【グローカル関東　制作者】
委員長	 菊地	美咲	 株式会社オリエンタルコンサルタンツ
副委員長	 上田	透	 日本工営株式会社
委　員	 稲田	栄作	 東京コンサルタンツ株式会社
委　員	 宮崎	晶	 株式会社建設環境研究所
委　員	 本田	浩隆	 株式会社日本港湾コンサルタント

委　員	 佐々木	悠	 株式会社長大
委　員	 漆原	俊之	 株式会社協和コンサルタンツ
委　員	 多門	みさき	 株式会社片平新日本技研
委　員	 遊佐	樹里	 八千代エンジニヤリング株式会社
委　員	 長瀬	祥子	 大日本コンサルタント株式会社
委　員	 油谷	百百子	 パシフィックコンサルタンツ株式会社

委員紹介

建設コンサルタントのビジネスモデル
社会資本は、国や地方公共団体などが主体となって整備され、維持管理されます。建設コンサルタントは、社会資本整備の中で「企画立案」
「調査計画」「設計」「維持管理」などを担い、国や地方公共団体のパートナーとして、事業の実現を通じて国民生活の向上に寄与しています。

建設コンサルタントの役割
社会資本整備は、戦後の経済成長を支え、
成熟した社会形成の土台を築いてきまし
た。一方、時代の変化に合わせて、「新し
く物を作る」ことに加え、「今ある物を効率
よく長く活用する」ことも重要になってきて
おり、建設コンサルタントもこれまで以上
に高い専門性と技術力を発揮することが
期待されています。
また、これからの公共事業は、実際に利用
される住民の皆様が使いやすいものを、よ
り安く作り上げることが求められており、建
設コンサルタントは、国・地方自治体と住
民の間に立ち、中立的な立場で、合意形
成を図るコーディネーターの役割も期待さ
れています。

社会資本の提供

工事の施工 工事の発注

納税

成果物納品

業務の委託

建設コンサルタント
（調査、設計等業務）

施工者
（ゼネコン：建設工事）

（メーカー：工事に係る製造）
民　間

国　民

行　政
（国｜都道府県｜市区町村など）
事業の決定、予算化と執行

■ 建設コンサルタントとは

今回から紙面を大幅リニューアルし、連載記事のテーマも見直しました。学
生さんから、業界歴の長い会員企業の皆さんにも楽しんでいただけるよう、
色々な視点を取り入れています。新しくなった「グローカル関東」をよろし
くお願いします。（菊地）

座談会のテーマが「レジェンドに聞く」でしたが、各社のレジェンドの話は
非常に勉強になりました。世界は変革時期を迎えていますが、歴史を理解し
技術を伝承していくことの大切さを改めて認識しました。今後もホットな情
報を伝えられるよう頑張っていきたいと思います。（上田）

今回、石原良純さんにお会いした。レジュメを見て『あぁ、分かった！僕が
先ず話しますから』と席に着き、堰を切ったように話し始めた。そして私は
自宅TVの前にいる1視聴者になった。（稲田）

今回は座談会を担当。支部長とレジェンドの皆様にご参集願い、様々なテー
マについて議論頂いた。とにかく濃い話の連発であっという間の２時間。中
には記事に書けない本音トークも。とても有意義な時間でした。（宮崎）

「見て楽しむ土木」旧築地川跡の記事を担当しました。まちを散歩しながら橋
や建築物を見て回ることも楽しいですが、石碑や、古い土木構造物をたどり、
その地域のインフラの歴史を探るのもなかなかおもしろいです。土木散歩で
新たな発見あり！健康に良し？！一石二鳥です！。（佐々木）

城の魅力に、見事に沼落ちです。コロナ禍で熊本城には行けなかったけど、ペー
パークラフト製作という形で城作りを体験しました。まだまだ「にわかファン」
ですが、今後は石垣の堅固さや美しさを河川空間の設計に活用していきたい
です。（漆原）

遠出が難しいなか、読者の皆様に土木のいまや身近な土木の魅力をお伝えで
きればと思い、取り組みました。
日常を取り戻し、遠出や近くへ外出した機会がありましたら、是非身近な土
木を楽しんでいただければ幸いです。（多門）

今号は「お家で楽しむ土木」を担当しました。マインクラフトなんて全く分
からないのにインタビューするという無茶をしましたが、イマドキの若手技
術者はしっかりさんたちで、土木の未来は明るいな、とうれしい気持ちにな
れました。（遊佐）

今、携わっている仕事も何百年後かの未来につながっているかもしれないと
思わされる高輪築堤でした。
港区教育委員会の方からのメッセージも素晴らしいので、学生の方に限らず
是非、皆様ご一読ください。（長瀬）

強行日程にお付き合いいただいた漆原さん、遊佐さんありがとうございまし
た。初めての群馬県、いい印象しかありません。次は是非泊りで訪れたい場
所です。灯台下暗し。コロナ禍で今まで行く機会がなかった場所にも目を向
けるチャンスかもしれません。（油谷）

編集後記

33



グローカル関東  Vol.15 January 2022
発行日 令和4年1月10日発行
編　集 広報委員会
発　行 JCCA 一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 関東支部
 160-0023 東京都新宿区西新宿3-8-4　BABAビル 5階
　　　　　TEL：03-6276-6691　FAX：03-6276-6689　http://www.jcca-kt.jp
レイアウト制作印刷  株式会社 大　應

V
o

l.14　
Ja

n
u

a
ry

 2
0
2

1

一般
社
団
法
人 

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
協
会
　関
東
支
部

座談会

各社のレジェンドに聞く

メッセージ

ダムは人間と自然の境界線

Vol.

January 2022

15
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石原 良純  Yoshizumi Ishihara
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今、おもしろい土木

一般社団法人  建設コンサルタンツ協会　関東支部




