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太田川・水辺のデザイン展～基町環境護岸から基町 POP'La 通りへ～ 

「水辺デザイントーク」意見交換会の記録 

 

市民がデザインする広島の水辺風景 

 

隆 杉 純 子  
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このレポートは、社団法人 中国地方総合研究センター(2005)『リサーチ中国 NO.667』に寄稿した報告書

をもとに補筆したものです。川の街に寄せるさまざまな思いや川を生かす専門的な意見を紹介しました。

 
 
 

はじめに 

 

「水の都ひろしま」の市民活動として、水辺

で憩い楽しむイベントなどを実施する市民グル

ープ（ＣＡＱ）は、2004 年 11 月、企画展「太

田川・水辺のデザイン展」１）を開催しました。 
展示会は、全国的にも画期的なデザインとし

て注目される基町環境護岸（広島市中区基町）

が、護岸の完成から 20年を経て 2003 年度「土

木学会デザイン賞」特別賞を受賞したことと、

戦後の復興を見守り続けた基町のシンボルツリ

ー、ポプラの大木（愛称ポップラ）が、同年９

月７日の台風 18号によって倒れたものの素早

い官民の協働により植え戻されたことを受けて、

企画したものです。 

被爆建物であり、市民の文化発信の場として

活用されている旧日銀広島支店（広島市中区袋

町）を会場に、太田川・本川、元安川左岸の設

計図やスケッチ、写真など 300点に上る展示資

料とイベントトーク、現地研修会（水辺デザイ

ンウォーク）を通して、1976 年から 28年間の

太田川の歴史と河岸緑地の魅力を伝えました。 

その中から、護岸や親水テラスのデザインの

解説を盛り込みながら、設計者と市民による「水

辺デザイントーク」意見交換会の様子をまとめ

ました。作り手と利用者の両方の立場から語ら

れた水辺の風景づくりが、水の都ひろしまの街

づくりを描く一助になればと願い紹介します。 
 
「水辺デザイントーク～水辺の景観デザイン」 

●2004 年 11 月 20 日（土）15：00～17：00 
●コメンテーター（敬称略、順不同） 
中村良夫／東京工業大学 名誉教授 
岡田一天／㈱プランニングネットワーク 

代表取締役 
齋藤 潮／東京工業大学大学院 教授 
小野寺康／㈲小野寺康都市設計事務所 
     代表取締役 
正本 大／みずえ緑地㈱ 代表取締役 
西牧 均／国土交通省中国地方整備局 

太田川河川事務所長 
●コーディネーター 
 北村眞一／山梨大学大学院 教授 
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「水辺デザイントーク」のコメンテーター 
 
 
もしポップラが根づかなかったら 

 

北村 倒木したポプラの話題からまいります。

倒れてしまったポプラは起こしてよかったのか、

この点について（管理者の）西牧さんからご意

見をうかがいます。 
西牧 ポプラ・ファンの人がいて、多くの人が

愛していました。「起こしてよかったのか」とい

うより「起こさざるを得なかった」というのが

実態でした（笑）。広島市内、瞬間最大風速 60

ｍ/ｓの台風通過後、夜半に正本さんたちが枯れ

ないように根巻きをして守ったという話を聞き

ました。それより半年以上前に、ポプラの寿命

は短いと聞いていたので、二世をつくろうと、

実は育て始めていました。現在、ベビーポップ

ラと言われていますが、スムーズに世代交代を

しようと思っていたのが、早まったというのも

あります。 
 助かるか助からないか確信は持てないけれど、

「このまま見捨てることはできない」と皆さん

が、思っているので、結果は来年春以降でなけ

れば分かりませんが、できる限りのお手伝いを

して、まず（ポプラを）立ててから次をどうす

るかを考えようと思ったのが実態でございます。 
北村 再生に向かいますか、正本さん。 
正本 起こしていいかどうかの判断をした者の

一人ですけれど、ほとんど根が切れている状態

の中で起こしました。わずかながらもたせてい
．．．．．

る
．
ということです。何とも言えないのですが、

迅速に皆さんが対応したおかげで、生き残る確

率はあります。ただし、寿命の問題を含めて今

後どうするのか、考えなくてはいけません。 
北村 中村先生、長い先を見て、ポプラをいか

にしたものかということですが、いかがでしょ

うか。 

中村 せっかく皆さんが可愛がってこられたの

で、できるなら再生してほしいと願っています。 
驚いたのは、そんなに愛してくださるとは思

いつかなかったことです。当時、あのポプラは

私自身がすばらしいと思って残したので、その

点については大成功と言えます。皆さんが生活

の中に刻み込んでくれたわけですが、そこまで

は計算できませんでした。あらためてデザイン

とは重い行為だなと感じています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●水辺デザインウォーク／ポップラのための護岸 

＜中村先生のお話＞ 

 水辺には多くの樹木があり、ほとんどは法線にか

かるため切らざるを得なかった。立派なエノキを残

したかったがこれも切った。ポプラは水辺に２本あ

り、かろうじて内側の１本を残すことができた。空

鞘橋上流部のポプラ付近の護岸は、ポプラを残すた

めに工夫したデザインである。 

1979 年の基町 

（資料提供／北村眞一氏）
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仮に根づかないとなれば、地元の方と太田川

河川事務所が相談されて、今度は地元の方が自

分で考えられたらいいですね。 
北村 地元の方、ポプラについて何かご意見は

ありませんか。 
会場（参加者Ａ） 私はあのポプラをとても愛

しています。あのポプラを素材に絵をあっちか

らもこっちからも描いていました。ちょうど展

覧会に合わせポプラを讃えるために描いていた

のが、突然、鎮魂歌かレクイエムになりました。

だから、すぐに皆さんが駆けつけて植え戻した

と知り、涙が出るほどうれしかったです。 
私の本業は医者です。根づいてもおそらく元

の立派な姿にならないと思います。正本さんが

おっしゃったように寿命ですから。人間も同じ

ですが、むちゃくちゃな延命治療はできません。

安らかに逝ってもらうというのが風潮です。 
次の生命を育てるということが、全体の景観

としてはいいのではないかなと思います。何を

植えるか、ということはありますが、新しい木、

寿命の長い木。ポプラでもいいのですが。私の

描いたポプラの絵もますます存在価値が上がる

ということです（笑）。 
北村 この会場の展示物に、もしポプラでなか

ったら、自由の女神だったらとか、観覧車の写

真があります。発想がいろいろありますね。 
これについてはどうでしょうか。小野寺さん、

いかがでしょう。 
小野寺 倒れた、じゃあ次に何をしようか。壊

れないもの、腐らないものにしよう、という流

れで「人工物」というアイデアはありますね。

自由の女神、遊べるものとして観覧車。発想と

してはあり得るよな～、でもあれはヤバイよな

～。そういう意図を明確に表現するには良いパ

フォーマンスだと思いました。でも、これはあ

り得ませんね（笑）。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
「水辺デザインウォーク～中村先生と水辺を歩こう」 

再生が望まれるポップラの護岸からスタート 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 20日午前に開催された「水辺デザインウォーク～

中村先生と水辺を歩こう」の資料マップ 

 

 

 

 

 

 

 

企画展の展示資料「もしもポップラが○○だったら」 
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堤防を破壊しない根の浅い木の方がいい

場合もある 

 
齋藤 ポプラが活着しても、次の手を考えてお

かないといけないと思います。微妙な問題とし

て、「基町 POP'La（ポップラ）通り」という愛

称をどうするのか。ポプラは人間とほぼ同じ寿

命のようです。必ず人間がポプラの死をみます。

同じことの繰り返しになるわけで、そういうつ

らさに耐えていく心構えがあるかという問題も

あります。違う樹種としても根のしっかりした

木は護岸を傷めます。そうすると、護岸からも

っと離れた所に植えようということになります。  
ポプラを生かすために作った護岸まわりなの

に木が離れていってしまい、樹木と関係なくな

ってしまう。議論しなくてはいけないことがい

くつかあります。 
北村 シンボルの木を守ろうとして作った護岸

ですが、護岸だけが寂しく残るのですね。 
小野寺 技術的には護岸に根が行かないように

防根シートなどあって、木が生き残るという方

法はあります。 
正本 技術的には、何とかなります。ただし、

倒れる、倒れないという問題が残ります。今回、

樹高 25ｍのうち５ｍは川につかりました。超大

木が護岸にあるというのは、危険性があります。 
北村 根が浅かった木なので、堤防を破壊しな

かったということも言えますね。その点はどう

でしょうか、西牧さん。 
西牧 堤防を守る立場から申しますと、木だけ

が倒れてくれた方がいい場合もあります。昔、

伊勢湾台風のとき、堤防の桜がばたばた倒れた

だけでなく、堤防の土まで持って倒れたという

ことがあります。堤防を守るという点では堤防

の断面に影響のない場所で、根が浅く木だけ倒

れてくれる方がよいという考えがあります。議

論の材料として頭に入れてください。 
北村 そうすると、ポプラに可能性があります

ね。ベビーポップラを育てておられますし･･･。 
 

 

うまく引き継ぐ 
 

正本 ポプラの可能性について言えば、寿命が

短く倒れやすい木という認識があって、主と従

となる木を交互に持つ「引き継ぐ」という考え

方の中で景観をつくっていくということが言え

ます。 

●ポップラヒストリー／誕生、倒木、再生 

戦後、基町の水辺は、被災して住居を失った人々の

生活の場となり、基町のポプラの木（愛称ポップラ）

はその頃に植樹されたものと考えられている。 

1949（昭和 24）年、住民投票により「広島平和記念

都市建設法」が制定され、広島の戦災復興がようやく

軌道に乗りつつあった。この法律に基づき公園や河岸

緑地の事業が始まり、また、1957（昭和 32）年の供木

運動によりポプラも成長の早い樹種として多く植えら

れた。 

バラックに住んでいた人々が基町アパートなど高層

住宅に移動した後、この水辺を「基町環境護岸」とい

う名称で整備する工事が始まった。多くの樹木が整備

で伐採される中、1本のポプラの木が水辺のシンボル

として残された。年月を重ね、大きく成長したポップ

ラは、「水の都ひろしま」を代表する印象的な風景をつ

くった。 

2004（平成 16）年９月７日、台風 18号の強風を受

け倒れてしまったが、「このまま見送るのは忍びない」

という、たくさんの市民の声によってポップラの再生

が決断され、官民協働で植え戻しが行われた。倒木か

ら３日後の９月 10日、ポップラが再び同じ水辺に立ち

上がった。残る根に希望を託し、11ｍに切り詰められ

たポップラだが、多くの市民に見守られながら再生に

向かっている。 
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岡田 常にある程度育っている木とそうでない

木を、うまく空間の中でペアで育てるという方

法があると思います。 
北村 ひとまず、うまく引き継ぐということで

まとまるのではないでしょうか。 
それでは、空鞘橋より下流の方へ話題を移し

ます。中村先生が将来、木を植えられないかと

言われていましたね。 
 
 
将来、木を植えられるように準備した 

 
中村 空鞘橋から相生橋の間の一番低いテラス

の一部に木を植える場所を確保し、石畳の所に

石をつけないでおきました。なぜかというと、

石ばかりの硬い所に 1本、木があるというのは

とてもバランスがいいのです。１本だけでいい

のです。そこは平均潮位から 2.2ｍ高い場所で

すから、時々、水がのります。 

当時もいまも、河川のあり方として、木を新

しく植えることは好ましくないのですが、植樹

できる可能性を残しました。準備はできていま

すが、26、27年経ちます。いま、可能かどうか

判断していただき、可能でなければ２、３年経

ったところで、またお願いする（笑）というこ

とをやって、いつかは実現させようということ

です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 年以上前に作った植樹スペース、「木が１本あるだけ

でいい」（中村先生）  

●水辺デザイントーク／景観木について 

＜正本さんのお話＞ 

樹木はその生命力によって、人よりはるかに長い歴

史を静かに物語っている。現在、数百年の歴史を持つ

樹木は、かつて一里塚の指標、土地の境目を示すもの、

街道樹、神木、庭木など、目的があって人の手によっ

て植えられたものが多くある。それらが合議を得て植

えられたかどうかは不明だが、人々は歴史を語る樹木

として大切にしてきた。 

公共空間の樹木に歴史を吹き込むためには、位置づ

けや物語が必要だ。ポップラが広く市民に納得され、

位置づけが定まれば、ポップラの保護・延命、更新へ

の理解・協力が得られ、将来においても大切な樹木と

して生き続けるだろう。 

遠方から認識される「景色」として、ポプラ以外の

樹木を考える場合、 

①樹景（樹形）が良い  

②大きくなる（最低 25ｍ以上） 

これは最低条件となる。 

③寿命が長い 

④季節ごとのメッセージがある 

⑤意味づけがある（由来・地元の関係など） 

さらに、先般のような倒木を防ぐために、 

⑥倒れにくい（浅根性でない） 

これらが備われば、安全性が高く安定した景観をつく

ることができる。加えて、１本なのか、複数本が良い

のか、検討が必要だろう。 

この条件からイチョウ、メタセコイアを例にすると、

以下の要素が挙げられる。 

イチョウ：一年に一度、黄金色のメッセージを発信

する。根が深く倒れにくい。大きくなる（25ｍ超）。寿

命が長い。かつて日本に存在し、絶滅種となっていた。

メタセコイア：樹景が素晴しい（展葉時・落葉時）。

大きくなり（樹高 30ｍ以上）、中央公園側からも十分、

認識される。寿命が長い。かつて日本にあり、絶滅種

となっていた。生きた化石とも呼ばれている。 
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北村 中村先生、しぶとく粘っていますね（笑）。

かなり大胆な提案です。ポプラの護岸に新しい

ポプラを植えられるのなら、ここも可能ではな

いの？という気がします。 
護岸の上の段は、平均潮位から 5.8ｍ高く、

すでに木が植えられています。ここには広島市

が植えました。第２のステップとして、西牧さ

ん、どうでしょうか。 
西牧 洪水となる高さの問題ですと、上流のポ

プラと同じですから、まったく不可能ではない

気がいたします。石積みの構造物に対して影響

さえなければ、技術的に問題ないようです。 
北村 そうですか、ありがとうございます。 
小野寺 技術的に言えば、丸太で組む支柱より、

地中で支持する方がはるかに強くなります。い

まの技術でいろいろ考えられるでしょう。 

特に空積
からづみ

（補足：モルタルなどで固めないで

石を配すること）ですから、いったん外して土

中にアンカーをして、また石を戻す。施工の工

費的にもそう高くはないのではないかと思いま

す。 
北村 展望が開けていくような気がします。 
続きまして、中央公園と緑地の一体化につい

てですが、中村先生から「都市をつくることだ」

とご提案がありました。随分前に私も図面を書

いた記憶があります。中村先生、いかがでしょ

うか。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「基町の水辺（空鞘橋～相生橋・左岸）に被爆した柳が

ある、大事にしてほしい」（中村先生） 

 

 

●水辺デザインウォーク／人が水辺に滞在する工夫 

＜北村先生のお話＞土工ライン（空鞘橋上流部） 

水際を歩きやすくするために、そして水際に座り

やすくするために河川敷の傾斜のつけ方に工夫をし

た。水際数メートルを平坦にして歩きやすくし、そ

こから少し急に傾斜をつけて、また緩い傾斜でつな

げることで座りやすい部分を作った。 

 

 

 

 

 

      1981 年       

 

 

 

 

 

＜中村先生のお話＞水辺のテラスでやりたかったこと

（空鞘橋～相生橋） 

水辺を楽しむための飲食施設（コーヒーショップな

ど）がほしかった。木でも難しいので、コーヒーショ

ップなど口にするのも恐ろしかったが、いつか可能と

なる日を夢見てそのためのテラスを設けている。 

 

 

展望やお店をイメージしてデザインされた「変化のあ

るテラス」 

（資料提供／北村眞一氏）
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河川と都市が一体になると、味わい深く

なる 

 
中村 現場（水辺デザインウォーク）で歩きな

がら説明しましたが、これは私の試案です。 
河川というものは背後の都市と一体化すると

味わい深くなります。なるべく切り離さないと

いう原則から言うと、中央公園（芝生広場）と

河川緑地は見た目には一つであるように設計す

るのが、一番、好ましいと思っていました。 
当時、太田川は国、公園は広島市の事業です

から、それぞれ管理が違い予算も違い、工事の

タイミングが微妙にずれていて、うまくいかず、

結局独立してやらざるを得なかったのです。公

園との間に道路が走っているために、ますます

公園と河川は分離されてしまいます。 
 できるならば、土を盛ったり、道路の位置を

変えたり、公園と河川をまたぐような緩やかな

起伏を作っていくと、おもしろい場所になると

思います。そのためにいろいろ案があり、技術

的にはもちろん可能です。「それがいい」という

皆さんのご希望が行政に伝われば、やっていた

だけるのではないでしょうか。期待しています。 
北村 うまくつなげる工夫はできないか、とい

うのが第一の提案です。ほかにはいかがでしょ

うか。 
 
 
川と河岸緑地、プール、広島市民球場を

一つに考える 

 
岡田 中村先生の言われるとおり、川だけでで

きることには限りがあります。中央公園との一

体化は川だけでなく、空鞘橋下流にも可能性を

秘めている所があります。ファミリープールで

すが、すぐ目の前に本物の水、川があるので、

個人的な意見を言えば、人工的な水はいらない

のではないかなと思います。 

北村 夏の一時期だけなら、いらないですね。 
うまく作り直せないかなと思います。ほかに市

民球場の移転の話などもあるそうですが。 
西牧 「たる募金」というのが始まっています。

いまの場所で建て替えるのか、違う所へ移転す

るのかにしても、プロの試合を見せる場として

も、また見に行く場としても狭くて古くて、ち

ょっとお粗末な感じがします。市民の強い声が

求められています。どんどん声を上げてもらえ

ればと思います。 
北村 会場から、何かございますか。 
会場（参加者Ｂ） 川のそばの本川小学校にお

ります。正本さんには子どもたちの総合的な学

習にかかわっていただいています。私がいつも

感じることに、本川側の整備がなされていない

と思います。川沿いは日常的に子どもが憩える

場所になってほしいと思います。ぜひ、本川小

学校側にもこのようなデザインを広げていただ

ければと思います。 
 

 

●水辺デザインウォーク／名づけのデザイン：魚見台

＜中村先生のお話＞ 

原爆ドームの下にテラスを設計した。このテラス

に「魚見台」という名前をつけたが、自分が設計し

た水辺に名前をつけたのはこれが最初だった。名前

をつけるという行為もデザインの一部だと思うよう

になった。 

（その後、中村先生は茨城県の古河総合公園の設計

において、４haの公園に 150 カ所の名前を配する試

みを行った） 

      

原爆ドーム前のテラス階段にある「魚見台」 
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北村 環境学習を含めて川と一体となるような

デザインが希望だというお話ですね。本川小学

校は川通りの愛称を募集した命名プロジェクト

のとき、小学校全体でご協力くださったらしい

ですね。 
道路が走っており、土地の広さ的にかなり厳

しいかもしれませんが、いかがでしょうか。 
 
 
行政の壁がある 

 
中村 小学校と川の間に道路がある限りなかな

か難しいと思いますね。ほとんどの河岸緑地と

市街地の間には道路があって、だからこそ、こ

の基町という所は貴重なのです。 
中央公園（芝生広場）と河川の間に小さな道

はあっても道路はありません。ですから極めて

立地がいいので、基町は川と公園を一緒に設計

し直すというのが、やはり正しいと思います。 
第三者としてよく言うことですが、市が管理

している部分と国が管理している部分があり、

非常に大きな壁があるわけです。行政のしくみ

は市民の側から見れば関係ないことです。そう

いう感覚で都市を見ていくことが重要だと思い

ます。当たり前で単純なのですが、日本のどこ

でも悩んでいる行政の壁です。それを広島市は

破ってほしいと思います。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

撮影／前田文章（2004 年 7月） 

 

2003 年度「土木学会デザイン賞」特別賞を受賞した 

「基町環境護岸」（1983 年 10 月に完成） 

 

北村 広島市の方はお見えになっておられませ

んか。 
会場（参加者Ｃ） きょうは市民として参加し

ておりまして、公の発言とはいきませんが、少

しお話しいたします。 
道路が分断要因になっている河岸緑地と、一

部には京橋川のように宅地が河岸緑地にくっつ

いている所があります。多くの河岸緑地は陸橋

などをつけないと、宅地と河岸緑地を結ぶこと

はできません。本川小学校の前は難しい例です。

すぐそばの元安川左岸の道路では自動車がスピ

ードを出しにくくする仕掛けができないものか

と検討している区間があります。 
段階的にどちらからも手をさしのべて共存し

ていくような形(補足：河川・河岸緑地・道路・
宅地の一部の空間内での自動車・自転車・歩行

者・散策者などの共存)を模索し続けています。 
先ほどの市民球場の問題ですが、まだ場所も

決まっておりません。いいものにしていきたい

と企業や市民の方々にご協力をいただいており

ます。発表できる段階になりましたら、市長か

ら発表があると思います。 
北村 いろいろ工夫をされているということで、

いずれ可能な時代が来そうですね。そのほか都

市との一体化について、どうでしょうか。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場から、「ポプラをテーマに絵を描いていました」 
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広島の街づくりは、山を意識してほしい 

 
岡田 川と街を一体化するということで、さら

には山ともつなぎたいと思います。直接的につ

ながらなくても川にいて、十分、山を感じられ

るというのが、広島においては大事だと思いま

す。 
土地利用の観点から、いろんな建物が建ち始

め、川から山が意識されにくくなっています。

例えば、空鞘橋下流の方へ歩いて行ってもなか

なか原爆ドームが見えてきません。空間同士の

景観という観点から言うと、直接つながってい

ない、陸続きでない関係の所でも特に広島では

大事にしていった方がいいと思います。 
北村 直接的にはつながっていなくても山の方

もうまく取り込めればというお話ですね。景観

としては、対岸から広島城の天守閣がすらっと

見えますが、その間に何か建ってしまいますと

空間が終わってしまいますね。 
いま、広島市でも水辺の建物の基準をつくっ

ておられると思います。その点はいかがでしょ

うか。 
会場（参加者Ｃ） 広島市では「リバーフロン

ト建築物等美観形成協議制度」というものをか

なり前から運用しています。川沿いのマンショ

ンに看板をかけないとか、屋根は平屋根にしな

いで少し傾きをとるとか、モデルマンションで

はベランダに花を植えてもらうなどとご協力を

いただいております。 
ただ、高さを、地区計画などによって抑え、

背景の山々が見えるようにするとか、河川を軸

として山に向かって眺めを引き出すという空間

規制や計画はできていませんが、大きな建物は

Ｌ字型にするなど、少し間を空けてくださいと

景観協議の段階で施主さんにお願いしています。  
厳しい経済状況ですので、なかなか良い結果に

至らないのが現実です。制度は定着しつつあり、

最近では建物の色や足元の植栽でのご協力を 

●水辺デザイントーク＆ウォーク 

＜北村先生のお話＞水制工 

伝統的な治水技術で、護岸にあたる水流をハネて弱

める役割があるため、「水ハネ」とも呼ばれていた。本

地区にも空石積の水制工が４カ所残されており、これ

を生かすこととした。河道内に突出し、河道断面が不

足するために、護岸にスロープを設けて、護岸の断面

を削り、断面積の帳尻を合わせた。 

先に完工した上流部の水制工において転落事故があ

ったため、下流側は階段状のものとなったが、できれ

ば上流側のデザインを踏襲したかった。 

＜北村先生のお話＞テラスと護岸のつなぎ方～エッジ

ライン 

水面に近い割石のテラスと玉石の護岸を接続する際

に５cmずらした。そうすることで、異なる素材をうま

く融合させると同時に、美しい曲線のラインがよく見

えるようになる。 

この護岸の曲線のラインについては、あまり曲げす

ぎると現場で見たときに、きついカーブの曲線になる。

平面図で見ると、とても微妙な曲線である。 

 
（資料提供／北村眞一氏） 

 
伝統的な治水技術、水制工と５cmのエッジが、対岸か

ら美しいラインとして目に映る 
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いたただいています。山の眺めを引き出す計画

については、形の上ではなされていないという

のが課題です。 
北村 いろいろなところでご配慮いただいてお

りますね。 
 
 
世界遺産のある水辺都市が実現できたら 

 
会場（参加者Ｃ） 原爆ドーム、世界遺産の周

辺には、さらに厳しい規制（「原爆ドームおよび

平和記念公園周辺建築物等美観形成要綱」）があ

ります。 
北村 そうですね。世界遺産ですし、景観法が

できたことですから、将来に向かいコントロー

ルをかけ景観保全が可能ですね。そのほか、あ

りますか。 
会場（参加者Ｄ） 水辺ウォークのとき、聞い

たことですが、遠い将来の実現をイメージされ

て、少し高くなっているテラスをコーヒーショ

ップやレストランの施設のために考えられたと

いうことを知りました。いま、川沿いに都市的

利用がされていないのですが、実現したらいい

なと感じました。その点について皆さんはどう

思われるでしょうか。 
小野寺 スイスのバーゼルという町は、川沿い

に建物がズラリと連なり、建物と遊歩道が直に

接しています。動線が水辺と建物背後の街路と

でダブルであり、建物の水辺側にはカフェテラ

スがあります。水辺は市街地レベルより少し低

く、高低差を建物の中で解消しているというし

くみがあります。高低差を利用して建物自体も

魅力的になっています。それが広島で実現でき

たらいいなと思います。 
少なくとも原爆ドームから基町周辺で実現で

きたら。何といっても水辺の都市ですから。水

辺都市の魅力が街の中に展開していくと楽しい

ですね。 

 
 
 
 
 
 
 
 

バーゼルの水辺（資料提供／小野寺康氏） 
 
西牧 実は、大阪と広島では今年３月から水辺

利用の規制緩和を実験的に行っております。 
広島では２カ所あって、京橋界隈と、基町か

ら元安橋までの区間をどういう商業的利用がよ

いのか、しくみなどの実験が始まっております。

基町がよいのか、平和記念公園がよいのか。平

和記念公園の利用も市民の間で議論になってい

ますが、にぎわいの場をどのあたりでつくって

いったらよいかを皆さんで大いに議論していた

だければ、ありがたいと思っております。 
正本 西牧所長さんが言われるように、規制緩

和などが進んでいけばいいなと思います。川辺

には遮るものがなくて休息できる場があれば、

ぜいたくですね。北九州市の紫川は、護岸のそ

ばに中華料理店がドンとあり、そのそばに水環

境館があります。ガラスが水面の中に入ってい

て館内から川の中を見られます。塩水と真水が

ぶつかるライン、塩水くさびと言いますが、そ

れを見る施設もあります。 
広島はそのようなものがなくても十分、魅力

的な景色だと、午前中、歩きながら再発見しま

した。 
齋藤 レストランなど大いに結構だと思います

が、永久構造物だと、仮にそれが成り立たなく

なったとき、お荷物として残ってしまいます。

仮設で良いシステムがあると思いますので、そ

の方がいいのでは。しかしそうなると、誰に営

業権を与えるかという問題ですが、これは市民
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が審査して、例えば、２、３年の期限つきで営

業を認め、営業の延長についても市民が判断を

行う。サービスがいいとか川や環境を守ってお

いしいものを出してくれるとか、判断されると

いいですね。ただし洪水になりそうなときは、

そこを撤去できるよう臨機応変の対応がいりま

す。 
ところで、本当にやらなくてはいけないのは、

球場です。球場にとって良いことをするという

ことと、球場が移転するなら、その跡地はどう

するかということがあります。世界遺産のおか

れた状態は必ずしもいいと言えないので、球場

の跡地と合わせて良くなってほしいです。 

北村 京都の川床
かわゆか

は、いろいろ問題がありなが

ら、年間いくらかの占有料で一時仮設でやって

いますね。ほかにございますか。 
 
 
28 年前の護岸整備を振り返って 

～発想の原点は～ 

 
会場（参加者Ｅ） きょうは学生さんも多く参

加されているので、この話を将来、生かしても

らったらいいと思います。 
ところで先生方は広島のご出身ではないのに、

20年以上前にこの川づくりを担当されるとき、

何を思い描いて水辺にかかわってこられたので

すか？ 例えば、午前中のウォークの中で、徹

夜で設計作業をしたというお話がありましたが、

何を考えて徹夜して作業したか（笑）。何を思え

ば広島の水辺らしさが実践できるかといったよ

うなことをお聞かせください。 
北村 モチベーションですね。徹

．
夜をした
．．．．

斎藤

先生は、いかがでしょうか。 
齋藤 ええ、そうですね。私が宿題をいただい

たとき、プロジェクトはかなり動いていて風景

は出来上がりつつあり、そこで、「これはすごく

いいことらしい」ということが分かってきまし

た。もし以前の川の状況を見ていたら、どうし

たらよいのか分からなかったと思います。変わ

り始めていたところなので、何とかいいものに

したいと思ったことです。 
それから研究室で先輩たちがこだわってやっ

ていた仕事だったということです。私自身もレ

ベルアップしなくてはいけないと夢中でした。

その後、卒論のしわ寄せが襲ってきたので何も

できなくなりました。 
小野寺 中村研究室のデザインのやり方という

のがあり、最初にフィールドワークから始まり

ます。まちの成り立ちからつぶさに見て回り、

歴史を知り、そこから発想を得るのです。 
午前中、ウォークをしてあらためて思ったこ

とがあります。中村先生、北村先生がフィール

ドワークからやられていたことは知っていたの

ですが、現場、その場所を実によく見ているな

と感心しました。当時はＣＡＤなんてないし、

ＣＧも使っていない。さらにこのプロジェクト

では模型も作っていません。図面とスケッチと

イマジネーションだけであれだけのものが出来

上がっているということは、その場所の空間、

リアリティを相当、体内にためこまなくてはで

きないことです。一つ、重要なこととして言え

ます。 

北村 もっとも熱心にされた中村先生、いかが

でしょうか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
企画展の展示資料、北村先生の「太田川 40地点」 

切り張り写真による広島の川の風景（1976 年作成） 
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北村先生の「水辺デザイントーク～基町環境護岸と景観

デザイン」（2004 年 11 月 19 日） 

 

頼山陽の故郷、山紫水明の都市 

 
中村 何から発想したかを思い出してみると、

岸辺に家が密集しており整理していく途中で、

あまりきれいではありませんでした。まだ戦後

の感じが残っていました。 
それを見たときに、日本人の川に対する考え

方が戦前と戦後で変わったのではないかと思い

ました。 
 戦前の日本人の川に対する考え方は典型的に、

京都に見られます。京都は水辺に向かって食事

をし、非常に風流があります。昔の日本人にと

って川は独特な場所で、公園ではないのです。

日常生活の中にかかわりがあるなど風流をとて

も大事にしていた国民でした。そういう感覚が

だんだん消えていき、それを取り戻さなければ

と思いました。 
 そんなことを考えているうちに思ったことは、

広島は江戸時代の後期、最大のベストセラーを

書いた歴史家、頼山陽
らいさんよう

の故郷です。これは大き

な誇りです。「山紫水明」という言葉をつくった

と言われています。頼山陽が京都に移って「山

紫水明処」という自分の書斎を作ったのは、や

はり故郷を思い出したのではないかと感じるの

です。 
だから山と水がきれいな、山紫水明の都市で

あり続けてほしいと思うのです。遠くの山が見

えなくなることは、財産の一つが失われていく

ことです。 
２番目として、後ろ側の街とうまく一体化さ

せることによって財産がより増える、そのよう

なことがポイントです。いま思い出してみると、

それが発想の最初です。歴史を見て、この街で

川のデザインをするという重さと楽しさを強く

感じました。はっきり意識しないと思い入れが

できませんから、一生懸命デザインしません。 
見て、歴史を知って、ここならやりがいがあ

るなと強く思いました。 

●水辺デザインウォーク／元安川河岸テラス群 

＜中村先生・小野寺さんのお話＞ 

基町環境護岸のプロジェクトが終わった後、元安川

において「河岸テラス」を４カ所設計した。 

魚見台：原爆ドームの直下左岸の河岸テラス。護岸

の補修と併せてバルコニーも設計した。魚見台は対岸

に親水テラスができるまでは、灯ろう流しを行うテラ

スとなっていた。当初の計画にはなかったが、工事の

最中に「鎮魂の場」であることに配慮して灯ろうを設

置することにした（ｐ７、ｐ14参照）。 

元安橋橋詰：元安橋橋詰左岸の河岸テラス。船着き

場として桟橋に接続するテラスであることから、多く

の人がたまれる場となることを意識した。 

河岸テラス：元安川右岸の元安橋下流と平和大橋上

流の２カ所にある。当初、水辺に近い位置にテラスを

設けることを意図したが、利用できるように維持する

ために、満潮時にも水没しない位置にテラスを設ける

こととした。 

 

 

満潮時に水没しない位置に設けられた河岸テラス 
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北村 ありがとうございます。中村先生は講義

をするよりは、図面を書いている方がうれしそ

うでした。私もそうですね。学生さんには申し

訳ないのですが、設計をやる方が楽しいです。

研究もおもしろいのですが、現場で実際にモノ

ができていくという過程はこれまでにない経験

です。学生さんにはぜひ現場をやられるといい

と思います。 
それから、これからは市民の方があちこちに

かかわっていただいて、市民の側からどんどん

意見を言っていくというのが大事だと思います。

これまでのように専門家に任せるのではなくて、

どんどん積極的にやっていくと楽しみや生きが

いという点にもつながります。会場から何かご

ざいますか。 
 
 
公共空間は、使いながらデザインされて

いく 

 
会場（参加者Ｄ） 当時の熱気が伝わります。

市民の側から使うことをしながら提案していけ

たらいいなと思っていますし、またポプラの育

成についても（市民の）皆さんの意見がおそら

く決めていくのだろうなと思いました。 
会場（参加者Ｆ） ポップラについて言えば、

当たり前だと思っている風景は実は当たり前で

はないという、命について考えるきっかけにな

りました。また、市民球場や中央公園を含めた

都市のあり方について、行政と市民が話をする

場をより多く持てたらいいなと感じました。 
会場（参加者Ｃ） 使いながらデザインすると

いう話では、公共空間は昔からいろんな使われ

方がされてきました。先ほどの仮設建築物です

が、元安橋のたもとに置くとカフェ
．．．．．．

になる八角

形の「オクトカフェ」（補足：河岸緑地内で４月

から 11月まで営業するテイクアウト型オープ

ンカフェ）があります。実は、建築基準法と戦

っております。国民がつくった法律に市民が挑

戦状をたたきつけている、という状態です。 
そういう意味で、行政の中でも壁を破って新

しい空間の使われ方を考えていくということも

デザインの一つだと思います。粘り強くやって

いきプロセスを重ね、都市自体が充実していき、

広島の場合の市民文化として「水都文化」が独

自な形で成長していく。こういう流れを多くの

方々とつくっていけたらと思います。 
 
 
水辺文化は変えられつつ、創られる 

 
北村 ありがとうございます。ほかに何かござ

いませんか。 
会場（参加者Ｅ） 中村先生が言われるように、

納涼床２）文化は、洪水などで壊れてしまうかも

しれないことを常に考えている文化、万が一の

事が起きても人の命だけは守る文化です。広島

の場合も、ポプラがまた倒れてしまう、植え戻

したけれどまた倒れるかもしれないということ

を、行政も市民の方も分かっておられる。こう

いうような覚悟があれば、広島の水辺の文化は

常に変えられつつ、創られる文化として保たれ

るのではないかなと思います。ポプラを守って

いくように水辺の文化や景観が守られ、継承さ

れていくことを願っています。 
北村 ありがとうございます。ほかに何かござ

いますか。 
 
 
街全体に回遊性がない 

 
会場（参加者Ｇ） 中村先生に、２点質問があ

ります。山とのかかわりは分かりました。 
対岸についてのご配慮をもう少しお尋ねしま

す。左岸に対する右岸はどのように考えておら

れたのかということと、もう一つは、中央公園
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と川の所が一体化していないと言われましたが、

住んでいる者として実際は、全体的に一体化さ

れていないと思います。例えば市民球場に来た

人が回遊して川岸に行くかといえば、それはな

いです。気持ちが分断されています。プールも

そこから川岸に出ていくことができませんので、

そこも分断されています。空鞘橋の道路は西の

方に住宅地が開けているので、非常に交通量の

多い所です。その道路でまた分断されています。

ですから回遊性、全体性を生む要素についてお

うかがいします。 
 
 
時間をかけても、本来の「公園区域」に

してほしい 

 
中村 最初の質問ですが、反対の岸は打つ手が

あまりないのです。右岸については何もしてい

ませんので、言うべきことはないのですが、右

岸に立ったときに左岸を見て、さらにその後ろ

の風景を見るということは考えました。それは

お城（広島城）が見えることを前提にして発想

を固めていきました。 
それから、街との関係ですが、プールから球

場に至る全体について、あそこは公園区域です

から、おっしゃるとおり全体についてもう一度、

見直すべきだと思います。また、世界遺産にな

ったもの（原爆ドーム）の後ろに、街のパワー

を最大限に高めるべき役目を持った商工会議所

があるのは具合が悪いと思います。広島の都心

の一番大事なところですから、時間がかかって

もいいから何とかしなければと思います。 
 先ほども言ったことですが、だんだん日本人

の川に対する感覚が変わってきたというのも事

実です。戦前は川に開いていくという考え方が

間違いなくあったと思います。それが、できれ

ば川は目にしたくない場所になっていき、戦後、

川が汚れて、何となく川は危険であるとか、川

を背にしてきました。 
ある時期の日本人が都市の中の自然に対して

無関心になっていき、そういう心理を忠実に反

映しているのではないでしょうか。ところが時

代がまたひとつ変わり、身近な自然を見直して

みようという時代ですね。だからそういうふう

に条件が熟してきたと思います。 
そのようなことで、回遊性の一貫として当然、

川も入ります。全体を上から見ると「あれ（中

央公園）は公園？」というようなものですが、

法律上は「公園区域」になっています。本来の

公園区域の趣旨を全うするようにすればいいわ

けです。その過程で川との一体を考えていく。

それは部分的ではなくて時間がかかっても、長

期的にやるべきですね。 
 これは国・県よりも市のご決心にかかってい

ると思います。基町護岸と言われるように、護
．

岸
．
しかやってこなかったのです。20年、30年か

かるかもしれませんが、広島市民に与えられた

宿題ではないかと思います。 
北村 対岸のお話ですが、少しスリットの入る

ような護岸の設計をし、護岸の単調さを解消し

たと記憶しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中村先生が設計した石灯ろう、少し斜めに埋め込まれて

いる 
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齋藤 地区計画で高さを制限していこうという

お話がありました。設計段階では、どこから何

を見せたいかをやらなくてはいけないのですが、

街を眺める目、土地の風景を眺める目をあの場

所から提供していき、それに従って街をきれい

にしていこうという輪が生まれる可能性がある

わけです。 
 そういう点で左岸側をゆったりして作ったと

いうのは意味があります。そこを通して街を見

ようとするきっかけをつくったと思います。そ

の手がかりとして都市のデザインを広げていっ

てほしいし、その背景に山が見えることを狙っ

ていってほしいと思います。 
 
 
ポプラをきっかけに、川、街、山を見て

市民が主役となって取り組む 

 
北村 きょうのお話を簡単にまとめてみますと、

一つはポプラをきっかけに、水辺の樹木を今後

どういうふうに考えていくのがいいかというお

話がありました。将来、寿命の問題もあり、そ

れを考慮に入れること。そして洪水があったり

するので、無常な条件と申しますか、いつでも

同じものが続いていくのではないということを

市民の皆さまがどういうふうに考えていくか、

ということになります。 
もう一点は、街づくり、都市づくりが重要で、

その中で川や公園をどのように生かしていくか。

川との組み合わせ、川と一体となった取り組み

が重要で、広島はとても良い例で進められてお

り、さらに一層、街づくりに取り組み、最終的

には使う側の市民が主役となって大事に使って

いくことが大切であるということでした。 
長いお時間、どうもありがとうございました。

これで終了いたします。 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
｢カフェテラス倶楽部｣の協力により、会場の旧日本銀行

広島支店でコーヒーをサービス、関東・関西・九州から

千客万来の大盛況 

 

 

 

【注】 

１）「太田川・水辺のデザイン展～基町環境護岸か

ら基町 POP'La 通りへ～」 
とき／2004 年 11 月 15 日（月）～22（月） 
会場／旧日本銀行広島支店 
主催／ＣＡＱ 2003 年度水辺の市民活動促進助成
事業「POP'La（ポップラ）プロジェクト」 
後援／国土交通省中国地方整備局太田川河川事務

所、広島市、水の都ひろしま推進協議会 
協力／カフェテラス倶楽部 

 
２）京都の納涼床 
京都の夏の風物。「納涼床（のうりょうゆか）、床

（ゆか）」は、まちから河原に向かって作られた桟

敷のこと。これは食事を頂き景色を眺めたりして、

蒸し暑い京都の夏を水辺で楽しむための場所とな

る。納涼床は堤防から一段低くなった鴨川（現在

はみそそぎ川という人工の流れ）に、長い束柱を

立てて設置される。古くは，鴨川に直接、床机を

出して涼をとっていた。京都市の北部、鴨川の源

流の一つである貴船川では、川幅いっぱいに桟敷

が渡され、「川床（かわどこ）」と呼ばれている。 


