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土木文化財の保存と活用の現状＊

一一四谷見附橋を中心にして一一

「産業技術史料の保存と活用に関する基礎的研究」（報告）

新 谷洋 ー一＊＊

1. はじめに

土木学会lとは過去に「明治以前日本土木史』

という立派な成果があり，その後も明治 ・大

正 ・昭和初期の土木史について，それぞれ大

部な本としてまとめてきた。しかし，土木学

会において土木史は20年くらい前まではほと

んど研究業績の対象とはなっていなかったし

，土木史を専門に研究している人も皆無に等

しかったといえる。それが，1974年に土木学

会の中で土木史に関心をもっ有志が集まって

「日本土木史研究委員会」が発足し，それ以

降徐々にではあるが研究が活発化するように

なってきている。現在，3万人の土木学会員

の中の100～200人がサブテー7 としてではあ

るが土木史の研究を多少とも行なうようにな

ってきたと考えられる。 乙の数字は，建築学

会では建築史をメインテーマとして研究して

いる研究者が多数いるのに比べれば確かに少

ないが，それでも状況は変化しつつある。

1988, 89年には日本土木史研究委員会の有

志を中心に，明治村で土木史の展示が行なわ

れた。明治村ではそれまでに建築史の展示会

はなんども聞かれていたが，土木51:.1ζ関する

展示会はとれが最初であった。博物館明治村

館長の関野克先生の尽力にもよって， 88年は

「みなと一一横浜 ・名古屋 ・神戸，土木 100

年のあゆみ」1）について， 89年は「まち一一一

札幌 ・名高屋 ・北九州，土木 100年 のあゆ

み」 2）についての展示が行なわれた。

88年における明治村での展示の際に積極的

な協力をしてくれた横浜市は，それ以前から

独自に土木遺産の調査や保存lζ力を入れてお

り， 「みなと未来21計画（MM21）」では計画

の段階で計画立案クーループに日本土木史研究

委員会の関係者も関与して，古い土木構造物

などを乙れからの都市計画lζ有効に生かして

いくととが計画された。3）例えば， ドックや

煉瓦倉庫をMM21地区の中lζ保存しながらユ

ニークな利用方法を探ったり，横浜開港記念

館（昔のイギリス領事館）前の広場から出てきた

明治14～20年建設の卵形下水道管をそのまま

見れるように現地保存する工夫も行なってい

る。乙の様lと，土木学会の内外で土木造産を

保存し，さらには活用してい乙うという動き

が近年次第に活発化してきている。

しかし，土木遺産を保存しようとするとき，

土木構造物には建築構造物とは違った，さら

に困難な問題のあるとと も同時に明確になっ

てきている。まず，土木造産を単なる遺産と
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してではなく ，それを生かしながら残そうと

すると，公共の用iζ供さなければならないと

いう本来の使命のために，安全性が極めて重

要となってくる ζ と。もうひとつは，土木構

造物は大きいというとと。小さい場合でも橋

架であり，港湾，夕、、ム，地中の上下水道網

や，さらlと大きいものでは，都市そのものと

いったものまでもが土木造産となる。現在か

ら未来iとかけて活動している社会の中で，ど

ついった形でそれを残し，どのように活用し

ていくのかを決めるまでには，極めて厄介な

問題がともなうのである。

乙う いっ た問題がある中で，我々に突然与

えられた検討課題が四谷見附橋の架け替え問

題であっ た。四谷見附橋の架け替えが決定さ

れてから保存 ・活用されるまでの過程を振り

返るとと Kよって，土木造産の保存に関わる

諸問題が解決志れていった経過をみてみた

v)o 

2.四谷見附橋の保存にいたる前史

四谷見附橋は大正 2年 9月に竣工した，橋

長37m，幅員22mの鋼アーチ橋である。昭和

49年に，東京都市計画道路放射 5号線（国道

20号，通称，甲州街道）の四谷見附付近の区間

の拡幅事業が決定されたζ とにともない， ζ

の橋も架け替えて，既定計画通り幅員40mlζ 

拡張するととが決定された。昭和53年には，

東京都の委託により，都市計画協会に設置さ

れた四谷見附橋調査設計委員会ができ，翌年

3月lζ出された報告書で‘は，地元でのアンケ

ー 卜調査に基づき， 元の鋼アーチ構造を方杖

ラーメン構造化変えるととになった。 ζ の時

点では，保存という乙とはほとんど考えられ

ないままに計画は進んでいった。理由は，国

鉄四谷駅や鉄道線路の上で架け替えをしなけ

ればならない乙と，橋長を長くしなければな

らない ζ と， 旧橋が70年前のものであるため

に現在の設計基準とはまったく違った構造で
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あったととなどであり，そ乙には土木構造物

保存の困難がすでに現れていた。

と乙ろが，計画が決まって東京都が施工し

ようとしたとき，四谷見附橋を乙のままなく

してしまっていいのかとい う記事が朝日新聞

に載った。四谷見附橋はランドマー クでもあ

ったはずであり，それをまっ たく 新しいもの

にしてよいのかという訴えであった。乙の記

事を読んだ当時の土木学会長八十島義之助先

生も，土木学会のすぐ近くにあ る四谷見附橋

がなくなるのを土木学会員は等問視していい

のか，という発言をされた。日本土木史研究

委員会が関係者に尋ねてみると， 方杖ラーメ

ン構造にすると とは決まっているが，実はそ

の上の高欄や橋灯の部分の設計はまだ決まっ

ていないという。まだ，ランドマークとして

の四谷見附橋の意義を保つ乙とができる段階

であったととになる。

日本土木史研究委員会が土木史的研究と環

境デザ、イン研究でζの四谷見附橋の設計に関

与できると とになったのが，その後の取扱い

に対して極めて有効で あっ た。土木学会に

「四谷見附橋調査研究委員会」 を設置して，

昭和57年からの 2年間で調査を行い，その提

案が受け入れられて四谷見附橋の高欄，橋灯

と橋詰広場lとついての設計lζ合意が得られ

た。ζ うして，まず第一段階として， 新しい

四谷見附橋の設計に土木史的な見地が取り入

れられるととになったのである。しかし，そ

の調査の過程で，実は初めには思ってもいな

かったような土木史上の意義を四谷見附橋が

持っている ζ とが同時に明らかにされて，田

谷見附橋は四谷の景観を保つという問題だけ

ではなく ，今度は橋自体を保存する方向へと

発展するととになった。調査過程で明らかに

され，保存へと動かすζ とになった土木史上

の意義についてみてい乙う。

3.四谷見附橋の土木史上の意義山）

明治43年に設計され，大正 2年に出来上が
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った四谷見附橋は，それまでの旧橋が道路の

路線lζ対してコの字形になっており，市電の

運行にとって不便であったために，路線を直

線化するように現在の場所に新しく架け替え

られたものである。 明治時代の橋梁で現在も

保存されているものは極めて数少なく ，東京

では常磐橋（明治10年，二速の石造アーチ橋）と

弾正橋（明治11年，現在の八幡橋）がともに現

在は歩行者専用橋として残っているほか，旧

両国橋（明治37年，その中央径聞を移築 した，現

夜の南高橋），皇居正門石橋（明治20年，石造ア

ーチ橋）などがあるだけである。 明治期lζ設

計されていて明治最後の橋梁といえる田谷見

附橋の意義はそれだけでも大きい。

明治末から大正の震災前までは，土木史的

にみて装飾橋梁の普及期であったといえ， 高

欄の設計は特に力を入れて行われている。そ

のζ とは当時の主要な橋梁では構造設計と装

飾設計が別々に担当されていた ζ とにも現れ

ている。例えば，四谷見附橋の場合，高欄，

橋灯などの装飾デザイン lζ全費用の約10~ちを

おjいていた。また東京市では，構造設計は土

木技術者が行い，装飾設計は建築技術者が行

うというのが常であった。

四谷見附橋の場合，構造設計の責任者はζ

れまで棒島正義（明治34年東京情国大学土木卒）

とされ，銘板にもそのととが記されている

が，乙の調査を通して， 実際に設計を行っ た

のは樺島の後輩にあたる川地陽一（明治41年東

京帝国大学土木卒）である ζ とが， 設音1－図面や

柵島の日記から明らかにされた。他方，装飾
セイ

設計の責任者は田島楠造（明治25年東京帝国大

学造家卒） と福田重義（明治41年東京帝国大学建

築卒） である。 乙の田島と福田のコンビは東

京の装飾橋梁では盛んに設計を行っており，

との乙とからも四谷見附橋のデザイン上の意

義がわかる。

都内最古の陸橋であるという理由で，新宿

区の文化財に指定されていた四谷見附橋（実

際の境界線を見ると，アプローチの部分以外は千代
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田区にある） は， 乙れまでの東京都の資料に

よれば都内で 3番目 lζ古い陸橋という乙とに

なっていた。しかし，とれも調査過程で，明

治36年竣工とされていた，山手線をまたぐ跨

線橋，堀之内橋と駒込橋の 2橋はともに大正

時代Kすでに架け替えられていた乙とがわか

った。四谷見附橋がまさに東京都内に残る最

古の陸橋である ζ とが判明し，その土木史上

の意義はー庖明確になった。

さらに，その装飾設計ーでは，明治32年から

10ヶ年の工事で建築された赤坂離宮とのデザ

イン的対応関係で特に注目すべき点が判明す

る乙とになった。四谷見附橋の位置から考え

て，それを神社風にーの鳥居とすれば，赤坂

離宮の正門がこの鳥居，赤坂離宮の建物が本

殿という関係にある と考える ζ とができる。

現にデザイン的な対応がみられるのである。

四谷見附橋の高欄の特徴として，その橋灯

を挙げる ζ とができる。そとには 9弁の菊が

あしらわれていて，赤坂離宮を意識して設計

された乙とをまずうかがう乙とができる。さ

らに，橋灯の台座部に用いられている四角い

渦巻き状の雷模様は赤坂離宮の正門にもみら

れ，また， 高欄の柵にあしらわれた鉾と花綱

模様lと対し，鉾のついた赤坂離宮の柵には上

り藤が装飾に用いられていて，その聞の対応

が確認される。との花綱模様の起源を採るた

めに赤坂離宮内の各部屋を調査した結果，第

一客室の「朝日の間」に花綱模様の装飾があ

るとともわかった。四谷見附橋の高欄のデザ

インは，赤坂離宮の制｜｜｝のデザ、イ ンlζ 「朝日の

間」の花綱を入れて行われたと推論する乙 と

ができる。

もうひとつの特徴と して橋名板を挙げる ζ

ともできる。普通，橋名板は橋の親柱lζ付け

るが，四谷見附橋では高欄の中央lζ取り付け

られている。乙れは非常にめずらしい例であ

り， 設計者の思い入れがうかがえる。そし

て，その高欄の中央部をアーチ状にして作ら

れた橋名板ノマネルが，赤坂離宮の「花鳥の間」
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のドア上部にある装飾と実によく似ているの

である。

乙うした推論による「四谷見附橋＝ーの鳥

居説」は，実際に赤坂離宮を訪れた国賓 ・公

賓の送迎ルートによって検証されなければな

らないのかもしれない。その検証をしてみる

と， 大正11年の英国のプリンス ・オブ ・ウエ

ールズ，昭和50年のエリザベス女王が来日し

たときに，乙のルートがとられた乙とが確認

されているだけであり，実際にはほとんど利

用されなかった乙とになる。しかし，ーの鳥

居としての四谷見附橋という設計者の意図が

実際の利用にはつながらなかったのだろうと

土木史的には推論される。

ζ のーの鳥居としての四谷見附橋の 意味

は，一方では，新しく架け替えられる橋にお

いて，橋灯は旧橋のものをそのまま保存使用

し，かっ，高欄を復元作成する ζ とや橋詰広

場を復元する乙とにつながった。もとのアー

チ構造が方杖ラーメン構造になったり，れん

がの橋台をそのまま復元する乙とができず

に， 「はりぼて」にせざるを得なかったが，

橋灯，高欄のイメージは昔のままに残す乙と

ができ，ランドマークとしての意味は保たれ

るζ とになった。なお，上智大学寄りの橋詰

広場は，江戸城外濠土塁の保存との関係で，

当初の計画を縮少されて，左右非対称となっ

てしまった。

そして，他方では旧四谷見附橋を保存 し，

活用しようという動きに発展していくのであ

る。

4.四谷見附橋の保存と土

木遺産保存の今後の問題

すでに，橋の架け替え工事が始まっていた

1988年 8月K，建設省も後援して 「都市景観

美 ・考シンポジウム」が聞かれた。そ乙で四

谷見附橋lζ対する取り組みが基調講演として

が取り上げられ，私が土木史的問題と環境景
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観デザインの話を依頼されて四谷見附橋の意

義を報告した。のその影響もあって，建設省の

幹部の一部の人たちから，そんなに良いもの

なら残せるものなら残そうではないか，とい

う動きが出てきた。乙のように，技術史上の

意義が明確になったζ とと都市景観や歴史的

土木文化財を重視しようというように少し考

え方が変ってきたととによって，保存への動

きは急転回するととになった。

まず，移転先の問題がある。そ乙で， 「第

二次回谷見附橋研究調査委員会」が東京都の

委託lとより土木学会内lζ設けられ，調査が進

められた。7）ζの橋は国道20号にあるため，建

設省が管理者であり ，事業は都市計画事業と

して東京都があたり，また，鉄道駅上にある

ため，施工は JR東日本lζ委任する というよ

うに，多くの組織が関係している。乙のた

め，委員会は学識経験者と ともに， ζれらの

関係者も参加した。関係者で相談したと ζ

ろ，住宅都市整備公団が，多摩ニュータウン

の造成地内に新しく架橋する場所をいくつも

持っているという ζ とから，有力な移転候補

地として考えられた。そのうちの一つに移転

させてもらうように話を持ち掛けたと乙 ろ，

八王子市の京王線大沢駅近くの水路に架ける

予定だった橋と周辺の土地利用のデザインを

多少変更させるととによって，乙の田谷見附

橋を移設する ζ とになった。移設先では，水

路をネオ ・バロック風の設計に変更する乙と

も合め，四谷見附橋lζマッチした非常に豊か

な景観を作るべく実施計蘭中である。

最後lζ，橋を移動させるという問題が残っ

た。橋体をできるだけ原型のまま保存する乙

とを考えて，構造部材は可能な限り再利用す

る方針でいくととにした。乙のため，できる

だけ現状を保存する意味と再架設の時の工程

低減を考えて，運搬が可能な範囲で，できる

だけ大きい部材にまとめて解体する ζ ととし

た。現場の解体に当っては，部材の連結リベ

ットの切断により行う乙と とし，部材の中間
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をガス切断などによって解体しないようにし

た。ただし，アーチリブは長いため，運搬に

都合がよいように，橋軸方向に 3分割せざる

を得なかった。との際，フランジ部は現場添

接のリベットを除去して解体し，腹板だけは

ガス切断によって解体する ζ ととした。再利

用lと当 っては，フランジ部を高カボル トで接

合 し， 腹板は突合せ溶接をする ζ ととした。

また，桁のシュ一部分は石材にしっかりつ

いているため，コンクリート ・カッターで石

材を壊して，桁とシュ一部分を付けたままで

移動する ζ ととした。

以上の撤去計画の方針に基いて，現在(1990

年2月）ほぼその撤去作業を終了した。撤去

した旧橋の部材は，目下， 栃木の工場にて，

各部材の八王子市での再利用のため，修理 ・

点検が行われている。注）

とうして，土木学会にとって最初に直面す

る乙とになった四谷見附橋をめぐる問題は，

拡幅事業が決定されてから15年，架け替える

橋の三考え方が問題視されてから 8年の経過を

経て， 最後の 1年lと急転直下の保存という成

功を得る乙とができた。

乙の過程で明らかになった土木史遺産の保

存にとっての今後の問題に触れてお乙う。一

般に土木造産を維持管理するときにまず問題

となるのは，古い構造物の設計基準の問題，

あるいは，古い設計を現在の技術でどう評価

するかの問題である。四谷見附橋の場合に

は，構造調査を し， 元の設計にもとづいて計

算 したものと，現在の設計による構造を比較

する乙とにより，それが意外と強いという ζ

とがわかり，現役の道路橋と しての移設が容

易になった。構造がしっかりしていたのは，

市電を通すためにかなり頑丈なものに してい

たためと， 当時は安全率が非常に高くとられ

ていたためであり，その ζ とが移設を容易に

した。また維持管理の状態がよかった乙とも

幸 した。今後，明治，大正はもちろん昭和初

期に建設された名橋が架け替えを必要とする
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時期が到来すると恩われ，とういった評価の

ための研究が至急進められなければならな

し〉。

もうひとつの問題が，保存のための技術の

確保である。今回もひとつの障害となったリ

ベット技術は急速に失われつつあり，すでに

多くの遺産でその維持が困難になっている。

また，煉瓦技術では，良質の煉瓦がそもそも

無いのと煉瓦職人が希少で， ；煉瓦積みのコス

トが高くなってきている。さらには，今回の

高欄を復元しようとしたと きに問題となった

のが鋳物技術の不足である。川口市の鋳物工

場に行けば良いと思っていたのだが，その工

場が次ぎ次ぎとなくなってきてお り，乙れが

コスト高につながっているのが現状である。

とれらの技術は土木遺産の保存を通して しか

維持できないともいえ，建築文化財の保存に

おける宮大工と同じ様な問題が乙乙にもあ

る。今回の四谷見附橋の保存以外でも，石垣

を積む技術が消滅しつつあるために，各地の

城の石垣の修復lζ当って，技術者が少なく ，

かっ，昔のようにうまく積めないという問題

が出てきている。

土木遺産の保存には，急激な技術変化が進

む中で，失われつつある日本の技術を維持す

るという重要な意義が含まれている乙とにも

注目しなければならない。急激な技術進歩自

体が技術保存を要求する側面がそ ζ にはあ

る。
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