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特  集
【街づくりのコツは？】
街づくりには、巷（ちまた）でよく耳にする要素・法則があります。

　①「よそ者　若者　バカ者」です。

筆者はこれに付け加えて

　②「１人のリーダーに２人の賛同者」

（たとえ50人の会議であっても、リーダーの指針に、2人の強い賛同の声があれば、全員を同じ方向に向け、め

ざすことができます。要するに絶大な支持を得る仲間を作ること。）

そして3つ目は

　③「1人のアイデアマンに、1人のパトロン（お金）、更に１人の理解ある行政マン。」

（軍艦島はパトロンを政府とすれば、まさに３番目の法則通りなのです。）

筆者はこの法則を「街づくり三々九度の法則」と命名しています。

【登場前夜の愛岐トンネル】
■歴史遺産や産業遺産の建物などの「建造物」は、比較的規

模が小さく判りやすく、一見見栄えもよいため多くの支

持を得やすいものです。片や、港湾や隧道・水道施設など

の「土木構造物」は規模も大きく、環境も野ざらし状態で

劣化や崩落などがあり、修復には建造物に比べようもな

い多額の費用がかかるなど、大きな壁が立ちはだかり行

政も安易に手を出しかねる環境下にあります。当然なが

ら土木構造物を再生させるには市民単独では限度があり

ます。このように土木構造物の保存は最終的に“志ある行

政マン（組織）”の出現が絶対条件であると言えます。偶然のきっかけで市民に発見されるまでの半世紀、市民や地

元行政からも忘れ去られていた国鉄のトンネル群“愛岐トンネル”もまさにそんな環境の真っ只中にあります。

■旧国鉄中央本線は1900年、多治見―名古屋間に開通しましたが、春日井―多治見間約8kmは、蛇行した庄内

川に沿って崖の中腹に建設されたため、全国でも珍しい14基ものトンネルがつくられました。

ところが1961年、列車の高速化に伴い真っ直ぐな新ルート開通により、川沿いの曲がりくねった軌道敷は廃

線になり、庄内川と急峻な崖壁に護られた廃線は、進入路もないため人の手が入ることなく、約半世紀の間、幸か

不幸か当時の姿を留めたまま眠りにつき、人々の記憶から消え去っていたのです。

■昨年７月、「明治日本の産業革命遺産」（福岡など8県）が世界文化遺産に登録されたことは記憶に新しい（失念

している方は要注意）が、通常、国連教育科学文化機関（ユネスコ）への日本側申請窓口は文化庁がその任を担っ

ていました。

文化庁は当初、最有力候補として「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の申請を予定していました。ところが

何故か不思議なことに内閣府が従来の文化庁主導をとりあげ異例な体制を組んで、内閣府が主張する産業革命

遺産が割り込む形になったのです。（来年度は再び文化庁により、海の正倉院と呼ばれる沖ノ島を含む「宗像・沖

ノ島と関連遺産群」（福岡県）を申請予定）

反面、世界遺産には富士山などの自然環境、姫路城などの建造物が主に候補となるなど、従来の登録対象の姿勢

からすれば、今回、地味な存在でしかなかった土木構造物にスポットライトがあたったことは不幸中の幸い！な

のか、近代化に貢献した土木遺産に注目が集まるきっかけになり大変喜ばしいことです。

■さて、今回の産業革命遺産“群”の中でひと際衆目を集めているのが、その異様さから軍艦島と呼ばれる「端島」。こ

の人工小島の炭鉱跡は2002年頃まで世間にほとんど注目もされない“ただの廃墟”だったのです。ところが中学

生頃までをこの地で生まれ育った元住民のS氏が、朽ち果てた故郷を何とかできないものかと考え、動き出したの

が始まり。しかし所詮は１人の市民のアイデアで、“誰からも相手にもされず”挫折の連続だったそうです。

しかし、捨てる神あれば、拾う神あり！同様に長崎に新たな観光の目玉施設を作りたいと模索していた長崎市役

所の課長のN氏。幸運にもこの２人が出会うことで一大プロジェクトへと動き出すことになるのです。それか

らはまさに官民の二人三脚でお互いを出汁（だし）にして、首長以下の役所首脳を口説き、揺さぶり、何もない白

紙の初動からわずか13年後、この素晴らしい結果が生まれています。おふたりの並々ならぬ熱意と努力には

我々も頭が下がります。

全国各地では未だ眠っている歴史遺産や産業遺産を核に街の再生を目指そうという動きが散見されます。とこ

ろが「官主導で動いても、市民の機運が盛り上がらない」と行政担当者がぼやき、所替れば「市民の声に行政が応

えてくれない」と嘆く市民たち。こんな相思相愛状態でない地域格差のミスマッチが全国随所に見受けられる

のが実情で、ある意味もどかしい限りです。

軍艦島に代表される事例は行政だけではできないこと、はたまた市民力だけでは実現不可能なことを、実際に官

民がタッグを組むことによって素晴らしい果実を得ることができた、全国的にも稀有な好事例なのではないで

しょうか。

特  集 産業遺産の廃線とトンネル群
ただ今、再生中！
産業遺産の廃線とトンネル群
ただ今、再生中！

ＮＰＯ法人愛岐トンネル群保存再生委員会

事務局長　村上　真
まさよし

善

ＮＰＯ法人愛岐トンネル群保存再生委員会

事務局長　村上　真
まさよし

善

  れんがアレコレ　その１　【れんがの祖先】

紀元前2000年のインダス文明の最大級都市モヘンジョ・ダロや同時期のメソポタミヤ文明の神殿や寺院の壁面

に使用されていました。

当時は天日で干す”日干しレンガ”がほとんど。

日本には8～9世紀ごろに朝鮮半島から伝えられ、仏堂や内壁の飾りとして一部に使われるなど大変貴重な用材で

した。

中には仏教経典が刻まれて寺院の建物内部に埋められて保管されていたものもあります。

古虎渓駅から8号トンネルに向かう上り列車（昭和34年）

東名高速道路の最大勾配は5%ですが、新東名高速道路の最大勾配は、何パーセントでしょうか？ ①2%　　②3%　　③4%　　④5% ※解答は愛地建コンのHP第2問
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特  集
■まず、警察や市役所にトンネルの有無を問い合わせても、また道行く市民に聞いても「市内にトンネルなど見たこ

とも聞いたこともない」の反応ばかり。

半年あまり市内を駆け回り、ある国土交通省のロードパトロールを呼び止めた折、ついに「古いトンネルはこの崖

の上にあるよ！」と。

この発見をうけ2007年、市民有志で「旧国鉄トンネル群保存再生委員会」として活動をスタートさせました。

その後、名称を「愛岐トンネル群保存再生委員会」のNPO化（2009年）を経て、名古屋・瀬戸・小牧・多治見など近隣

で関心を持つ広域の市民を巻き込み、93名の会員が活動を展開しています。

■活動の第一歩は、愛知県側の廃線敷と4基のトンネルの発掘。

そこは国鉄からさまざまな経緯をたど

り移譲を受けた民間地権者（所有者自身

が廃線やトンネルの存在を知らなかっ

た）の許可を得て発掘・調査を行うとい

う探検もどきの活動が始まりました。

半世紀近く放置された1.7キロの廃線

跡は、直径30センチを超える樹木が

育ち、獣道もなく、うっそうとしたヤブ

に遮られ、足を踏み出すスペースもな

い密林。

5人がかりで1日5mも進めないほど

のヤブをただただ、がむしゃらにヤブ漕

ぎで前進。

ついにその先にタイムカプセルでよみ

がえったごとく廃止時の姿のまま、100

年前のトンネルの姿を見つけました。

【ついに見つけた廃線トンネル】
■トンネル発見にいたるすべてのはじまりは、2005年に開始された春日井市内にあるJR勝川（かちがわ）駅の高

架化改修工事にありました。

この駅には、明治時代に鉄道開業して以来の赤レンガ土台のプラットホームが残されていましたが、この土台が旧

駅舎とともに撤去されることに。

そこで廃棄される運命だった赤レンガを「100年前の赤レンガを街づくりに活かそう！」と、駅前再開発のモニュ

メントとしてリユースする「市民赤レンガ剥ぎ取り隊」という町おこしイベントが開かれました。

そのさなか、ある古老が「そんなに大切なレンガなら、多分市内にレンガのトンネルも残っているはずだよ！」と。

この一言が、地元自治体や市民からも忘れ去られていた「愛岐トンネル群」との運命の出会い（発見）をするきっか

けになったのです。

  れんがアレコレ　その2　【レンガは外来語？】

煉瓦の名前は明治時代に作られた日本語です。文字とおり“煉”とは「ねりあげる」「きたえあげる」という意味があ

り、「火で焼き上げて強くした瓦」ということで生まれた言葉なのです。

  れんがアレコレ　その3　【れんがの積み方】

主要な積み方にはイギリス積みとフランス積みがあります。

当初は優雅なフランス積みでしたが、明治初期の鉄道技術導入時にイギリス技術者をお抱え技師として重用したこ

ともあり、堅牢優先のイギリス積みがその後主流となりました。ただ京都・嵐山にある嵯峨野観光鉄道の嵐山始発

駅直近のトンネル坑門はフランス積みが施されており、さすがミヤビな京！を体感させてくれます。このほか長手積

み・小口積みや変り積みのドイツ積みやアメリカ積みもあります。

図1　トンネル配置

うっそうとしたヤブの作業

※解答は愛地建コンのHP新しく開通した浜松いさなJCT～豊田東JCT間のうち、以下の愛知県の市町村で新東名が通らない市はどれでしょうか？ ①豊田市　　②岡崎市　　③新城市　　④豊橋市第3問
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特  集
【発見された遺産への反響】
■１年をかけ愛知県側の廃線を開拓、これをきっかけに長年の間人知れず立ち尽くしている赤レンガトンネルのけ

なげな姿を観てもらおうと、2008年、廃線の「再生現場見学会」を開催しました。

フタをあけてみると何と定員100人に対し300人が訪れるほどの人気で、その後、毎年春と秋の２回、計10日間

程度の限定で特別公開を実施しています。

７年目の昨年には、全国20都府県や遠く海外から年間３万人もの来場者を数え、日ごろは無人駅の最寄り駅に期

間中は快速電車を停めて来場者対応を図らねばならなくなるほどまでになり、７年間で16回、延べ78日間の特

別公開に延べ14万人余が来場するなど“埋もれていた貴重な産業遺産”への関心の高まりがうかがわれます。

【新たな始動】
■調査の結果、愛岐トンネル群は、現存する明治期のレンガ製隧道としては“国内最多”を誇る規模であることが判明

しました。

2009年、経済産業省の「近代化産業遺産群続

33」に認定され、2011年には国土交通省の「手

づくり郷土賞」へも認定されるなど、小さな地域の

小さな市民活動が一躍脚光を浴びました。

ところが注目が集まり、来場者数が増加すると必

ず問題になるのが「安全の担保」問題です。

トンネルが眠りにつき、発見されるまでの43年

間の間にトンネル内の崩落レンガは“たった1個”

でした。幾多の地震などの外的要因があったにも

かかわらず、これだけの状況に正直驚き、当時の職

人たちの丁寧な仕事ぶりに感動したものです。

しかし、経年劣化は避けようもない事実です。あるきっかけで愛知地域建設コンサルタンツ協会の方々と知り合

い、何度かの現地視察をお願いし、トンネル内の詳し

い展開図の作成や、壁面クラックなどの調査と作製

についてアドバイス受けました。またクラックの経

年変化を調べるため「クラックモルタルパッチテス

ト」の実施を勧められ、早速トンネル内の各クラック

にモルタルを貼り付けて定期的にデータ集積をして

います。

今後は協会のご尽力で更に3Dスキャナーによるト

ンネル内部のデジタルデータ化を検討しており、長

大なトンネル群の仔細なデジタルデータが完成する

日も間近でしょう。

■2009年には、愛知県が「地域産業資源」に認定し、呼応して地元では2012年度から春日井市観光コンベンショ

ン協会が、最重要観光拠点に指定するなど官民協働体制も前進し始め、同時に現在文化庁の登録有形文化財申請準

備にかかっており、来年早々には東海地方初となる鉄道隧道群の文化財認定への期待が高まります。

また、地元・中部大学とのコンソーシアムもはじまり、学長指令で２名の教授が会のメンバーに加わり、COP10へ

の共同出展や観光資源化動向調査（アンケート）を実施するなど、アカデミックな学術的展開も行っています。
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

春 入 場 者 数 350人 2,993人 5,059人 6,683人 11,559人 7,703人 5,718人 6,596人

秋 入 場 者 数 730人 14,838人 12,873人 15,591人 19,483人 13,221人 13,135人

合計入場者数 1,080人 17,831人 17,932人 22,274人 31,042人 20,924人 18,853人 6,596人

  れんがアレコレ　その4　【れんがの大きさ】　

西洋から渡来した煉瓦は、西洋人のサイズに合わせた大振りな規格でしたが、職人たちが作業しやすいように体型

に合わせたため、明治44年に規格が統一されるまで、全国でまちまちのサイズの煉瓦が焼かれました。

長野県安曇野市に残る旧国鉄篠ノ井線の漆久保トンネルの内壁にはサイズの異なった煉瓦が使われており、当時

の職人さんたちは煉瓦の積み上げ作業に相当苦労しただろうと想像します。

公開風景

特別公開風景

図2　入場者履歴グラフ（2015/8/29）

新しく開通した浜松いさなJCT～豊田東JCT区間の休憩施設（SA及びPA）は何か所あるでしょうか？ ①2箇所　　②3箇所　　③4箇所　　④6箇所第4問 ※解答は愛地建コンのHP
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特  集
【遺産以外の魅力が・・・】
■廃線はレールや枕木が撤去されていたため、往年の鉄路を

思い描ける証人は、赤レンガのトンネルと路盤に敷かれた

砕石（バラスト）のみでした。

しかし発見まで43年の間、放棄されていた廃線には幸い

なことに、レッドリストに掲載される貴重な草木を含む

220種もの樹木や草花など豊かな植生が回帰しています。

特に河川沿いの廃線という好立地に適応した水を好む樹

木・モミジの自生群の存在です。

現在の再生地1.7㌔の廃線上だけでも200本を越えるモ

ミジが自生、周辺の斜面には、更に多くのモミジが繁茂す

る中、極めつけは愛知県下最大級のモミジの巨木が息づい

ていることです。

この巨木の周りには数十本のモミジが取り囲んでおり、秋

にはトンネル脇のこのエリアだけでも紅葉に染まった別

世界が広がります。

また軌道上に育った樹木草などの自然環境に配慮して極

力「切らない！抜かない！」方針で保護したため、トンネル

間の真っ直ぐの廃線に曲がりくねった道ができあがり、廃

線跡ではなくネイチャーロードと見まがうほど。

■平野部と山岳地帯の融合点の地形は多くの昆虫類をも育み、全国的にみても特異な環境下で、日本昆虫学会東海支

部会により中部地方で新発見の多くの昆虫類が観察されています。

また、高蔵寺ニュータウンの裏山という人里直近にもかかわらず、イタチ・タヌキ・ハクビシン・キツネ・イノシシ・

ニホンカモシカが確認され、鳥類では県下でも数少ない、数十羽にのぼるオシドリの越冬地でもあります。

このほか貴重な国蝶のオオムラサキやアサギマダラも生息し、まるで自然観察館の様相を呈しています。

■廃線上には会員らの手づくりの水車が回り、 大木の

枝を利用したブランコなど、静止物の多い施設にホッ

とできる癒し空間が点在し、入場者を和ませてくれま

す。今年2月には蒸気機関車の動輪を入手、 中部大

学らの協力を得て自転車ペダルを動力源にした日本

で初めての動輪の動態展示を始めました。

SLの貴婦人と呼ばれたC57型機関車の動輪は

1750mm、重量も4tと国内最大ですが、子供でも回

せるとあり、公開時にはちびっ子たちの行列ができあ

がりました。多くの見学者は、この自然とともによみ

がえった施設群が、名古屋の都心から電車で 30分の

直近に突然、出現したことを驚きをもって受け止めて

います。

【イベント（金環日食・皆既日食・現代美術展etc.）】
■春・秋の年2回限定の公開！は、あまり長期に公開す

ると接客対応が多くなり、本来の整備・再生活動がお

ろそかになり本末転倒になるから、との意見。

しかしある時、会員から「せっかくのトンネルだか

ら、中に太陽の陽を入れて金環日食を観よう！」と突

飛もない提案。

これをきっかけに、後の皆既日食も同様にトンネル

の中で日食を愉しむイベント「トンネル日食観望会」

を開催しました。

方法は簡単。トンネルの外の太陽の光を鏡でトンネ

ル内部に転送し、大きなスクリーンに投影させる。

単純な方法ですが、日本国民の誰も考えたことも、実行したこともない手法でした。小さな手鏡で太陽光を10m

先に投影すると直径約10cmで写し出されされます。その理論でトンネル内80ｍ先のスクリーンに投影させる

と、何と80cmの巨大な太陽の日食が出現。当日は300人を超える多くの人々が、刻々と変化する太陽の姿を肉

眼で愉しみました。

この珍しいトンネル内の日食観察は、NHKで何度も繰り返し全国放映され、大きな反響を呼びました。

また、先年のあいちトリエンナーレ時には、廃線を舞台に現代アート展「荒野ノヒカリ」を開催、廃線やトンネル内

で音や光のパフォーマンスやモダンバレエ・朗読会などを繰り広げ、「想定外の企画！」と芸術家らから予想を上回

る賞賛を得ることができました。

この産業遺産の存在に注目してもらいたいという想いから特別公開だけでなく、時節柄に即応したイベントなど

を繰り広げています。

【市民の力で“思惑”を越える】
■しかし、市民の力だけでは何ともしがたい壁があります。

というのも８km余の廃線敷は愛知・岐阜両県にまたがり、地権者も民

間・地元自治体（名古屋市・多治見市）・JRと混在していることです。

そこで、まず整備中の愛知県側民間所有地1.7キロ・５haの廃線敷

を、市民の寄附浄財で買取ろうと、2009年愛知県下では初めての「ナ

ショナルトラスト運動」を開始しました。

（※ナショナルトラストとは、英国のボランティア活動を範として、歴

史的名所や自然的景勝地の保全のために市民による寄附・出資で資金

をつくり、敷地などを買い上げる活動。）

自治体等の支援を一切受けず、市民の熱意・奉仕の「市民力」によるこ

の活動に共感が広がり、領収書代わりに硬券切符の復刻版を渡すこと

へも人気が集まり、５年の歳月を経て昨年６月、遂に愛知県側1.7キ

ロ・5haの民間所有地の取得が実現しました。

1万1143人もの篤志家の方々からの募金が集まり、ナショナルトラ

スト本来の自然環境の保全ではなく、土木構造物の保全環境を護るという「産業遺産とその敷地の買取」は全国で

も珍しい特異な事例ということで、新聞やテレビでも報じられました。

SL動輪

紅葉

金環日食風景

硬券切符

※解答は愛地建コンのHP新東名高速道路清水PA「NEOPASA清水」に実際ある商業施設は何でしょうか？ ①ペットショップ　　②温泉　　③レンタルバイク　　④茶室第5問



13 14

特  集
【100年前の遺産を100年先の未来に繋ぐ！】
■近年、行政財源が不足する中、これらの施設群に行政自ら単純に税

金投入するという、旧来の方法の運営は望むべくもなく、公金に頼

らない「自立できる施設群」として、運営のための自主財源を創出す

る努力が不可欠ではないかと考えています。

一昨年、昭和初期頃まで駅弁に付属して売られていた、陶器製お茶

容器の「汽車土瓶」のカケラを廃線で見つけたことをきっかけに、全

国一の窯業地帯（汽車土瓶製造の主要拠点でもあった）のメリット

を活かし、多治見の地元窯業者と連携して、明治期の汽車土瓶の復

刻・販売を始めました。

これが全国規模の雑誌に取り上げられて、全国各地から問い合わせ

が殺到するなど第１次納入分が完売、また製作依頼した窯業者が新

商品として、販売アイテムに加えるなどの意外な広がりを見せています。

また、半世紀の間に廃線上に自生した２００本以上のモミジを活用し、会員の若者が全国でも珍しい「モミジ茶」や

モミジエキスを使った「モミジサイダー」を開発し、ベンチャー企業として創業するなど、地域産業の振興にも一役

買っています。

■廃線の将来のあり方については、思惑の異なる“まだら模様”の様相を呈しています。

８kmあまりの施設群は愛知・岐阜両県にまたがり、地権者も民間・地元自治体（名古屋市・多治見市）・ＪＲと混在

しており、また広域・大規模な「土木構造物」であるため、共通の意思形成が難しく、それぞれが連携もなく、遺産群

の開発に躊躇する現状の中、当面の“現実的”展開は「市民力」に依存せざるを得ない状況なのです。

そこで我々は、これらの廃線に隣接する既存のＪＲ駅間3.5キロを、電車から降りて廃線を歩いてつなぐ「駅間フッ

トパス（通り抜け）構想」を提唱しています。

ただ廃線をネイチャーロードとして“線”の利用だけにとどめるのではなく、両駅の周辺に存在し、単体では大きな

吸引力に満たない施設や観光地と連携・連動することにより“面”として、より魅力的な広域観光資源グループとし

て活用を促す、そのための起爆剤的役割をニューフェイスの廃線トンネルがなしえないものか。行政圏を超えた

“広域の新たな観光資源”として地域全体での再利用・活用を呼びかけはじめました。

■第１ステージは市民の力を最前線に掲げるという選択で再生への口火を切りました。また同時に、その過程で入場

者数の増加や各種イベントの成果など、多くの実績や計量的データも積み重ね蓄積することができました。

第２ステージは、この成果物をいかに調理するかにかかります。2県にまたがり、多くの地権者が混在する中、その

料理方法・レシピは多様な選択肢があります。

しかし、まずこの遺産群の明確な将来ビジョンを各組織間で共有することから出発しなければならない！方法論

として、国をはじめ関係各自治体・観光協会・有識者・市民団体等を含めた、広域協議会のような地域横断の組織を

つくり、連携と協調を深めた上で保全・運営実行組織を設けるのが望ましいのではないかと考え、まずは地元商工

会議所や観光協会と意識の共有化を図ろうと「愛岐トンネル群活用推進協議会」の設立を目指しています。

■欧米では“トンネル”とは、「不気味な地底への入口である」と忌み嫌われる存在だといいます。片や日本では「国境

の長いトンネルを抜けると雪国であった。」と川端康成の小説「雪国」の一節が示すように、“別世界・明るい未来へ

とつながるタイムトンネル”とおおむね明るく捉えられています。将来、関係自治体や他組織が参画し、この愛岐ト

ンネル群を通して多くの組織メンバーが地域の明るい未来を一緒に語る日が訪れることを願っています。
  れんがアレコレ　その5　【愛岐トンネルのレンガ】

日本最大のれんが建造物として有名な東京駅には1600万個のレンガが使われていますが、遡ること10余年前、僻

地である愛岐トンネル群には更に上回る1800万個ものレンガが使われました。

川を筏組で、牛車で、軽便鉄道を架設するなど運搬時の相当な苦労がうかがえます。

また当時のレンガ製造所の刻印が20点以上見つかっており、レンガの来歴を知る手がかりとなっています。遠くは

大阪・貝塚や名古屋の愛知監獄所でも焼かれていたと判明していますが、当時の製造所は東海地方にほとんど残っ

ておらず、唯一安城市の岡田煉瓦製造所が現在も操業を続けています。

この春、廃線に設置したＳＬ動輪の展示スペースのレンガは縁をたどって岡田煉瓦さんから購入しました。

  れんがアレコレ　その6　【削岩技術の継承】

明治初期から愛岐トンネル建設時にいたるまでのトンネル掘削技術はまだ直線掘削ができる程度でしたが、ここで

曲線施工、削岩技術や新たなレンガ積み技法が確立され、その後開通した熱海・関門・丹那トンネルなどに応用さ

れました。

図3　フットパス構想図

汽車土瓶

新しく開通した浜松いなさJCT～豊田東JCTにある長篠設楽原 PA は、歴史上において有名な「長篠・設楽原の戦い」を
コンセプトに作られています。さて、「長篠・設楽原の戦い」は織田・徳川連合軍VS「誰」の戦いだったでしょうか？ ①浅井長政　　②今川義元　　③武田勝頼　　④上杉謙信 ※解答は愛地建コンのHP第6問


