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中川運河の価値とは
～そしてその最大化を～

中川運河を含む名古屋市南部一帯は昔は海でした。やがて広大な干潟となり、干拓されて農地となっていきま
す。さらに都市化が進む段階では、当然のことながら集中豪雨には大変脆弱な地域でした。そこに中川運河がで
き、さらには中川口にポンプ所が整備されることにより、安心して多数の住民が定着でき、かつ世界に誇るものづ
くりの一大集積地域へと、発展を遂げるに至りました。
中川運河は単に物流機能を有するばかりでなく、当地域一帯の重要な治水機能を有しているわけです。

３．「中川運河の活用」名古屋市地域強靭化計画への組入れ
一般社団法人日本プロジェクト産業協議会（JAPIC）
主席研究員 松林 正之

名古屋市上下水道局では、昭和 54 年に策定された「名古屋総合排水計画」
（昭和 63 年改正）に基づき、全市域を
対象に 1 時間 50mm の降雨に対応する下水道の施設整備を進めてきました。
しかし、平成 12 年の東海豪雨を受けて策定した「緊急雨水整備基本計画」や、平成 20 年 8 月末豪雨を受けて策
定した「第 2 次緊急雨水整備計画」に基づき、著しい浸水被害が集中した地域や都市機能の集積する地域を対象と

１．はじめに

して、緊急雨水整備事業を進めています。

世界には、或いは国内にも都市部の運河など水辺を上手に活かして、素晴らしい魅力的なまちづくりをしている
事例が山ほどあります。
一方中川運河は、何百隻もの艀が行き交う物流機能をトラック輸送に委ねた昭和 40 年代以降、何故か人々から
忘れ去られた状態のまま眠れる巨大なウォーターフロントとして今日に至っています。幸か不幸かそこには昭和
の雰囲気が色濃く残り、中川運河としての価値「らしさ」をそこに見出す人たちもたくさんいます（参考資料 1）。
アートの可能性を中川運河に見出したのが、2010 年（平成 22 年）に始まった市民活動「中川運河キャナルアー
ト」でした。水辺や沿岸の古い倉庫などで繰り広げられる現代アートに、アーティストばかりでなく一般市民の
方々もあたかもそれを待ち望んでいたかのように中川運河に新たな目を向け始めています。
当事業では、原則 1 時間 60mm の降雨に対応する施設整備

２．中川運河の歴史
名古屋駅と名古屋港を直結する広大な中川運河の前身

中川運河の概要

一方で名古屋市は、都市機能が一段と集積する名古屋駅周辺

川という自然河川でした。

地域などの豪雨対策が喫緊の課題であるとして、平成 26 年度

古くから物流機能を有し、
名古屋城築城時には城壁の巨石

に名古屋中央雨水調整池（貯留量約 10 万㎥）や広川ポンプ所

を筏にて運搬し、
小栗橋上流
（現西宮神社）
で陸揚げして成形

（排水能力約 13㎥／秒）の整備事業（平成 33 年度完成目標）に

し、
名古屋城まで陸上運搬したと記録されています。明治に

着手しました。

入り工業都市を目指していた名古屋市にとって、
海陸交通の

さらには平成 27 年度には、名古屋市地域強靭化計画（風水

要衝となる名古屋港の背後の輸送機能は脆弱でした。

害編）に「中川運河の活用」が組入れられました。これはポンプ

潮の干満による「潮待ち」の影響を受けない閘門式運河と

所の連続運転を目的とした中川運河の維持水位低下を可能と

して、名古屋港と旧笹島貨物駅をつなぐ中川運河が大正 13

するための全線護岸の整備促進や、中川口ポンプ所の増強、さ

年都市計画決定されました。大正 15 年（1926 年）に工事

らには堀川沿岸の満潮時の集中豪雨対策としての松重閘門の

着手され、昭和 5 年（1930 年）には幹線および北支線が完

復活など、気候変動により激甚化しつつある集中豪雨を踏まえ

成し、当時「東洋一の大運河」と呼ばれました。昭和 7 年に

た、中川運河の治水機能最大化のための行政施策に道を拓くも

は東支線の完成により松重閘門を通じて堀川との連絡が可

のであります。

能となりました。現在支線を含めた全延長は約 8.2km、水

JAPIC としても、中川運河の地域強靭化への組入れについ

域幅員約 3691m、水深は約 3m の規模を有しています（参
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間降雨量 97mm の降雨（東海豪雨時の記録）に対して、床上浸
水の概ね解消を図ることを目指しています。

は、堀川以西の旧市街地の都市排水を受け入れる笈瀬川・中

考資料 2）。

を行い、これにより名古屋地方気象台における過去最大の 1 時

「中川運河再生計画」
より

第2問 右記の愛知県の土木遺産について、今も本来の用途で使われている物はどれでしょう？

ては精力的に働きかけを行いました。

①松重閘門（名古屋市）

②立田輪中悪水樋門（弥富市）

③東山給水塔（名古屋市）

平成 25 年 9 月 4 日豪雨
名古屋駅周辺地下街への流入
（Twitter 情報）

④岩津取水堰堤（岡崎市）

※解答は愛地建コンのHP
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特 集
４．中川運河価値最大化プロジェクト構想

（3）死魚発生防止のための松重ポンプ所の増強

JAPIC では、中川運河の地域強靭化計画への組入れが当運河全体の価値最大化に向けた大きなトリガーになる
ことを期待して、平成 28 年度に提言書「中川運河価値最大化プロジェクト構想」を発表しました。
そこでは推進すべき具体的プロジェクトとして、以下の 6 項目を提案しています。

中川運河では平成 27 年 5 月に過去最大級の死魚（約 40 万匹）の発生がありました。悪臭で近隣を悩ませたう
え、全国ニュースで報道され名古屋のイメージを大きく損ないました。
中川運河は典型的な閉鎖性水域ですが、水質悪化防止の為、松重ポンプ所により堀川に排水し、比較的きれいな
名古屋港の海水を中川口から取り入れる水循環を行っています。死魚の発生メカニズムは植物性プランクトンの
増殖による赤潮発生など複雑です。対策としての決め手は、水循環のスピードを現在の 5 倍程度に早めることと

（1）松重閘門の復活

の指摘を踏まえ、松重ポンプ所の排水能力の増大を提案するものです。

堀川と中川運河を結ぶ松重閘門は昭和 43 年閉鎖されまし

水辺に近づこうとする中川運河の動きにとって、
『死魚の発生防止』は今まで以上に重要な施策となります。

た。これを復活させることによって、中川運河の維持水位低
下が可能になったあかつきに、堀川の満潮時での集中豪雨を

（4）定期航路化成功のための民間活力の結集

松重閘門の操作によって中川運河に一時的に誘導することが

名古屋市はささしまから金城ふ頭まで、船でお客さんを運ぼうと定期航路化を計画しており、平成 29 年度から

可能になります。

試験航海を開始する予定です。

もちろん、松重閘門復活によって、堀川と中川運河一体の舟

桟橋は官で整備し、運航は民間に委託するというものです。中川運河の将来にとって、定期航路化の成り行きは

運観光が実現し、
『名古屋の新たな観光資源』となるのです。

大変重要なポイントです。名古屋経済会あげてこれに取り組まねばなりません。行政としても明確な理念の基、経

（2）護岸の整備促進と親水空間の創出

旧護岸

中川運河は供用開始以来一定の水位（NP+0.2m）で維持

済界に呼びかけることが何より必要です。
将来的にはセントレアから直接船で、ささしままでという構想があってもおかしくありません。
『昇龍道プロ
ジェクトの一翼』を担うという発想です。

管理されています。またその水面積は広大で約 60 万㎡（ゴ
ルフ場 9 ホール分）を有します。
予想される集中豪雨に先立って、仮に維持水位を低下する
ことが出来れば、貯留能力の増加によって中川運河の治水機
能は飛躍的に増大します。ただし、このためには古くなった
護岸の改修が必要で、現在進められているペースでいくと全
線改修までにあと 66 年かかるという計算になります。この
整備スピードを 10 倍程度加速しようというものです。
そもそも中川運河は、
艀が沿岸の倉庫に横付けし荷の積み下
ろしができるようになっているため、
水辺沿いを散策できるよ

整備されつつある護岸
「中川運河再生計画」
より

うにはなっていません。護岸が整備されれば当然のことながら護岸沿いのプロムナードが整備され、
『親水空間』
と
して市民に開放されることになります。このことによって中川運河に対する市民の評価はガラッと変わるでしょう。
隅田川水上バス卑弥呼

（5）文化発信拠点の構築
伝統芸能が盛んで芸術系大学が多数存在するのに、名古屋は“文化不毛の地”などと言われています。
また、世界はクリエイティブな人材争奪戦の時代とも言われています。クリエイティブな人材は自分の持てる
力を最大限発揮できる都市を自らの目で選択します。文化不毛の地などと言われ続けることが、当地にとってど
れほど不利益なことか、とくと考え抜かねばなりません。
デザインシャレットスケッチ
（プロムナード）
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第3問

名古屋市中村区にある「旧稲葉地配水塔」は名古屋市水道局の水道施設でしたが、現在はどのように活用されているで
しょうか。

名古屋にとって貴重な水辺空間である中川運河に『文化発信拠点の構築』を提案します。

①美術館

②図書館

③アンテナショップ

④演劇練習館

※解答は愛地建コンのHP
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技術研修会
●●●●●

利用されなくなった古い倉庫がそ
のために保存活用されれば“ベストの

平成 28 年度技術研修会を 9 月 2 日（金）名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール）において、
「クラディス工法」、

選択”です。感性豊かなアーティスト

「橋梁の長寿命化対策への取組み」について、愛知県建設部の皆さんを始め官公庁から 71 名、当協会加盟会社から
30 名、合計 101 名の方々の参加をいただき開催しました。

たちが思い切って想像力を働かせ、年
間を通した活動の場となります。或い

講演Ⅰ「クラディス工法」・コンクリート構造物のひび割れ検出塗装システム

は芸術系大学の共同キャンパスとし

講演Ⅰでは、
プラナスケミカル
（株）
の高橋康一氏を講師に招き、
「クラディス工法」
と題して講演

て『なごやの文化発信の一大拠点』と
なります。
耐震補強のための資金調達など解
決すべき課題はありますが、なんとか

頂きました。最初に、
橋梁、
トンネル等におけるコンクリート構造物点検の課題について、
具体的な

想像力を書き立てる
古い倉庫空間
撮影 大洞博靖氏

例を示され、
日常点検の精度向上により、
危険個所を素早く発見し、
事故を未然に防ぐことの重要
性について説明がありました。特に点検の困難な暗所での点検の場合、
点検者の熟練度により
「ひ
び割れの見落とし」
があり、
この解決方法として、
誰でも安価に素早く精度よく簡単に行える日常

高橋 康一 氏

官民協力する中で乗り越えていけな

点検方法として
「ひび割れのみを特殊光源により発光させる技術」
を開発したとのことでした。
「クラディス工法」
は、
構

いか働きかけているところです。

造物に予め特殊塗装することで、
紫外線により、
ひび割れが発光可視化できる工法であるとの説明がありました。
講演の中で、
実際の長時間用紫外線照査器、
小型バッテリー等で実演していただき、
分かり易い内容でした。

当地に集積するものづくりとアー
トの融合が実現すれば、名古屋ならではの新たな価値の創出が可能です。
当地が死守したい物作りの継承・発展のため極めて大切な戦略となります。

（6）（仮称）世界運河会議の開催
中川運河沿岸では、ささしまライブ 24、露橋水処理センター高度化、港アクルス、名古屋港ガーデンふ頭再開
発、レゴランドなど官民合わせた巨大なプロジェクトが加速しています。世界の良き先進事例に学びつつ中川運
河を世界に発信していくには、これ以上ないタイミングだと考えます。
中川運河キャナルアートでは
『
（仮称）
世界運河会議の開催』
を提唱しています。JAPICとしてもこれを支援します。

講演Ⅱ「橋梁の長寿命化対策への取組み」・循環式エコクリーンブラスト工法

５．あとがき

講演Ⅱでは、ヤマダインフラテクノス（株）の山田翔平氏を講師に招き、
「橋梁の長寿命化対

リニア中央新幹線で結ばれる首都圏・中部圏・関西圏は世界に例を見ないスーパーメガリージョンになると言わ

策への取組み」と題して講演頂きました。最初に、塗替塗装工の過去・現在の塗装仕様比較につ

れます。名古屋はそのような巨大都市に埋没すること無く、独自性を保ちつつ国家的課題を担う都市へ変身して

いての説明があり、
「平成 2 年度版

いかねばなりません。そのための都市構造転換の柱として、骨太の南北の都心軸の形成が構想されています。

版

名古屋駅と名古屋港を直結する中川運河は、その中心的軸線として機能することができます。そのためには提
案に上げたようなプロジェクトなどその可能性を一つ一つ丁寧に磨き上げ、中川運河の価値最大化に努めなけれ
ばなりません。その先に待っているのは、世界から注目される『“なごや”への投資環境の創出』です。
“なごや”は面
白くなりそうだぞと。

鋼道路橋塗装便覧」での過去の仕様に比べ「平成 17 年度

鋼道路橋塗装・防食便覧」による現在の仕様の方が、1度の塗替塗装にて15年も長持ちし、

ライフサイクルコストの面でも有利とのことでした。しかし、現在の仕様で施工した場合、建

山田 翔平 氏

設副産物の発生量が非常に多く、旧塗膜に鉛等有害物質や PCB が含有している場合、処理費用が多額となり、環境
への負荷も増大する問題点があるとの説明がありました。新技術「循環式エコクリーンブラスト工法」は、従来技
術「エアーブラスト工法」に比べ、建設副産物の発生量が 1/40 と大幅に削減でき、施工現場での粉塵量も大幅に削
減、4 時間以内に塗装工程に移ることが可能な工法であるとのことでした。

［関連情報］
◆（一社）中川運河キャナルアート

http://www.canal-art.org/

コスモスプロジェクト／ポケットパーククリーンアップ／アートプロジェクト／ミズベリング NAGOYA ／
キャナルアートミーティング／水辺の文化祭等

（参考資料 1：空間コードから共創する中川運河 「らしさ」のある都市づくり
（参考資料 2：中川運河再生計画
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第4問

竹中克行編集

2016.2 鹿島出版会）

名古屋市、名古屋港管理組合）

名古屋市千種区にある「東山給水塔」。現在は非常用応急給水施設となっていますが、1 人 1 日 3L 必要として、何人分
の飲料水を確保しているでしょうか。

今回の講演は、コンクリート構造物の日常点検の方法、鋼橋の塗替塗装工を検討する上で、大変参考となるもの
でした。

①約 1,000 人分

②約 1 万人分

③約 10 万人分

④約 50 万人分

※解答は愛地建コンのHP
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