
吉川先生 偲ぶ会 報告 

 

平成２６年１０月２７日、吉川秀夫先生が逝去されました。享年９２歳でした。葬儀は

故人の御意志により家族葬で執り行われました。 

故吉川秀夫先生とご縁があった方々（東京工業大学、早稲田大学、建設省、河川財団、

等）にお集まりいただき、故人の思い出やエピソードを語り合とともに、歩まれた足跡を

振り返り、ご冥福をお祈りしたく「偲ぶ会」を開催することといたしました。 

発起人代表を、近藤 徹氏が務め、３月３０日に行われました。 

吉川先生は大正１１年８月２０日、神戸市に生まれ、昭和１９年９月に東京帝国大学工

学部土木工学科を卒業されました。当時は文系の学生は学徒動員され、理系でも卒業と同

時に兵役に就いた時代でしたが、優秀な学生を選抜して兵役を免除する替わりに、当時と

しては最高級の待遇で特定テーマを研究する特別研究生の制度が創設されました。 

吉川先生はこの制度に選抜され、東京帝国大学大学院特別研究生として内務省土木試験

所に高等官待遇で研究者として配属されました。その後終戦により高等官待遇処置が廃止

になったので、昭和２１年９月特別研究生前期を終了されたのを機会に土木試験所に正式

に入所され、それ以来建設省土木試験所において河川分野の研究及び建設省並びに都道府

県現場の教育・指導に従事されました。 

昭和４０年９月に東京工業大学工学部土木工学科設立を機会に請われて河川工学専攻の

教授として就任され、さらに昭和５４年４月、早稲田大学理工学部土木工学科教授に転じ

られ、多くの土木技術者の教育に従事されました。平成４年７月から、平成１４年３月ま

で河川環境管理財団河川環境研究所長として我が国の多くの河川技術者の指導に従事され

ました。 

平成３年４月 東京工業大学名誉教授の称号が贈られました。 

平成４年１０月 勲三等旭日中綬章を受章されました。 

 

偲ぶ会では 

１．追悼の辞 

  近藤 徹氏（発起人代表 元建設技監） 

２．献杯 

  日野幹雄氏（東工大名誉教授） 

３．思い出を語る 

 （１）山本晃一氏（河川財団 河川総合研究所長 丘友１期） 

 （２）関根正人氏（早稲田大学教授） 

 （３）大島一哉氏（（株）建設技術研究所 代表取締役会長 丘友２期） 

 （４）福岡捷二氏（中央大学研究開発機構教授 元東工大助教授） 

 （５）山根 孟氏（元道路局長） 

 （６）虫明功臣氏（オーラルヒストリー委員長 （公社）河川協会） 



 （７）森地 茂氏（政策研究大学院大学教授  元東工大教授） 

 （８）北川 明氏（（一財）河川情報センター  丘友６期） 

 （９）石川忠晴氏（東工大教授 丘友６期） 

 （10）藤堂正樹氏（パシフィクコンサルタント 早稲田大学吉川研究室２期） 

 （11）福田昌史氏（（一社）四国クリエイト 元四国地方整備局長） 

 （12）山田 正史（中央大学教授  元東工大助手） 

 

追悼の辞 近藤 徹氏、献杯 日野幹雄氏、思い出 山本晃一氏、関根正人氏、石川忠

晴氏のお言葉を掲載させていただきました。 

 

〇 追悼の辞 近藤 徹氏 （発起人代表 元建設技監） 

吉川先生はお写真でもご覧いただけるように、その鋭い眼光で見つめられますと、初対

面では縮上がって満足に話ができない心境になられたと存じます。しかし本心は大変茶目

っ気の多い方であります。私が京浜工事事務所長の時、当時都市水害が顕在化していた鶴

見川の治水対策を審議する、鶴見川流域水防災計画委員会の委員長にお願いいたしました。

委員には椎貝博美当時東工大助教授にも入って頂いていました。話題が水害時にいかに早

く情報を住民に知らせるかという課題となり、ラジオ、テレビを使って速報を迅速に流す

べきという意見が出ました。その時ＮＨＫ委員から強硬な反対意見が出され、委員会が沈

黙したおり、吉川委員長が厳かに「委員長が責任を持つからやりなさい」と宣言されまし

た。ＮＨＫ委員も黙ったのでこの意見は直ちに採択になりました。その後先生は思い出話

をされると、「委員長が責任を持つと言ったけど、責任の持ちようがないんだよな」と、悪

戯坊主が悪戯を成功させた時のように、心の底から楽しんでおられました。なおその年の

９月の鶴見川氾濫の時に、この申し合わせに基づき地元ラジオ関東から早速放送すること

が出来、鶴見川流域住民の注目を浴びました。 

吉川先生は水理研究会を主宰する等、後進の育成に努められており、私には「リバード

クター制度を創設しろ」と、度々云われておりました。私が治水課長の時、リバードクタ

ー制度を企画したところ河川局の大先輩から「学者に訊
き

かなければならない程君達担当者

は実力が低下したのか」と猛反発をされました。私は「従前は行政担当者が正しいと信じ

てやれば世間は納得してくれましたが、これからは学界の支持が無ければ河川行政の実施

が困難な時代になります。また学界にも河川の現場の課題を勉強していただくことが必要

です」と申し上げました。私はリバーカウンセラー制度と名称を変更して発足させました。

先生は河川の現場で地道に河川管理に取り組んでいる技術者にも深い愛情をお持ちでした。

リバーカウンセラー制度は先生の御恩に報いるために努力した成果と、私は内心誇りにし

ています。 

吉川先生はお亡くなりになる直前の昨年９月２８日にも、昭和２２年９月の利根川破堤

に関する資料収集を利根川関係者に要請していたそうです。また入院前にも発起人の方と

退院したら鰻重を食べる約束をしていたそうです。本当に亡くなるまで矍鑠
かくしゃく

として河川工



学の研究者としてまた教育者として精力を傾けられていたのですから、理想の大往生だっ

たと存じます。 

吉川秀夫先生、河川工学のため、河川行政のため、そして河川技術者の国際交流のため、

長年にわたりわれわれ後輩のご指導に御尽力を賜り有難うございました。これからも天界

より温かい目でお守り下さることをお願い申し上げ、吉川先生を偲ぶ会代表世話人として

のご挨拶とさせていただきます。    合掌 

 

〇 献杯 日野幹雄氏（東工大 名誉教授） 

吉川先生が土木工学を専攻するようになったのは昭和１７年でした。昭和１３年に神戸

の大水害があり、これに触発されて土木を選んだと聞いております。この水害は大変な惨

事をもたらしまして、谷崎潤一郎の細雪の後半のほうにも書かれており、いかに凄まじい

被害を与えたかわかると思います。 

土木研究所に入りまして、日本の水理学がまだまだ弱かった時代でしたが、日本の水理

学の第一線に立って、水理学研究を牽引してこられました。中でも有名なのは、吉川・芦

田両先生の流砂量公式です。現在でもよく使われ、よく合う式となっています。 

それから４０年代の初め、４２歳だと思いますが、東京工大に土木工学科が新設されるこ

とになり、そこに移られました。土木工学科の新設にあたりましての人事は、東大の最上

武雄教授がなされました。その方針は、「若くて、将来のある、統率力ある方を持ってこよ

うということで、当時、中央大学におられた山口柏樹先生を強引に説得されて東工大に連

れてこられたようです。土木研究所からは河川部長であり所長を目前にした吉川先生をお

迎えすることとなりました。この二人の先生たちをリーダーとして東工大土木工学科が発

足しました。 

二人の先生はしょっちゅう打ち合わせをしておられましたが、どういう方針でやること

にしたのかを耳にしたことも、そのような紙を目にしたこともありませんが、「基礎をしっ

かりやりなさい」と「理論的思考で、自分で考えよう」ということであったと思います。

木村先生の話によると、吉川先生は初めから「どうしようか」ということでなく、自分は

黙って聞いておられて、それから方針を示されておられたようです。 

そのような方針のなかで教育された卒業生あるいは我々、あるいは若手のスタッフの中

から、優秀な研究者が輩出されたことは勿論です。中には、アメリカの大学で教授になっ

ている人もおられます。それだけではなく、事務次官や大会社の社長あるいは会長をなさ

っている方もおります。学長なども出ています。このことを先生にお会いした時に話した

ら、言葉には出しませんでしたが嬉しそうな顔をされていました。 

何事も先生の発想は、独創的で他人の思いつかないことをなさる方でした。その一つは、

早稲田に出られたときであります。まだ、定年前に突然教授会でこのことを宣言なさいま

した。やはり、この時の先生は、兎にも角にもあっと思えて、名刺大のメモを見ながら説

明されていました。早稲田大学には関根さんをはじめ多数の優秀な学生がおられました。

その後河川環境管理財団（現在の河川財団）に移られました。 



今年の春には、建設省の北川さん（当時は河川情報センター）と一緒に吉川先生をお尋

ねしましたが、大変お元気で、予定の時間をずいぶんオーバーして話が弾んだことを思い

出します。先生のお顔は精悍そのもので、まだまだ長生きをされそうと思っていました。

先生が亡くなる月の初めに、石川さんがお尋ねした時には非常にお元気だったそうです。

先生ご自身も亡くなるとは思ってなかったかもしれません。 

先生にはいろいろ教わりましたし、また最大の恩人と思っています。大学に籍を置く最

後のチャンスに、東工大の土木に私を呼んで頂きました。先生からは、言葉に出して、手

取り足取りでご指導していただくことはありませんでしたが、いろいろなことを教わりま

した。誠に残念と思います。 

先生は残念ながら、今や遠くに旅立ってしまいました。ご冥福をお祈りいたします。 

それでは献杯いたします。 「吉川先生のご冥福をお祈り献杯」。 

 

〇 思い出  山本晃一氏 （河川財団 河川総合研究所長  丘友１期）  

吉川先生が建設省土木研究所を退職され、東京工業大学で大学土木教育の第一歩を踏み

出されたのは昭和４０年６月でした。当時、日本は高度経済成長期にあり土木技術者が不

足し、土木工学科が新設され、その組織作りを託されたのです。私はその第一期生という

ことで挨拶させていただきます。  

当初、先生方の教員室は古い建物に間借りしている状態から始まりました。４年生の時

に土木・建築棟が新設され、ようやく実験室・研究室が整ったように記憶しています。先

生の授業は、ぼそぼそと話し余り上手ではなかったという印象が残っています。ただし水

理実験演習では、報告書の作成と先生達からの疑問に答えられるまで修正を迫られ、厳し

く教育されました。卒業研究は、吉川先生、日野先生、椎貝先生等の集団指導体制であり、

水理学教室で、先生達と気楽な会話ができる雰囲気でした。まだ若かった先生達であり、

吉川先生も 40代半ばでした。また創世期でもあり、まだ手探りの状態であったと言えます。 

大学院修士課程では、春休みに吉川先生から与えられたアルバイトでの続きである大ダ

ムによる河川水質の変化予測に関する研究を行いました。水資源開発公団（現 水資源機構）

が建設予定であった草木ダムによる水質変化予測が最終目的でした。大学紛争が始まり、

教育環境は良くない状態でしたが、自ら考えるという場に置かれたのは私には良かったよ

うに思います。 

修士課程修了後、先生の推薦も在ったのでしょう、先生と同じ土木研究所で河川の研究

に係るようになりました。私は、河川移動床の実験に携わり、河川研究の方法論や河川把

握のスケール感について、大学水理学研究者とは違った路線をとるようになり、先生とは

研究上、仕事上の接触は余りありませんでした。1980 年代、土木研究所河川研究室ＯＢ会

が組織され、土研公式として有名であった佐藤、吉川、芦田先生を囲む場と成りました。

そこでは、ＯＢから吉川先生が研究指導の場において研究員に恐れられていたことを聞か

されましたが、ＯＢ会のメンバーは、その怖さを含め先生を好ましく思っていることがわ

かりました。先生は結構面倒見がよく、また人をおとしめることはなかったからでしょう。 



1999 年、先生が研究所の所長をしていた、 河川環境管理財団に私を呼んで頂きました。

財団の職場空間の狭いこともあり、しばらくの間、先生と二人で、一室で過ごし、その折

に先生の河川技術者に対する思い・課題また河川行政に対する苦言などを聞かされ、私と

同じような問題意識をもって居ることを知り、先生の印象が変わった様に思います。先生

は、教育、学問と技術の場の違いに応じて対応していたと言えます。 

結局、私は先生の掌（たなごころ）の中で生きていたのでしょう。先生ありがとうござ

います。 

 

〇 思い出 関根正人氏 （早稲田大学教授） 

私が早稲田大学に入学したのは、実は吉川先生が早稲田大学に来られたまさにその年の

ことでした。ずっと運命的なものを感じてきています。そして、入学してはじめて先生の

お話をお聞きすることになったのは、２年生の時の水理学の授業でした。 この時はとて

も大きな衝撃を受けたのを今でも覚えています。これについては後ほどお話しさせていた

だきます。その後、４年生になり吉川研究室に入って卒業研究に着手して以降は、学生と

して６年間、助手として３年間にわたって日々さまざまな面で教えを受けました。 

皆様もご承知のとおり先生は眼光が鋭く、面と向かうと射竦
い す く

められるような気がして、

学生を終えてからもやはりどこかで緊張していたように思います。あまりものを仰らない

先生でしたので、具体的に何かを教えていただいたという記憶よりは、先生の背中を見て

同じ空気を吸いながら、研究者としてとても大事なものを学ばせていただき、自らを磨く

ことが出来ました。ちょうど１年数か月前、東京に大雪が降った次の日のことですが、吉

川研究室のＯＢ会を吉祥寺で開きました。足下の悪い中でしたが先生にお越しいただき数

時間にわたってさまざまな話をさせていただきました。結果として、これが先生にお会い

した最後の時間になってしまいました。もうすこし気安く世間話のようなものまでできれ

ばよかったのですが、私にはそれが最後までできませんでした。今となってはとても残念

な気がしております。これから、先生のことを思い出しながら、２つのことをお話しした

いと思います。 

一つ目は、研究にまつわることです。先生は常に何かを考えておられましたが、その時々

に先生の頭の中にあるのは、そのうちのただ一つ研究テーマのことだけであったと思いま

す。ある晩、駅まで一緒に歩きながら「こうしたらどうだ」とおっしゃられ、その翌朝、

研究室に到着されるや直ちに「昨日のあれはどうなった」とお尋ねになることが何度もあ

りました。こうしたときは、先生が今どのテーマに最も強い関心を持っておられるかがわ

かりました。そこで、このタイミングにしっかりと取り組み、先生から山ほどの指示やア

ドバイスをいただけると研究が一気に進み、気がつくとゴールが見えていたというような

経験が何度もありました。この最終局面でしばしば耳にしたのが先生の「わかった。これ

でいけ。」という言葉でした。このタイミングで先生には何がわかったのか、なぜそれで先

に進めると言えるのか、学生の身の私には全く理解できず、唖然とするばかりでした。そ

れが情けなく悔しくもありましたので、先生の考え方が少しは理解できるようになりたい



と必死で考えたことを覚えています。とにかく直感が鋭い先生でしたから、我々とは違う

次元で考えておられて、それゆえにパッと先が見えてしまうのであろうと思います。研究

指導としては何か具体的にこれと言えるようなものをお教えいただいたというよりは、研

究者として生きていくためのもっとずっと大きなものを授けていただいたという思いでお

り、とても感謝しております。 

二つ目は、２年生の時の水理学の授業のことを申し上げます。他にはないすごい授業で

した。４月の第一回目の授業に教室で先生をお待ちしていると、教科書一冊とチヨークボ

ックスだけを抱えた先生が現れ、開口一番「今日は第１章をやる」とおっしゃられました。

当時、同級生１１０名のうち教室に出席していたのは１５名ほどでしたが、先生の意図が

よくわからずポカンとしていますと、今度は「質問がないのであれば次に進む。それでは

第 2 章と」おっしゃられました。これは大変なことになった、何も教えてもらえないかも

しれないという何か危機感のようなものを感じたことを覚えています。今の教員はどちら

かというと学生にすり寄っていく傾向にあるような気がしますが、先生にはそのような発

想はなかったようで、常に毅然として高い位置から我々を見て鍛えてくださったものと思

います。ここぞという肝心のときには近くに来て手を貸して下さいました。 

水理学の授業に関連してさらに追加しますと、例年、卒業論文を提出した２月上旬の時

点ですら、水理学の単位が取れない学生が数十人はいました。このため、２月中旬になる

と、毎年のように通称「デスマッチ」と呼ばれた口頭試問が行われました。研究室にいて

そのやりとりを耳にしていましたので、最後にあそこまで徹底的に鍛えるのであれば、２

年生の講義の折にもう少し出席を求めるなど厳しく勉強させたらよかったのに、と当時は

思いました。しかし、これもまた先生の独特のお考えでなさっていたことですから、私に

はわからない深い意図があったのであろうと思います。 

独創性の高さと直観の鋭さ、そして眼光の鋭さが先生を語る上でのキーワードと思いま

す。そのような先生のもとでいろいろなことを学ばせていただき、鍛えていただいたこと

が研究者としての自分の真の礎になっています。先生に何かを申し上げることはもはやで

きなくなってしまいましたが、先生のおかげで早稲田大学に後任として残していただきま

したので、後進の指導に精一杯取り組むことによって、少しでもご恩返しができるように

頑張って参りたいと思います。 

先生、長い間ありがとうございました。 

 

 

〇 思い出 石川忠晴氏 （東工大教授 丘友６期）  

吉川先生が最後にお書きになった「ごっとん」という原稿の一部を、あそこのテーブル

に用意させていただいております。先生は９０歳を過ぎてパソコンを練習し、ご自分で文

章を打つことを始められました。私が昨年先生をお尋ねした際に、その原稿を何回かに分

けて頂戴しました。途中、番号が抜けていたり、同じ番号の原稿があるものですから、「こ

れはどういうことですか？」と聞いたところ、「パソコンの中のどこに行っちゃったのかわ



かんなくなって、また打つと同じようなのが何個かにもなっちゃうんだよな」ということ

でした。そこで、パソコンの中を調べさせていただいて、ファイルをまとめました。「あと、

どうすればいいんですか？」と伺いましたら、「ちょっと添削してくれ」とおっしゃるので、

最初の方を添削してお持ちし、「こういうのでよろしいですか？」と伺いますと、「ああ、

いいよ。適当にやってくれればいいよ。」と残りの原稿も渡されました。しかしその後すぐ

にお亡くなりになったものですから、一部しか整理できていません。そのテーブルにはも

う一つ、百間川という岡山の川に関する論文を置いてあります。 

私が吉川先生からいただいた宿題の結果です。百間川は旭川の放水路ですが、「ごっとん」

の中にも３頁ほど出てきます。先生は岡山の第六高等学校のご卒業ですが、百間川放水路

のアイデアを提唱した熊沢蕃山という儒学者の治水の思想を知りたいとおっしゃいました。

そこで私は岡山に出張して、岡山河川事務所と岡山大学の方から百間川の資料を頂戴し、

理解した範囲で報告しました。そのあと、百間川の治水効果について数値シミュレーショ

ンを行い、結果を先生に見ていただいて、昨年の９月に論文にして投稿しました。吉川先

生と連名の最後の論文で、今年３月の水工学講演会で発表させていただきました。 

「ごっとん」について、もう一つ申し上げたいことがあります。「ごっとん」は、子供の

頃から土研時代までの思い出をまとめた先生の自伝で、１００頁くらいにおよびます。そ

れをずっと読んでいて、登場人物の個人名がほとんど書かれていないことに気づきました。

ご自身の人生に影響を与えた方についても、アインシュタインやバノニのような高名な外

国人学者以外は、例えば「高等学校で教わった京都大学から来られた先生がこう言った。」

とか、「土木試験場の部長が、こういうことを考えた。」とか、「こういう先輩にお世話にな

った。」と書かれているのですが、「誰々」という名前が書かれていないのです。ご承知の

ように、先生は決して個人の業績を軽視する方ではないのですが、自伝には個人名を出さ

ないというのが、先生の美学なのではないかと感じました。先生のお考えを私なりに想像

すると、人の業績というのは、その人が偶々あるポジションに座ったとか、ある環境を与

えられたとか、そういう巡りあわせでできるものだと考えておられたのではないかという

気がします。  

すでに紹介されたように先生の業績は多方面にわたりますが、先生ご自身が「あれは自

分が最初に考えた」というような言い方をなさったことはなかったように思います。「ごっ

とん」の文章を添削させていただきながら、私は先生のフィロソフィーをそういうふうに

感じた次第です。 

 

吉川秀夫先生の偲ぶ会には、200 名以上の参加者がおいでになられ、大変盛り上がりまし

た。東工大関係者も５０名近くおられました、ありがとうございます。東工大関係のまと

めは、石川忠晴教授があたり、事務局側で、（株）建設技術研究所の会長大島一哉（２期）

さん、社長村田和夫（9 期）さんに対応頂きました。「思い出」誌のとりまとめには、石川、

北川、村田さんの貢献が大きいです。 

  



吉川秀夫先生偲ぶ会 発起人会のご理解を得て、写真、文章を載せさせていただきまし

た。 

                 山本 晃一 （河川財団  丘友（吉川研）１期） 

 

丘友ホームページの掲載にあたり、①吉川先生の遺稿であります、「ごっとん」の一部、

②百間川の治水検討論文（水工学講演会）、③学科だより 吉川秀夫先生訃報のお知らせ 

を追加しました。 

 

写真  東工大グループ 
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