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水都・江戸東京のグリーンインフラ
神谷

え る 必 要 が あ る。
「 水 都・ 江 戸 東 京 」

は、土地条件と同時に歴史文化を踏ま

グリーンインフラを語るにあたって

東京という巨大都市におけるグリーン

グリーンインフラに取り組んでいる。

透けてくる。現在様々な主体が東京で

と東京のあるべきグリーンインフラが

はあるが、江戸に立ち返ってみていく

る。グリーンインフラは現代の課題で

が本格化したのはやや遅れて二〇一七

法政大学でグリーンインフラの議論

源が江戸にあると論じている。

歴史的解析を行うことでその構造の起

ランドスケープの立場から東京の緑の

郎（特別教授）氏であった。涌井氏は、

っていたのは、東京都市大学の涌井史

野の生き物ネットワークとグリーイン

剛（千葉大園芸学部准教授）③「武蔵

レガシーとグリーンインフラ」木下

任講師）②「ロンドンのオリンピック

価値」神谷 博（法政大学建築学科兼

グリーンインフラと外濠・玉川上水の

話題提供は三件あり、①「江戸東京の

法政大学 江戸東京研究センター 客員研究員

とは、法政大学エコ地域デザイン研究

インフラの実装はどのように進んでい

はじめに

所（二〇〇四年設立 現エコ地域デザ

肩書は当時）
。東京のグリーンインフ

フラ」宮下清栄（法政大学都市環境デ
年七月十一日に開催され、基調講演は

ラを語る切り口として、歴史に加えて

年頃からだった。シンポジウム「水都

当時総長を務めていた田中優子（現名

水系や生き物の視点を示し、ロンドン

るのか、どうあるべきなのか考えてみ

誉教授）氏が行った。この時、田中氏

における取り組みを参照しつつ東京の

イン研究センター）が取り組んできた

は歴史研究を踏まえて江戸をグリーン

目指すべきグリーンインフラについて

ザイン学科教授）が報告された（各氏

日本においてグリーンインフラが語

インフラ都市として評価していた。こ

議論を行った。
東京五輪が終わった今、

江戸・東京のグリーンインフラ」が同

ねてきた。東京は捉えにくい巨大都市

られようになったのは、二〇一三年頃

のシンポジウムのサブタイトルは、「東

オリンピックレガシーとして評価でき

たい。

であるが、その成立の歴史を紐解くこ

からと言えるが、初めは聞きなれない

京五輪に向けて江戸から何を学ぶか」

るグリーンインフラは達成されたの

「水都論」の一環で、東京を考えるに

とで「水都」としての構造が見えてく

言葉に戸惑い、グリーンインフラとは

であった。東京が目指すべきオリンピ

か、再考する必要がある。

は江戸からの都市構造を見ていく必要

る。都市のグリーンインフラ課題の一

何かが盛んに議論された。
初期の頃に、

ックレガシーは如何にあるべきかが社

＊１

政大学名誉教授）氏を中心に出版も重

があるという視点であり、
陣内秀信
（法

つに水問題があるが、それは都市の水

議論を主導していた方の中で、
「江戸

会的に議論されていた時期であった。

江戸はグリーンインフラ
都市だった

系構造の問題として捉える必要があ

はグリーンインフラ都市だった」と語

＊２

り、その際にも水都の視点は有効であ
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水都江戸
図1．内堀・外濠平面図

あらためて、水都江戸をグリーンイ
ンフラとして見るとはどういうことな
のか、なぜ江戸が水都なのか。水都江
戸のグリーンインフラとしての自然要
素を取り出すと、江戸湾や河川、運河、
用水などの水系と、低地、台地、丘陵、
山地の土地条件がある。下町の運河網
のみならず、源流の山々からの水循環
構造そのものをグリーンインフラとし
て捉えることができる。
江戸の中心部は、内堀・外濠が都市
核を形成し、台地と低地をつなぐ水循
環構造を作り出している。湧水・地下
水の土地条件と地形の高低差を巧みに
組み合わせて作られた人工の水循環系
である。同様に全国に多くの城下町の

図2．内堀・外濠断面図

グリーンインフラの推進

図3．玉川上水と分水網

図4．歌川広重 江戸名所百景
「玉川堤の花」

水システムがあるが、江戸は更に大き
な水循環システムを作り上げた〈 図
・ 〉
。

武蔵野全域の農業用水としての役割も

域に上水供給しただけでなく、広大な

を主目的にしたものだが、江戸市中全

水として開削された。江戸城への給水

玉川上水は、一六五三年に江戸の上

2

果たし、大規模な新田開発に寄与した。
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1

東ローム層に厚く覆われた貧水性の台

台地全域を灌漑することとなった。関

掘削され、地下に浸透した水は武蔵野

水路は多くの分水網も含めて素掘りで

中に届き、人々は花見に繰り出した。

堤には桜が植えられ、春には花弁が市

り、二つの大河川

家康の改革によ

が 分 か れ て い た。

荒川水系に生活圏

り、多摩川水系と

構造となってお

システムが出来上

水系が一体化さ

市中では、武家屋敷の庭園に優先的に
がった。これが東

地に潤いを与え、新田集落とその畑地、

配水され、池泉を設けた多くの名園を
京に引き継がれる

れ、大きな水循環

生み出した。玉川上水は、自然の落差
江戸のグリーンイ

屋敷林、里山林を成り立たせた。江戸

だけを用いて新たな水系を生み出し、
ンフラ基盤と言え
る〈図 ・ 〉
。

そこに緑や人々の暮らし、生きものの
賑わいの基盤を形成したという点で、
「自然の力を賢く使う」グリーンインフ
ラに他ならない〈図 ・ 〉
。

が行われた。これらの施策は、関東一

ど、玉川上水の他にも一連の広域計画

巣鷹山保全による源流の水源林維持な

る運河網の開削、六郷用水の整備、御

遷・荒川西遷、小名木川をはじめとす

康が江戸に入府後に行った、利根川東

を持って形成された。それは、徳川家

江戸の水インフラは更に広域の視野

め立てられていった。江戸東京の象徴

大量の瓦礫の処理場所として水域が埋

関東大震災や第二次世界大戦の際にも

で、
水域や水路は次々に消えていった。

換した。鉄道と道路が整備される一方

時代から陸の時代へと社会は大きく転

承しえたのだろうか。明治以降、水の

都江戸の遺産を継

では、東京は水

一方、緑地はどうかというと、こち

がわかる〈図 ・ 〉
。

ると、如何に多くの水域が失われたか

った。江戸時代の水域と現在を比較す

小河川の多くは暗渠化され下水道とな

に次々と団地が建ち、湿地が消え、中

損なわれた。高度成長期の開発で窪地

戸の基盤たるグリーンインフラ資産は

全てグリーンインフラかというと、そ

いが、自然条件から見て、
「あるべき

降、近代公園として整備された緑も多

の遺産として生き残っている。明治以

じて武家屋敷の池泉を含む庭園が江戸

たるところで寸断されている。かろう

ンフラ基盤として重要な崖線緑地もい

ところにある緑」とは限らない。緑は

円にわたる水循環システムの大改革で

的地点である日本橋の上には高速道路

博

あり、水都江戸の都市構造を確立した

作図：神谷

こは精査して見ていく必要がある。緑

図6．水都府中水系図

らも継続的な都市開発により、緑は減

博

が走り、外濠も真田濠の一部が埋め立

作図：神谷

のである。家康以前の武蔵野は、多摩

図5．水都江戸水系図

の生育と水との関りは大きい。グリー

6

少の一途をたどってきた。グリーンイ

水都東京

5

てられ、市谷濠では建物まで建ち、江

4

川中流部の武蔵国府を中心とした地域

3

7

8
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オリンピックレガシーの評価と合わせ

いのだろうか。臨海副都心計画や東京

れをもって新たな水都東京と言ってよ

大な埋立都市が出来上がっている。こ

きく減少し、海域は埋め立てが進み巨

きようもない。台地も低地も水域は大

質として評価する必要がある。

のではなく、水の基盤と一体的な緑の

ンインフラの緑は単に量として捉える

れるようになった一九七〇年代末以降

として意識され、課題として取り組ま

わってきたのは、公害問題が環境問題

には移行できなかった。その流れが変

てきたことにより、そのまま水都東京

のグリーンインフラ遺産を食いつぶし

東京は水都江戸を継承しつつも、そ

必要がある。

資産とリスクの視点を持って評価する

である。それは、グリーンインフラの

ていることを考え合わせることが大事

しかし、これらの取り組みは分野に

ねつつ次第に成熟してきた。

こうした一連の動きは試行し失敗も重

の施策となった。
地球環境時代に入り、

て、これが国土交通省の環境共生住宅

バウビオロギーの考え方が入ってき

の取り組みはやや遅れて、ドイツから

プの取り組みがブームになった。建築

から入ってきて、全国で学校ビオトー

同じ頃にビオトープの考え方もドイツ

の多自然川づくりに至っている。ほぼ

えて多自然型川づくりが始まり、現在

わり、日本の伝統工法の見直しを踏ま

イスから近自然河川工法の考え方が伝

され、二〇二〇年十一月にはグリーン

フラ官民連携プラットフォームが設立

ーンインフラということになる。

それは歴史都市東京における水のグリ

都江戸・東京」という切り口になるが、

らざるを得ない。本稿においては「水

態系であり、切り口は多岐、多様にな

た。グリーンインフラの扱う領域は生

あり、日本には断片的に導入されてき

トープもそうした大きな流れの一環で

策化されたものである。近自然やビオ

ば済むというわけにはいかないし、で

きく異なることから、単純に昔に戻せ

江戸と東京の比較は、社会状況が大

てこの広大な埋め立て都市を考える際

のことである。環境改善の動きは、河

分かれ、管轄する省庁の縦割りに分割

生態系保全の一連の取り組みが後に

一九七〇年代から取り組まれてきた

いる。グリーインフラはＥＵとして

ラも同様の流れで日本に入ってきて

きの影響が大きく、グリーンインフ

への取り組みは、北ヨーロッパの動

たことであった。日本での環境課題

契機はグリーンインフラを施策とし

た。こうした流れが大きく変わった

され、領域も限定的に展開されてき

ンフラの議論はあまり行われていなか

った。東京全域を取り上げたグリーイ

洗い出せ～」というテーマで発表を行

るグリーインフラ～東京の雨水ＧＩを

ークの大会に参加し、
「都市で展開す

トの立場でグリーンインフラネットワ

非営利活動法人雨水まちづくりサポー

やく普及してきたといえる。私も特定

がりとなり、グリーンインフラもよう

会が開催された。ともに大きな盛り上

インフラネットワークジャパン全国大

二〇二〇年三月には、グリーンイン

地球環境時代に即した戦略として施

グリーンインフラの推進

図8．現代の東京水系GIS地図 作成：神谷 博

東京のグリーンインフラ

に、一方でかつての水都江戸の下町エ

川が比較的早く取り組みを始めた。ス

都市の雨と
グリーンインフラ

リアが広域のゼロメートル地帯になっ
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図7．江戸切絵図のGIS地図 作成：神谷 博

取り組んだ。東京を水の基盤構造から

上でさらに雨水に切り口を絞り込んで

ったこともあり、水都東京論の延長線
ている。

て雨水ＧＩの取り組みも多様に展開し

えている。こうしたＧＩ条件を踏まえ
我々の視野の狭さを省み

の視野に比べて、今日の

家康の描いた江戸づくり

広域自治体、国・流域 ③社会・文化

都心 ②自治体・国ＧＩ：基礎自治体、
いるが、米国由来のレインガーデンと

への取り組みはそれ以前より行われて

Ｉ手法が伝わっている。日本でも雨水

築群と高速道路網がある

として、都心部の高層建

る。東京ならではの課題

点から改革も始まってい

る必要がある。地球環境

ＧＩ：景観生態、歴史、首都圏計画、
日本の伝統的雨庭とが融合しつつ展開

が、高速道路を地下化し

ＧＩの切り口としての雨水は、米国

文化とし、イントロを含め一三本の動

しているのが現状である。二〇二〇年

たり緑地化する計画も進

地域に分けてそれぞれのレポートをま

画を繋ぎ九〇分の動画とした〈図 〉
。

以降、国土交通省の流域治水事業が始

んでいる。鉄道敷におい

都市東京に変貌すべく、

地域ＧＩの基本構成は水都江戸のグ

まり、
河川の取り組みは大きく転換し、

ても緑地化する計画が実

からの影響が大きく、ポートランドや

リーンインフラ基盤である。五つの地

流域全体のＧＩへと進化しつつある。

施されている。ＧＩリス

とめる形をとった。全体の枠組みは、

域ごとの歴史と土地条件によって雨水

しかし、
東京のＧＩをどう捉えるかは、

クの最も大きい下町及び

既にグリーインフラの視

ＧＩの展開が異なってくる。各地域の

流域区分だけで解くことは難しい。水

臨海部は、運河網の復活

ニューヨークなどの流域雨水管理のＧ

概要として、下町は中世江戸以来のＧ

都江戸以来の人工的に改変された水系

や海面上昇への対策、舟

「水の都市 江戸・東京」陣内秀信＋法政

大学出版局）２０１６年、「 水都東京 」 陣内秀

都学Ⅴ」いずれも陣内秀信・高村雅彦編（法政

都学Ⅰ」
「水都学Ⅱ」
「水都学Ⅲ」
「水都学Ⅳ」
「水

大学陣内研究室編（講談社）２０１３年、「 水

＊

博

作成：神谷

図9．東京都市雨水地域区分図

①地域ＧＩ：下町、武蔵野、臨海、城北、

Ｉ資産を引き継ぎながらもゼロメート

構造を基盤として取り組んでいく必要

＊３

ル地帯としてのＧＩリスクを負ってい

運の見直しなどにより新たな水都東京
を生み出していくことも期待される。

がある。

おわりに

る。武蔵野は台地であり府中を中心と
した古代からの歴史と江戸以降の郊外

候変動による雨の降り方が激しさを増

東京のＧＩがどうあるべきなのか、気
本稿のタイトルは、冒頭で述べたよ

地の性格を併せ持っておりＧＩ資産に
恵まれている。城北地域は、中世から

べき時期に来ている。

「 決定版！ グリーンインフラ」グリーンイ

信（ちくま新書）２０２０年

し、巨大台風の襲来も懸念される中、
となった。東京という巨大都市をまと

＊

うに同名のシンポジウムをかつて開い

資産が多くこれを保全しつつ活かして

めて取り上げることは易しくないが、

東京のグリーインフラを本気で検討す

の歴史を持ちつつも現在は水系が乏し

いく。臨海は近年大きな変貌を遂げ、

ＧＩの視点とはそうした広範な視野が

たこともあり、あらためて考える機会

新たなＧＩ資産が整備されたように見

求められるということである。思えば

1

主催者ミーティングＭ

グリーンインフラネットワークジャパン全国

html#section-zoom2-02

https://gijapan.org/poster2_meeting1107.

大会

＊

ンフラ研究会編（日経ＢＰ社）２０１７年
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くＧＩ課題が多い。都心は水都江戸の

えるが埋立地としてのＧＩリスクを抱
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