
水辺と景観

1．水辺の歴史
■偉大な文明は、人類の何かへの挑戦と困難の克服による（A.トインビー）。
黄河、チグリス・ユーフラテス、インダス、ナイルの水は人間に最適な刺激で生存能力を目

覚めさせた。恵むものの大きさ、奪うものの大きさから人間に形而上学的な意味をもたらし、

神の神聖な意志を感じさせた。

アッシュールの河川沿いの寺院、エジプトの河堤に沿う大寺院や建造物、現在でも行われ

ているガンジス川沿いのベナレス、ハルドワール、アラハバードの巡礼や神聖な祭り。日本

各地にある水神。



インカ帝国の昔か
らあるチチカカ湖
上の葦の島の上
の家

水辺と葦の家

古代メソポタミアから現代のイラクまで

ユーフラテスの湿地帯で造り続けられる葦の家



■先史時代の文明

■従来の説：Leakey一家が、東アフリカの北タンザニアで人類の足跡の化石発見。ヒト科
の歴史は約400万年前とされ、人類の起源はアフリカで、そこからヨーロッパ、アジアに広
がったという説。

■新説：1979年ビルマのマンダレー西ポンドゥアンの丘で霊長類（真猿類）の化石発見。
4000万年前のもの。霊長類は、東南アジアに端を発し、西アジア経由でアフリカに移動と
いう説出現。

アマゾン流域、中央アフリカ、及び東南アジアを含む赤道ベルト地帯は、氷河から逃れてく

る人類の避難場所。

■スメート・ジュムサイSumet Jumsai、Ｎaga 蛇神の研究「水の神ナーガ」

人類の生存に最適だったのは東南アジア。当時は、海面が現在より、

187ｍ低い。東南アジア大陸は、南はバリ島、東はフィリピン諸島までひ
とつながり。現在の中国大陸と同じくらいの大きさ。アマゾンやコンゴ川

流域と異なり肉食獣が少なく暮らしやすい。

アジアのウォーターフロントから内陸部へ人類の進出は、河川を通じて

行われた。紅河、メコン河、チャオプラヤ河など。



およそ３万年前、氷

河の最終的後退。

１万年前～7000年
前に氷河期は終了。

海進にうち勝つた

めの生活は、水に

対する技術、水の

上に住む技術を発

達させた。アジアの

ウォーターフロント

から内陸部へ人類

の進出は、河川を

通じて行われた。

アジアのウォーターフロント



1944年、Ｒ．バックミンスター・フラーは、東南アジアを「文明の主たる源」と指
摘。海上の移動は最初、いかだや横帆式の船で夏の南西季節風、冬の北東季節風に乗り、東

南アジアから中国、日本に向かった。次の時代には、縦帆式のプロア船（両側にアウトリガー）

や、双胴のカタマラン船で風上に向けてジグザグに進むことでインド洋、ペルシャ湾、地中海に

到達。



フラーのテ
トラスク
ロール
四面体を
繋げていく
と回転しな
がら進ん
でいく。



バックミンスター・フラーは建築家というより、現代のダ

ヴィンチ。破天荒な彼はハーバード大学を二度もクビに

なり、海軍に入る。戦艦の甲板から海の上の何万と言う

泡の粒を眺めながら、どのくらいの泡があるか考えてみ

た。その過程でπが割り切れない数字であることに疑問

をもつ。自然が割り切れない数字を使うわけがない。つ

まり人間の都合で考えた直交座標がおかしい。彼は自

然は三角形を基礎にしていることを思いつく。自然界で

最も安定した三角形。シナジェティックスの始まり。球体

を平面上でピッタリくっつけると三角形をなし、その上に

同じ球体を乗せると正四面体の構造となる。「最密パッ

キング」。中心に球を置いて最密パッキングをするとベク

トル平衡体となる。中心の球を取り除くと、正二十面体と

なり、これをつぶしていくと正八面体、正四面体となり、

エネルギーの圧縮、引張りなどの状況で変る。自然界

はビールスや原子構造もすべてこの原理でできていると

予言。彼の死後、１９８５年、化学界で炭素同素体Ｃ60
が発見され、フラーの予測どおり、ジオデシック構造であ

ることがわかった。化学界はこれをバックミンスター・フ

ラー・レン、通称フラー・レンとなずける。このフラーレン

は現在、中空の中にヘリウムなどを取り込み、環境問題

に役立てる様々な研究開発が進められている。

「魔法の三角形」と言ったフラーとジオデシックドーム



アジアから東と西へ

東との交流は南西及
び北東の季節風に
乗るいかだや横帆式
舟。

西との交流は縦帆式

のプロア舟（アウトリ

ガー付き）、やヨット

またはカタマラン舟

でジグザグ推進。



古代の海は障害ではなく、交通路。

ノールウェイのツール・ヘイエルダールは、地中海文明が大西洋を越えて新世界に根をおろし、

そこからフンボルト海流に乗って太平洋を渡りポリネシアに到達したという説。

ヨーロッパ人が地球が丸いと考え始めるより約4000年も前から文明はインド洋、大西洋を越え
て伝播。約6000年前、おそらく氷河期の終わり頃、フラーはもっと早い時期に既に移動が始
まったとしている。従って最初期の文化はアジアのウォーターフロントから。

北ベトナムのホアヒン文化は、ＢＣ１万年～ＢＣ7000年、北日本の縄文文化はＢＣ．8000年まで
遡る。東北タイのバンチェンでは、植物の栽培種は、ＢＣ．9700年以前に、縄文型の土器はＢＣ．
6800年まで遡る。さらにＢＣ．3600年まで遡る青銅器の発見があり、近東のＢＣ．3000年、モヘ
ンジョダロのＢＣ．2000年、シャンの青銅器のＢＣ．1000年よりも早い。近東、地中海、インダス
川流域では、十分な錫は出ない。。タイやメコン川流域は、豊富な錫の産地。バンチェンは、土

器生産のための高温を創り出すことができ、銅と錫の鉱石を偶然、溶け合わすことにより、青銅

器をもつ最初期の文明の一つとなる。



■南から北への文化移動

最もはっきりした文化的な共通項は、

稲作、高床式住宅、六つ目編

みのかご細工。
アウストロネシアの海洋地図は、竹の六

つ目編みでつくる。農民の使う境界標識

シェルも竹の六つ目編み。国技となって

いるけまり・タクローも枝編みした六つ

目編み。アユタヤ時代に巨大な鞠をつく

り、その中に囚人を入れて象に遊ばせ

る刑があった。タクローは、ジオデシッ

ク・ドーム。

自然界の造型幾何学で最小限のユニッ

ト材料で最強の空間を覆える。水上文

明は、木材の張力への特性を活かした

テンション構造。トラスや柱・梁構造。陸

上文明はコンプレッション構造。土や石

の耐力特性を活かした壁構造。



海の民の建材と架構法

アシや木材の特性を活かす加工

必然的に引張力を応用したトラ

ス構造が有効となる。



タイの寺院・経蔵
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海の民の守り神はナーガ （蛇神）

ナーガは龍の一つとも言われ、水に棲み、水を治める。世界の水を飲み干してしまうこともある。

ナーガで乳海を攪拌するビシュヌ神



古代都市や集落
農業集落にとっては、水は生存基盤。治水と利水のバランス。

肥沃な氾濫源に人類は定着。灌漑技術や水のコントロール技術が発達。
■バビロニア

ユーフラテス川から引き込んだ運河、掘り割りで城壁を守る。

周辺の農業集落は、水上生活に近く、葦を材料にした大屋根構造の住居。

■南米のインディオの湖上住居に似ている。

■インダス流域の街も氾濫期の水をうまく貯水する仕掛け。

■エジプトのピラミッドはナイルの氾濫期の水辺に建てられている。

■ギリシャ、ローマの都市は、水に対して精神的な価値をおく。公共空間、聖なる空間への

水の活用。水浴による健康維持の意識。ローマでは、121の水道、11の皇帝の浴場、926
の公共浴場があった。

■東洋では、アンコールワット周辺の都市しは水上都市に近い。



新生バビロン

治水されたユーフラ

テス川が中央を流れ、

四角な城壁と直交道

路で計画された都市

（ＢＣ680年）。

アッシリアの都市は

河川に接して計画さ

れたものが多い。



アンコール・ワット
先史時代の水上の民（ナーガの民）が象徴的に計画した寺院群



中世・ルネッサンス・近世の都市
■水運による通商貿易で栄える港街と運河の街。
ベニス、ブリュージュ、アムステルダム、中国の蘇州（ＢＣ．500年頃から存在）

■内陸の街も、必ず川を経由して外港と結びつき命脈を保つ。
ロンドンのテムズ川、パリのセーヌ川、ローマのテベレ川、フィレンツェのアルノー川、いず

れも流通経済を活発にし、人々やものが水辺に集まった。

■一方で、水を扱う技術もイスラム文明をはじめとし、高度な発達。庭

園に使う水の技術は、ルネッサンス期に古代ギリシャ、ローマの技術や

手法を取り入れて発達。



ヴェネチア

東アルプスからイタリ

アに侵入してきたゲ

ルマン民族から逃れ

るために、ヴェネト平

野の住民たちはポー

河の河口とタリアメン

ト河の河口の間にあ

る浅瀬の潟（ラグー

ナ）に避難した。大陸

からも海上からも防

御された環境で街は

栄え、形式的にコン

スタンティノープルに

従属してオリエントと

西洋の仲介貿易の

中心となった。君主と

封建貴族の争いごと

もなく、初めから自由

に組織された都市で

あった。



ヴェネチアの市街地

すべての流通は水運によるまちづくり
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西欧より早くから栄えた中国の運河

の街・蘇州（ＢＣ500）



ダヴィンチの理想都市
パターン
■中央を流れる河川

■同心円状の城壁

■格子状の市街地道路

ペテルブ
ルグの都
市計画

1710年レ
ブロンの
立案

主動脈としての
川を内包すると
いうアッシリア
の伝統を取り
入れる。



セーヌ川の中ノ島・シテ島にガリア人の集落ができた所から始まった。左岸（南側）にローマ人の植民都市ルテ

ティアができ１２１０年に大学ができる。右岸（北側）には商業組合と市役所があり、ヴィル（街）と呼ばれた。

左が北、
セーヌは
下に向
かって流
れる

パリ



ブレーメン
アッシリアの河港都市を受継ぐ最後期の都市。ハンザ同盟都市として栄える。



ライデン
ルネッサンスはイタリアの諸都市の絶頂期であり、芸術、学問、人間の自由の概念などがそれらの都市で華々し

く開花したが、実際的な科学技術、経済活動で総合的に優れていたのは16,17世紀のオランダ、フランダースの
諸都市であった。特に光学、植物学、地質学、医学はライデンにできたオランダ最初の大学において最先端の研

究がなされた。ライン川からの水運が鍵となっている。



ニューアムステルダムからニューヨークへ
オランダがヨーロッパで絶頂期であった頃、１６２６年アメリカのインディアンから60グルデン（24ドル）で買い
取ったマンハッタンにニュー・アムステルダムを建設する。この街の出身者はライデン大学で医学を学び、
ニューヨークを新世界での医学の中心都市にした。現在のウォール街の所にかつてのニューアムステルダ
ム時代の城壁があった。１６６４年のイギリス艦隊による明け渡し要求に対して、結局市民が貿易の自由と無
血明け渡しを条件に英国の要求を認めたので本国も権利を放棄する結果となった。その後、１８０７年都市
計画委員会は画期的な経済合理性の徹底したグリッドパターン都市を提案し実現させた。島全体を不動産
投機のしやすい、等質の区画（200×600フィート）を13×156＝2028区画設けることに決めた。ハドソン川と
イーストリバーに囲まれ、海にも近いこの島のメリットを最大限活用したとも言える。



アムステルダム

オランダの諸都市は中世風の都市

国家として商人達中産階級により

統治されていた。

同心円状に掘られた幅25ｍの運河
と11ｍの荷揚げ道路。その後ろに
幅50ｍ宅地があり半分を空地で残
さねばならない。



アムステルダムの運河 （冬季）
凍った運河の上のパーティ



運河の上で行なわれうウィンドサーフィン競技大会 巨大扇風機で風を起こす。



運河に張り出したカフェテラス



江戸こ
そ運河
の街

江戸前島

江戸前島

江戸前島

日比谷入江
埋め立て

家康入城の頃、行徳から塩を
運ぶため新川と小名木川を
建設

天正１８年頃

道三堀の開削

江戸城の堀を開削し、
日比谷入江を埋立て



運河の街・江戸の完成

隅田川を中心に運河が整備される。本郷大地を開削し神田川を通す。日本橋を中心に船着場が整備される。
江東エリアの運河群の整備。





江戸は水辺都市で
あった。用水の整備と

庭園。神田川と神田上

水は、小石川後楽園、

椿山荘、新江戸川公園、

甘泉園。玉川上水は新

宿御苑。藍染川（谷田

川）は、旧古河庭園。青

山・三田用水は大崎邸

（池田山公園）。仙川用

水は、戸越公園。千川

用水は、六義園、小石

川植物園（白山御殿）。

石神井川は、名主の滝

公園。隅田川は、向島

百花園、清澄庭園、旧

安田庭園。潮入は、浜

離宮恩賜庭園、旧芝離

宮恩賜庭園等。



近代都市における水辺
都市の巨大化により、河川の氾濫源を都市化したことによる文明の悪循環。

日本の例では、河川沿いの地域の都市化による流出係数の急増。雨水の大量で急激な

流出。河川の流下負担能力不足。都市河川の氾濫。過剰治水による大規模堤防、かみそ

り堤防、下水道への依存。河川水面の上下差大。水運の後退。河川沿いの機能変化。街

の裏側。水辺に工場の立地。河川を道路交通用地に転換。埋立推進。排水機能優先。見

捨てられた水辺。遠くなる水辺。

水辺の復権。

ヨーロッパは、森を切り開いて都市化。19世紀以降、その森を保護し、再生修復することで
環境のアメニティを実現するまちづくり。

日本の国土は、水辺を埋め立てて、開発した都市化。環境再生やアメニティの実現は、水

辺の再生から始まる。（上田篤）

都市の活性化は、都市の魅力づくりが前提。都市の魅力は潤いや、やすらぎとともに、美し

さ楽しさ。水辺景観は子供から年寄りまで楽しめる魅力。水辺の復元最優先。



産業革命以後の水辺は工場、倉庫、流通施設で埋められた



日本橋 河川を犠牲にした高速道路



もともと水の領域である

氾濫原に人々が乱暴に

入り込んだために洪水に

よる被害を大きくした。ダ

ムや護岸整備という力ず

くの制御は限界に来てい

る。

自然を甘く見た強引な治水技術



棚田 自然の遊水地でもある



本来の河川は凸凹なもの



河川環境の見直し
治水と環境と水面利用

都市河川の役割

単なる排水路ではない。

洪水を自然な形で吸

収し、生息する生物を

増やし、景観を豊かに

する。



河川を元の自然な形態に戻す

ドイツのバイエルン州の住宅地

では河川改修でコンクリート排

水路にしたものを元の自然の

形に戻した。



源兵衛川 静岡県三島市

石積み護岸を土手に戻し、生物の生息可能な環境造りと人々が楽しめる親水性を実現。



2．水辺の景観デザイン
■水辺の性格。
水系を把握し、どこにどういう水があるか。湧水からはじまり、河川を経て海辺へ。

■水面利用。
水辺を楽しむ方法。水路交通ネットワーク。水上バスや屋形船。ボート池。釣り。花火。水辺植
物、水性植物。湿地の景観。

■水辺景観の奥の深さ
水という自然。季節感や時間的変化。水の動き。音。風。やすらぎ、潤い、安心感。心理的安定
感。

■水の形態による効果や演出。

心を落ち着かせる効果としては、広い水面。ゆったりとした流れ。きらめく水面。せせらぎ
の音。水のにおい。反射光の静かな動き。

心を躍らせたり、弾ませたりする効果には、落ちる水、噴き上がる水、躍動する水、渦
巻く水など。

デザインとしては、流水（流れる水、せせらぎ）、落水（壁泉、滝）、湛水（たたえる水、幅50ｍ以
上、水面積3000㎡以上）、湧水（わき出る水）、噴水（吹き出る水、水しぶき）



ヨーロッパの川辺の町や建物

ロワール川の支流
シェール川にまたがる
シュノンソーの館。カト
リーヌ・ド・メディシス
ほか６人の貴婦人が
かかわる城

ドナウ川のほとりにあるパッサウ



ヨーロッパの川の水辺の近さ

もともと平坦な大陸

雨量が少なく水位の変化がない



日本の河川は水位の変化が激しい

急峻な地形で雨量が多いため護岸が高くなる。

最近は親水性と景観を考えて、親水テラスや階

段状護岸、自然構法による護岸などを工夫して

いる。

津和野川の親
水テラス、ある
いは水上舞台

広島の太田川の親水テラス



北海道の河川

地形的に緩やかでヨーロッパ大

陸と似ているため河川も大地と

のレベル差があまりなく、自然の

形で保全、活用できる。



地方都市の中心広場に人口せせら
ぎを

すぐ近くに河川が流れていたが水辺に近づ

けない深いコンクリート護岸で固められて

いた。広場を造るにあたって子供たちが入

り込める泉の噴水とせせらぎ（カスケード）

を設計した。



人工的な運河は水位が調整できるので親水性を高めることが
できる。

京都の高瀬川

鴨川から引き込んだ運河 両岸から舟を引く 船は底の浅い高瀬舟



京都 高瀬川



日本の水郷・運河の街

潮来（いたこ）

海洋船が銚子から利根川河

口に入り潮来で川舟に積み

替え江戸川を下って小名木

川経由で江戸に入った。

柳川の運河



運河の再生 サンアントニオのパセオ・デル・リオ リバーウォーク



サンアントニオ川の蛇行部分を水門

で仕切り水位調整をして岸辺を整備

した。両側の建物に商業施設を導入

し、景観ガイドラインを実施。



かつて川辺は庶民の広場であった。 京都鴨川の夕涼み



生活の川
京都上加茂社家町の明神川



生活の川

京都上加茂の社家の町では各神官の家の庭に神

社から流れてくる明神川の水を引き入れ禊用の水

に使ったり、生活用水に使う。

萩の町の住宅でも家の前の川

から水を引き入れ、庭の池の水

にしたり生活に使ったりしてい

る。



公園に造られた静謐な広い水面

フォンテンブローの森



常陸海浜公園の西口広場

水面の眺望による安らぎと開放感

一方で活動、祭りごとへの期待感





広島 厳島神社と大鳥居



厳島神社 創建は593
現在の規模は１１６８年、
平清盛の造営による。

古来、宮島を御神体とし
て崇め、人は住んでいな
かった。



大鳥居は現在のものは八代目、明治８年の再建。

高さ16ｍ、棟の長さ24ｍ、主柱の根本直径は3.64ｍの楠木



清盛が難波の天王寺から舞楽を厳島
神社に移した。

そのほか、玉取祭、管弦祭が行われ
る。





エコロジー
とテクノロ
ジー

運河の水は水

門により調節

されて海へ流

れる。生活排

水は三次処理

されて地中に

浸透させてい

おり、完全な

エコロジーを

達成。



水位調節、排水処理等に高度なテク

ノロジーを使い、リゾートと定住地との

環境を完璧に造り上げた。しかしオラ

ンダ人が見てもオランダだと思うよう

に景観を造り上げる必然性は何か？

水面と歩行者道路面とが

限りなく近づき、親水性を

高めている。


