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第１章 序章 
1-1．背景と目的 
明治以降の都市化に伴い河川の周辺が宅地化した事で、 

コンクリート護岸改修や雑排水流入による汚濁が進むと、

人々の暮らしと河川水路との乖離が進み、下水道への編入や

暗渠・蓋掛けにより多くの河川・水路が消失してきた。 
その一方で近年の自然環境保全へ関心の高まりに加え、都

市のアメニティ向上の観点から河川環境の保全・再生や親水

性のある水辺空間を創出する動きが活発になっている。その

中で、埋め立てや暗渠化による消失または、機能を失った河

川・水路の「再生」事業が多く展開されている。 
本研究では、都市化が急激に進んだ東京 23 区における河

川・水路の「再生」の実態を明らかにするとともに、特徴的

であった江戸川区(東部）と世田谷区（西部）の 2 区を取り

上げ、「再生」に至った経緯と形態の特徴を明らかにする事

を目的とする。 
1-2．研究の構成と方法 
第 2 章では本研究で扱う「再生」を定義した上で、①東京

２３区の各区土木系の部署にヒアリングするとともに資料

収集を行った。i

3 章、4 章では特徴的だった江戸川区と世田谷区の「再生」

の経緯と手法の特徴を述べ、5 章で考察を加え、6 章で結論

を述べる。  

②事例ごとに現地調査し現状を把握、③各事

例を改修後の特徴によって分類し、事例の全体的傾向や、「再

生」手法の時系列的な変化、区ごとの特徴などを抽出し考察

する。 

1-3：研究の位置付け 
埋立・暗渠等により消失した河川・水路上に流路を造る再

生を可能とする条件を調査した高橋らの研究 iiや、人工流路

の周辺を含む空間構成や、周辺住民の意識を定量的に調査・

分析した大野らの研究 iii、親水公園の都市計画上の扱いをま

とめた上山らの研究 iv

 本研究は、東京２３区に於いて、河川・水路の「再生」事

例の特徴を網羅的に把握する点に於いて独自性がある。 

がある。 

第２章 東京 23 区の「再生」事業と特徴 
2-1．河川・水路の「再生」の潮流（表 1） 

1960 年代、河川の水質汚濁への対策として水質の改善に

取り組むようになると、親水機能導入の提唱後、河川の水質

に加え、河川審議会に於いても河川環境のあり方について議

論されるようになる。1990 年に生態系を含む河川環境に配

慮した多自然型かわづくりを推進する通達が出されると、河

川法が改正され、治水・利水に加え河川環境の保全・再生が

盛り込まれるに至った。 

2-2．「再生」の定義と 23 区の該当事例数  
本研究では便宜上、河川・水路の「再生」を暗渠化、また

は埋立により消失した水路の上部に新たに水路を建設（水系

と分断され、自然流下作用を失った河川・水路を親水目的で

新たに水源を取り、水路を建設も含む）と定義し、58 事例

が抽出された。 
2-3．「再生」事例の特徴 
次に 58 の当該事例の

行政区別・竣工年度別事

例数、断面構造の特徴を

示す。  
 竣工年度別にみると、

90 年代前半に最も多い

事が分かる（図１）。表

１で示したＡ「親水機能

の導入提唱」、Ｂ「多自

然型かわづくりの通達

（建設省）」、Ｃ「河川法

改正」を図１と照合する

と、Ｂの影響下にある

と推測される。また江

戸川区の事例数が最も

多く 23 事例に及んでい

る（図２）。河川水を利

用している事例は東部

に集中しているのに対

し、西部は工業用水や水道水等の人工的に処理された水を使

用している事が分かる（図２）。断面構造別に見ると、世田

谷区（3 事例）と板橋区（3 事例）は、総事例数に対する、

二層河川化（下部：下水道）の割合が高い（図３）。３、４

章では「再生」事例数の最も多い江戸川区と、二層の事例が

多く、近年に整備を終えた世田谷区を中心にその「再生」事

業の経緯・特徴をまとめる。 
第 3 章 江戸川区の「再生」の経緯と形態 
3-1．江戸川区の「再生」に至る経緯  
江戸川区の地盤は低く、洪水時の内水排除と下水道未整備

による生活排水の受け皿として水路が必要であった。そのた

1967 公害対策基本法・工場排水規制法 

1970 土木学会で河川の親水機能の提唱（東京都）                Ａ 

1981 河川審議会「河川環境のあり方」答申 

1983 河川環境管理基本計画スタート 

1984 東京都清流復活事業（1984 野火止用水，1986 玉川上水，1989 千川上水） 

1990 多自然型かわづくり推進通達（建設省）                    Ｂ 

1991 魚ののぼりやすい川づくり推進モデル事業 

1995 河川審議会「今後の河川のあり方について」答申 

1996 河川審議会「２１世紀社会を展望した今後の河川環境のあり方について」 

1997 河川法改正（河川環境の整備と保全を明文化）               Ｃ 

2002 自然再生推進法 

図２：行政区別事例数と水の種類 

表１：河川環境関係の変遷 

図３：行政区別・断面構造別事例数 



め多くの水路が残され、以下の理由で「再生」が進行した。 
尚、①は江戸川区議会録とヒアリング、②は江戸川区「内

河川整備計画」③はヒアリングにより把握した。  
理由① 都市問題  
・ 公園等のオープンスペース不足  
・ 歩車分離の交通システムの必要性  
・ 水路の雑排水流入による汚濁 
理由② 水路の排水路機能の廃止  
・ 下水道事業にめどがついたことにより、排水路機能が必

要なくなった  
理由③ 東京都職員による親水機能導入の提唱 
・ モデル事業の対象地を模索  
・ 中里区長（当時）と土木部長（当時、東京都から出向）

による推進 
3-2．「再生」手法の変化  
3-2-1．水質  
江戸川区の「再生」事業は地理的制約上不可能であった 2

例を除く２１事例において、河川水を導水している。そのう

ち、浄化をしているのは、最も早期に竣工した古川親水公園

（1974）と小松川境川親水公園（1985）の 2 例のみである。 
一部供用開始時点に河川水を浄化していなかった古川親

水公園では、水路内で子供達が遊ぶようになったことで、浄

化する方針に変更し、深い淵等の埋め戻しも行った。区内２

例目の小松川境川では当初より浄化水が用いられ、水遊びの

際の安全性に対する配慮を示した。 
これ以降浄化水を用いた例は見られなくなった。 

3-2-2．形態  
次々と河川・水路の「再生」が行われる中で、植生護岸や

河床に荒木田土を採用する例が少なくとも 4 例確認された。

それは、流掘親水はなのみち（1992）、一之江境川親水公園

（1995）、左近川親水緑道（1997）、宿川親水緑道（1998）
である。これらは、多自然型かわづくりに影響を受けた「再

生」であるとみられる。 
第４章 世田谷区の「再生」事例と特徴 
4-1．世田谷区の「再生」に至る経緯  
世田谷区は現存する河川沿岸の玉川・砧・烏山地区で水の

浄化や親水化を図り、これを軸に周辺の環境整備を行った。   
また、1961 年の「東京都市計画河川、下水道調査特別委

員会に関する報告書」に基づき下水道幹線化された河川のう

ち、呑川・北沢川・烏山川・目黒川の 4 河川で「再生」の事

例が確認された。 
4-2．「再生」の特徴  
4-2-1．水源  
北沢川・烏山川・目黒川は 1988 年に調査が開始された「城

南河川清流復活事業」により落合水再生センターから目黒川

に導水される下水の高度処理水を烏山川・北沢川の上流へ迂

回させ「再生」している。 
4-2-2．形態 
 世田谷区は 1983 年頃より、自然素材を用いた「再生」を

行ってきた。上述した 3 河川では河床材料に荒木田土や砂利

等を採用し、水生植物が植えら

れ、多自然型となっている。し

かし、その下部には断面が 4ｍ
×5ｍ程度のﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄを埋

設し下水を流している。（図４） 
第 5 章 考察 
 江戸川区で最も早期に完成した古川親水公園、多自然型に

対応した宿川親水緑道と、世田谷区の最新事例である北沢川

緑道を比較し、整理すると以下のようになる。（表 2） 
 
再生事例 古川親水公園 宿川親水緑道 北沢川せせらぎ緑道 

事業主体 江戸川区 江戸川区 世田谷区 

竣工 1974 1998 2008 
導水部総延長 1.2ｋｍ 600ｍ 1.8ｋｍ 

流路幅 2～3ｍ 0.65ｍ 0.9～1.2ｍ 

水源 
旧江戸川 旧江戸川 落合水再生センター 

河川水 河川水 高度処理水 
浄化 ○ × ○ 

循環 × ○ × 
排水 新川 蒸発等 目黒川 

河床材料 玉石・モルタル 割栗石 荒木田土・砂利 
護岸材料 玉石・モルタル 植生護岸 空石積み・植生護岸等 

断面構造 
水路／ 
仮下水管渠 

単断面 
水路／ 

下水道矩形渠 

 
古川親水公園は、親水に配慮するという名目で整備された

が、導水された河川水は衛生上の観点から浄化を余儀なくさ

れた。これに対し、宿川親水緑道では、親水と称しながらも

基本的には多自然型のコンセプトを持ち、導水された河川水

は浄化されなかった。北沢川緑道は、水生生物の生息を目指

した水路で、自然のせせらぎに似た外観を呈しているが、流

れる水は、下水処理水であり、ある意味で最も人工的に自然

を演出しているといえる。 
第 6 章 結論 
1. 東京区部東部の「再生」では主に河川水を利用している

が、西部では人工的に処理されているものが多い。  
2. 江戸川区は全国に先駆けて「再生」事業を行い、２３区

で最も多くの事例に取り組んできた。その経緯に、公園不

足等の都市問題、水路の排水路機能の廃止、東京都職員に

よる親水機能導入の提唱が大きく影響していた。その「再

生」の方法については、40 年程の間に、親水機能の重視か

ら、自然的河川整備に推移して きた。 
3. 宿川親水緑道（東部・江戸川区）と北沢川緑道（西部・世

田谷区）の事例に於いて、「再生」の形態が多自然型である

点は共通するが、河川水を用いて「再生」した宿川（江戸川

区）に対して、導水すべき河川を持たない北沢川（世田谷区）

は人工化された水源で「再生」されるに至った。  
4. 全体を振り返ると、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ志向から生態系重視へと「再

生」の目的は自然志向を強めていくが、技術的には高度に

人工化されて来ていることがわかった。 
                                                   
i 「江戸川区内河川整備計画」（江戸川区行政資料，1972）等他関連資料多数 
ii 「東京区部における廃止河川の再生に関する研究」（早稲田大学，2003．5） 
iii 「都市における水辺空間の再生―岡山西川緑道公園を中心に―」（大阪商業大学，2003） 
iv 「親水公園の都市計画的位置付けに関する研究―東京都江戸川区を中心事例として―」 

表２：特徴的事例の諸元の比較 

図 4：北沢川緑道の断面イメージ 

暗渠：下水 

上部：水路 


