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サバイバルエコロジー 

～生態史観としての東京水都論～ 

 

はじめに 

 

 サバイバルエコロジーというタイトルは、「環境

生態学」を法政大学建築学科で教えていた時のサ

ブタイトルで、「生存のための生態学」として学ん

でいただこうという趣旨であった。私が生態学の

講義を担当するようになったのは 2000 年から 20

年間で、1991 年から 9 年間は設計製図を教えてい

た。学生時代の 1970 年代は第一次エコロジーブ

ームの真っただ中にあった。私もその洗礼を受け、

レーチェル・カーソンの「生と死の妙薬（サイレン

トスプリング）」と E・P・オダムの「オダム生態

学」で育った。母校で設計製図を教え始めた頃、指

導教材にエコロジーのエの字もないことに愕然と

した。建築設計の理念は相変わらず近代建築至上

主義だった。リオデジャネイロで開かれた地球サ

ミットが 1992 年のことであるから、すでに地球

環境時代の幕は上がっていた。 

 国連ハビタット会議（人間居住会議）の第一回

が開催されたのは 1976 年のことで、急速な都市

化は途上国でも課題となり、人間居住の在り方そ

のものが問われるようになっていた。その年に私

は社会に出ることとなった。モラトリアムに浸っ

ていた私は指導教官の故河原一郎教授から、建築

でも都市でもどちらか行きたいところを決めろと

言われ、建築なら吉村順三、都市なら大谷幸夫と

答えたところ、大谷君なら仲間だから紹介できる

ということで、幸い大谷先生のところでお世話い

ただけることになった。 

 初めて大谷先生にお会いした時に、都市の仕事

をしたいのでと言ったところ、「私は建築家であり

ものをつくる理屈は建築にしかないから都市をや

りたいならまず建築を学びなさい」と諭された。

私が大谷先生を知ったのは、宇井純氏が行ってい

た東大の公開自主講座の「公害原論」を聞きに行

っていたのがきっかけで、都市論のシリーズで大

谷先生の講演を聞いたからであった。超満員の講

堂であったが、その片隅で聞いたにもかかわらず、

小声で静かに話すその内容に強く心を揺り動かさ

れた。 

 大谷先生の設計事務所で初めてかかわった仕事

が国立公害研究所だったのも何かのご縁であろう。 

この仕事に都合 10 年関わる中で時代が「公害」か

ら「環境」へと移行していく様を目の当たりにし

た。学生時代にはまだ公害問題や開発問題が頻発

していた。在学中に法政大学の小金井キャンパス

近くの野川の湧水保全運動にかかわるようになっ

ていたが、そこで開発による環境破壊の現場に何

度も遭遇することになった。建築という“モノを

つくるという破壊行動”に自分の置かれている立

場のジレンマを感じざるを得なかった。湧水とい

う小さな環境に生息する生きものたち、それを維

持してきた人々、都市化の大きな流れの中でひた

走る建築家たち。東京の片隅の武蔵野にあっても

都市化という破壊の波は襲ってくる。 

 仕事も 10 年ほど経験を積んだ頃、再び母校に足

を運ぶようになり、恩師河原先生とも再び活動を

共にするようになった。東京再生研究会は、2003

年当時話題となっていたいわゆる「2010 年東京問

題」に取り組もうと河原先生が始めた研究会であ

った。これが前身となり、2004 年に法政大学エコ

地域デザイン研究所がスタートした。 

なぜ水都論か、なぜ東京か、という課題を説明

するまでにだいぶ紙面を割いてしまった。東京は

私の生地であり、水は活動の拠りどころである。

法政大学エコ地域デザイン研究所は河原先生の後

継にあたる陣内秀信教授が主唱した水都論に取り

組んできており、私も「東京水都論」が主たる研究

テーマとなった。本論は、そうした流れの中、環境

とは、エコロジーとは何かを探ってきた論考のま

とめである。 

「生存のための生態学」というテーマは、教鞭

をとるにあたり、何のためのエコロジーかを学生

に伝えるべく、また自身としても問いかけ続けて

きた課題である。そんなことを学んで役に立つの

だろうか、答えが出たとは言えないが、「悩んだ時

には星を見る」という素朴な世界に近いように思

う。社会に出るにあたり、見失った時の拠り所に

なって欲しいと願っていた。 
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序章：源流 

 

0－1．源流の視点 

人類は如何にして生き残ってきたのか、また生

き残っていくか。これを考えるキーワードとして、

「源流」の視点がある。「源流」という言葉には、

川の源としての水源（Source）と、時を遡って行

き着く源（Origin）としての 2 つの意味がある。

ここでは、その両方の視点から、とりわけ東京水

圏に焦点を当てて考えてみたい。その地域構造の

源流を辿りつつ、巨大コロニーとしての水に依っ

て立つ都市、すなわち「水都」のあり方を探ること

とする。 

これは、「エコロジー」と「歴史」を併せて読み

解く方法で、「エコヒストリー」と呼んでいる。エ

コロジー（Ecology・生態学）は、ヒト（生き物）

やモノ（物質）の関係性を扱う科学であり、生態系

(Eco-system)認識に基づいている。東京水圏のエ

コヒストリーを把握するにあたり、モノとしての

「水系」(Ecological-water system)とヒトの「生存

の歴史」(History of survival）を読み解くことと

する。 

 

0－2．ヒトの生存 

「東京水圏」は、空間軸における東京圏の水系

の広がりであり、時間軸としては東京圏にヒト科

ヒト（Homo sapiens の現生人類）の足跡が記され

た約 3 万 5 千年前を起点として見ていくこととす

る。エコヒストリーにおいてヒトの棲息条件を扱

う手法は、これまでの歴史地理の概念に近いが、

今日の生態学の視野は地球環境そのものであり、

解くべき課題も地球環境問題である。「人類の存続」

（Sustainability for Human habitat）が課題であ

ると問題設定すると、東京水圏も日本列島や地球

の中で位置づけて見ていく必要がある。 

歴史とエコロジーの方法論については、1980 年

代以降、新たな科学的知見が加わった。氷床コア

の解析とヒトゲノムの解析であり、これらは、地

球生態系の成り立ちや現生人類の足跡をより明確

にした。こうした古気象学や遺伝子学の成果をは

じめ、地球環境認識が始まって以来多くの新しい

学問分野ができてグローバルな研究体制も整って

きた。 

居住（Habitat）に関しては、1972 年にストッ

クホルムで開かれた国連人間環境会議のハビタッ

トの認識を原点として、1992 年のリオデジャネイ

ロの国連地球サミットにおける持続可能性

（Sustainability）も踏まえて見ていくこととする。

その上で、人類の存続にかかわる提言を行ってい

る IPCC（Intergovernmental Panel on Climate 

Change）の科学的知見に基づいてサバイバルエコ

ロジーを通観してゆくこととする。 

 

 
【図１】東京水圏：東京水圏は源流域の山塊に囲まれた範囲で、

数多くの流域群を束ねた水圏である。中でも利根川水系は際立っ

て大きな流域となっている。本図は、「東京源流展」に際して、国

土地理院が東京水圏の範囲を 1 枚の画郭として作成した立体視地

図である。 

 

0－3．なわばりとすみわけ 

 論考の具体的な枠組みとして、生態系としての

「海域と山域」「水辺と内陸」という空間軸、人類

史として「遡上と流下」「移住と定住」などを歴史

軸として見ていきたい。 

例えばこの中で、「水辺」というキーワードは、

生態学においてエコトーン（Ecotone・移行帯）と

して捉えることができる。エコトーンという場所

性は、どの時代においても常に最も豊かな生態系

を形成する。そこには多くの生きものと共に人も

集まる。 

そして過密になれば動植物全て否応なく「なわ

ばり」（Territory）と「すみわけ」（Habitat 

segregation）が生じ、移動や定着すなわち移住

（Emigration）や定住(Settlement)が起きる。そ

の過程で駆逐や交雑、交配、相利共生、片利共生、

寄生などが生物間で起きる。同種間同士の方が角

逐は起きやすく、人間社会においては今日まで続

く戦争の歴史といえる。すべての生きものの移動
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の手がかりは川筋や海辺、谷や尾根であり、水の

条件が地質地理的条件を左右し、これが食餌とな

る生物条件にも関わる。 

人間にとっても、なわばりとすみわけは居住の

基本であると同時に、その「場」（Environment）

の条件に制約を受ける。気候や地形地質という土

地条件によって場の生態系に差異が生じるからで

ある。棲息条件を決める場の概念はバイオーム

（Biome・大植物群系）として把握することができ、

よりよい適応条件の場を求めて、食や資源を得る

べく移動が起きる。その契機は気候変動や火山噴

火、地殻変動、津波等々の自然災害や個体数の過

密など、様々な環境変化によるストレスが限界を

越えるところに起因することが多い。 

 

 
【図２】バイオーム：気候区や地形地質区分にもとづく土壌生物

群や植物群、それに依る動物群で構成される生物群系 

 

気候変動は、温暖化する間は生息範囲のなわば

りを増やせるが、寒冷化に向かう間は淘汰が起き

戦略転換が必要となる。良い場を得て定着した種

の繁栄の結果、遷移（Succession）が極相（Climax）

に達すると、場と社会の包容力（Capacity）を越

え、そこから棲息地（Habitat）の崩壊が始まる。

若しくは、これを避け得る新たなすみわけを探る

必要がある。 

ヒト科ヒトは現在地球上で最も広い範囲に生息

している生物種であるという。しかし、それは人

類がこれまでに経験したことのない極相の段階に

至っているという一面を持っている。東京水圏も

また、地球上で最も栄えているヒトの群集地

（Colony）の一つである。その生存のキャパシテ

ィを支えている「水圏」と「水系」をどのように捉

え、今後どのようにすみわけ、生存の知恵を発揮

できるか、考えていくこととする。 

 

0－4．水都を探る  

全体の流れは、１章で東京水圏が首都たる水の

器を持っているということを示し、その水系とし

ての骨格が古東京川によって構成されているとい

う大枠を踏まえるところから始める。2 章では、エ

コヒストリーとしての大きな流れを踏まえること

により、今日の地形地質がどのように構成されて

いるかを確認し、その土地条件の違いにより人類

の盛衰を左右した基本的な地域基盤を示す。3 章

以降では、その自然の地域基盤の上に集落やまち、

都市という人工システムがどのように重層して発

展し、新たな地域構造を形成したかについて分析

を行う。7 章では、東京が近代都市に変化していく

過程で、その地域構造をどのように活かし、又は、

これを変質させてきたかについて確認する。そし

て 8 章で、源流の視点から東京水圏の水循環構造

をどのように再構築していくべきかについて触れ

たい。東京水圏の目指すところは持続可能な都市

としての「水循環都市」（Sound Water Cycle City）

であり、そこに至る戦略としてのグリーインフラ

を踏まえ、行うべき具体的な手立てを示すことで

まとめとしたい。最後に終章で、近未来に向けた

展望、そこにあるべき哲学、そして人の生存の行

方について考えてみたい。 

 

 

１．東京水圏／首都たる水の器 

 水はどこにでもある、というわけではない。地

球を見渡してみれば砂漠や荒野があることは皆学

んで知っている。しかし、日本にいると水はどこ

にでもあるかのように思いがちな面がある。確か

に水に恵まれた国土であるが、どこでも同じとい

うわけではなく、また旱魃が続いたことも歴史上

多々あった。東京が首都となっているのは偶然で

はなく、水から見ると首都たる器を持っているか

らである、ということについて水系ごとに見てい

きたい。 

 

1－1．器を規定する地下水系 

 地下水は水の器である。東京の水系とその容量

は地下水から見るとよくわかる。地下水を多く蓄

えることのできる地層地質は、火山岩や火山灰、

石灰岩、沖積・洪積層などであり、地形としては、

平野、内陸盆地、火山山麓、丘陵、山地、石灰岩台

地などにより存在形態が異なる。火山岩や火山礫、

火山灰は多孔質（ポーラス）な構造となっていて

水を含みやすい。石灰岩（炭酸カルシウム）は雨水

に溶けて水酸化カルシウムとなり再結晶して石灰

岩に戻り、余剰水は地下水となる。沖積層は砂質

や泥質で、洪積層は砂礫質の地層となっており、

間隙水を多く含む。平野や盆地、丘陵は沖積層、洪
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積層の水甕で、山地は地下水に恵まれず裂か水と

して存在するため利用形態が限られ、石灰岩台地

は鍾乳洞の地下水となり、同じく利用形態が限ら

れる。 

日本列島には火山が多いが、これは４つの地殻

プレートの境界に位置しているためである。なか

でも富士山周辺は巨大火山地帯であり、東京方面

には箱根山や富士山などの噴火による火山灰が降

り積もって厚いローム層を形成している。東京水

圏の北側は浅間山や榛名山によるローム層となっ

ている。巨大火山は九州とりわけ南部に多く集中

しており、姶良カルデラ、阿多カルデラ、鬼界カル

デラなどは巨大噴火の痕跡である。その中でも鬼

界カルデラ噴火の火山灰は関東でもアカホヤ層と

して確認できる。火山灰層は、保水力が高く粒径

によっては良い土壌になったり、粘土化したりと

さまざまに変化し、水と多様な関わりを持つ。 

 

【図３】地殻プレート：日本列島は、太平洋プレート、北アメリ

カプレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプレートの４つ

のプレートのせめぎ合う場所に位置している。 

 

 

【図４】東京水圏とプレート：東京水圏近くには 3 つのプレート

がつくる海溝が集中している。 

石灰岩は鍾乳洞を形成しそこに地下水を蓄えて

いる。秩父や奥多摩の山塊は石灰岩地帯となって

おり、鉱脈は北東に連なって葛生などに存在し、

岩手の龍泉洞まで至っている。水質は硬度が高く、

砂礫層の地下水が軟水であるのに対して硬水と呼

ばれる。関東平野全域は、利根川と荒川の沖積低

地であり、武蔵野台地は多摩川がつくった扇状地

の上に厚くローム層を載せている。関東平野は、

「関東地下水盆」と呼ばれる日本で一番大きな沖

積・洪積低地の地下水地帯である。これらは、東京

水圏が源流域の山地から丘陵地や扇状地、低地に

至るまで、どこも地下水に恵まれており、日本列

島で一番大きな地下水の器を持っているというこ

とを意味している。 

 

 

【図３】日本列島の地下水： 関東地下水盆が日本で一番大きな地

下水盆であることが一見して読み取れる。火山地帯では、九州南

部が際立って大きな地下水地帯となっている。盆地は各地に散在

するが、近畿地方に多く集積している。地下水から見た東京水圏

は地殻構造線で区画された大地形区分の範囲に概ね近い。 

 

1－2．構造を規定する流水系 

 東京水圏の本流は後述する古東京川であり、利

根川、荒川、多摩川という 3 つの大支川を持つ日

本で一番大きな表流水系である。さらに鬼怒川水

系と霞ヶ浦も併せて関東平野を形成しており、広

大な東京水圏をとなっている。 

表流水は源流から海に至る水を流下させる水み
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ちであり、その過程で川や湖沼、滝など様々な形

態を呈する。上流から下流に向かって流下するツ

リー状の水系となっており、源流は清冽な水質で

細く小さな早い流れであるが、流末に至ると溶存

物質が多く広い川幅となり流れも緩やかになる。

生物相も下流に行くに従って豊かになり、ピラミ

ッド状に生物の階層が広がる。この源流から流末

に至る一つの水系に水が集まる範囲を流域若しく

は集水域と呼ぶ。本川から分かれる支川は 1 次支

川、2 次支川、3 次支川と細かくなっていく。合流

点は通常二川合流であるが、三川合流や、稀に四

川合流もある。合流地点は人も含めた生き物の集

まりやすい場所であり、都市の立地にも関係が深

い。分流する場合もあり、こうした分岐点も要地

となる。支川は小さくなるにつれ、支川流域単位

の地域社会のまとまりができやすく、合流して本

川が大きくなるほど地域社会を分ける要因となる。

湖や池は流れの緩い溜まりであり、ヒトや生き物

も溜まりやすい条件を持つ。水みちは常に固定し

ているわけではなく、堆積作用により時間ととも

に流路は変化する。源流部の水みちは谷を刻み安

定した流路となるが、堆積地の下流部は氾濫のた

びに流路を変えてきた。源流部は水質に恵まれ飲

用水に適するが水量は乏しく、下流部は水量に恵

まれ水質は悪いが生物相は豊かになる。 

東京水圏では、神田川などの台地河川が東京の

独立水系とされているが、これは集水域としての

流域の区分であり、その水みちの源は多摩川がつ

くった扇状地の伏流水である。これが地表に現れ

た扇端湧水が源頭であり、エコヒストリーとして

は武蔵野台地を多摩川水系として捉える必要があ

る。 

 表流水系には、人工的な用水路や運河、濠も含

まれる。上水道や下水道、地下河川は地下にあっ

ても地下水ではなく、地下の流水系である。地下

水には流れというほどの速度はなく、移動速度は

極めて遅く、流水系に対しては帯水系といえる。

流水系は地表流水系と地下流水系があるというこ

とである。今日の水循環構造をとらえる上で、こ

の流水系の大きな改変をどのように見直していく

かが課題となる。 

 

 

【図４】東京水圏の河川網：大きくは利根川・荒川及び鬼怒川の

水系群と多摩川及び武蔵野台地中小河川の水系群に分かれる。他

に相模川水系群や房総半島の水系群がある。  

 

1－3．水源としての雨水系 

 水循環の中で、雨はその始まりであり源流とし

て位置づけられる。日本列島は四季のあるモンス

ーンアジアの気候特性を持っており、雨季と乾季

があり、気温の変動幅も大きい。東京水圏は温帯

モンスーンの多雨地帯にあり、太平洋沿岸の黒潮

と親潮の影響を受ける。夏は雨季で梅雨前線と台

風の影響があり、冬は乾期で降雪と山から吹き下

ろすからっ風がある。その間に春先の長雨と春一

番があり、秋口の長雨と木枯らしがある。年単位

の変動だけでなく、数年、数十年サイクルの変動

もあり、エルニーニョ、ラニーニャと呼ばれてい

る。さらに、数百年、数千年サイクルの大きな変動

があり、氷河期のサイクルのようにもっと長期の

数万年、数億年の大変動もある。現生の生きもの

にとっては、年変動や数年単位の変動でも十分に

影響を受ける。 

東京水圏は、きわめて多様性に富んだ気候風土

にある。洪水もあれば旱魃もあり、地域気候と土

地条件に適応したハビタットが形成されてきた。

雨の降り方には地域による偏りがあり、東京水圏

においても降水量の地域差がある。降雨量は、多

いときは極端に多く、少ないときは無降雨が続く

ため、年間降水量が 1,500 ㎜程度と比較的多いに

もかかわらず、有効に使われては来なかった。 

地球温暖化に伴う極端気象はこの傾向を更に際
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立たせる方向に進んでおり、雨との付き合い方を

再考しなければいけない時代となっている。ゲリ

ラ豪雨や豪雪、巨大台風など、今日の水問題の多

くは雨問題と言える状況にあり、目指すべき「東

京水循環都市」の鍵もそこにある。 

 

 

【図５】東京水圏の年降水量：東京水圏の降水量は西及び北方の

山地側が多く、低地に向って少なくなり、南西側の太平洋岸や房

総半島南部は多くなる。総降水量は、裏日本や東海地方ほど多く

なく、全国の平均的降水量となっている。 

 

1－4．気候を左右する海水系 

 水循環の終点であり、また始点でもある海。東

京水圏は東に太平洋、南に東京湾の海域に面して

いる。太平洋には南から暖流の黒潮、北から寒流

の親潮が流れており、東京水圏沖合で出会う。日

本列島は南半分が北東に傾いており、これが房総

半島から銚子にかけて北向きに折れ曲がる。南西

から北東に向かってきた黒潮と、北から南に下り

てきた親潮はここで出会って混じり合い東方に向

かって流れる。太平洋西海域の代表的な暖流で日

本海流とも呼ばれる。プランクトンは少なく貧栄

養で透明度が高いため黒く見えるため黒潮と呼ば

れる。黒潮の源はフィリピン沖で北に向きを変え

る赤道西流で、黒潮は北太平洋海流となって北米

に至って南下するカリフォルニア海流となり、メ

キシコ沖で西に向きを変えて赤道西流となってフ

ィリピン沖まで廻る亜熱帯循環と呼ばれる循環流

である。 

 親潮の源はアラスカとカムチャツカ半島で千島

列島に沿って南下するため千島海流とも呼ばれる。

溶存酸素が多く栄養塩に富んでいて、魚を育てる

親となる潮という意味で親潮と呼ばれている。黒

潮に乗って北上してきた魚もここで大繁殖するた

め、北から南下してきた魚と併せ、豊かな多様性

に満ちた一大漁場となっている。仙台沖から銚子

にかけては低温で密度の高い親潮が黒潮の下に潜

り込むことで黒潮の魚も海面近くまで上がってく

る。海幸に恵まれた日本列島の中でも、東京水圏

沿岸と沖合に最も豊かな生物相が見られる特異な

海域となっている。 

 

【図６】日本周辺の海流：黒潮と親潮は関東付近で出会い太平洋

循環流となる。 

 

 さらに東京湾は黒潮に沿った海域で最も奥行き

のある内湾となっている。古東京川の水系であり、

源流の山々からは豊富なミネラルが供給される。

広大な干潟や磯、岩場など多様性が高い空間とな

っており、魚の餌となる貝類や甲殻類も多種棲息

できる豊かなエコトーンとなっている。古東京川

の川筋は深く湾口の浦賀水道あたりでは深海につ

ながっているため、深海魚まで入ってくる生物の

宝庫となっている。入り口である浦賀水道の流れ

は速く、東海道の難所として日本武尊の伝説にも

登場するが、これは東京湾そのものが一つの要地

としての条件を備えていると見ることができる。 

 海流は東京水圏の気象を決定づける主要因であ

る。黒潮の勢力が強まる夏季は黒潮の源であるフ

ィリピン沖が台風発生の源となり、黒潮とともに

北上し、偏西風の影響を受けながら東に向きを変

えつつ日本列島に到達する。黒潮と親潮の出会う

あたりは暖気と寒気が出会うところでもあり、上

昇気流による前線や積乱雲ができやすい。春秋の

前線による長雨も海流の勢力の強弱による影響を

受ける。エルニーニョやラニーニャはそうした海

流の勢力や位置の変動によるものである。この変

動は、気候大変動ほどではない小変動であるが、

それでも人類や生き物にとっては大きなストレス

の要因となり、文明の盛衰を左右してきた。 
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２．水都への潮流／海進と海退  

  

 地球の長い歴史の中で海水位面は幾度となく上

下してきた。現生人類のホモサピエンスがおよそ

10 万年前に中部アフリカから世界に広がったこ

とは今日の遺伝子学により明らかになって来たこ

とである。その間にさまざまなルートを辿りつつ、

3 万年から 4 万年前には日本列島に到達したとみ

られている。現在確認されている最古の遺跡はお

よそ 3 万 5 千年前の旧石器時代の遺跡であり、東

京水圏の中でも各地に見られる。その時代、海水

位面は現在よりおよそ 80m 低く、最も低下した 1

万 8 千年前頃で 120m 程下がり、東京湾は陸地で

あり古東京川が流れていた。その後、10,000 年か

ら 5,000 年ほど前にかけて急激な温暖化により海

水位面は現在より 5m 程高いレベルまで上昇し、

弥生時代以降下降して今日の水位に至っている。 

 

 

【図７】古東京川：東京湾は陸地で、水系は古東京川と鬼怒川に

大きく分かれていた。古東京川は深い谷を刻んでいた。／図は法

政大学エコ地域デザイン研究所制作 

 

2‐1．古東京川と寒冷期：3万 5千年前～ 

 

トバ火山噴火とヒトの分化 

 古東京川の時代、地球の気温は約 13 万 5 千年

前のピークから急激に寒冷化に転じ、約 2 万 1 千

年 前 に 最 終 氷 期 最 寒 冷 期 （ Last Glacial 

Maximum/LGM）を迎えた。最終氷期のヴュルム

氷期にあたるこの時期に海面は最大で 120m ほど

低下するなど陸域が大きく広がっていた。最終氷

期の間にも気温の上昇下降が繰り返され、8 万 5

千年ほど前には特に急激な海面低下と回復があっ

た。この時に現生人類はアフリカを出て 10 数㎞に

まで狭まっていた紅海の悲しみの門を抜けてアラ

ビア半島に渡り、南岸に沿って東に向かい、イン

ドやインドネシアまで広がったとみられている。

気候も地理も今日とは大きく異なることを前提と

して見ていく必要がある。 

 

 

【図８】海水位面変動：海水準変動と気温変化。横軸は千年、縦

軸は現在と比較した相対的な海水準。上は過去 90 万年、下は過去

14 万年。約 2 万 1 千年前には最終氷期最寒冷期（Last Glacial 

Maximum/LGM）となり、海水面は 120mほど低下した。 

 

このヴルム氷期の間には大きな気候の変動が繰

り返された。7 万 4 千年前にインドネシア・スマ

トラ島で起きたトバ火山の大噴火は地球規模の急

激な寒冷化をもたらした。この気候大変動で人類

は絶滅寸前に追い込まれた。噴火の規模そのもの

も巨大で、絶滅地域はインド東半を含む東南アジ

ア全域に及ぶ極めて広域にわたり、ヒトの居住地

は分断され、生き延びた集団もそこから移動を余

儀なくされたとみられている。極端な人口減少に

よるボトルネック効果により、種としての遺伝的

多様性も大きく損なわれた。生き残った小集団を

源とする人類の分化、居住地分散が起き、積み上

げてきた文明も後退し、そこから改めて出直すこ

とになった。生き延びてバラバラになった集団は、

インダス川から北上するルート、東アジアの沿岸

を北上するルートなどに分かれていった。モンゴ

ロイドの出現など地域による見かけ上の差異や適

応のための文化の多様性もその頃からできたとす

る説もある。その一方で、ヒトは総体として限ら

れた祖を源とする遺伝子的に均一性の高い集団で

あった。その後、ユーラシア東端に至る一方、約 5

万年前にはチグリス・ユーフラテス川に沿って北

上して西に向かい、地中海沿岸からユーラシア西

端に達したとみられている。 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Sea_level_temp_140ky.gif
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【図 10】人類の出アフリカと移動経路：人類は約 10 万年前にア

フリカ中央部を出て世界に広がり、日本列島には約 3 万 5 千年前

から 4 万年前に、南方や北方、西方から到達したとみられている。

／小田静夫著「新しい旧石器研究の出発点―野川遺跡」より抜粋 

 

日本列島へのヒトの到達 

 一方、4 万年～3 万 5 千年前に日本列島に最初

にたどり着いた集団は西アジアからシベリア経由

で陸伝いにやって来た北方系とみられており、そ

の後、西からも海を渡った大陸系の集団が到達し

た。その間、彼らはマンモス象やナウマン象を追

って生き抜いてきたとみられている。また、南か

らは南方系の集団が黒潮に乗るように魚を追って

北上し、ほぼ同じ時期には琉球列島から九州まで

到達したとみられる。琉球列島は当時大陸の一部

となっていた台湾と連なる陸橋となっていて、島

嶼部も今より大きな島が連なり、比較的容易に九

州まで辿り着けたとみられる。日本列島自体も、

九州から四国、本州、北海道が樺太と陸続きで、ア

ムール川河口で大陸とつながっていた。 

旧石器時代の狩猟にとって重要だったのは鏃や

釣り針である。釣り針は動物や魚の骨でつくられ

たが、鏃の主要材料である黒曜石は本州の霧ヶ峰

などだけでなく、朝鮮半島北部の白頭山や伊豆七

島の八丈島から産出されている。伊豆七島も本州

に近接する大きな島となっており、陸続きになっ

ていた広域にわたる地域の間で、物流及び人の交

流があったとみられる。朝鮮半島との間は狭い海

峡となっていて、渡航できるほどの航海術も発達

していたとみられている。南方ルートも琉球列島

の連なりが現在よりははるかに大きな島の連なり

となっていて、航海の道のりも短くて済む状況に

あった。 

【図 11】現生人類は約 7万年前にアフリカを出て、LGM（最終氷期

最寒冷期）のピークに旧石器が東アジアに入った。日本には北と

南から入り、関東平野で出会った。／スティーブ・オッペンハイ

マー著「人類の足跡 10 面年全史」より抜粋加筆 

 

 

姶良火山噴火と東京水圏 

日本列島においても 2 万 5 千年前に姶良大噴火

による寒冷化が起きており、これが旧石器時代人

の大きな画期となった。九州南部の古代人は全滅

し、火山灰は本州全域に降った。南九州には巨大

カルデラ群があり、約 9 万年前の巨大噴火では阿

多カルデラが形成され、約 6,400 年前には鬼界カ

ルデラが形成された。この鬼界火山の噴火による

火山灰は東京水圏にも 10 ㎝程降り積もっており、

アカホヤ層として確認できる。 

巨大噴火のたびに、日本列島の生き物の世界は

大混乱に陥った。列島の南半分の生きものは衰滅、

淘汰が進み、荒廃地化したとみられる。ナウマン

象の化石は横須賀や新宿などの都区内でも発見さ

れており、2 万年前くらいから衰退して 1 万 5 千

年前に絶滅したとみられている。2 万 1 千年前が

最終氷期最寒冷期であり、ここから逆に急激に温

暖化に向かうという気候大変動の時代であり、古

【図 9】遺伝的浮動 小さな

孤立した集団が世代を重ね

ると多様性の減少につなが

る。ミトコンドリア DNA の

多くのタイプが、少数の系

統、あるいはただ一つの系

統になっていく。／スティ

ーブ・オッペンハイマー著

「人類の足跡 10 面年全史」

より抜粋 
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代人や多くの生きものにとって如何に環境に適応

するか、生存をかけた過酷な時代だったとみられ

る。 

 

 

当時の古東京川の川筋は今も東京湾の中にその

痕跡があり、東京湾西岸が深いのはそのためであ

る。自然の航路として大きな船が寄り付きやすい

ため、横須賀港や横浜港が発展した。利根川、荒

川、多摩川が「三川合流」する地点は古東京川流域

で最も重要な合流点である。大支流の利根川、荒

川は、既に低地河川となりゆったりと流れている

一方、多摩川はこれに比して急流河川であり、源

流の清冽な水をそのまま合流点まで運んでいた。

その合流点は 3 つの川の水質が混じり合う多様性

の高いエコトーンであり多くの生きものやヒトが

行き交う場となった。後にここに江戸城がつくら

れ自然の多様性を損ないつつも新たな人工水系を

加えて総体としての水の多様性を維持した。江戸

前の海幸や江戸野菜に恵まれたことは、首都を支

えるに足る水の条件が十分に豊かであったことを

結果として証明している。京都もまた「三川合流

都市」の豊饒さを持っていることは後述する。 

 

2‐2．縄文海進と温暖化：2万年前～ 

 

古代文明の黎明期 

 旧石器時代の寒冷期の後、縄文時代は急激な温

暖化の時代である。海進は 1 万 9 千年ほど前から

始まり、1万年前から急速に海面上昇が進み、5,000

年ほど前には現在より 5m 程海水位面が高くなっ

た。これは縄文海進と呼ばれ、縄文時代（15,000

年前～2,800 年前）はほぼこの時代に当たる。世界

中で過酷な寒冷期から温暖化に転じ、エジプトを

はじめとする世界の古代文明の源はこの時代に遡

る。インダス文明や黄河文明も海進が進んだこの

時代に始まっている。温暖化で海水面が広がった

世界は現在の陸地の奥まで海が広がり、気候も地

理も大きく異なっていた。寒冷期に砂漠化の進ん

でいた陸地も植生が変わり、緑のサハラが出現す

るなど、ユーラシア大陸内陸にも豊かな森林地帯

が広がっていった。気候学ではピプシサーマルと

呼ばれる高温期であるが、これをかつてクライマ

チックオプチズム（気候最適期）と呼んだように、

寒冷だった場がヒトにも生き物にも棲みやすく生

産性の高い居住地になったところが多かった。そ

の一方で、温暖だったところは過酷な暑さになる

など、ヒトの移動要因が多くなったとも言える。 

 

 

 

縄文の画期、アカホヤ層 

海水位面の急激な変動は火山噴火を誘発する一

因にもなる。日本列島においては、7,300 年前鬼界

火山の巨大噴火が起きた。膨大な火山灰は東北に

まで達し、アカホヤ層は九州南部で 1m、琵琶湖付

近で 5～6 ㎝、東京でも 2 ㎝程度の明確な赤色の

層として確認できる。九州南部の縄文人は再び全

滅し、姶良噴火と同様に全国に深刻な影響を与え

た。アカホヤ層は縄文時代の早期（12,000 年前～

7,000 年前）と前期（7,000 年前～5,500 年前）を

分ける重要な鍵層となっている。縄文文明はいっ

たん衰退し、その後温暖化とともに回復していく。

北に行くほど影響は少なく、縄文中期の人口はほ

とんど東日本に偏っていた。縄文人はクリやコナ

ラなどの生産性の高い実を食料として、サケなど

の魚も得ることができた。縄文の貝塚研究が進み、

食していた魚介類の種類も豊富だったことがわか

っている。東京水圏に縄文人の人口が多かったの

は、降灰の影響が姶良噴火の時に比べればさほど

大きくなかったことも一因と思われる。浅間山も

有数の火山であるが、2 万 3 千年前と 1 万 5 千年

【図12】南九州の巨

大カルデラ群。北か

ら姶良カルデラ、阿

多カルデラ、鬼界カ

ルデラ／新東晃一

著「南九州に栄えた

縄文文化／上野原

遺跡」より抜粋 
【図 13】海水位

面変化  多摩

川・鶴見川下流

域から横浜港周

辺における約 1

万 500 年前以降

の相対的な海面

変化／「貝が語

る縄文海進」松

島善章著より抜

粋 



- 11 - 

 

前に大噴火して以降大噴火の活動は停止している。

その後、5,000 年前には海進のピークを迎え縄文

文化の最盛期となる。 

 

 

 

島国日本の始まり 

 日本列島は、縄文早期にはまだ大陸とつながり、

冷涼で乾燥した気候で草原や冷温帯落葉樹林のミ

ズナラ、クルミ、トチなどの森林が広がっていた。

その後、温暖化による海面上昇が進むにつれて、

北九州では 15 ㎞ほどだった朝鮮半島との狭海路

が広がり、対馬暖流が日本海に流れ込むようにな

った。海進のスピードは 100 年で 1m 上昇という

急激な変動であった。これにより日本海側は暖流

のもたらす水蒸気により豪雪地帯となっていった。

林層も温帯照葉樹林や照葉樹林が西から東へと広

がって行った。海進が最大となった後、気候変動

の幅は小さくなり、ヒトの文明は安定して発展期

を迎えた。縄文中期（5,500 年前～4,500 年前）は

三内丸山など縄文文化が最も栄えたとみられてお

り、以降、日本は今日の島国としての独自の性格

を強めていくこととなる。 

 縄文中期の東京水圏は、よく知られているよう

に貝塚の分布が海進の最大範囲を示している。海

域は大宮台地周辺にまで至り、奥東京湾と呼ばれ

る大きな内湾の広がりを持っていた。浅い海が広

がり、豊かな漁場となっていたとみられる。河口

のある湾奥や広大な内湾には、豊かなエコトーン

が形成され、利根川、荒川では大宮台地周辺、多摩

川では府中周辺に至る武蔵野台地河岸が早くから

栄えたとみられる。森も豊かになり、温帯落葉樹

林のクリを主食として栽培するまでになったとみ

られている。絶滅した大動物から数の多い小動物

を追って山道が発達し、里では雑穀の栽培なども

始まり、雑食化という適応性も高まった。縄文人

は海に近い河岸崖線の小さな湧水を拠り所として

水辺の幸と森の恵みが得られる小群落を数多く形

成して行った。これが東京水圏と日本の原風景の

一つとなって今日につながっている。 

 

 

【図 15】縄文海進 東京湾は大宮より北まで海となり古地理学で

奥東京湾と呼ばれる。霞ヶ浦も大きな海域で香取海と呼ばれる。

／図は法政大学エコ地域デザイン研究所制作 

 

2‐3．弥生海退と寒冷化：3,000年前～ 

 

関東平野の出現 

 海進が進んだ温暖な時期は、最終氷期最寒冷期

後の後氷河期と呼ばれている。小さな気候変動は

周期的に起きていたが、氷河期に比べれば安定し

ており、東京水圏の縄文人も安定した生活をして

いた。しかし、縄文後期に入ると約 4,500 年から

世界的に寒冷化が始まり、生態系も変化して生産

性の高いクリが得にくくなっていった。縄文後期

の人口は激減し、より温暖な西日本の人口が増え

ていった。東北で栄えた縄文文化も途絶えるなど、

縄文人は他の生きものと共に南に移動していった

とみられている。移動ルートは明らかでないが、

四国や南九州で人口が増えていることから、海伝

いに南下した可能性もある。 

この寒冷化は海退をもたらし、弥生時代にあた

る約 2,800 年前から現代まで続いている。近年の

急激な地球温暖化は後述するとして、弥生海退時

の寒冷化の進行は緩やとはいえ寒暖の変化を繰り

返し、弥生人の棲息条件は厳しい方向に向かって

いった。海水位面は次第に低下し、ほぼ現在の東

【図14】鬼界火山の

噴火による火山灰

は関東以北にまで

降り積もり、アカホ

ヤ層を形成してい

る。／新東晃一著

「南九州に栄えた

縄文文化／上野原

遺跡」より抜粋 
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京湾の位置まで水際線が後退した。奥東京湾だっ

た場所には、広大な平地が広がり、かつての古東

京川は渾然一体となって流れる利根・荒川筋と多

摩川の 2 つの川筋に分かれた。利根・荒川源流域

から供給される膨大な堆積物と淡水により、氾濫

と蛇行を重ねて肥沃な大湿地平原が形成されてい

った。これが新天地として出現した関東平野と東

京低地であり、地下も淡水に満たされ、関東地下

水盆を形成し、次第に乾燥地化して耕作可能な居

住地が拡大していった。 

 

 

【図 16】弥生海退 ほぼ今日の海岸線に近くなるが縄文海進時の

名残で低地は湿地がまだ多い／図は法政大学エコ地域デザイン研

究所制作 

 

東京水圏の東西分化 

寒冷化に伴い、居住形態も変化してきた。海進

が始まる少し前までは、人類はクライマチックオ

プチズムとも呼ばれるような恵まれた棲息条件に

より各地で繁栄を極め、定住の地を得ていた。し

かし、新たな寒冷化が始まり海退により肥沃な大

平原が出現した地域がある一方で、北に行くほど

降雨量が減って乾燥地化する地域も出てきた。縄

文的な生活が困難になって来たこの時期は、大陸

でも混乱がおきて人の移動が促された。東京水圏

にも大陸からの渡来人が入り始めた時期である。

初めにやって来たのは中国長江文明の末裔とみら

れている。養える人口が少なくなっていた縄文人

と大陸の寒冷乾燥地に適したノーハウを持つ渡来

人との交雑により、定住や移住、生活方式の変更

などが起き始めた。新文化と混交することで雑穀

栽培など新しい生活スタイルへの変化も始まった。 

一方、東京水圏の中でも外洋に面した地域では

寒冷化の影響が小さかったとみられる。この時期

には既に黒潮ルート南から到達していた先住民も

住んでいた。縄文海進時には、奥東京湾とともに

香取湾も形成されていた。鬼怒川水系の河口部も

豊かなエコトーンとなって栄えていたとみられ、

海産物中心の生活は大きな影響を受けずに存続で

きたとみられる。また、渡来人も利根川、鬼怒川の

大河に阻まれて東進は困難だったとみられる。後

に鹿島神宮、香取神宮が立地する銚子あたりには、

既に先住民の生活が積み上げられた拠点があった。

大きな河口を挟んで南北に居住地の縄張りが分か

れていたとみられる。 

 

 

【図 17】東京水圏の東西分化 関八州は大きく東の沿海地域と西

の山麓地域に分かれ、中央は利根川の大湿地帯となっていた。 

 

文明化が進んだ人類は、定住し人口が増え農業

に依存度を高めるにつれて、小さな気候変動でも

大きな影響を受けるようになっていた。小さな気

候変動とはエルニーニョ現象のことであり、寒冷

化に伴い旱魃が周期的に起きていた。狩猟生活の

獲物の減少と人口増加でクライマックスに達して

いた大陸の中原地域では、抗争、収奪、移動が激し

くなり、既に都市化していた地域においても種族

の盛衰が起きるようになり、日本もこの波をかぶ

ることになった。これが現代につながる文明の黎

明期であり、今日の日本文明の源もここに遡る。 

 

大陸動乱の余波 

中国の古代文明は BC5,000 年（7,000 年前）ほ

ど前に遡る黄河文明とそれに続く長江文明や遼河
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文明が源であるとされており、どれも大河を拠り

所として高度な都市文明を築いている。遺跡が残

る夏王朝は BC2,000 年頃（4,000 年前）であり、

それ以前に三皇五帝の神話時代があることから、

黄河流域では早くから治水や農業、医薬などの技

術が進んだとみられている。その黄河文明の源は

河口からの遡上ではなく、西域若しくはチベット

方面から中原に入ったとみられている。温暖期の

ユーラシア中央部は広大な草原地帯で多くの生き

ものとヒトを賄うことができた。 

 

 

【図 18】中国古代 夏王朝があったと見られ、神話や歴史資料が

残されている。／貝塚茂樹・伊藤道治著「古代中国」より抜粋 

 

 

【図 19】半神半獣の三神 包犠は八卦や文字を発明し、女媧は傾

いた天地を戻し、笙や簧という楽器をつくった、神農は農業、医

薬、商業、易などを作り出したという／貝塚茂樹・伊藤道治著「古

代中国」より抜粋 

 

しかし、寒冷化が進むことにより海退して大河

の流長は次第に延び、頻繁に氾濫して蛇行を大き

くしていった。そのたびに居住地を荒らす川が暴

れる姿は竜になぞられ、五帝の一人である禹のよ

うに、これを治めることがリーダーの資質とされ

るようになる。流量も減少して川のもたらす恵み

の有限性と災害の頻発という不安定要因の中で生

き抜くための知恵が発達した。治水技術を駆使し

て竜を抑えた優れたリーダーたる天子たちの国家

が長くは安定しなかった最大の要因は、西域と北

辺からの遊牧民族の圧力であった。彼らの居住地

は次第に棲息適地ではなくなりつつあったからで

ある。棲み分けは困難となり、戦乱の時代となっ

ていった。 

 

【図 20】黄河の流れの変遷 黄河は土砂を多く含む川で、天井川

になりやすく、過去度々大氾濫を起こし、流路も大きく変えてき

た。河川延長も長くなり勾配は緩くなる／「世界史図説」より抜

粋 

 

かつて各地に生き残って繁栄を取り戻していた

人類は、その間に似て非なる生活様式と文化を築

いていた。それらが各地で再会し交流するととも

に角逐も始まった。生態学的には、似た者同士は

手ごわいライバルであり、生存競争も激しくなる。

遺伝子の多様性が低いということは、共存や棲み

分けも可能である反面、縄張り争いとなると徹底

的に争うことになる。西域や北域に比べればやや

恵まれていた中原国家は、彼らが西戎や北荻と呼

んだ騎馬民族と戦い続けることになる。これが揚

子江流域の華南、南方系民族も巻き込んで中国全

土に大きな混乱をもたらし、各地で種族の衰亡と

大移動が起きた。その余波は遠く日本列島にまで

及んだ。 
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【図 21】戦国時代の中国 戦国の七雄がしのぎを削り、秦が中国

統一を果たした／「世界史図説」より抜粋 

 

生存競争とすみわけ術の進化 

大混乱は BC770 年頃（約 2,800 前/縄文時代の

終わり頃）から始まる春秋戦国時代を経て、AC304

年～439 年（2,300～2,400 年前）の五胡十六国時

代に極まることになる。群雄割拠から苛烈な駆逐

殲滅、下剋上などを繰り返し、初期の胡服騎射や

後期の胡族の漢化など混交交雑が起きるとともに、

メルティングポットの中から諸子百家や南北朝の

新文化も一気に花開くこととなった。もはや物理

的な棲み分けでは追いつかず、新たな知恵が必要

とされたからである。弥生時代の日本にも玉突き

状に影響が及び、胡族や漢族など大陸系の民族が

朝鮮半島経由で幾度となく流入することとなり、

弥生の混乱が始まる。 

秦の始皇帝の時代（2,200 年前頃）の徐福伝説は

日本全国に残っている。越王勾践に敗れた呉王夫

差（2,400 年程前）を祖とする家系図が九州北部に

残っているとも聞く。呉の国は優れた船の文化を

持っていたが国敗れて王室は九州まで流れ着いた

という。先進的な文化を背景に日本に定着して後

に安曇族と呼ばれるようになり、大陸や半島との

往来を可能にしたとみられている。徐福は安曇族

の案内で大陸との交易ルートから日本に入植する

ためにやって来たとの説もある。この時、徐福は

五穀の種や冶金技術者や薬草の知識などと、これ

を後世に伝えるための若者を連れてきている。こ

の時、日本に革新の種子が飛んできたと言える。 

百済の滅亡（AC660 年/ツングース系扶余族の国）

に際しても多くの渡来人が来ており、新羅（秦の

末裔）や高句麗（濊貊族）からも渡来人が先進的な

様々な大陸文化を運んできた。中原から華南まで

巻き込んだ大動乱で滅んだ民族も多いが、日本人

には故地で絶滅した長江文明の遺伝子も残されて

いる。北方や南方のやはり希少となった遺伝子も

あり、日本人は世界でも稀に見る遺伝子の多様性

を有していることが遺伝子研究の成果として知ら

れている。日本列島は避難民族の最後の拠り所と

なった。 

源となった中原や西域はオープンランドと呼ば

れる広大な開けた平原地域であり、豊かな大草原

時代に牧畜や騎馬が発達した。狩猟肉食を主とし

た遊牧民は戦闘力も高く、ついには中原を圧倒し

匈奴はフン族として西欧にまで侵入し、玉突き状

にゲルマン民族の大移動を引き起こした。オープ

ンランドから狭い半島を経て島国の日本列島にや

って来た騎馬民族は小さな地域に分割された山が

ちな狭い土地条件に適応せざるを得なかった。そ

こに先住する多様な部族集団の中で共存、共生、

交雑、交配を重ねて次第に溶け込んでいった。こ

の時、東京水圏はこの狭い列島の中では大きな平

野であったが、まだ葦葭原の大湿地帯だった。 

 

 

【図 22】5 世紀後半の東アジア 北方系民族などが半島経由で倭

国まで流れついた／「世界史図説」より抜粋 
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３．海道
うみみち

・川道
かわみち

と陸
りく

道
みち

・山道
やまみち

 

 海水位面の上昇により、日本列島は 5,000 年ほ

ど前には朝鮮半島から大きく離れることとなった。

大陸から日本列島に到達するには海を渡らなけれ

ばならず、航海術にたけている必要があった。北

九州と半島南部はもともと同一文化圏であったと

みられるが、実距離が離れるとともに倭政権の時

代になると、次第に文化的な距離も広がっていっ

た。九州に住み着いていた先住民族は古代から引

き継ぐ海の民の能力を有しており、半島との往来

が盛んになっていた。この時代、大陸から次々と

避難する渡来人たちの通る海道が重要な意味を持

つようになってくる。 

 

3-1．大陸からの海道 

温暖期の中国文明は発展期であったことに伴い

航海術も発達し、広がった半島と日本列島との距

離もいとわず行き来が盛んになって行ったとみら

れる。朝鮮半島からの流れだけでなく、倭寇が半

島沿岸を荒らし、倭から半島の国に水軍支援をす

るなど、倭から半島への海道も開けていた。もと

もと倭は国ではなく、朝鮮半島以東の日本列島を

含む総称だったが、次第に民族の棲み分けがはっ

きりしてくるにしたがって、倭は現在の釜山付近

と北九州を示す地域となり、その後北九州のみの

地域となって行った。 

この間、多くの国の盛衰があったが、人々が行

き来する海道は半島の西岸を伝って、遼東半島に

至り、黄河河口から遡上して洛陽や長安へとつな

がっていた。また、沿岸を南下して揚子江河口に

至る華南の文化圏との海道も開けていた。海道の

目的地としての到達点は豊かなエコトーンを持つ

河口地域とその河川流域である。港から先は川沿

いに遡上する川道（かわみち）があり、これは太古

からあらゆる生き物の通り道として使われてきた。

縄文海進時に栄えた地点は海退により少し川を遡

上した位置になっている。世界でもやや内陸に古

くから発展した中心都市があるのはそうした理由

にもよる。川道は支川に沿って分岐するにしたが

って勾配がつき、坂道から山道となってゆく。源

流に辿り着いて峠を越えれば別の水系につながる。 

日本列島における海道は、徐福が辿ったと伝え

られる黒潮ルートがあり、出雲族が敦賀や信濃川

河口にたどり着くような対馬海流ルートもあった。

こうした沿岸海道は暖流の流れに乗って日本列島

の南半分までが早くから開かれていた。銚子沖は

難所であり、黒潮ルートはそこが終点であった。

対馬海流ルートも同様に親潮と出会う信濃川河口

付近までであった。また、北九州からは、関門海峡

の難所を避けて、一旦陸路をとって瀬戸内海に抜

け、そこから淀川河口や大和川河口へと到達する

海道も発達した。鳴門海峡もまた難所であり、瀬

戸内ルートは穏やかな内海海道として発達した。

瀬戸内海地域は瀬戸内気候で温暖ではあるが降水

量が少なく、地質的にも水を多く保てる条件に乏

しく、結果的に到達点は淀川と大和川となった。

吉備には鉄があり、銅の産地など、瀬戸内ルート

にはいくつかの拠点もできた。 

 

 

倭の政権がいつから大和に移ったか、同一なの

か、まだ論争の尽きないところであるが、白村江

の海戦（663 年）に敗れて逆に存亡の危機に瀕し、

大宰府を防衛拠点にしつつも中枢は大和に置かれ

た。大河川の淀川は利根川と同じく河口が河内湾

の大湿地帯となっていた。大和川はこれに比して

遡上しやすく、海岸線も今よりずっと奥にあった

ため容易に大和盆地に辿り着けた。当時の大和盆

地は湖と湿地帯であったとされ、大和湖があった

と言われる。生駒山地の狭窄部を抜けると三川合

流の盆地の出口であり、囲まれた大盆地の視野が

開けていた。これは豊かなエコトーンであると同

時に天然の要塞でもあり、函谷関を抜けると秦の

秦嶺盆地に入るのと同じく防御に適した地形とな

っている。当時は戦乱に明け暮れて大陸から秦の

末裔も流れてくるなど、孫子・呉子の兵法も普及

して戦略的に土地を見ることが重要であり、都城

の立地として盆地の価値が高かった。大宰府には

水城が築かれ、狭窄部を関門として整備していた。

大和盆地は全国有数の大盆地であり、西日本では

【図 23】三つの海

道 黒潮ルート、

対馬海流ルート、

瀬戸内ルートは主

要な海道となって

いる／小田静夫著

「黒潮県の考古

学」より抜粋 
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最大の盆地となっていて、首都を構えるに足る器

であったと言える。 

 

  

 

3-2．関東水圏の南北分化 

 一方、大陸から東京水圏への道は遠く、黒潮ル

ートは南方系と先住民の北方系の文化が主流であ

った。大陸からの玄関は対馬ルートの終点となる

信濃川河口であった。ここも利根川と並ぶ大河の

河口であり、寒流と暖流が出会う生態系の多様性

に富んだ豊かな土地である。大平野の広がりは日

本海側で最大の規模を持つ。信濃川と利根川、荒

川、多摩川は源流を同じくしている。信濃川を遡

れば東京水圏の川の源流につながり、その流域を

越える主たる峠が碓氷峠である。この時代の東京

水圏は、広大な葦葭原と湿地帯が広がっていたが、

次第に乾燥地化して陸地が広がっていった。氾濫

を繰り返していた利根川や荒川の流路も落ち着き

はじめ、自然堤防上など、人が棲みつける場所が

できてきた。 

 人々の生活はまだ縄文時代の延長線上にあった

が、農耕に適した土地が増えたことにより、渡来

人の力を得て次第に土地の豪族が勢力を増すよう

になって行った。しかし、この時期に大陸からの

文化が大量に流入した西日本に比べて、文化の異

質性が広がって行ったとみられる。伽耶や百済系

の天孫降臨族の西日本・大和朝廷に対して、東日

本の関東水圏には信濃川ルート諏訪経由の川道で

辿り着いた出雲族が大陸の文化を伝えた。氷川神

社はわずかな例外を除き武蔵国にのみに分布する。

中心は大宮台地とその周辺にあり、台地からは東

京水圏全体を見渡せる。大宮氷川神社の創建は孝

昭天皇 3 年（BC473 年）と伝えられており、弥生

海退が最も進行していた時期に当たる。利根・荒

川下流部はまだ大湿地帯であり、東京湾方面から

近づくのは困難な状況にあった。出雲族は武蔵を

新天地として縄文以来の先住民と混交、交雑して

独自の文化圏をつくり出した。一方、先住民は元々

の拠点の上毛地域を中心として定着していた。こ

うして、東京水圏の利根川流域の南北ですみわけ

が行われたとみられる。 

 

 

【図 25】氷川神社の分布：氷川神社は大宮を中心として、ほぼ武

蔵國の中にだけ立地している。荒川を挟んで東には香取、鹿島神

社群が広がり、多摩川の南、鶴見川流域には杉山神社群がある。 

 

3-3．東山道武蔵路 

旧石器時代から縄文時代の山道は、狩猟の獣み

ちや、黒曜石の道、玉の道であったが、半島からの

文化が入ってくると、銅の道や鉄の道などが山中

に入っていった。こうした古道で今日まで残って

いるものは少ないが、東京水圏の源流部にも多く

の古道が発達していた。平地では、大陸平原の幹

線道路の考え方が入ってくるが、険しい山と森林

が多く、狭い日本列島の中では限られた範囲でし

か直線道路は成り立たなかった。それでも大和政

権の五畿七道整備の時代になると、幹線道路整備

が進み、陸路で日本列島を制する基盤が出来上が

った。 

東京水圏は東山道と東海道に位置づけられ、大

和の文化が入るようになった。大和政権はかねて

より拮抗した勢力を持つ出雲族の討伐を開始した。

既に諏訪盆地を拠点としていた出雲族を制圧し、

最後まで頑強に抵抗していた高い技術と戦闘力を

持つ武蔵もついに中央政権に従うこととなった。

武蔵國は東山道に位置付けられ、そこから分岐し

た東山道武蔵路が武蔵国府に至っている。 

【図 24】推定大和

湖：大和盆地（奈良

盆地）には古代に

は湖があったと推

定されている。古

道はかつて山裾の

湖岸道であったと

見られている／

「古代で遊ぼ HP」

を参考に作成 
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【図 27】全国に張り巡らされた五畿七道のうち、関東には東海道

と東山道が走っており、そこから外れた武蔵國には分岐の東山道

武蔵路が通っている。さらに南に抜けると東海道につながってい

た。 

 

武蔵国には上野、下野から分岐する官道の東山

道武蔵路が広い直線道路として、新拠点の武蔵府

中まで通された。峠を越えて眼下に広がる広大な

関八州と坂東太郎の流れを見渡した時、海道から

は辿り着きにくかった武蔵府中まで、一気に直線

道路をつけることにより、中央政権の権威を誇示

し支配を確かのものにしようとしたのであろう。

この噴煙を上げる浅間山と妙義山がそそり立つ碓

氷峠を越えて眺望する武蔵の視野は、大和盆地を

生駒の狭窄部を越えて開けた視野をはるかに超え

る畏敬にも近い感慨があったと思われる。大和と

武蔵が後々まで並び称される由縁もそのあたりが

源にあるのではないだろうか。 

 

3-4．武蔵の成立 

 出雲神話の国譲りは、出雲族が天孫降臨族に敗

れて追われる物語であるが、大陸や朝鮮半島での

抗争と玉突き現象はここにきて東京水圏の武蔵に

まで及んだ。新天地を求めた出雲族の末裔もつい

に大和族に服従するに至った。武蔵討伐に当たっ

ては、有力な部将を派遣し、防御の固い東山道の

碓氷峠を避け、海道から攻めた。銚子の先住民を

制圧した後、鬼怒川を遡るルートと、多摩川を遡

って既に足場を固めていた大和系新興豪族と手を

結んで陸路北上するルートの 2 方面作戦をとった

とみられる。出雲の国譲りは力関係が拮抗して、

駆逐ではなく棲み分けであったとみることができ

る。武蔵も共存の道を選び、大和政権のもとに入

り、その後の東北の蝦夷地討伐の拠点となる。上

毛高原では出雲族が入って以来、牧を設けて軍馬

を多く持っていた。これを取り込み、百済人など

の入植を各地に進めるなど、東国支配の要として、

武蔵は強大な武の蔵としての役割を持つことにな

った。 

大和政権は崇神天皇（BC97 年～BC30 年）の時

代に大きく勢力を伸ばしたとみられている。四道

将軍を派遣したとされる一人が武淳川別（たけぬ

なかわわけ）で東海を束ねたとされる。これが東

海道であり、当時はまさに海道であったとみられ

る。黒潮ルートで辿り着ける終着点は銚子であり、

鹿島神宮、香取神宮はそこに神武天皇の時代に鎮

座したとされている。それぞれの祭神はタケミタ

ヅチとフッツヌシであり、神武の部将として東海

道を制した。フッツヌシ（経津主）の名は、東京湾

の富津岬にも残され、東京湾と銚子から、それぞ

れ多摩川と鬼怒川から関東に入ったと見られる。

神武天皇は実在ではなく、大和政権時代につくら

れたとみられており、神武天皇は崇神天皇ではな

いかという見方がある。タケミタヅチとフッツヌ

シも武淳川別のことではないかという説もある。

旧利根川の東側と多摩川の西側は、それぞれ大和

族の神社の分布する地域であり、この崇神天皇の

時期に制圧されたとみられる。鹿島神宮も元は土

着の神の社を大和の神社として大きくしたという

経緯がある。 

後に律令制国家となるときに武蔵国の国府、国

分寺は多摩川中流部に置かれる。そこに至る間の

多摩川左岸崖線上には大きな古墳群が成立する。

多摩川の川道を遡った新興豪族が急速に力を大き

くしてきたからである。これに先立ち、出雲族の

拠点である大宮氷川神社周辺と在地豪族が行田を

中心に大きな古墳群を形成していた。こうして東

京水圏である時期まで南北に棲み分けた出雲族と

大和族は、ともに川沿いの古墳の道を築き、次第

に拮抗した力関係になり、その後律令制国家の

国々となった。 

 

【図 28】武蔵国の南北に発達した古墳群 
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3-5．氷川神社と出雲族 

日本書紀では、この有力な神武天皇の部将が関

東、東北平定の立役者として語られているわけで

あるが、出雲の「葦原中国平定」の段で現れる物語

の舞台を「葦原中国」と呼んでいることは注目に

値する。中国とは中原のことであり、囲われた広

く開けた平原のことである。温暖化して湿原の多

くなった日本列島に乾燥した中原は存在しない。

しかし、出雲は対馬ルートで唯一開けた盆地状の

平野を有している。宍道湖や中海を背後に控えて

湿地が多かったとはいえ、稲作に適した地でもあ

った。出雲族は稲作民族であり、出雲には八百万

の神の集まる出雲大社が立地するだけの豊かなエ

コトーンを形成していたのである。 

そして出雲族の末裔が辿り着いた武蔵もまた、

さらに広大で豊かな「葦原中国」となっていた。氷

川神社の氷川（ひかわ）の語源は、出雲の斐伊川

（ひいかわ）とも言われている。氷川神社の立地

する場所は、川の流路の曲がりくねったところや

合流点など、水に関係が深い。祭神は素戔嗚であ

り、八岐大蛇を退治してクシナダヒメを救い妻と

した。クシナダヒメは櫛稲田姫とも呼ばれ、稲作

の神である。川を治める素戔嗚と土着の稲作文化

を象徴する櫛稲田姫は、武蔵の文化の源流と言え

る。こうした神社群は、当時の居住地の在り方を

今日まで存続する形で地域構造の核を担っている。 

 

 

【図 28】大宮氷川神社 水との関りが強いところに立地 

 

3-6．大和の衰退と仏教の道 

温暖な気候から寒冷化することによる生活スタ

イルの変革は、稲作の発展とともに地方豪族の強

大化を招き、富の集積が進んだことで多くの古墳

がつくられるまでになった。大和盆地では、寒冷

化が進むにつれて降雨量が減り、大和湖は縮小し

て干上りつつあった。大和湖を巡るように発展し

ていた大和盆地は、広大な盆地平野となっていっ

た。都を構えるにあたっての計画理論は大陸から

持ち込んだものであり、当初は盆地の南側山裾に

藤原京（694 年）が周礼（則天武后の復古式条坊）

に基づいて造営された。しかし、排水水質の問題

から短期間で放棄され、四神相応の条坊制を用い

た平城京（708 年）が盆地の北端山裾を選んで建

設された。それでも、乾燥化が進んで雨量が減り、

清水が減って悪水が増えることにより、排水性の

悪い盆地の欠点が大きくなってきた。人口の増加

につれて衛生面や給水量の問題が大きくなって行

き、水条件での限界に達した。 

 

 
【図 29】藤原京と平城京 

 

奈良時代はこうした都の居住環境悪化の中、唐

との関係修復や新羅や渤海との交流を行い、ます

ます渡来人が増えて交雑が進んだ。これまでにな

い、大型の木造建築を大量につくることによる森

林破壊が環境の攪乱をもたらし、水害等の問題を

引き起こした。自然災害の他に反乱や天然痘など

の疫病や飢饉が相次いで末世的状況を呈してきた。

聖武天皇はその打開のために仏教にすがり、遷都

を繰り返した。しかし、大陸文化の大きな流れの

受け皿足り得る首都の適地は容易には見つからな

かった。結局のところ平城京に戻り、大仏（752 年）

や諸国国分寺（741 年国分寺造営の詔）など、国家

的大事業に努め、大和文化と仏教を全国に広める

波及効果をもたらした。唐の長安と結ぶ道の終着

点の奈良盆地から溢れ出た仏教は、7 道を通って

全国に行き渡り、最先端文化を伝える陸道が主役

の時代となる先鞭をつける重要な役割を果たした。 

一方で河内湾も乾燥化により、河内湖となって

いて瀬戸内海に抜ける難波堀江が掘られていた。

乾燥化により淀川の流路が固定されるようになっ

てゆくことにより、難波津の港としての価値が高

まってゆく。淀川を遡上する川道も使いやすくな

り、聖武天皇は難波京（744 年）を試みた。その

後、山背の地に長岡京（784 年～794 年）がつくら

れるなど、川道が琵琶湖まで到達する。琵琶湖自

体も豊かなエコトーンであり、重要な湖上の道で

あるが、これが敦賀からの川道につながる。瀬戸

内海の内海道と対馬海流の海道が川道と山道を介

してつながったことは、その後首都が京都に置か

れる大きな前提条件となったが、河口部の難波が

都になり得る水条件が整っていなかったことは、
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利根、荒川河口と同様であった。東京と大阪が水

都になってゆくには、契機となる寒冷化による長

い動乱が収まるまで待たねばならなかった。 

 

3-7．東国への道 

律令制を導入した時代（701 年大宝律令）、五畿

七道を整え、大陸に倣って馬や車が走れる陸道を

通して全国を一元的に管理する方向に向かってい

く。海道から陸道が主役になってゆく時代の序章

である。陸道の整備と言っても、日本列島では困

難を極めることとなる。山道になると川沿いは道

幅が狭くなり、がけ崩れも起きやすく、大雨時に

は危険が伴う。一方、尾根道は地質の固いところ

が残って尾根となっているため比較的安定してお

り、早くから源流の縦環道となっていた。山頂付

近は袖道を回して迂回することで、がけ崩れの危

険は伴うが急坂を緩和できる。平地では地形の影

響が少なく、道も自由につけられるが、それでも

古くから発達した陸道は、緩やかな谷や尾根を伝

う川道と山道である。これらの古くからあるルー

トを利用しながら整備された陸道は、次第に物流

の主役となってゆく。 

そうした状況の中、東山道は東国の支配を確か

なものにする軍事道路であり、上野、下野から陸

奥まで至る幹線であった。陸奥がその字のとおり

陸道の最奥であるのと同様、武蔵は上野から分岐

して到達する奥地にあった。東山道武蔵路は分岐

してすぐに武蔵府中に向かう幅員の広い直線道路

として整備された。出雲族の中心地である大宮を

避けて大和族の新興豪族の拠点に直結させたこと

により、武蔵の支配を確定させた。広大な葦原中

国の西側に当たる山裾平原は、日本列島では他に

実現できないような大陸型の幹線建設を可能とし

た。大土木工事を進めるには多くの被制圧民が使

役され、750 年代には武蔵国分寺とその尼寺が東

国支配の象徴として整備された。東山道から武蔵

府中に入る玄関口に配されて、国分寺崖線の際ま

で着くと、眼下に壮大な武蔵国分寺が現れ、遠望

する先には国府府中と総社六所宮（大國魂神社）

のパノラマが広がる。武蔵国分寺の規模が全国で

もとびぬけて大きい理由もそこにある。 

 

 

【図 29】東山道武蔵路と武蔵国分寺：国分寺市資料 

 

3-8．「水都府中」 

府中は東山道に向いた国府であったが、その立

地場所は多摩川に面しており、立川崖線の上に位

置している。近年ようやく国衙の位置が特定され

てきたが、武蔵国府の発掘は進んでおらず、まだ

その姿は定かでない。しかし、多摩川から進出し

てきた経緯や、後に東山道武蔵道が東海道に付け

替えられて相模国に至る際に多摩川を越える地点

は、東山道計画当初から多摩川の湊として位置づ

けられていた可能性がある。また、それ以前の船

着き場の位置も特定されていないが、多摩川も取

り込んだ国府の都市計画であった可能性がある。

多摩川低地の発掘は進んでいないが、ここからも

近年街の遺跡が発見されている。武蔵国は、多摩

川、荒川両流域を版図とした広大かつ豊かな国で

あり、国分寺の規模と比べても国府の規模はかな

り大きかったものと想定でくる。 

多摩川ルートには既に大和朝廷が入植させた渡

来人が拠点を据え、仏教も先取的に唐より導入し

た深大寺（733 年創建）があり、大陸文化の先進地

になっていた。新興豪族が力を蓄えており、その

中心として総社六所宮（創建は景行天皇 41 年・

AD111 年）が置かれた。武蔵国一円に広がる末社

を持つ氷川神社は一宮の社格を有していたが、総

社三宮と位置付けられた。かくして武蔵の中心は

大宮から武蔵府中へと移った。 

ここに至り、東山道武蔵路により、海道ルート

で多摩川を遡り武蔵府中に到達していたルートが

直結されることとなった。府中は多摩川に立地し

た三川合流（玉川、大栗川、浅川）の地点であり、

更に大きな地下水脈も合流しており、水都の条件

を備えている。「水都府中」の姿は発掘調査からは

まだ見えてこないが、当時の首都や国府の計画が
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長安や洛陽を手本にしていることを含め、それな

りの広がりのある規模であったと思われる。後年

771 年に武蔵国は東海道に付け替えられることと

なり、水都府中の背骨としての東山道武蔵路は裏

通りとなってゆく。 

 

 

【図 30】水都府中構造図（神谷作図）：府中は多摩川中流部の水み

ちが集まる場所に位置している。 

 

 

４． 平安海進と水都の誕生 

東京水圏を考える上でも京都の水圏を同時に見

ておく必要がある。京都水圏は、東京水圏に次ぐ

大きな水の器であり、両者に共通する点が多くみ

られるからである。ともに特殊な三川合流の地に

あり、琵琶湖と霞ヶ浦という大湖沼を持ち、大陸

からの海道を経て川道の突き当りに狭隘部を持つ

天然の要地である。この地の利を見抜いたのが、

桓武天皇と徳川家康という、長期政権を築いた二

人の覇王であったことも偶然とは言えない。また、

その背景として気候の上昇、安定期という幸運も

共通している。 

 

4-1．平安京の定都「水都京都」 

 弥生海退の寒冷化が進んだ後、一時的な温暖期

がやってくる。降雨量が増えて、陸地化していた

場所が海進により再度湿地に戻って行った。過密

化していた奈良盆地は大和湖が再び現れ、居住地

は圧迫されるようになり、排水性はますます悪く

なっていった。社会も乱れて戦乱が続き、ついに

平城京は放棄され、平安京に遷都されることにな

った。京都盆地は大和盆地に比べて標高差が大き

く、複数の扇状地が集まっている。南端に山崎の

狭窄部があり、その手前で木津川、宇治川、桂川が

三川合流して、遊水池としての機能を果たす巨椋

池を有している。湧水、地下水に恵まれ、宇治川上

流に琵琶湖を有している。冷涼な地であったが、

温暖化により居住条件が好転していた。 

 

 

【図 31】京都の三川合流：桂川、木津川、宇治川が合流する地点

に巨椋池があった。ここが近世はじめに伏見港として整備される

／図版：「もっと知りたい！京都 水の都」鈴木泰久、大滝裕一、

平野圭祐著より抜粋加筆 

 

この優れた条件を見抜いたのは桓武天皇（在位

781 年～806 年）である。桂川と鴨川に挟まれた

京都盆地の北部、葛野の地はまだ荒野であり、こ

こには渡来人の秦氏が拠点を置いていた。秦氏は

秦の末裔とも新羅系ともいわれ、定かではないも

のの、日本の各地に大きな足跡を残した渡来人で

ある。桓武天皇の母は秦氏の有力者の娘であり、

若き日の桓武天皇は葛野の地で頻繁に鷹狩を行う

などする間に土地の様子を把握していた。秦氏と

の交流により、土地豪族の力だけでなく秦氏の本

国との繋がりも持つことで、強力な武の後ろ盾を

得ることができた。秦氏はまた、桂川に灌漑施設

をつくり農地開拓するなどの技術力も持っていた。 

平城京放棄と長岡京遷都は、平城京の欠点の一

つであった舟運による物流に有利な三川合流の地

点に近い位置が選ばれた。清水も得られ、淀川河

口部に近い難波宮との関係もあってのことだった

が、温暖化に向かっていたこの時期に多発した洪

水により被害を受け放棄することとなった。長岡

京は藤原氏の主導で進められたものの、水の条件

を見誤ったためである。これを踏まえて桓武天皇

が主導して平安京に遷都（794 年）し、ここに定都

することを決めた。四神相応の条件を備え、首都

たる水の器を持つ千年の都がここに誕生した。「水

都京都」と言ってよい。 

平安時代（794 年～1192 年頃）の約 400 年は、

古代の安定政権であったが、ちょうど世界的な温

暖期に当たっていた。この時期に日本独自の文化
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も醸成されるが、平安時代後半は再寒冷化により

混乱が始まる。桓武天皇は蝦夷地に坂上田村麿を

派遣するなど東国支配を確固たるものとし、日本

の礎を築いた。 

 

 

 
／図版：「もっと知りたい！京都 水の都」鈴木泰久、大滝裕一、

平野圭祐著より抜粋加筆 

 

京都盆地の北端に位置し、三川合流の地の特性を生かして作られ

た。京の範囲は清冽な水に恵まれ洪水の危険性も低い位置にある。

京津は三川合流地点で物流に適していた。／図版：「もっと知りた

い！京都水の都」鈴木泰久、大滝裕一、平野圭祐著より抜粋加筆 

4-2．平安海進と東国の混乱 

 平安海進の時期の温暖化は、東京水圏にも変化

をもたらした。律令時代に東山道武蔵路が東海道

に付け替えられた後の東海道は、箱根峠を越える

ルートを新たにつくり、相模国から北上して武蔵

国に入るようになった。ここで旧ルートの東海道

と合流し、現在の都心部付近で北上して常陸に向

かう街道が整備された。これにより、かつての東

海道の表ルートだった上総、下総は陸道の末端と

なった。かつて栄えていた地域に変化が起き、力

をつけていた土地豪族の不満が高まる要因ともな

った。箱根の関の厳しい坂越えは函谷関にもなぞ

らえられる難所であり、この坂の東を坂東と呼ぶ

ようになったともいわれる。 

 坂東平氏は桓武平氏の流れを組み、桓武源氏と

ともに坂東各地に配置された。もともと武の国で

あった坂東は、軍馬も豊富で出雲族以来の鉄を扱

う技術も巧みであった。これに桓武天皇系の武の

力が兼ね備えられ、ここに武士が誕生する条件が

整ってきた。こうした中、平氏一族の間で騒乱が

起き、これが坂東全域に広がり、常陸を拠点とし

ていた平将門も挙兵しこれを制した。桓武天皇五

世にあたる平将門は、坂東での声望を高め、中央

にもその名がとどろいた。しかし、その後、東国の

独立を標榜して自ら新皇を名乗るに至り、朝敵と

なり、因縁の大和と武蔵の対立が再燃した形とな

った。将門は源氏の藤原秀郷らの討伐軍に討たれ

たものの、東国の武士集団の力は中央政権にとっ

て脅威となった。 

 将門の挙兵については、その背景に自然の変動

の側面があり、混乱の原因の一つに富士山噴火

（937 年）がある。凶作、飢饉にあえぐ農民のスト

レスは限界に達していたが、律令制を布く中央は

取り立てるばかりで、不在国司の代役の郡司や貴

族の横暴が目立っていた。将門は民衆を救うべく

開墾やそのための鉄製農具の製作などを行い、民

衆に頼りとされ人心が集まったという。騎馬で戦

うのに適した反りのある刀の開発も行い、日本刀

を駆使する武士の源流をつくったとされる。 

農民だけでなく、豪族も平安海進で再湿地化し

た利根、荒川河口部が難所となり、東海道も通り

にくい状況に戻ってしまい、上総、下総は閉じ込

められた辺境に陥り、武士のストレスも高まって

いた。当時の進軍ルートを見ると、東西方向には

簡単に移動できず、川筋に沿って北上し、鬼怒川

沿いにしか西に向かえない状況となっていた。陸

道の時代になって、海道で栄えた地域が没落して

ゆく過程が見える一方で、坂東の南部低湿地帯は

【図 32】京都盆地： 

聖武天皇は遷都を繰り

返し、恭仁京から始ま

り、難波宮、紫香楽宮と

移り、最後は平城京に

戻った。恭仁京は木津

川の上流部に位置し、

都の東から西へと川が

流れ、木材の集積する

津としての役目も負っ

たが、地形に起伏が大

きく、舟運にも川の流

量が少なかった。 

長岡京は、三川合流の

地に近く、物流に適し、

淀津の立地もよいこと

から都とされたが、洪

水の被害にも遭いやす

いことから放棄され

た。 

平安京は、これに対し

て安全で豊かな水の条

件を有していた。 

 

 

【図 33】 

水都京都構造図： 

平安京は山城國に

あり、その名の通

り、山に囲まれた自

然の城塞としての

立地を有している。 
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依然として不安定な居住不適地のままであった。 

 

 

【図34】平将門版図：平将門は上総国から挙兵して関東を治めた。 

 

4-3．東国国家と東海道 

将門の乱は東国新時代を切り拓いた大きな契機

となり、武士の力が台頭することで次の鎌倉時代

にその精神が引き継がれていく。しかし、一旦朝

敵となった東国は、相変わらず敵視され警戒され

る地域として辺境の扱いを受け続けることとなり、

低迷を続けることとなる。その転機は平安末期の

混乱とともに訪れた。940 年頃に現在の北朝鮮に

ある白頭山が大噴火し、火山灰は東北地方にも降

り注いだ。その影響は世界の気候にも影響を及ぼ

したと言われる。これに伴うとみられる寒冷化が

平安末期の大きな混乱に関係したとみられている。

稲作が進んでいた西国では飢饉が深刻で、まだ縄

文型の農耕の残っていた東国は被害が少なかった

との見方もある。結果として、源頼朝が西国を拠

点とする平氏を破り、鎌倉幕府（1192 年・諸説あ

り）を打ち立てて、将門の東国国家の夢を実現す

る形となった。 

頼朝は伊豆に流罪で流されていたが、その間に

も海路を通じて三浦や安房との関係をつくってい

た。京都では平清盛が平氏政権を成立させていた

が、朝廷側に追討され、頼朝もこの機に挙兵して

安房、上総から関東武士団の支持を得て京に上り、

平氏を滅ぼす主役を担った。その後も奥州藤原氏

を滅ぼすなどの実績を上げて、朝廷より征夷大将

軍の称号を得て東国の支配権を確立するに至った。 

その東国の首都として頼朝が選んだのは鎌倉で

あり、いざ鎌倉で兵馬がすぐに駆けつけられるよ

うに鎌倉道が関東一円に整備された。鎌倉は大和

や武蔵のような大きなスケールの盆地状の要地で

はなく、海に開けた小さな山廓を持つにすぎない。

しかし、背景には、相模と坂東の平野を持ち、相模

湾と東京湾を押さえる伊豆から三浦、安房への黒

潮ルートの制海権をもち、大陸型の防衛戦略とは

異なる海戦型の思想のもとにつくられた首都であ

った。優れた坂東軍馬による陸軍力だけでなく、

伊豆や三浦、安房の水軍の力に負うところも大き

かった。没落していた安房や上総を含む東海道と

坂東全域を立て直したのである。その後、壇ノ浦

の戦いでも西の水軍の力を得て海戦を制した。 

 

 

【図 35】7 つの鎌倉道：鎌倉幕府が成立すると、鎌倉道が次第に、

大きく 7つのルートが整備された。 

 

4-4．「水都鎌倉」 

鎌倉の城都の構成は宮殿を中心に据える条坊制

ではなく、鶴岡八幡宮を主軸に据え、朱雀大路で

はなく若宮大路が海に向かって伸びて、一の鳥居

は海の中に据えられている。八幡神は秦氏の神で

あり、桓武を祖とする源氏や平氏の主導原理が体

現されたものとみることができる。八幡神は軍神

であり、武家の守り神として崇められている。本

拠は宇佐八幡宮であり、日本の中の秦王国があっ

たと言われる豊前を拠点として全国に広まった。
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中国本土の秦が中国統一を果たした背景には、高

い冶金技術による優秀な武器と、勤勉実直な国民

性があったという。また、法家と道家を重んじ、医

術や巫術、土木、機織にも優れていたという。こう

した現実的なご利益が武家に好まれ、貴族の支配

思想に使われた儒教を用いなかったことも、朝廷

政治と異なる国家を目指す動機になったと思われ

る。 

筑紫の八幡宮である筥崎宮は、半島方向の海に

向いた一の鳥居が海中にあり、鳥居を舟でくぐっ

て参道に入る形式をとっている。八幡神社の多く

は海に向かってつくられている。海とのつながり

が強い鎌倉は、京都とは違う意味で「水都鎌倉」と

呼ぶことができる。厳しさを増す環境のなかで、

禁欲型ともいえる東国の国家観は、後に家康に引

き継がれていく。 

 

【図 37】水都鎌倉：鎌倉は山に囲まれ、鶴岡八幡宮を中心に据え、

若宮大路を軸に海に開かれた武士の都がつくられた。7 つの鎌倉

道が整備され、7 つの切通しで防御が固められた。津は若江島に設

けられたが、主要な港は外港である六浦を用いた。鎌倉そのもの

が山城として位置付けられ、鎌倉城とも呼ばれたという。 

 

 

５．寒冷化と動乱の時代の水都 

 鎌倉時代は東西に二都があったとみることもで

きるが、時代の大きなうねりは寒冷化によるスト

レスの増加とともに動乱の時代へと移って行った。

940 年前後に相次いで起きた白頭山の巨大噴火と

富士山の大噴火など、各地の火山活動の活発化は、

世界的に急激な寒冷化を引き起こし、これが大き

な世界の混乱をもたらしたとみられている。ちょ

うど 2,500 年前頃に中国が戦国時代に入り、匈奴

やゲルマン民族の大移動が起きたのと同じような

状況が再来したのである。しかも、今回は以前よ

りもさらに大きな寒冷化であり、西欧の大航海時

代を招く原因ともなった。日本においても、北条

政権の崩壊とともに鎌倉は衰退し、室町幕府に移

行して栄華を極めた京都も応仁の乱で荒廃した。

そして戦国時代を経て、家康が全国を制覇した時

にこの寒冷化は終わる。 

 

 

【図 38】北条得宗家の支配：北条氏は関東の大乱を乗り越え、坂

東のみならず全国を支配する力を得たが元寇を機に衰退していく。 

 

5-1．元寇（文永の役 1274 年・弘安の役 1284 年） 

 平安時代は 1000 年頃から寒冷化に伴う混乱が

起き始め、一旦は温暖化に向かったものの、1100

年頃から再度急激な寒冷化が始まった。混乱は決

定的になり、平安時代は終焉した。鎌倉時代に入

り、寒冷化の速度はいったん緩やかになったが、

1200 年頃からは再び急激な寒冷化に向かい、1300

年頃まで続く。状況は大陸でも同様で、北方の満

州族が南下して金（1115 年）を建国し、宋はその

後、金に中原にあたる北部を奪われ南宋（1127 年）

となった。 

 モンゴルは 1206 年にチンギス・ハンが遊牧民

族生き残りのためにこれをまとめて建国し、その

後ユーラシア大陸のほぼ全域を支配するほど強大

となり、20 世紀に至るまで君臨した大帝国である。

その初期に日本にも攻め込んだことはよく知られ

ており、神風によって救われたとされている。し

かし、実態は激しい戦いで日本側の被害も大きく、

勝利の決め手は武士の高い戦闘力と優れた軍馬や

日本刀にも一因があったとみられている。その上
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で、地の利としての海の存在と水軍力の強さもあ

った。当時、世界を席巻した火薬などの最新技術

を持つ蒙古に対して対抗し得たのは、武家による

幕府が治める東国武士の力があってのことであり、

封建制による強い主従関係が成立していたからで

あると言われている。海道を掌握し、武神八幡神

の巫術性を柱とした鎌倉幕府の主導原理が生かさ

れたと言える。 

 一方で、この大きな戦役は日本と高麗に大きな

負担を与えることとなった。日本は、勝利したも

のの、奮戦した武士たちに封建する領土を得たわ

けでもなく、生産力が低下している中での巨額な

戦費負担が政権の崩壊につながっていった。南宋

軍とともに元軍の指揮のもとに置かれた高麗軍は、

日本に近く、情報に通じていることから多く徴用

され、特に大量の軍船を建造する負担が大きかっ

た。ついには材料となる木々のほとんどが失われ、

はげ山が広がることとなり、波及する影響は大き

かった。当時までの歴史において最大規模と言わ

れる大量の軍船を用いた進攻に際して、元軍も十

分な検討をしていた。それでも海峡を渡ることは

た易くなく、海流や風待ちを考慮して作戦を立て

る必要があった。結果として当時としては予期し

得なかった天候の悪化により、大きな海難事故と

なってしまった。これが後に八幡神の巫術による

神風とされ、後々まで語り継がれることとなる。 

 元寇の意味するところは、この時代には既に大

型戦艦や大量の物資を運べる大型船が多くつくら

れていたということである。文永の役では約 900

隻、弘安の役では約 4400 隻もの軍船が押し寄せ

ている。弘安の役の軍船調達に当たっては、アラ

ブ系イスラム人に 200 隻をつくらせたという。既

にアラブ商人やインド商人がアジアの端まで来て

いた時代である。マルコ・ポーロもこの時代に生

きて、元寇の状況も東方見聞録に記している。こ

こに次の時代の水都が日本にも生まれる予兆が見

られる。 

 

 
【図 39】元寇：チンギス・ハーンの興した元は世界を席巻し、フ

ビライ・ハーンの時代に日本にまで到達した／「世界史図説」よ

り抜粋 

 

5-2．鎌倉武士の中央政権 

 強大な武家国家をつくったはずの鎌倉幕府は、

寒冷化のやや中休みの時期に成立したが、その直

後から再び急激な寒冷化の時代に入ってしまった。

さらに元寇という大きな外部圧力に遭遇して大き

な消耗を強いられたことから、本拠の鎌倉東国国

家は疲弊していった。ストレスは多くの諍いを起

こし、ついに幕府への不満が膨らんで限界に達し

た。上野を本拠とする新田義貞が挙兵（1333 年）

するに至り、太平記に記されているような激戦を

制して鎌倉を攻め落とした。 

 

 
／「新版府中の歴史」より抜粋 

 

 この動きは坂東の南北の抗争とみることもでき

る。もともと北部は利根川上流部にあたり、軍馬

の生産地であり、出雲族と一体化した強力な武の

拠点であった。鎌倉は坂東から見ると南にはずれ

た圏域外の土地で天孫族の支配地域であった。鎌

倉の背後は低いながらも山囲まれており、切通し

の守りは固かった。しかし、鎌倉道が全て鎌倉に

通じていることは、坂東全域から容易に攻め込め

るという意味でもあり、想定外の背後からの敵襲

となってしまった。東山道武蔵路は南北に走る軍

道として逆の活き方をしたのである。鎌倉はもと

もと首都としての器が小さかったこともあり、前

提となる海道の防御力が弱まった時に地の利の弱

点が露呈して攻め込まれた。鉄壁と見えた武の水

都はここに潰え、東国はまたも辺境の地に戻って

しまった。 

【図 40】 

分倍河原合戦図： 

新田義貞は新田庄

で挙兵し、鎌倉街道

上ノ道を南下した。

途中、入間川と分倍

河原の激戦を経て、

足利尊氏の参戦も

得てついに鎌倉に

入る。その際、山城

としての鎌倉城は

有効だったが、引き

潮の稲村ケ崎が突

破口となった。 
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 元寇に際して朝廷の無力さが露わになったこと

で、京都における武士の力はますます強くなって

いた。南北朝の混乱に翻弄されながらも、実戦部

隊として南北朝の内戦を戦ったのも武士同士であ

る。鎌倉幕府の御家人である足利尊氏も後醍醐天

皇側で戦い、新田義貞の挙兵による混戦の末に主

導権を得た。その後、朝廷に反旗を翻してこれを

滅ぼし、自ら室町幕府を打ち立てた。ここに、南北

朝の分裂は終結し、鎌倉崩壊で二都制も終焉し、

室町幕府（1336 年）が始まる。荒れ果てた京都は

再生し、再び繁栄の中心となった。武家はついに

全国の中央政権となり、幕府政権が定着した。 

 

5-3．平安京の変質と京都 

 鎌倉が衰退した時期には、京都もまた衰退の道

を辿り、南北朝の争いの間に大内裏は荒廃し放棄

された。平安京は繁栄を極めたが、生態学的極相

（クライマックス）に達して自壊したといえる。

生態学ではコロニーが大繁殖して過密化した時、

中心部が死滅して周辺部が生き残る現象のことを

デッドセンター現象と呼んでいる。これは平城京

でも起きたことと言えるだろう。 

室町幕府は荒れ果てた京都を再建し、再びかつ

ての繁栄を取り戻した。新しい文化が胎動し、絢

爛たる日本建築も登場した。しかし、自然の大き

な流れはますます厳しい気候をもたらしていた。

1459 年に起きた天候異変と飢饉は無数の溺死者

と餓死者を出したと言われ、これが応仁の乱

（1467 年）の一因にもなった。10 年に及ぶ長い

戦乱で再び京都は荒廃し、ついに平安京は終止符

を打った。 

 平安京はもともと唐の長安と洛陽に倣ってつく

られた条坊制の城都であるが、現在では長安城に

なぞらえた西側の右京が衰えてなくなっている。

右京、左京対象につくられたが、洛陽城になぞら

えた左京のみとなったため洛陽が平安京の代名詞

になったという。上洛という言葉はここからきて

いる。北朝が皇居としていた場所はその後正式に

内裏となり、今日の御所につながっている。 

 平安京がつくられたときの範囲の設定は、西の

桂川、東の賀茂川に挟まれた範囲で、北は古道の

通っていたところを境としたとみられている。堀

川や紙屋川などの堀も多く廻らされ、長安に倣っ

た遊興の池である神泉苑も配された。京都盆地は

湧水に恵まれ、神泉苑や貴族の館の池などの水源

は湧水を用い、建物は湿気の高い分、高床の寝殿

造りが一般的となった。京都盆地は、扇状地の勾

配が南に緩やかに下がっており、平城京のような

排水不良の問題はなかった。戦乱で都が何度も焦

土になっても、水の都としての基盤構造に大きな

変化がなかったことにより、その後も首都として

命脈を保つことができた。こうした古代から積み

上げてきた水都が応仁の乱により衰退した一方で、

動乱の時代は周辺部に新たな水都を生み出してゆ

く。 

 

【図 41】洛陽と長安：洛陽は条理の中央に横に川が流れている。

宮城は条理の端にあって、川に面して舟運に適した立地となって

いる。一方、長安は中央北に宮城があり、そこから流れ出る小流

が城内を巡っており、生活水の利便性がよくできている。 

 

5-4．商都としての「水都堺」 

 朝廷と室町幕府の権威が失墜していく過程で、

動乱期に見られる新しいすみわけが始まった。群

雄が割拠する一方で、地域が疲弊して農民も土地

豪族も苦しむ中、商業が台頭して富裕な商人が現

れるようになる。物流が盛んになり、特に海外か

らの新しい物産や情報、文化が大量に流入し始め、

港が栄えるようになってくる。平安海進の後の寒

冷化で、海岸線はほぼ現在の位置にまで戻ってき

て、大河川の河口部に広がっていた湿地帯も次第

に陸化が進み、港が整備されるようになってきた。

港湾都市の始まりであり、富が河口部に集中する

ようになってくる。港町として早くから開けてい

た大和川河口や淀川河口が発展し始めた。 

 南北朝時代の南朝の貿易港として海外交易を行

っていた堺は、応仁の乱以降荒廃した京都から逃

れる多彩な勢力も併せて大きく発展し、商都を築

くまでに至る。戦国時代には防衛を固めて西欧型

の都市国家の形態をとるようになり、東洋のベニ

スと称賛されるようになり、ついに自治都市とな

り、ここに「水都堺」が誕生した。堺は海岸部の低

地を利用して運河網を築き、新しい都市の姿を示

した。 
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【図 42】水都堺：堺は明との貿易で栄え、多くの豪商を生み、千

利休も活躍した。大型船の利便性を生かした環濠都市として新し

い都市を作り出した。／「文久改正堺大絵図」堺市立中央図書館

所蔵 

 

5-5．戦国時代の東国 

 戦国時代には、東国もまた群雄が割拠し、文化

も栄えてきていた。駿河では今川が栄え、坂東と

相模は小田原に拠点を構える後北条氏が抑え、甲

斐の武田氏、越後の上杉氏がしのぎを削り、三河

には徳川氏が割拠していた。このころになると主

要産業は米作となっていて、封建領主の地位も石

高で量られるようになっていた。西国に比べて遅

れて稲作が始まった東国も、平安時代の荘園制を

経て、耕地の拡大が進み、水田のできるところは

ほとんどが農地として開発されていた。もともと

広大で豊かな土地であり、封建領主は国力を上げ

るために開拓、干拓、灌漑などの事業に盛んに取

り組み、各国が皆力をつけてきた。しかし、今川、

武田が敗れ、家康が秀吉に従う中、鎌倉の後裔と

して生き残ってきた北条も小田原城攻めにより陥

落し、東国国家群も秀吉の麾下となった。 

 この間に、家康は武田や北条の有力な家臣を引

き取り、東国の情報を多く得ていた。戦国時代は

忍者を使った諜報戦の時代でもあり、情報は孫子

の兵法でも最大の武器とされていた。家康は、頼

朝を尊敬し、信玄の威勢に圧倒されつつも崇敬す

るところがあったとみられ、武田の家臣を厚遇し、

軍政など多くのノーハウを取り込んだ。家康は秀

吉に本拠地の三河から東国への移封を言い渡され、

憤懣やるかたない家臣とともに泣く泣く江戸に入

ったと言われている。しかし、家康はしたたかで

あった。秀吉の目は京都や西国に向いており、家

康を東国に追いやった形だが、家康は東国国家の

再生をはじめから考えていたともみられる。寂れ

た小城の江戸入城後の迅速な都市づくりには、何

らかの背景があったものと思われる。利根川東遷、

荒川西遷、玉川上水開削、江戸城外濠などの大事

業は、坂東全体を見渡す確かな視野と、技術的な

根拠がなければできなかったことと言える。 

 

 
【図 43】源流の視点：秩父の流域界からは関東平野を見渡せる場

所がある。太平洋や東京湾、武蔵野台地など。この画郭には入っ

ていないが筑波山も見通せる。／法政大学エコ地域デザイン研究

所制作 

 

家康は信玄さえも恐れたという今川義元の人質

時代を長く過ごし、不遇であっても文化的に優れ

た環境に囲まれ、その間に東国国家による全国統

一の策を練っていたのではないだろうか。海道を

制するという視野は、家康が後に義元と同様に海

道一の弓取りと言われるようになる由縁かもしれ

ない。今川義元が信玄に先立って上洛を目指した

のは、衰弱した朝廷が東国国家の力をあてにして

いたからであり、その時東国は鎌倉を古核として

海道に沿って発展していたのである。 

 一方、後北条氏は上杉氏や武田氏との攻防を重

ねつつも坂東全域を支配していた。秀吉の東国攻

めが迫る中、小田原城を主城として八王子城をは

じめとする各地の防備が固められていた。しかし、

東海道と東山道の 2 方面からの攻勢が行われ、長

い包囲戦の末に小田原城が陥落し、奥州仕置も行

われて秀吉の天下統一が完成した。秀吉は鎌倉、

宇都宮に入り、鶴岡八幡宮と宇都宮大明神に奉幣

したのち、坂東を家康に任せて京都に戻った。東

国を知らなかったわけではなく、天下の中心は京

都であると信じていたのではないだろうか。 

 

5-6．「水都大阪」の誕生 

 応仁の乱に引き続く戦乱は群雄割拠の戦国時代

をもたらした。全国各地が自立し抗争が続いた。

このなわばり争いは熾烈を極め、駆逐殲滅型の競

争淘汰となった。その典型が織田信長であり、新
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しい外来思想を多く取り入れることで、西欧や春

秋戦国の抗争のノーハウを得ていたものと思われ

る。高い理想のもとに混乱が続く日本を統一しよ

うとの意識は始皇帝に学ぶところが大きかったよ

うに見える。信長は領主の家柄であったが、戦国

の下剋上の中で夢はついえた。 

 これを継いだ秀吉は、貧しい農民の出で、当時

の混迷の時代を代表するような集団の一人に過ぎ

なかったが、能力を磨きチャンスをものにして天

下を取るまでにのし上がった。荒地では草負けせ

ずに木が先に育つチャンスができるという原理を

体現したといえる。秀吉は過酷な戦国時代を生き

抜き、ついに統一国家を実現した。  

 淀川河口は、古代に栄えていたかつての難波津

が土砂堆積で衰退したものの、平安京につながる

淀川舟運と併せて飛躍を始める。石山本願寺が立

地した場所を豊臣秀吉が大阪城として、城下町を

築いた。大阪平野の低地にあり、濠を廻らすこと

も容易だった。権力の中枢として城下町が栄え、

全国の物流の中心地として発展した。舟運のため

の運河網を張り巡らせて、堺をはるかに上回る商

都となった。既に水都堺は駆逐され、ここに新た

な商都としての「水都大阪」が誕生した。 

 

 

【図 44】水都大阪：／豊臣秀吉は海と川に囲まれた要害の地とし

て淀川河口部に城を構えた。中世の都城と掘割を張り巡らせた商

都を合わせた大都市を築いた。その利点である濠を家康に埋めら

れたことで落城した。／図：「世界に誇る水都大阪」（OSAKA BRAND 

CIMMITTEE刊）より抜粋 

 

 

5-7．京都の変質 

 大阪城の規模はこれまでの城に比べて極めて大

きく、全国から集めた富をつぎ込み大土木工事が

行われた。濠を廻らす技術は既に古墳時代に渡来

人とともに伝わり、天皇陵をはじめとして全国に

大規模な濠を持つ古墳が数多くつくられ、技術は

備わっていた。秀吉は淀川の治水にも精力的に取

り組み、太閤堤と呼ばれる巨椋池の堤防も手がけ

ている。戦国武将の多くは築城技術に長け、治水

などにもよく取り組んでいる。熊本城の加藤清正

や武田信玄の信玄堤など多くの土木工事が行われ

るようになった。 

 秀吉は放棄されていた大内裏跡の地に聚楽第を

つくり、京都の大改造も行った。大きな濠を廻ら

し、石垣を積み、金箔瓦に覆われた聚楽第の威容

は京都の景観を一変させたという。また、洛中を

囲む土居と呼ばれる巨大な土塁と濠を廻らし、街

区を再編成し、京都を城塞都市化した。その際、水

害から城を守るための綿密な計画のもとに行われ

たという。水都京都の性格は大きく変化し、大陸

型の城都の様相を帯びることとなった。 

戦国時代は、海外からの新しい技術が多く入っ

てきてこれらを駆使しながら生き残り競争を行っ

ていた。思想、宗教、文芸にも新しい動きが多く出

てきたことは、中国における春秋戦国時代や五胡

十六国時代とよく似た様相を呈している。社会に

ストレスが満ちて競争、淘汰が激しくなる中で文

化的なすみわけが進み、価値観の大きな転換が起

きたといえる。 

 

 
 

 

 

 

【図 45】 

豊臣秀吉の京都改

造：土居に囲まれた

京都。秀吉は京都自

体を城塞都市に作

り替えた。 
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６．水都江戸 

 徳川家康はいろいろな面から、織田信長、豊臣

秀吉と比較されるが、水の面からもそれぞれの違

いが際立っている。信長は琵琶湖に面して水城と

しての安土城や長浜城を築き、京都では神泉苑を

潰して二条城をつくろうとした。二条城建設は信

長が本能寺で斃れたために放棄されたが、後に家

康により完成される。豊臣秀吉は既に触れたよう

に堤防や濠、運河などを駆使して、水都大阪を実

現している。京都につくった聚楽第も水の豊かな

ところにあり、水城として神泉苑と同様の遊興の

場をつくり上げた。これに対して、家康は、戦国と

寒冷化の終わった恵まれた時代を背景に古今の知

恵を結集し、江戸城を中心として自然を巧みに取

り入れた「水都江戸」をつくり出した。その構想は

壮大なものだった。 

 

 

 

 
【図 46】【図 47】水都江戸：徳川家康は、江戸の地形を巧みに利

用し、掘割網を作り上げた。標高の高いところには玉川上水を引

き込み、低地部は川と海を利用した。／作図：神谷 博 

6-1．都の中の湧水 

 京都の神泉苑は遊興の池であると共に神聖な場

所であった。雨乞いの儀式は今日まで伝えられて

おり、東寺の空海が西寺の守敏と雨乞いの祈祷を

競って勝ったという。文化が醸成される都にとっ

て湧水は単なる湧き水ではない神聖な価値を持つ

ことが多い。聚楽第のあたりは名水があり、明治

以前までは造り酒屋が多くあったが、伏見に集団

移転し、現在は一軒のみが残り聚楽第と名を冠し

たお酒をつくっている。水都京都はまさに湧水の

都と言ってもよいほどに湧水、地下水に恵まれて

おり、現在でも御香水や祇園神水など多くの名水

がある。食文化を支えるものも質の良い地下水で

ある。 

 家康が目を付けた江戸城周辺も湧水に恵まれた

場所だった。武蔵野台地の先端部にあり、崖線湧

水や紅葉山周辺いたるところにある宙水の湧水が

豊かな地であった。先住民が住み着いた時、棲息

地として好い場所を選び、先住権を得てきた経緯

がある。定住化して豊かになるにつれて、権力を

持った者が好処を押さえることとなる。権力抗争

が起きて所有権が入れ替わっても好処を押さえる

意味は継承される。好処の中でもとりわけ条件の

好いものは特別扱いされて神聖なものとして崇め

られるようになる。どんな日照りであっても涸れ

ない湧水は生存を支える拠り所となるからである。 

 家康が大きな構想の下に江戸城を築城するにあ

たり、最も大事にしたものも飲料水としての湧水

であった。これを神聖なものとして中核に据えた

うえで、城としての防衛力を内濠で固め、外郭の

外濠周辺に城下町を配して、源流の山々の峠の関

を固め、東京湾口に水軍を配して坂東全域を城塞

化した。これが水都江戸であり、その中核たる江

戸城は水城の代表的存在となった。大阪城の外濠

を埋め、豊臣政権を滅ぼしたことにより、水都大

阪は衰退し、商都としての中心も江戸にとってか

わられた。水都大阪の弱点は皮肉にも水であり、

籠城戦になった時の井処の価値を家康は熟知して

いたと思われる。それゆえ、大土木工事を用いた

江戸城でありながら、紅葉山周辺は神聖な井処と

して保全され、自然をうまく利用しながらつくり

上げられた。 
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【図 48】紅葉山：もともと太田道灌の江戸城立地の拠り所となっ

た湧水があり、家康の江戸城では西の丸が脇につくられた。家康

の死後は霊廟として東照宮が築かれ、聖地となった。 

 

6-2．江戸城と源流の視野 

古代東国の中心は武蔵にあり、府中がその中核

を占めていた。それ以前に坂東の北部を占めてい

た旧勢力に対して新勢力の大和政権が南の多摩川

に沿って勢力を伸ばし、府中に国府を置いて坂東

全域の首都とした。しかし、家康が東国に移封さ

れたときには、武蔵国府の面影は既になく、太田

道灌が築城した江戸城は放棄された出城に過ぎな

かった。三河、遠江、駿河に営々と築いてきた領地

を明け渡し、縁のない坂東に入るにあたり、家臣

たちはどこに拠点を置くのか、不安を覚えながら

小田原か鎌倉かなどと予想していたが、誰も思い

もよらない江戸になったという。こうした逸話が

残っているということは、家康の江戸構想が早く

から描かれていたと見るべきであろう。いつの時

代も軍事に関わる情報は機密であり、本当のとこ

ろは歴史文献からはわからない。 

水都江戸の構想は既に述べたとおり坂東全域を

視野に入れた大枠を持っていたと思われるが、そ

の中心を江戸城に定めたのは、ここしかないとい

う絶妙の場所だからである。利根川、荒川、多摩川

の三川合流の地であるとともに、荒川、多摩川に

挟まれた武蔵野台地の先端部にあり、東京湾の湾

奥に位置している。この地勢を見抜いたのは、武

田が滅びた時に荒川源流部から見渡した視野が原

点ではないかと思われる。この時、武田の有力な

家臣が家康に降っており、そこから得た北条の情

報も併せて構想を廻らせたと思われる。家康は既

に、信玄の治水や鉱山の技術を手に入れており、

玉川上水の構想などは、こうした源流の視野から

しか見通せなかったと思われる。この源流からは、

江戸を首都として開発するにあたって必要となる

膨大な木材の資源量と、これを搬出する荒川と多

摩川のルートもまた見定めていたとみることがで

きる。 

 

 

 

6-3．「水都江戸」の整備 

 江戸城築城に至る経緯については多くの研究が

あるので、ここでは水都の大枠を示すこととする。

江戸のまちづくりは江戸時代を通して拡大してい

くが、水都としての輪郭と骨格を確定したものは、

内濠、外濠の整備と小名木川と玉川上水の開削、

及び利根川東遷、荒川西遷である。1000 年前後に

始まった長く急激な寒冷化がようやく底を打ち、

葦葭原の利根川、荒川河口部も陸化が進んでいた。

川筋は河口部で 4 本に分かれ、未開の低湿地帯が

広がっていたのである。日比谷入江も浅くなり、

容易に干拓できる条件が整っていた。遠浅の干潟

が広大に広がる海浜部はエコトーンとして豊饒の

海そのものであったが、舟運には至って不便でも

あった。小名木川は利根川河口と荒川河口を結ぶ

ことにより、4 つの川筋を束ねて江戸城外堀への

バイパスとなり、行徳の塩だけでなく、坂東の東

部地域からの物流幹線となった。さらに、多摩川

河口や西岸伝いの東京湾航路を繋げる役割も果た

した。これにより、埋もれていた古東京川が再び

一本の海道・川道としてつながったといえる。 

 

【図 49】 

江戸と武蔵野台地：

武蔵野台地は多摩

川が作った扇状地

台地であるが、扇央

付近の標高 50 湧水

線から下流は深く

谷が刻まれ、複雑な

地形となっており。

扇端部は更に入り

組んだ谷が形成さ

れ、自然の要害とな

っていた。 
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【図 50】水都江戸構造図：家康の描いた水系構想は関東圏全体を

睨んだものだった。内堀、外濠を核に、自然河川と用水、掘割を

入れ子状にして、何重にも外郭を重ねていた。その最も広い外郭

は、足柄峠、碓氷峠、白河の関などであった。／作図：神谷 博 

 

6.4 利根川東遷・荒川西遷 

家康が江戸城に入城した 1590 年夏に、隅田川

が氾濫したことから、家康はこの手に負えない大

河をどう治めるか早速対策をとり始めた。当時の

隅田川は利根川が河口部で 4 筋に分かれた派川の

一つであり、利根川の治水が江戸城とその城下町

をつくるにあたっての大きな課題であった。平野

の中央部を乱流する利根川と荒川を切り離し、利

根川を東端に、荒川を東側に寄せるために上流部

で新たな水路を開削した。利根川は上流部で 1621

年に新川通、1641 年に赤堀川を開削し利根川を現

江戸川筋に寄せるとともに、鬼怒川水系にもつな

げた。これにより鬼怒川からの舟運が開け、後に

利根川が鬼怒川筋を本流とする端緒ができた。荒

川は、1629 年に上流部を西側の入間川水系に付け

替える水路の開削を行い、川越以北まで舟運を延

ばした。そして 1629 年から 1644 年にかけて小名

木川を利根川までつなげた。また、1729 年には、

鬼怒川支流の小貝川を鬼怒川と分離して常陸川に

つなげる工事も行った。こうして坂東全域にわた

る舟運の整備と両河川の間に広がる耕作地の条件

を改善し、物流機能と水田生産性を高めた。残さ

れた無数の沼沢地は次々に干拓され、排水路整備

が進んでいった。これを容易にしたのは、寒冷化

の結果として陸化が進んでいたことも一因である。 

 

 

【図 51】利根川東遷、荒川西遷：利根川は鬼怒川の流路に付け替

えられて調子に流れる川となった。鬼怒川は利根川の支流となり、

下流の流れは切り離されて付け替えられた。荒川は、大宮台地の

東側から西を流れる流路に付け替えられた。 

 

6.5 火山噴火と飢饉 

しかし、1600 年代半ばころから世界的に火山活

動が活発になり、異常気象が頻発するようになっ

た。この時期は太陽の活動が低下したマウンダー

極小期と呼ばれる時期に当たっており、これも関

係があるとみられている。日本でも各地で火山噴

火が多くなり、凶作や疫病が多発するようになっ

た。関東水圏でも、1707 年富士山が大噴火し大地

震も発生し、江戸と江戸水圏全域に大きな被害と

なり、これが宝永飢饉につながった。大きな災害

となったが、江戸は既に全国的な物流に支えられ

た大都市となっており、混乱はあってもかつての

ような大乱にならない基盤をつくりあげていた。 

1783 年には浅間山の大噴火とこれに伴う天明

飢饉が起きた。火山灰は利根川上流部に降り積も

り、多くの人命を奪う多大な被害をもたらした。

その後も水害や土石流が多発し、飢饉を深刻なも

のとした。利根川上流部は元々地殻変動で沈下傾

向の地域であり、川の流れも滞留しやすい状況に

あった。ここに更に流下を阻害する火山灰堆積が

起きたことで、排水はますます不良となった。

1809 年に赤堀川を拡幅し、利根川の水の多くを鬼

怒川水系の常陸川に流すようになった。これ以降、

利根川の旧流路は江戸川と呼ばれるようになり、

利根川は鬼怒川を合わせて銚子に流れる川となっ

た。これにより、今日に至る水都江戸の骨格が固

まった。 
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【図 52】マウンダー極小期：1645 年から 1715 年にかけて、太陽

黒点の数が極端に減少した。ヨーロッパでは中世小氷河期と呼ば

れ、極端な気温低下が続いた。日本では雨の多い年が多く、湿潤

な時期が続いたという研究がある。 

 

6.6 玉川上水と分水網 

 江戸が首都として大人口を支えるためには上質

な飲料水の確保が不可欠であった。江戸城そのも

のは籠城戦に耐えられる必要最低限の飲料水を湧

水によって確保していたが、城下町の水源は赤坂

溜池と神田上水で賄われていた。ともに台地の湧

水を水源としており、その湧水量は限られていた

からである。そして、三代将軍家光の時代に、人口

が膨張するにつれて不足する飲料水を確保するた

め、1652 年に玉川上水が計画され、1653 年に着

工しわずか 8 か月で同年に完成した。玉川上水は

羽村で多摩川から取水し、全長 43 ㎞、標高差わず

か 92m で武蔵野台地のほとんど平坦ともいえる

脊梁を絶妙に通して江戸城まで通水しており、そ

の難工事と測量技術の高さはよく知られている。 

 玉川上水は都市用水の給水ラインであっただけ

でなく、農業用に多くの分水を設け、その分水網

が未開発だった貧水性の武蔵野台地の新田開発に

多大の貢献をした。用水を通すことで灌漑し、水

路に沿って畑と屋敷林、雑木林を設けることによ

り、地下水を涵養して乾燥していた大地に潤いを

与えた。人が住めるようになり、生き物も増えて

生態的な豊かさがつくられた。給水は自然勾配だ

けで行われ、利用後の排水は武蔵野台地のすべて

の河川の源頭につなげられた。分水網には数多く

の水車が架けられるようになり、新たな産業の発

展にもつながった。これにより、武蔵野台地全域

にわたる広大な水と緑のネットワークが出来上が

った。今日でいうところのエコロジカルプランニ

ングそのものであり、水循環型都市をつくりあげ

たと言える。ここに至り、江戸は多摩川と利根川、

荒川の三川合流を一旦バラバラにして、人工的な

水系で三川合流を再編したと見ることができる。 

 

 

【図 53】多摩川上水と分水網：玉川上水は、多摩川の上流部の清

水を直接江戸城まで運ぶべくつくられた。本川だけでなく、その

分水網は武蔵野台地にくまなく配られ、貧水性の台地に大規模な

灌漑を行った。分水の流末はすべての河川につながった。 

 

6.7 五街道整備と参勤交代 

 家康は、物流の幹線としての舟運整備と同時に

五街道を整備して参勤交代制度を設けることによ

り、人の流れる幹線も整備した。ルートの主たる

コースは古代以来の七道をもとにしたものだが、

大きく異なるのは、大和や京都を起点とするので

はなく、江戸を基点として再整備したことである。

東海道は今日のルートとなり、府中に武蔵国府が

あった時代の東海道とは別のルートとなり、東京

湾の湾岸を結ぶ陸道となった。東山道も中山道と

なり、かつての西寄りの台地上ルートではなく、

荒川に沿いに北上するルートとなり、分岐路とし

て甲州街道を多摩川沿いに新設した。奥州道、日

光道は江戸川、鬼怒川沿いのルートで北上させた。

かつては人を寄せ付けなかった大河の河川整備を

行い、河道を安定化させたことにより、これに沿

った幹線の陸道も整備が可能になったと言える。

五街道と参勤交代は江戸を大発展させる役割を果

たしたが、その骨格は整備された水系に依ってお

り、江戸はやはり水都江戸と呼ぶにふさわしい構

造をつくりあげたと言える。 

 

6.8 大航海時代と開国 

 江戸初期の幸運な気候安定期を経て、再び温暖

化に転じるとともに、気候変動や火山噴火などの

混乱要因が増えるようになって行った。集権国家

の確立と鎖国政策による安定政権により、難局を

乗り越えながら存続した江戸幕府も次第に大きな

時代のうねりに呑み込まれていくことになる。元

寇の時代に元がユーラシア西部のヨーロッパ諸国

にまで大きな影響を与えたが、その後の混乱は日
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本では戦国時代につながり江戸時代まで行き着い

た。一方でヨーロッパは、長く元の影響が残り、そ

の衰退後はオスマントルコがヨーロッパを圧迫す

るようになり、以降、長く続くことになるイスラ

ム教とキリスト教の抗争が始まっていた。オスマ

ントルコは頑強な船をつくる技術と羅針盤を持ち、

これが対抗するヨーロッパに伝わり、外洋航海で

きる戦闘艦の建造を促進した。 

 元の影響は、マルコ・ポーロが東方の情報を持

ち帰ったように、シルクロードの東西交流を促進

させ、東方諸国の情報がヨーロッパに伝わること

となった。ヨーロッパ中世は宗教戦争や疫病の流

行、30 年戦争など長期にわたる国家間紛争で疲弊

し、暗黒期と呼ばれるような社会状況となってい

た。一方で東方の富の情報や宗教戦争による新た

な信者獲得競争のために海外進出が企てられるよ

うになった。ポルトガルやスペインをはじめとし

て、海軍力を高めた国々による植民地獲得競争が

始まった。アフリカでは金や奴隷、インドでは香

辛料、などを目当てにアフリカ、アジアを征服し、

1492 年にはついにアメリカ大陸に行き着き、イン

カやアステカの文明を滅ぼすに至った。こうして

世界航路が確立され、イギリスやオランダをはじ

めヨーロッパ各国の大植民地が世界中に広がり、

富はヨーロッパに集積された。 

そして、1543 年には漂着したポルトガル人が種

子島に鉄砲を伝えた。鉄砲は日本の戦国時代の力

関係を大きく変えて、海外交易に積極的だった武

将がのし上がっていく切り札となった。戦国時代

を制した家康は、外来の新技術の危険性を察知し、

二代家忠の時代に鎖国に踏み切った。しかし、江

戸時代後半になると、国内の混乱が増して海外か

ら開国圧力の前に幕府政権が崩壊する道を辿った。

世界航路という海道の大幹線ができたことにより、

島国日本の地理的防御力が損なわれてしまったの

である。 

 

 

【図 53】大航海時代：15 世紀から 16 世紀にかけて、スペイン、

ポルトガルを中心に世界に進出し、1543年には種子島にポルトガ

ル船が漂着した。1550 年にはポルトガルが平戸で対日貿易を始め

た。／「世界史図説」より抜粋 

 

 

７．帝都東京と水都東京の変質 

 日本におけるヒトの居住は、小さな群れ単位の

移動生活から定住化して大きな群れをつくるよう

になり、富の集積が進んでコロニー国家が成立す

るようになり、個体数の増加によりコロニー間の

競争が生じて、淘汰が進み、群雄割拠時代を経て

統一コロニー国家の成立に至ったと言える。コロ

ニーとしての都市が成立し始めたのは古代の律令

制時代頃からであるが、コロニーを支える水との

かかわり方は、初期において失敗を繰り返しなが

ら、やがて水のノーハウを高めて水都を築くまで

になり、その完成形として水都江戸に至った。し

かし、江戸が東京となって以降は水都東京が帝都

東京に性格を変えて行き、対外戦争で一時は発展

したものの、第二次世界大戦の敗戦で帝都の崩壊

に至り、その過程で衰退した水都東京も疲弊して

今日に至っている。 

 

7.1 水源林保護 

 玉川上水に代表される江戸時代の水道は完成形

に近い技術を有していたと言える。治山治水の考

え方は、江戸初期に河村瑞賢が大和川改修を手掛

けた時に山林保護を明確にしている。大和川の流

路はこの時現在の位置に移された。幕府直轄管理

のお留山や御巣鷹山も多く設けられ、結果的に生

態系保全の役割を果たした。御領林と入会林でう

まくすみわけていた山の管理も、幕末以降、管理

統制が乱れて森林荒廃を招くようになった。明治

に入るころには治山治水の考え方が定着し、治水

に限らず上水確保のための水源林保護が重視され

た。1878 年（明治 11 年）内務省は水源林調査の

通達を出した。その後、1896 年（明治 29 年）に

河川法、翌年には砂防法と森林法が制定され、「治

山治水三法」と呼ばれる制度が整った。 

東京府は水源林調査の通達に基づき、同年調査

を行い、後に「武蔵国玉川泉源巡検記」として報告

している。多摩川源流の水干もこの時発見されて

いる。当時、源流部の山は入会山と御料山との関

係でトラブルが多発して荒廃が進んでいたことが

背景にある。別の見方からすれば、江戸から東京

に移行したことにより、近代首都への人口集中傾

向が強まり、国が関与する都市水源の確保が土着

のナワバリを圧迫する状況の始まりという面もあ

る。この時、山を再生するために植えられた苗木
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が今日の東京の水源林となっている。 

 

 

【図 54】東京都水源林：1909 年（明治 42 年）多摩川源流地域を

視察する尾崎行雄市長一行。この時、源流の水干が確認された。

／「東京都水源林 100年史」（東京都水道局）より抜粋 

 

7.2 陸の時代 

 明治維新は欧米技術の導入を盛んに行い、一気

に近代化と富国強兵に走った時代を導いた。鉄道

はトンネルや橋梁技術を伴ってこれまでの日本の

風土からなる国土を変貌させた。道路もまた自動

車の登場とともにつくり方が一変した。多くの川

舟や渡し舟はその役割を終えた。これまで物流の

主役だった川道や山道は廃れていき、主役は陸道

と新たな鉄道にとってかわられた。鉄道網と道路

網の発展はその後今日に至るまで増え続けて全国

津々浦々に膨大なネットワークをつくるまでにな

った。陸の時代の到来であるとともに、水の時代

から油の時代への転換でもあった。外航船も重油

で航行するようになり、潮流や川の流れ、季節風

などの自然エネルギーを用いていた時代から行動

範囲が大きく広がり、潮流に左右されずに自由な

航行ができるようになった。燃料革命とも呼ばれ、

エネルギーの山だった薪炭林は放棄され、炭坑や

油田の開発が盛んになった。ヒトの行動圏が近代

以前とは全く異なる次元に移ったと言える。 

 東京圏も新たな鉄道網、道路網が整備され、日

本の首都としての役割がますます大きくなってい

った。江戸は大火で何度も焼けたものの、京都の

ように戦火に遭うことはなかったが、第二次世界

大戦の敗戦で焦土と化した。しかし、京都が幾度

もの戦災に遭いながらも蘇ったように、東京も驚

くほどのスピードで復興を遂げた。これも、水都

東京としての基盤がしっかりしていたからに他な

らない。 

 

7.3 空の時代 

 更に大きな革命は飛行機の発明であった。道に

縛られずに自由に空を飛べるようになったのであ

る。ヒトの行動圏はさらに広がり、立体的になっ

て来た。飛行機の進化はプロペラ機から始まり、

ジェット機となり、宇宙にまで飛び出すロケット

の時代になっている。ヒトの行動圏の広がりと新

たな資源争奪は、国同士のナワバリ争いを引き起

こした。制海権と制空権の争いを巡り対立、戦争

を繰り返し、ついに二度にわたる世界規模の生存

競争を行い、多くの殲滅、制圧、避難、淘汰が起き

た。 

プロペラ機の時代のピークは第二次世界大戦の

時にやって来た。自由な空と言っても、大気圏に

は気流があり、台風や積乱雲もあり、現実には海

の航行と同じような制約がある。航続距離や輜重

の課題もあり、戦術の立て方は戦国時代と変わら

なかった。初期の頃は、戦艦が発達して制海権を

制することがナワバリそのものだった。大鑑巨砲

主義の象徴が大和と武蔵であり、世界最大の戦艦

の命名にこの二つの名前を充てられたことは偶然

とは言えないだろう。太平洋戦争で当初想定され

ていた日露戦争のような戦艦決戦は訪れず、次第

に空軍戦力が海軍戦力に勝るようになり、航空母

艦による制空権のナワバリに移行していった。今

日では、大国による核兵器を積んだ大陸間弾道弾

やミサイルなどのロケットや、更には宇宙衛星の

監視や宇宙兵器による戦略、戦術が主流となって

いる。 

 

 

【図 54】戦艦武蔵：大和型戦艦 2番艦として進水。不沈戦艦と言

われたが空の時代に対応できなかった。海の時代最後の華か。 

  

7.4 水都の疲弊 

 明治以来の近代化は、世界の様相を大きく変え

たが、その基盤となる生態的な基盤にも大きな影

響を与えた。古代より営々と続けられてきた河川

治水は、近世にその技術の粋を極めるようになる。

しかし、明治以降に西欧の近代技術としての治水

の考え方が取り入れられるようになり、今日のコ

ンクリート護岸にまで至る。高水を狭く高い堤防
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内に押し込めることで農地や宅地の開発を進めた

一方で、生き物が生息する自然環境としての河川

に多くの課題を残した。 

 給水も近代水道となり、ダムを設けて渇水に耐

えるシステムをつくったが下水道と河川の関係に

課題が多く、完成されてシステムとは言えない。

大規模インフラシステムと急速濾過と塩素殺菌の

ような強制的な技術体系は、大都市の人口を支え

る効率的なシステムではあるが、これも河川や地

下水の環境への過重な負担に依存している。 

特に地下水の揚水は、全国の都市部で地盤沈下

を引き起こし、回復不能な環境改変を引き起こし

てしまった。東京水圏の水の生態系にとっても最

大の負荷を与える要因となっている。地殻のバラ

ンスを崩すことは地震を引き起こす要因にもなる

深刻な事態であり、水の基盤を損なっている。ち

なみに、アメリカ（USA）中西部のオガララ帯水

層は巨大な地下水盆として有名であるが、乾燥地

帯の農業灌漑で大量の地下水をくみ上げ続けて地

盤沈下を引き起こし、地震のなかった地域に地震

が起きるようになったという例もある。無限にあ

ると思われていた関東地下水盆も地下水揚水で下

町のゼロメートル地帯という負の遺産をつくり出

してしまった。この地域を維持するために閘門な

どの装置に大きな維持費をかけ続けなければいけ

ない状況になっている。 

陸の時代になって、水都江戸の運河網や外濠な

ど、多くの水面が埋め立てられた。関東大震災や

第二次世界大戦の廃材を埋め立てるなどして水路

は道路に置き換えられていった。残された水面上

にも高速道路がつくられ、海浜部の干拓も広がり、

河川からは下水道処理水が流れ込み、水質は悪化

してかつての江戸湾のエコトーンとしての豊かさ

は失われてしまった。 

 

 

【図 55】日本橋と高速道路：日本橋の上を覆う高速道路は、水の

東京が損なわれてきた象徴的な景観となっている。 

 

7.5 地球温暖化 

 産業革命による近代化は人類史上かつてないほ

どの生活スタイルの変革をもたらした。技術の発

展の支えとなったのはエネルギー革命であり、石

炭と石油という新たな燃料を発見したことによる

変貌であった。しかし、石炭は初期に深刻な大気

汚染を引き起こし、人々の健康を蝕んだ。その後

の石油も同様の健康被害やたくさんの自然界に存

在しない物質をつくり出した。農薬被害は遺伝子

を損なうまでの被害をもたらした。さらに深刻な

事態は、オゾン層の破壊と地球温暖化であった。

紫外線の被害が顕在化する中、オゾンホールが発

見されたのは 1983 年のことだった。すぐに原因

物質であるフロン対策が世界連携で取り組まれて

成果を上げたが、高緯度地域での紫外線対策は必

須となった。 

 

 

【図 56】オゾンホール：2005年 10 月平均値／気象庁 HP より 

 

 地球温暖化は 1980 年代後半から意識されるよ

うになり、1992 年の地球環境サミットで気候変動

枠組条約が採択され、今日では科学的合意として

世界で共有されている。1970 年代に一時地球寒冷

仮説が取りざたされたことがあるが、寒冷化は氷

河年代レベルの話であり、今日では地球温暖化を

否定する根拠とはみなされていない。いまだに温

暖化は嘘であるという一部の学者がいるが、現実

に観測されているデータは人間の産業活動と連動

してかつてないほど急激な温暖化が起きている。

氷河期の再来があるとすれば、温暖化阻止に失敗

した時に起きうるシナリオの一つである。 

気候変動は、寒冷化でも温暖化でもその変化の

スピードが急激であるほど多くの問題を引き起こ



- 35 - 

 

す。毎年引き起こされる異常気象は異常などでは

なく、温暖化により発生することが予測されてい

たシナリオどおりに進んできているにすぎない。

破局的なシナリオが示されていてもなかなかこれ

に目を向けない状況にある。 

 近年ではウランや天然ガス、シェールガスなど

様々な新エネとよばれる技術が盛んになってきて

いるが、石炭、石油を含めてこれらは皆地殻から

取り出された化石燃料である。地球の長い活動の

中で蓄えられた熱エネルギーであり、これを地表

に取り出すことがガイアのバランスを崩すことに

なる。ガイアという生き物の表皮は人間が大気と

呼んでいるものである。化石資源を取り出すこと

により、その組成や動態に変調をきたすことにな

る。一度取り出してしまったら簡単にはもとには

戻らないのであり、それでもバランスを維持でき

るべく努力をしなければならない。原子力の利用

は、すでに放出されてしまった放射性物質の処理

すらままならない状況にあり、その影響は人類史

のスパンを越えている。パンドラの箱を開けたと

言われる由縁である。 

 ヒトはかつて気候変動や自然災害に翻弄され多

くの犠牲を出してきた。そこで知恵を出して生き

延びてきたが、生存を左右したのは優れた群れの

ボスであるリーダーが現れたかどうかであった。

水についてもストレスが生じた際に常になわばり

争いを起こしてきたが、異常気象は水のストレス

も増加させる。21 世紀は水を巡る戦争の世紀であ

るという予測もある。既に収奪された水によって

アラル海がほとんど消滅し、アフリカでは水を巡

る争いから多くの難民が発生し、更なる戦争へと

事態が動いている。日本においてもその周辺諸国

も含めて水リスクが高まってきている。水を収奪

するのではなく、循環再生して永続的な生産、生

存を可能にしなければならない。全てのコロニー

が水循環型の自立性を有することが戦争を引き起

こさない平和と安定をもたらす道と言える。 

 

7.6 水都の潤い 

 水都江戸を手放しでもてはやすことはできない

が、自然の多様性を活かして、潤いのある都市を

つくりあげたことは確かである、水都江戸の多様

性の根拠は、黒潮と親潮の出会う地にあり、植物

や様々な生き物たちの北限と南限の重なり合う地

域であり、古東京川の支流の三川合流地点にある

ことなど、山も里も海も多様性が豊かなのである。

広大な地域に適度に散らばり、なわばりを保ちつ

つ、次第に過密化していった過程で、京都に比べ

ると水のキャパシティが大きい分、首都として持

ちこたえてきた面がある。 

 しかし、東京水圏が巨大化し過ぎてそのキャパ

シティを越えて多くの角逐が起きてきている。角

逐はストレスを生み、知恵を働かせて新たなすみ

わけの方法を探ることになる。過密ストレスは、

交通事故ストレスや水害ストレス、震災ストレス、

戦災ストレスなど多くの物理的精神的せめぎ合い

を起こし、今やストレス都市東京というべき状況

となっている。新たなすみわけとして、オタク文

化や隙間産業、大企業コロニー、バーチャル都市

などの現代文化が生まれてきている。潤いはスト

レスの反対語と言えるが、失われた水辺はせめぎ

あいの緩衝地帯の役割も果たしていた面があり、

水辺の空間は物理的にも精神的にも潤いを提供し

てくれる。よりストレスの少ない安定したコロニ

ーをつくるには、あらためて潤い豊かな水都東京

を取り戻すことが必要になると思われる。 

 

 

【図 56】内堀と丸の内オフィスビル群：皇居の周囲は東京の中で

も最も水と緑の豊かな場所となっている。 

 

 

８．東京水圏の水循環再生 

 ここで水都東京について少し整理してみること

とする。水都江戸から引き継いだ水都東京は、今

日の状況として水都と呼ぶにふさわしい状況には

なっていない。名実ともに水都と言えるためには

何をすればよいのだろうか。日本橋の上の高速道

路を取り払えばそれで水都になるのか、というも

のでもなさそうである。江戸に戻すということは

現実的ではないとすれば、今後の環境変化をどう

読み取ってこれに応えるシステムをつくるかとい

うことになる。これまで見てきたように、地域を

規定する大きな要素の一つは水であり、これを循
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環型の無理のないしみにしていく必要がある。そ

の際、近代以降依存してきた化石エネルギーから

オルタナティブな自然エネルギーに転換していく

ことも併行した目標となる。近未来、中未来の水

循環都市としての水都東京はいかにあるべきか考

えてみたい。 

 

8-1．東京水圏の水循環構造 

 これまでエコヒストリーを通観してきたが、こ

れにより浮かび上がってきた東京水圏の水循環構

造を整理してみることとする。先ず、大きな枠組

みとして、「風系」「水系」「土系」という 3 つのモ

ノの枠組みに対して、イキモノの枠組みとしてヒ

トの社会構造である「人系」を重ねて見てきた。 

風系は、気候変動であり、これに伴う寒暖や乾

湿の変化、季節風などを見てきた。長い変動、大き

な変動、細かい変動、その緩急による相違などが、

水系、土系、人系に影響を及ぼしてきた。水系は雨

水系から始まり、表流水系、地下水系、海水系であ

り、海進や海退、海流、降雨、堆積と氾濫や渇水、

浸食、地形の変化などが、風系、土系、人系に影響

を及ぼしてきた。土系は、地殻変動や火山噴火、地

震、地形地質などであり、風系、水系、人系に影響

を及ぼしてきた。人系は、さまざまな環境変動の

中で、なわばり争いをしつつ棲み分けの知恵を働

かせ、更に周辺環境の改変整備も行ってきた。人

系は、風系、水系、土系に影響を及ぼしてきた。す

なわち、風系、水系、土系、人系、これらは渾然一

体となって相互に影響しあっているということで

あり、自然の変動の中に人為の変動も加わって、

人系にとっての地球環境の危機となっている。 

今日の状況は、そこで何をすべきかが問われて

いるのであり、IPPC など、世界の英知を結集しよ

うとしている。東京水圏というエリア（テリトリ

ー）の設定も、そうした枠組みでとらえる必要が

あるということであり、その構造を把握し、首都

としての適切なすみわけを探り、存続可能なハビ

タットを維持することが課題である。少なくとも

家康が描いた視野を共有したうえで、今後の予測

の上にどう危機対応するかということになる。 

東京水圏という場について、風系からは、「海浜

域」「平地域」「山間域」と大きく分けることができ

る。水系からは、古東京川水系の支流として、「利

根川流域」「荒川流域」「多摩川流域」があり、さら

に「鬼怒川水系」がある。また、それぞれ源流域、

上流域、中流域、下流域、海域に分けられる。土系

については、地形地質から「山地」と「丘陵」「台

地」「低地」「海浜・海域」と大きく分けることがで

きる。また、表層土壌からは、南部の「富士山ロー

ム」域と北部の「浅間山ローム」域とに分かれる。

人系については、神社分布などから大きく南部と

北部、西部と東部に分けて捉えることができ、細

かくは古代から現代に至る国や郡、県の領域があ

る。 

エリアの骨格となるものについては、陸道、川

道、海道という見方をしてきたが、今日では川道

も含めた道路が主体で膨大なネットワークが張り

巡らされている一方で、川道、海道の衰退が進ん

でいる。緊急につくられた高速道路は既に老朽化

が進んでいる。 

 

 

【図 57】エコヒストリー：風景、水系、土系というモノの枠組み

と、そこに生きてきた人間の系を重ねて見る手法。 

 

8-2．「水都東京」の再生 

新たに目指すべき水都東京について、水循環都

市東京として捉えるものとする。循環という言葉

については、2000 年に「循環型社会形成基本法」

が成立し、2014 年には「水循環基本法」の成立に

至った。水循環都市東京の概念も明確にしなけれ

ばならない。既に多くの議論が進んであり、提案

も行われている。要点は気候変動への対応、水源

林の維持、地下水の保全、流域雨水管理、雨水循環

系の創出、多自然川づくり、水辺空間の活用など

である。これらを個別地域ごとにどのように取り

組むかは、その地域の水の条件に従って適切な方

法をとることとなる。近代主義のような一律のモ

デルを適用するのではなく、原則を踏まえつつ個

別に状況に即応したシステムを適用していく必要

がある。 

エコヒストリーとして把握してきた骨子となる

構造を振り返りつつ課題を探ってみたい。先ず、

核となる江戸城、内濠・外濠があり、これを維持す

る玉川上水の自然給水システムがある。玉川上水

は多摩川本川からの取水であり、羽村より下流の

本川の流量がわずかしか残らず、下水処理水の放

流による水量が主たる流れとなっている。先ず、
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この流量配分の見直しが必要となるが、取水した

水量のほとんどは小平監視所で水道用に分水され

て、浄水場を経由して各家庭や事業所の蛇口に至

っている。上水道システムは利根川、荒川をはじ

め、一部は相模川、信濃川水系にまで及んでいる。

総人口が減少してゆく中で、首都圏に集中する傾

向は依然としてあるが、今後は給水可能な総量を

定めたうえで人口の大枠を定める必要がある。総

量は東京水圏を範囲とすることが生態系として妥

当であり、基本は玉川上水のように位置エネルギ

ーのみで給水することを原則とすべきである。 

その際に不可欠となるのが雨水循環系の再生で

ある。雨水はこれまで雨水利用という形で狭い範

囲で捉えられてきたが、近年雨水活用という概念

が広がりつつあり、より広範な雨水管理型の社会

システムをつくり出そうという方向に向かいつつ

ある。玉川上水の水をお濠まで引くためには、武

蔵大堰で取水している水利権の環境再配分を行う

必要がある。都市上水、農業用水、工業用水の比率

は現状及び今後の水利用に適合しているとは言え

ない。そのためにも雨水を個人住宅も含めてたく

さん溜めて分散型のダムシステムをつくり、上水

道システムを保管してゆく必要がある。防災シス

テムの見直しとしても有効であり、ゲリラ豪雨に

対応する治水対策としても、ヒートアイランド対

策や都市のビオトープ化に対しても雨水活用が決

め手となる。その際、水循環基本法の成立と同時

成立した雨水利用促進法が大きな役割を担って来

るとみられている。 

利根川は舟運で大きな役割を果たしてきたが、

現在は東京水圏の水を支える主役となっている。

舟運の役割を見直すとともに、銚子に流れる流路

は、京都の巨椋池のような調整池としての役割も

担える条件を備えており、今後その機能を強化し

てゆく必要がある。農業用水としての役割も依然

として重要である。荒川の役割は利根川と同様で

あるが、隅田川の果たしてきた江戸、東京の文化

形成の役割は大きく、今後も東京の表の顔を担っ

てゆくこととなる。その際にもう一つの大きな役

割は、東京湾との繋がりである。多摩川河口部と

合わせて新たな東京湾の賑わいをつくり出してゆ

く必要がある。臨海副都心の位置づけはまだ東京

水圏の水都を担う役割として認識されているとは

言えない。小さな海浜をつくり出したことに満足

せずに、東京湾のかつての豊かなエコトーンを再

生するための大きなプランを練るべきである。そ

の際に有効になるのは、古東京川という今も脈々

と流れる本来の水みちを生かすことである。これ

に今日的な意味を持たせて利根川を再び東京湾に

流すことにより、東京湾の水質改善を一つの目標

とすべきである。 

悩ましいのはゼロメートル地帯である。負の遺

産として脆弱性の高い状況が作り出されている。

カトリーナ級の巨大台風が来れば水没は免れない。

グリーンインフラ戦略から見れば居住放棄地域と

の見方もあるが、裏を返せば江戸の水都を蘇らせ

る場にもなり得る。 

これまでに水郷水都全国会議やあまみずネット

ワーク全国会議、いい川いい川づくりワークショ

ップなどをはじめとして、官民連携で大きな水環

境再生の議論が積み重ねられてきた。水循環再生

の大きなうねりはまだこれからやってくるものと

思われる。「水都東京」の再生はその際の大きな目

標になるだろう。 

 

 
 

8∸3グリーインフラ東京 

 近年注目されるもう一つの動きとしてグリーイ

ンフラがある。グリーインフラの定義はさまざま

に行われているが、その本質は「自然の力を賢く

生かす」戦略ということになる。2000 年代から欧

米で用いられるようになってきた言葉であるが、

その取り組み内容は、それ以前からの一連の環境

への取り組みが戦略化されてきたものである。 

 世界中の流れには大きく欧州型と米国型がある。

欧 州型 は、 EU が打ち 出し た環境 戦略 の

Natura2000 の延長線上にあり、生態系インフラ

やブルーアンドグリーンインフラという呼び方を

されることもある。一方、米国型は流域雨水管理

によりレインガーデンやバイオスウェルを用いて

【図 58】 

水循環都市東京： 

2014年から 2015年

にかけて、東京の 6

つの大学の連携に

よる「水循環都市東

京シンポジウム」が

開かれた。そこで、

源流から東京湾ま

での水循環再生を

法政大学エコ地域

デザイン研究所と

して提案した。 
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生態系を取り戻そうというものであり、どちらも

水と緑を一体的に扱っている。日本は欧米に遅れ

て 2014 年ころからグリーインフラの国策化が始

まり、ようやく言葉が普及しつつある。 

 グリーインフラ戦略から東京を見ると、すでに

「みなしグリーインフラ」としての資産が多くあ

る。江戸東京の構造そのものがローマ都市型の近

代都市の格子状システムとは大きく異なる。江戸

は地形を巧みに生かしたグリーインフラ型のまち

づくりが行われてきた。玉川上水もグリーンイン

フラそのものといってよい。下町の用水路網は埋

められてしまったが、残った運河を再生しようと

いうグリーンインフラ型の整備は近年多く取り組

まれている。東京の都市づくりは基本的に水と緑

の骨格が行かされているが、それを無視した強引

な開発も多々行われてきた。近代合理主義一辺倒

から多様性重視の地球環境時代に入り、東京の過

密化も極まり、少子高齢化や空き家問題の高まり、

ポストコロナ対応など、グリーンインフラへの追

い風が吹いてきたようである。 

 そうした目で東京の今後の計画を見てみると、

オリンピック関係の大規模計画が一段落し、そこ

ではグリーンインフラ型の整備傾向が常識化して

きた。また、大規模都市再生事業も峠を越してき

ているが、大きな容積ボーナスをどう生かすかと

いうときに、こちらも足元の緑の重要性を意識し

た計画が増えている。一方で、都市形成を経済合

理性のみで突っ走る流れは近代主義の惰性として

簡単には軌道変更できない面も見られる。容積率

緩和が更に進む中で、空地として確保されていた

場所が建築化される状況も生じている。 

 一例として新宿を見てみると最近の傾向がよく

わかる。現在の新宿は都庁が移ってきたことによ

り東京の副都心としての地位を確立した。東京駅

に対して西の玄関口として、淀橋浄水場跡地に超

高層ビル群を形成した。新宿西口駅前広場と新宿

中央公園を整備し、交通網や都市基盤の整備を近

代都市づくりを行った。超高層街区には足元に空

地が確保され、緑も豊かにしつらえられた。その

後、時代が多様性を高める中で、都市間競争も生

じ、汐留や品川をはじめとする大規模開発が相次

ぎ、渋谷が活性化して国際都市化するなどの動き

に対して相対的に地位低下が起きてきた。駅ビル

も老朽化し始め、大規模な駅再開発が行われよう

としているが、そうしたマスタープランレベルの

ビジョンにグリーンインフラ型整備の方向性は見

えていない。玉川上水の地表ルート終着点に位置

し、東京を支える浄水場の跡地という水の拠点で

あり、絶好のグリーインフラ立地があるにもかか

わらず、そうした意識が乏しいということも、ま

だ時代が転換しきれていない現状を示している。 

 東京のグリーインフラは、あらためて家康の関

東全域を見渡した視野に立ち返ってみていく必要

があると思われる。より大きな視野、統合的な視

野、意識変革を促す視野が求められている。皇居

をはじめとする自然と人為を巧みに組み合わせた

都市システムをさらに発展させる必要がある。 

 

 

【図57】グリーンインフラ戦略：グリーインフラを一言でいえば、

自然の力を賢く使う、ということになる。日本には伝統的な自然

と付き合う智慧があり、江戸のつくり方など参考にすべきところ

が多い。 

 

8-4．源流からの視野 

 当初に定義した源流についてあらためてまとめ

てみたい。源流は水系、流域を束ねる概念であり、

ヒマラヤとアルプスはユーラシア東方とユーラシ

ア西方を大きく束ねている。黄河や揚子江もイン

ダス川、ガンジス川、チャオプラヤ川も皆ヒマラ

ヤに発している。東西に分かれるドナウ川とライ

ン川はアルプスが源流であり、両河川の源流はド

ナウエッシンゲンの地下水で結ばれている。日本

においてフォッサマグナを境にして東日本と西日

本が分かれている中で、利根川、荒川、多摩川、信

濃川、相模川、富士川は源流を同じくしている。こ

のように源流は、川をさかのぼって行き着く場所

であり、出会う場所、越えて次の世界に入る場所

であり、ヒトの移動の過程において大きな節目を

つくってきた。峠や関は数々の歴史の舞台となっ

た。 

 山はまた海道や川道を辿る過程で大きなランド

スケープとしての役割を担ってきた。富士山はそ

の典型であり、徐福の航海の大きな到達目標であ

ったかもしれないし、家康にとっての東国国家の

精神的支柱だったかもしれない。海道や川道を最

初に辿るときには、道に迷わないように必ずラン

ドマークを手掛かりにして、そこにしかるべき目
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印を付けたり、拠り所をつくっておく必要がある。

古代の寺院の発祥はそうした目印と思しき重要な

場所につくられている。危険な場所や上陸地点、

好い場所なども同様に目印を付けるとともに縄張

りを示すために、他の生きものと同様にマーキン

グを行う。筑波山や身延山、浅間山などはこうし

た山々の典型である。もっと小さくても武蔵府中

における浅間山の役割などはそれに近い。 

 

 

【図 58】源流からの視点：東アジアの大河のほとんどが一つの源

流から発している。チベット高原はがアジアの源流となっている。 

 

 こうした山は、その山頂に立つことにより大き

な視野を得ることができる。なぜ山に登るのか、

理由は明らかである。山頂でなくとも上流からで

もより広い範囲を見渡すことはできる。これも源

流の視点であり、桓武や家康はそうした源流に遡

る視点と視野を持っていたとみることができる。

戦国時代のなわばり争いは、山峡を得た盆地を拠

り所としてきたが、大きな戦いは常に野で繰り広

げられ、近年には、より広大な海や空での戦いに

移行していた。今日では衛星監視ができるまでに

技術が進み、その結果宇宙からの視野が得られる

ようになった。ガガーリンが地球は青かったと言

った言葉のように、今日の源流の視点は既にグロ

ーバルな地球全体の視野を手に入れ、宇宙居住に

向かって突き進むまでになっている。果たして近

未来はこのまま機動戦士ガンダムのコロニー世界

へと進むのであろうか。 

 十万年前、人類が出アフリカを果たして以来、

およそ三万五千年前に南と北からのルートで再び

東京水圏で出会い、その後も様々なルートから

人々が辿り着き、漂着した日本は、世界でも稀に

見るほど多様な遺伝子の吹き溜まりである。それ

を許容できた風土を再評価してみる必要があるだ

ろう。古代東アジアの都市計画は風水に依ってい

たところがあったが、今日でも風水土を踏まえな

ければハビタットは成り立たない。地球環境時代

の風水土をもとに人類の近未来、中未来を見据え

るためには、これまでの生存の歴史に学ぶ必要が

あり、地震や津波、火山噴火、隕石落下など大きな

災害の危険性を想定外とすることはできない。現

に、北米のイエローストーン公園の火山は巨大噴

火の兆候を示していて、これが噴火すれば北米は

全滅し、世界は急激な寒冷化に見舞われると危惧

されている。人類を度々脅かしてきた微生物も人

類破滅シナリオの一つであり、グローバル化した

世界に引き起こされるパンデミックも大きな脅威

である。また、なわばり争いという人類の宿命と

もいえる戦争の歴史に対して、棲み分けの知恵を

どう働かせるかが平和なコロニー維持のために重

要である。 

 「宇宙船地球号」はバックミンスター・フラーが

示した概念であるが、ジェームス・ラブロックの

提示したガイア仮説は、その後「ガイア理論」とし

て地球は一つの生きものであると認識されるよう

になった。私たちは、ガイアの体内生物として、コ

ロニーを形成する地球とどのように共棲してゆく

のか。全ての生きものが水なくしては生きられな

いという原理に立ち返って、ヒトのコロニーであ

る水都や水郷をどう築いていくか、足元から取り

組んでいく必要があると思う。サバイバルエコロ

ジーはその結果として導かれるものと思われる。 

 

 

【図 59】青い地球：宇宙からの視点で地球を見ると、水の星であ

ることがわかる。 
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終章 人新世 

 

アニメに見る近未来の絵姿 

 ヒト科ヒトの足跡は今や地層にその痕跡が刻ま

れるまでに巨大になった。これを新たな地質年代

として命名しようという案が人新世（アントロポ

セン Anthropocene）である。人新世の概念は、

1960 年代にソビエト連邦の科学者ウラジミール・

ヴェルナツキーが初めて言及し、2000 年にパウ

ル・クルッツェンにより広められたとされる地質

年代の想定である。いまだ公式には認定されてい

ないが、その考えに賛同する傾向が強まっている。

その始まりの時点として、1945 年のトリニティ実

験（米国が行った史上初の核実験）とするものや、

農耕の開始にさかのぼるとする考えもあり確定し

ていない。しかし、地形の大改変や地質に自然由

来ではない人工物質を堆積するなど、新たな地層

を形成しつつあることは確かである。人はもはや

ガイアの生き物としての振る舞いを逸脱してしま

ったのだろうか。 

 そうした不安は、様々な未来小説や映画、アニ

メに表れている。科学技術の行き着いた先として

の近未来世界はバーチャル世界で既に全世界を覆

っている。AI の進化はいずれ人智を超えるという

予測も不安に拍車をかけている。シンギュラリテ

ィ（技術的特異点）は、AI が人類に代わって文明

の担い手になるという明るい未来として描かれる

面がある一方で制御不能となる危惧も内包してい

る。 

 そうした状況を取り上げた SF 作品は世界に数

多くあるが、わかりやすく示した例をいくつか挙

げたい。小説では安部公房の「第四間氷期」が、未

来を見通した地質年代的視野で描かれている。万

能の AI「予言機械」がもたらしたものは火山活動

により地球が水没した世界。人間は水棲哺乳類と

して改造して生き延びようというストーリーであ

る。人間が胎内にいたときに持っていた性質を取

り戻そうという発想がユニークで評判となった。 

 映画はもっとリアルに未来世界を描いている。

「ターミネーター」はサイボーグと人間の関係を

危機的に描いている。未来世界から送り込まれた

強靭なサイボーグの戦いを描くアクションスペク

タクルである。壮絶で凄惨な未来像は未来世界の

不安を搔き立てた。「バイオハザード」は新型コロ

ナのパンデミックで再び注目された。英米合作映

画であるが、原作は日本のゲームソフトである。

開発中のウイルス兵器が事故で漏出したことでバ

イオハザードが引き起こされ大きな混乱を招く。

これもアクションものであるが、見えない生物兵

器という敵の恐怖を植え付けた。 

アニメの世界でも多くの未来像が描かれている。

日本アニメは世界をリードするまでに発展したが、

未来物の金字塔は「機動戦士ガンダム」といえる。

人間が宇宙に進出した近未来の世界を描いている。

ガンダムの人気の一つはその未来世界の描き方が

極めてリアルに現代とのつながりを保っている点

にある。丁寧な人間描写だけでなく、一つ一つの

兵器や施設が精巧な設計図を伴って描かれている。

それがマニアックなガンプラの魅力にリンクして

いる。描かれる舞台は地球とスペースコロニーで

ある。スペースコロニーは厳密に地球環境が再現

されている。宇宙に出てもヒトはヒトのままとい

う想定であるが、そこにニュータイプの覚醒とい

う進化ストーリーも盛り込まれている。遺伝子の

改変や薬物による強化人間など、想定される様々

な技術革新を描き、その中で生きる人間の昔なが

らのあり様を礼賛している。長く続くシリーズを

通して、人はどう生きるべきかを問いかけ続けて

いる。こうした未来世界を描いた作品は数多くあ

り、ここでは代表的なものだけを取り上げたが、

近未来や中未来、遠未来をどう考えるのか。それ

は人がどのように存続可能かという問いである。 

私の環境生態学の講義でも、最後にスペースコ

ロニーの設計を演習課題としてきた。 

『状況 1：2030 年。世界は地球温暖化阻止に失

敗し、気候異変はあらゆる地域で環境の生態系の

混乱を引き起こし、食糧生産も破綻しつつあった。

難民の増加で地域間紛争が絶えず、ついに核テロ

が起きたことが引き金となり、世界大戦に至った。

戦争はほんの１か月で終息したものの、世界の人

口は半減し、放射能汚染で人が安全に住める場所

は核シェルター内だけとなった。2035 年に就航

した世界初の宇宙エレベーターは被災を免れ、国

際宇宙ステーションを拠点に、地球連邦国家を成

立させ、人類の宇宙移住計画が始まった。 

状況２：奇跡的に生き残ったあなたは壮年期を迎

え社会的にも最先端で活躍する設計者となってい

た。地球連邦宇宙移住計画のスペースコロニー都

市設計部門に抜擢されたあなたは、早速各国の技

術者チームと設計打ち合わせを開始した。地球で

の轍を踏まないよう人類共存の理想都市づくりを

目的とする。』 

 この課題の意図するところは、重力、空気、水、

光、緑、生物など生態系の全てを設計しなければ

いけないという点にある。それが如何に困難なこ

とで、逆説的に地球の環境が唯一無二の尊いもの
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であることを学んでほしいということである。 

 

人新世の哲学 

 地球環境時代におけるサステイナブル、すなわ

ち持続可能性という問題設定は、人間活動の特に

近代化に伴って生じたガイアへの損傷に対し、ガ

イアの恒常性を維持するための措置と捉えること

ができる。それは技術論で解決できると誤認する

懸念も孕んでいる。人新世は、すでにヒトが引き

起こした深刻な事態をどこまで人間として認識で

きるかという哲学の課題でもある。 

 そもそも地質年代という認識自体が人間社会の

情報世界の中の産物であり、ガイア自身にとって

意味あることではない。人間がどうガイアを認識

するかであり、それを人は「世界」と呼んできた。

世界観が生まれ、自覚されるようになったのは、

言葉や文字が駆使され情報を共有できる時代にな

ってからのことである。言葉として哲学が登場す

るのは古代ギリシアであり、同じ概念は古代中国

でも同時期に発生した。宗教もまた世界観を表し、

生きる道を示すものとして広まった。科学や技術

もまた信仰の世界に陥っている面もある。科学の

一分野である生態学も宗教とよく似た性格を持っ

ている。 

 生態学は世界の全体像を示す科学である、とい

う言い方もできる。そこで描かれる未来はこんな

に怖いものです、と脅して環境に良い商品を売っ

て商売にする。そんな悪徳商法は、宗教が終末論

を振りかざして神に絶対服従を迫るのと大差ない

ともいえる。やや乱暴な物言いではあるが、生態

学でも量子力学でも世界が語れるというわけには

いかない。世界は分からないことだらけというの

が現実である。 

 学生の時に、晩年の湯川秀樹氏の講演を聞いた

ことがある。「世界について」というタイトルだっ

たと思う。日本人初のノーベル賞受賞者であり、

理論物理学者として原子核内部における中間子の

存在を明らかにした。極小世界を更に開いた偉大

な科学者の語る世界観を固唾をのんで聞いていた。

極めて謙虚な語り口で思いがけず自信なさげに話

されることでその真実味がかえって強く伝わった。

そして「世界は人の数だけある」と語られた。 

 ヒトという大きさからガイアの巨大さは見えな

いし、原子核の小ささも目にできない。宇宙もま

たそうしたものなのであろう。分からないからこ

そロマンが広がり、科学も技術も発展する。人新

世という時代をどうとらえるのか、議論はまだ始

まったばかりである。 

ヒトの生存 

 そんな中、人新世の更なる先にノヴァセン

（Novacene）が提案された。ガイア理論を打ち立

てたジェームス・ラブロックである。御年 100 歳

で新著「ノヴァセン」を 2019 年に出版した。日本

語訳は 2020 年 4 月刊行である。ガイア仮説を発

表した際にも世界中が呆気にとられ、長く論争が

続いたが、今ではガイアが生き物として認知され、

「ガイア理論」として普及している。今度は更に

衝撃の未来像である。 

 AI が進化した先に何があるか、そこはサイボー

グがガイアの恒常性を維持するために人間抜きに

動くという。しかもサイボーグは自然選択の末に

生まれる生命体であると位置づけている。ラブロ

ックの言うサイボーグは人間の機能の一部を機械

化したものではなく、ロボットが高度な AI を備え

た人智を超えた存在として想定されている。そこ

に人類の存続は必ずしも必要ではないとしている。

サイボーグも人が生み出したものであり、その子

孫であって意思は引き継がれるというのだが。ガ

イアへのまなざしとは反対に、技術至上主義的楽

観論と見えないこともない。 

 いずれにしろ、シンギュラリティは近く、「2045

年問題」と認識されている。2045 年には AI が人

間の能力を超えると予測されている。その先の進

化は加速度的に進み、あっという間に予測不能な

別世界になる可能性が高い。ラブロックもそれを

して人新世の期間は短く、もうすでに終わりを迎

えてノヴァセン時代に入ったとしている。ややつ

いていけない感もあるが、アニメの世界では当た

り前のように数多くの作品で描かれている。すで

に情報としては実感されている世界観ということ

になる。 

 ヒトの生存、存続は如何にすればよいか。サバ

イバルエコロジーとしてここまで考えてきたが、

未来は現在の積み重ねの先にしかない。目の前の

一つ一つの課題に取り組んでいくことが唯一の道

であり、明日は嫌でもやってくる。突然終わりが

来ないように、人類はこれまで知恵を絞って生き

延びてきたのである。そのためには時代ごとに優

れたリーダーとフォロアーが必要である。日本に

は傑出したリーダーが出てこない風土という面も

あるが、高い多様性を持ちつつも、隣百姓的な一

体性を強みとしてきた面もある。それもこれまで

の歩みの結果であり、大改革するにしてもその素

地を踏まえるしかない。小さな国土に上手にすみ

分けてきたその知恵を今後も発揮して持続可能性

を求めていくことが期待される。「なわばり」を如
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何に守るか、いたずらに拡大しようとして軋轢を

生じさせないようにするか、如何に「すみわけ」る

か、今後も生存のための知恵を高めていくことが

求められる。 

 

 

おわりに 

 ヒトの三万五千年の通史を書くなどということ

は大それたことでとても書き切れるものではない。

それでも全体を見渡すことも大事なことと思う。

薄く広くであっても人間の生存の歴史を生態学的

視点から突き放して見ることに努めたが、歴史時

代になるとどうしても個としての人間臭さが見え

てしまい、単なる生物個体として扱うほど冷徹に

はなれず、生態学とはほど遠いものになってしま

った。 

2000 年から法政大学で生態学を教えるように

なり 20 年を数えた。建築学科の学生のための生態

学ということで、建築生態学、環境生態学という

応用領域を扱ってきた。生態学はモノとイキモノ

の世界の全てを扱う科学であり、膨大な内容とな

っている。結果として生態学といえども細分化さ

れて本来のエコロジーの全体像が見えにくくなっ

ている。本論でもヒトの生存と水の関係に絞らざ

るを得なかったが、それでも拡散気味になってし

まった。とはいえ、東京水圏に舞台を置いての話

であり、問題設定した時点で結論は初めから出て

いたようなものである。 

東京水圏のエコヒストリーについては、法政大

学エコ地域デザイン研究所でかねてより取り組ん

できたことであり、2007 年の東京源流展でラフス

トーリーを発表していた。これをベースに、2008

年にはサラゴサで開催された水の万博に「水の上

の都市東京」の DVD を出展した。「水都東京」は

当時からイメージされてきたが、エコヒストリー

と言いながらエコの部分の掘り下げは不十分だっ

た。これまで大枠についてのストーリーはできて

いたが、本稿でようやく少し補足することができ

た。詳細については個別地域ごとの取り組みにな

るが、あらためて「水都東京」の大枠を共有して展

開していけたらよいかと思う。 

エコヒストリーにおける気候変動については、

文化人類学者のブライアン・フェイガン氏を招い

て講演会を開いたことが端緒になっている。著書

の「古代文明と気候大変動」という本に出合った

のは 2005 年のことだった。サバイバルという言

葉が私にとって重みをもってきたのはそのころか

らだった。今日では氷床コア解析で分かった古気

象学が華々しく展開している。同じころにヒトゲ

ノム解析の結果としての人類史も明らかになり、

小学校以来教わって来た常識の多くは過去の誤っ

た知識となってしまった。わかっているようでわ

からないものは多くある。学説も時代とともに塗

り替えられていく。「水都東京」のイメージは直観

にすぎないかもしれないが、これを今後検証すれ

ばよいかと思う。 

「水都府中」は私の仮説であるが、40 年来野川

の湧水保全を中心とした環境保全活動に携わって

きた中から、多摩川の源流から河口に至るまでの

活動に繋がり、そこに展開する歴史的な遺産にも

目が行くようになった。武蔵国分寺や東山道武蔵

路の研究は続けてきたものの、本論を書き進める

うちに府中のことが気になりだした。これまでも

関わりがあったものの、国府については考古資料

が整っていないことから議論もあまり進んでいな

い状況があり、目を向けることがなかった。水都

江戸を語るためには踏まえなければいけない前史

であり、引き続き今後のテーマとして行きたい。 

「水都」とは何かと問うとき、都として、首都と

しての東京を意識してのことであるが、源流から

の視点で見るならば、水の都市となる以前の山間

の村や里、漁村や港町とのつながりを踏まえる必

要がある。日本にやって来た祖先たちのうち、海

からやって来た人々も多かったと思われる。海か

ら日本列島の河口や砂浜、島や山々を見ながら、

美しい浜を見つけて上陸したであろうし、浜や海

は生活の原点であったはずである。3.11 以降の海

との関わりは古来より培ってきた人と海との関係

を見直す機会になった。その答えが高台居住と巨

大防潮堤であるとすれば「水都」はおろか水郷も

成り立たないのではないだろうか。水都は人と水

の関わり方の知恵が結集された「きらめきのコロ

ニー」としてあるべきものと思う。 
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原一郎先生が 2001年に出版された「地球環境と東

京」-歴史的都市の生態学的再生-をうけて、これ

を発展させるべく立ち上げられた。その後、陣内

秀信先生の助力を得て、河原先生のライフワーク

としての東京再生の遺志を継いで活動を継続する

ことができた。 

その間にお世話になった方々は数えきれないほ

ど多い。源流の視点は中村文明氏に触発されたも

のであり、先史時代の学びは小田静夫先生のご薫

陶による。古代国分寺については国分寺名水と歴

史的景観を守る会の方々にお世話になり、故村山

光一先生には文献史学への目を開かせて頂いた。

中世については小菅村の横瀬健氏が伝える伝承に

感銘したことが大きかった。 

生態学は独学であるが、思えば学生時代に文化

人類学の故川喜多次郎先生に移動大学運動でお世

話になりフィールドワークの基礎を学んだ。野川

の市民活動では植物生態学の故本谷勲先生と調査

をご一緒したことなど、フィールドワークによる

実地で得たものが礎となったと思う。その後も調

査研究活動を今日まで継続しており、地下水調査、

湧水の水量水質調査、植生調査、水生生物調査を

続けている。 

調査活動を通しても多くの方々との出会いがあ

り、お世話になった方々はお名前を挙げきれない。

ここで、本稿に至るまでにお世話になった様々な

分野の多くの方々に深く謝意を表したい。 


