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０．はじめに 

水路を持つ木造密集地域は、水路が線状の閉じた中庭空

間により共同意識が形成され、生活や仕事に水を共有する

ことで互助的共同体が育まれてきた１)。現在は水路が埋め

立てられ暗渠となり路地空間へと変わり地縁コミュニテ

ィは希薄になった。そこで、水路中心とした空間特性を地

域施設として再評価を行い、地域の課題を解決する。本設

計提案では荒川区町屋地区を対象として、江川堀の空間特

を性継承し互助的共同体の再生を目的とする。

 

１．研究背景 

１-１. 水路と木造密集地域の親和性 

東京における木造密集地域の

中で水路を持っていた地域が多

く存在していた４）。都心から離

れた周縁部はかつて農業が盛ん

におこなわれ多くの農業用の水

路や堀が存在していた。また、都

市化により農地から宅地や工場

に置き換わり水路が生活用水や

工業用水に活用されていた。現

在の暗渠が存在している地域と

木造密集地域は親和性が高い

Fig.1。  

Fig.1 木造密集地域と水路のプロット比較 

 互助的共同体を育む豊かな水路空間への着目 

木造密集地域内に存在していた水路や堀は、住宅の生活

用水や零細規模の工業用水として利用されていた。水路の

水が生活や産業へ密接に関係することにより互助的共同

体が形成され地域の中で

様々なスケールや目的によ

り豊かなコミュニティと自

然を介した生活環境が育ま

れてきたFig.2。 

Fig.2 水路に開いた木造住宅 

出典：荒川区のはなし６）より 

 

 

１-３．水路の暗渠化による現代の課題 

１-３-１. 水路空間の変遷 

水路を持つ木造密集地域の中で特に水路を住宅で挟み

プライベートなコモン空間が形成されている地域に着目

した。1900年における農地から住宅の移行ではきれいな水

による水路空間を活用した共同体が形成されていた。しか

し、1950年代において生活排水や工業排水により水路は汚

染されどぶ川となりコミュニティは断絶された２）。1960 年

代では水路の改良工事や下水道整備が普及し暗渠化され

機能的な歩行空間と変化したFig.3。 

 
Fig.3 水路から暗渠への変遷 

１-３-２. 水路の衰退による木造密集地域の課題 

・産業の衰退による低所得者層の密集と高齢化 

・銭湯施設の衰退による地域コミュニティの希薄化 

・消防用水の不足と自主防災組織の共助体の減少 

・未接道建築物の密集による更新できない空き家や空き

地の点在 

水路の衰退による地域の課題は現在の地域課題に密接に

関係しており、木造密集地域において重要な役割を担っ

ていたことが考えられる。 

１-４. 水路空間の再生による再評価の可能性 

 木造密集地域における互助や共助を中心としたコミュ

ニティの再生と多様な課題の明解的な解決手法として水

路の再生を位置づける。本研究では地域施設の更新計画 

の一環として展開していく。 

２．対象地域の選定 

２-１江川堀暗渠の選定 

　木造密集地域における暗渠の中で水路と生活が密接に

関係する条件を整理する。特に互助的共同体が誘発される

閉じたコモン空間の形成条件として3つ取り上げ計画敷地

として選定する。要件から候補となる6つの地域を抽出し

比較分析を行い荒川区町家地域の江川堀を選定した。 

1.かつて農地であった水路が多く存在している地域 

2.水路と地面や両岸に高低差がない地形 

3.水路の両脇に住宅が並ぶ狭小な水路 

建築学専攻 

池袋本町地域

大井・品川地域

町家・尾久地域

東京に広がる木造密集地域（2018 年）

東京に広がる暗渠（1956 年）

暗渠と木造密集地域が重なる地域

１-２. 



２-２．計画敷地の選定 

 江川堀は石神井川の水系から音無川に分岐し、音無 

川から分岐した堀として位置づけられる５）。対象地域は

路地や道路と併設された地域以外の両脇に住宅が並ぶAの

エリアを対象として計画を行うFig.4。 

Fig.4 江川堀の3 つの水路タイプ 

 
３．計画概要 

江川堀の暗渠道に沿って点在している a～d の空き地を

計画敷地とし、暗渠を水路化し水路を中心に地域施設を計

画する。地域施設を江川堀沿いに分散させ地域の拠点を形

成することにより地域の課題解決と水路を中心とした互

助的共同体を提案するFig.5。 

Fig.5 江川堀沿いの敷地選定 

 
３-１. 敷地分析から互助的共同体と建築形態へ 

　江川堀の暗渠道に沿って点在している４か所の空き地 

を活用し暗渠を跨いで建っている老朽化した施設の建て 

替え計画とする。水路を挟んだ敷地の選定によりかつて
 

の路地と水路の関係性による空間構成を再生する。各敷 

地において路地と水路の関係性からコモン計画や用途計 

画、建築形態の決定を行う Fig.6。 

 
Fig.6 路地と水路の分析から基本計画へ 

．江川堀の空間特性から設計手法へ 

 江川堀の空間構成から水路を中心として育まれてきた

互助的共同体を整理し空間特性として定義を行う。空間

特性を設計手法へ転換し地域施設として提案する。 

４

４

-１．水路を中心とした空間構成 

木造密集地域において水路のきれいな水と自然豊か

な環境は象徴的な存在であり３）、住宅に囲まれた閉じた

水路空間は特定の住宅や工場の住民のみしか立ち入れな

いプライベートなコモンな空間であった Fig.7。 

 

Fig.7 水路を中心とする             

空間構成 

 

４-２．段階的なスケールを持つ互助的共同体 

 江川堀を中心に育まれた共同体は、空間構成の特性から

S.M.L スケールの３段階的な共同体が育まれている。

Scale-S は住戸内の血縁関係や工場内の職人関係を示し

ている。Scale-M は水路を中心に向こう三軒両隣による互

助的共同体、Scale-L は水路を中心に形成された線状の中

庭空間が共同意識を持たせ互助的共同体の潤滑的役割を

になっているFig.8。 

 

Fig.8 S.M.L スケールの

段階的共同体 

 

４-３．住・湯・工・商を貫く機能的連携 

江川堀の零細規模の工場群には大きく家具工場と金属

加工工場の 2 つがあり金属加工工場は家具工場や自転車

工場と連携し協業が行われていた。また、家具工場や鉛筆

工場で出たは木片は銭湯の燃料に使用されていた。近代化

が進む前は地域の中で完結した機能の連携が行われてい

たFig.9。 

Fig.9 江川堀を中心と 

した下町の互助的共同体 

 

４-４．空間特性を地域施設群の設計手法へ転換 

 機能を補完しあう地域施設群をM スケールとL スケー

ルの中間の「M+ スケール」として位置づけ、より多段階

で豊かな機能連携が行われる互助的共同体を目指すFig.10。 

 

Fig.10 M+ スケールの互助的共同体 

A：水路によるコモン空間

対象地域

B：路地併設の水路 C：道路併設型の水路
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SiteA　「共生ビオトープ」

【機能】 ： 地域病院、 生活相談窓口、 江川堀

を管理する事務所

【地域との互助的共同体の形成】

山谷地域など生活困窮者を受け入れ医療や

生活相談を行う。

【各敷地との互助的共同体の形成】

高齢者施設の医療体制の連携や保育園の医

務室として機能を共有する。

【建築形態】

雨水による水路が屋上から地上まで水路を引

き込む江川堀の始点 （水源） としての形態

【建築計画】

病床を同世代別に分け水路を介して患者同士

や地域住民との互助が誘発するよう計画

SiteB　「幼老共育の中庭」

【機能】：保育園、 高齢者施設 （グループホー

ム）、 地域の食堂

【地域との互助的共同体の形成】 木造密集地

域内の保育や介護を必要とする地域住民を受

け入れる。

【各敷地との互助的共同体の形成】

低所得アパートへ食堂を共有する。 病院食の

調理を行う。

【建築形態】

水路を中心に水や植物が断面的に連続し循

環する形態 （逆スラブとコンポストの採用）

【建築計画】

保育園と高齢者施設を繋げる遊戯室や図書

館、 食堂、 中庭を断面的に計画

SiteC　「地域の洗い場」

【機能】：銭湯、 ランドリー、 干し場、 シェアキッ

チン、 低所得アパート

【地域との互助的共同体の形成】

密集する低所得者住民へ機能を共有し互助

的共同体の文化を新たに育む

【各敷地との互助的共同体の形成】

保育園や高齢者施設の洗い機能を共有する。

各敷地の水路の浄化と分水を行う。

【建築形態】

RC二重スラブに浄化層を入れ水冷暖房と蓄

熱を組み合わせたスキップフロアの循環形態

【建築計画】

地域共有部と住居共用部を水路を介して配

置、 地域と住民をコモンで繋がるよう計画

SiteC　「江川堀ゲート」

【機能】：ライブラリ―、カフェ、ボランティアルー

ム、 展望台

【地域との互助的共同体の形成】

看護学科の地域学習拠点と町屋図書館の地

域文化の継承と発信の場として提供

【各敷地との互助的共同体の形成】

江川堀を結ぶ地域施設群の入口と発信機能、

水路の水の調整機能の役割を果たす。

【建築形態】

水門の構築物による親水空間と水路の軸を強

調したシンボリックな形態

【建築計画】

狭小空間を活用できるよう構造とコア、 機能を

まとめて計画
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５-４．SiteD 江川堀の発信拠点となる「江川堀ゲート」 

 大学生や小中学生が多く通る道路と江川堀の交点で

あり、地域の歴史に触れることのできる発信拠点を提案す

る。江川堀の出口として各敷地で貯水できない水を排出す

る水門として機能する。 

５-

 

３．SiteC 機能的に拠点となる「地域の洗い場」

奥まった路地に面した水路空間であり地域の共同生活

拠点に適したプライベートな敷地に対して、水路を活用し

た銭湯の利用や洗濯など生活機能を共有するコモンスペ

ースを提案する。 

５-２． SiteB 断面的に連続する「幼老共育の中庭」 

水路と路地が向かい合う典型的な平面構成を高齢者施

設と保育園の複合施設として転換する。水路による平面構

成を尊重し断面的に高齢者と幼児が繋がれるコモンスペ

ースを提案する。 

５．設計概要 

選定した 4 つの敷地の水路と路地の関係性から段階的

スケールを持つ互助的共同体と機能的連携を再生し建築

形態を導き出す。また、施設間の相互関係を生み出すとと

もにお互いに機能を補完しあう関係性を形成する。 

５-１． SiteA 平面的に連続する「共生ビオトープ」 

路地は江川堀の入口として共助が必要な地域住民を受

け入れる立面構成と江川堀の互助的共同体の入口として

水路を建築内に引き込み諸室間の豊かなコモンスペース

を提案する。 
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カフェ

生花店
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水路と緑地を建築内部に引き

込み地域施設と病院施設を緩

やかにつなげ、 地域住民と看

護士や患者の共同体を育む。

幼老共育の中庭

水路を建物で挟む空間構

成を活かし、 保育園と高齢

者施設をヴォイドや中庭の

断面操作で緩やかに共同

体を育む。

収集した水を浄化

し銭湯や洗濯、

シェアキッチンの

生活用水として利

用することで江川

堀一体の共同意

識が育まれる。

地域住民が滞在できるカ

フェや学習室を設け、 江

川堀沿いで育った生花

や江川堀の歴史を展示し

発信する。

地域の洗い場 江川堀ゲート

６．おわりに 

　本設計提案では、江川堀の互助的コミュニティが育ま

れた空間特性を現代に地域施設として再度提案した。地

域施設や施設群、地域住民が段階的につながることで、

豊かな互助的共同体の再生の可能性を示した。
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