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1. はじめに

1-1　研究の背景

(1) 中国における水辺空間の建設

　中国における水辺空間の建設や発展は、繁栄－衰退

－再開発と大きく 3段階に分けられる。

　①古代～清末／農業中心時代：都市の水域や埠頭建

設と都市の発展は、密接に繋がっていた。一般的に都

市が形成された地域は、水域であった。

　②中華民国～ 1970 年代末／工業化時代：生産力の進

歩や都市の拡大にしたがって、水域地区は次第に都市

の周縁となり、水域以外では陸上交通が発展したため

水運が日増しに衰え、使用されない港が増えていった。

　③ 1980 年代～現在／市場経済時代：水辺空間が再び

見直され、都市に新しい活気を注ぎ新しい都市景観を

つくるための再建工事が進められた。

(2) 武漢市の水辺空間　

　武漢は、「濱江濱湖」（川と湖に沿う）といわれるよ

うに、豊富な水資源を持つ都市である。南北に流れる

長江と東西に流れる支流の漢江が合流する地点を中心

に都市が発展しており、周辺地域に点在する無数の湖

沼とそれらを繋ぐ河川とで、湖沼水系ネットワークを

形成している。また、三峡ダムの竣工によって長江の

水量が安定しコントロールできるようになったため、

河岸空間を有効活用することができるようになった。

　一方で水環境の悪化は、武漢が抱える大きな課題で

ある。社会経済の発展にともない、次々と道路が新設

されたことによって水上交通が衰え、次第に水辺空間

が消滅している。また、水域の生態も破壊されており、

特に市内の湖の水質悪化は問題である。現在、「水で優

位になり、水で憂鬱になる」と揶揄されるように、武

漢が持つ都市の特徴を失うことが懸念されている。

1-2 研究の目的

　本研究では、武漢市を対象として、水辺空間の問題を

解決する方法と水資源の問題について検討する。水辺

空間の歴史的変遷を整理し、現状を調査・分析した上

で、水辺空間の類型と将来の開発方針を明らかにする

ことを目的とし、具体的に以下の 3 点について述べる。

(1) 武漢の都市発展史において水辺空間の歴史的変遷

と機能を分析し、水辺空間の利用状況を把握する。

(2) 武漢の水辺空間をいくつかの要素によって分類し、

その利用について分析する。

(3) 武漢の水辺空間で整備された事例を取り上げ、そ

の利用状況を調査分析し、特徴と設計手法を考察する。

1-3 研究の方法

　研究方法は、以下のとおりである。

①武漢市政府のホームページや、武漢市図書館、市政

府の関係部門において資料や文献の収集を行った。

②現地調査において、武漢市都市計画設計研究院の研

究者、江漢大学の教員らにヒアリング調査を行い、水

辺を利用する来訪者に対してアンケート調査を行った。

2. 武漢市の水辺空間の変容と特徴

2-1 研究対象地について

　武漢市は、中国湖北省の東部に位置し、華中最大の

総合工業基地を有する都市である。武昌・漢陽・漢口
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の三鎮によって形成されており、「武漢三鎮」「江城」

の異称がある。もともと武漢三鎮には、それぞれ城壁

で囲まれた都市が形成されており、近代になると漢口

に租界が形成された。

　地勢は平坦であるが、河川が縦横に入り交じり、湖

沼が無数に点在しており、現存する湖は 43 を数える

（図 1）。武漢市内にある河川堤防の総延長は 397 キロ

メートルであり、水域は武漢市総面積の 1/4 に達する。

2-2 水域に関する歴史的変遷

　商代（BC17 世紀～ BC11 世紀）中期には、武漢は「盤

竜城」と呼ばれ、主に軍事と物流が盛んであった。春

秋戦国時代に楚国に属し、楚国には川や湖が多いため

水路や陸路の交通が発達した。

　唐宋時代の地図資料 1) によると、武漢の水系は東部

に位置する東湖

と長江が繋がっ

ていた。しかし、

中華民国時期の

地 図 資 料 1) で

は、都市の発展

や道路の拡張に
図 1　武漢市の水域分布
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表 1　武漢市における湖の分布
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よって、東湖と長江は遮断されている（図 2）。

　清代初期になると、漢口は「四大名鎮」のひとつと

なり、1958 年の「天津条約」締結によって漢口は貿易

港となり各国の租界地が形成された。長江と漢江の水

路交通が盛んになる一方で、陸路交通は北京－広州間

の鉄道線の開通をきっかけに京広線の中心点となった。

　建国後、武漢では湖の埋め立てブームが 2 度にわた

り起こった。1 度目は 1950 年代から 1970 年代であり、

食糧問題を解決するために湖の埋め立てが行われた。2

度目は 1990 年代であり、住宅地確保を目的とした埋め

立てである。この 2 度の埋め立てブームによって、武

漢の水系、特に漢口地区の水系面積が急減した。大半

の湖において面積が縮小し、完全に消滅したものも多

い。1950 年代以前、武漢は 127 カ所の湖が存在した

が、現在では 43 カ所にまで激減した。文献 2）によると、

1950 年代から 2002 年までの間に、武漢市の湖の面積

が 3,084 ヘクタール減少したとされる。このような水

域の変遷によって、湖と湖、河川と湖は切り離される

ようになった。

2-3 水辺空間の現状

(1) 地理的環境による水辺空間の特徴

　武漢には、長江と

漢江に面する水辺空

間のほかに、いくつ

もの湖沼に水辺空間

があり、その規模も

大小様々である（表

1）。中心市街地・市

街地・郊外の湖の特

徴は下記のをおりで

ある。

【中心市街地の湖】湖

岸の 3/4 以上が市街

地に囲まれる湖であ

る。多くは市街地の

内部に位置するが、

市街地の周辺に位置

するものもある。

【市街地の湖】湖岸の

一部が市街地に位置

し、他の一部が郊外

に位置する。比較的

面積の大きな湖が分

布する。

【郊外の湖】市街地の

周辺に位置する湖である。

　このように、形状や面積の非常に多様な湖が、市全

体に分布している。

(2) 水辺空間の機能

　武漢市の水辺空間の機能には、貯水や養殖のほか、

都市の生態系を維持し、都市の公共空間と景勝地を形

成するなどの機能があげられる（表 2）。

(3)水辺空間の類型

　武漢市の水辺空間を、都市空間に占める位置や主な

機能によって、以下の 3 つに分類することができる。

①都市の公共的空間：中心市街地に位置する水辺空間

は、市街地の拡大につれて多くの人が集まるため市民

に公共空間を提供する役割が重要となり、水辺空間は

都市のオープン・スペースとして重要な要素となる。

②都市と郊外間の観光的空間：水域面積が大きいため、

湖岸の一部が都市の内部または近接し、一部が郊外に

位置するなど、市街地と郊外にまたがる。複合的な都

市機能を持っており、観光利益の役割とともに生態環

境的な役割も担っている。

③郊外の生態的空間：市街地の周辺に位置し、都市の

生態系に貢献し、かつ都市の観光経済に大きく貢献で

きる大型湖がある。

3. 水辺空間の類型ごとの利用に関する考察

3-1 都市の公共的空間

(1) 中心市街地における水辺空間の問題点

　1990 年代以降、水辺空間をセールスポイントとした

不動産開発が急速に進んでいる（写真 1）。中心市街地

では水辺に隣接する土地が非常に貴重であるため、水

辺付近の建物が高層化する傾向がある。

　現地調査したところ、よりよい水辺空間として管理

するために水辺の周囲に隙間無く高い壁が建てられて

おり、道路や歩道から視界が遮断されている状況が多

く見受けられた。また、水辺空間へ繋がる道、特に歩

道が不足しているため、市民や観光客が水辺公園を通っ

ても水と親しむことができない状況であることが問題

点として浮き彫りになった。

(2) 水辺空間と周辺空間との繋がり

　中心市街地における水辺空間の周辺には住宅やオ

フィスが多く、人が多く集まるため、娯楽や休憩の機

能を提供することは重要な点である。特に、漢口の江

漢区の人口密度は 13,693 人／ km2 に達しており 4）、こ

の地域の水辺空間は中心市街地の雑然とした状況を和

らげたり、市民の仕事のストレスを解消させたり、都

市の風景を美しくしたり、重要な役割を果たしている。

また、市民が共同で活動する空間としての水辺公園は、

住宅区との繋がりを

重視し、便利で安全

で快適な歩道を提供

する必要がある。

3-2 都市と郊外間の

観光的空間
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図 2　武漢市の水域の変遷 写真 1　武昌北湖周辺の建物

表 2　武漢市の湖岸空間の機能
 

位置 名前 総合機能 主要な 
機能 現在 引き受けるべき 

中

心

市

街

地 

 

漢口 噴泉公園 都市公園、貯水 都市公園、貯水 都市の

公衆空

間 
西湖 

北湖 

小南湖 

菱角湖 

後襄湖 貯水 

鲩子湖 都市公園、貯水 

塔子湖 
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武昌 紫陽湖 都市公園、貯水 都市公園、貯水 

四美塘 

水果湖 
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晒湖 

楊春湖 都市公園、貯水、

養殖 

外沙湖 貯水、養殖 

戴家湖 貯水 

漢陽 月湖 都市公園、貯水、

養殖 
生態、都市公園、

貯水 

蓮花湖 都市公園、貯水、

景勝地 
都市公園、貯水、

景勝地 

市

街

地 

武昌 東湖 貯水、景勝地、養

殖 
景勝地、生態、

貯水 
景勝地 

南湖 貯水、養殖 

漢陽 竜陽湖 貯水、景勝地、養
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郊

外 

 

漢口 黄石海 貯水、養殖 生態、貯水 都市の
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 漢陽 三角湖 貯水、養殖 生態、観光、貯
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　観光的空間として代表的な東湖を事例に調査した。

東湖は武漢市東部の郊外に位置する中国でも有名な景

勝地であり、1982 年には国務院によって国家の重点名

勝に認定された。東湖の水域面積は 33km2 であり、こ

れは武漢市の水域面積の 45% を占める。湖岸の全長は

111.5km で、沿岸に 34 の山峰がある。東湖は武漢市内

最大の山水庭園であり、湖面が広く、昔から「99 湾」

と称されている（写真 2)。

(2) 東湖にみる観光的役割

　現地を調査したところ、東湖には観光に役立つ様々

な要素があることがわかった。

　東湖には堤、島、橋がいくつもあり、これらは景観

を仕切る方法としての「隔景」に役立っている。独立

した小さな島は 10 カ所余りあるが、これは東湖に沈殿

した泥を材料として利用して作られている。これは、

明嘉靖 27(1548) 年に嘉興の太守であった趙瀛が城内の

河を浚渫した時に排除した川泥を嘉興の南湖に埋める

ことで湖の中心に島を作ったことにヒントを得ている。

　東湖の西側は、水辺を好む人のために多くの住宅地

が形成されている。しかし、現在では東湖路の湖岸空

間は濱湖路の建設のため、湖岸の陸地と緑地の間が狭

くなり、湖岸の水辺空間を使うのが難しくなっている

（写真 3）。

3-3 郊外の生態空間

(1) 生態空間としての水辺空間の特徴

　郊外には多くの湖が点在しており、空間的には次の

特徴がある。

①市街地の周囲に位置していて、都市を囲んでいる。

②湖は互いに繋がっているか、あるいは近接して位置

している。

　広い面積の水域は豊かな資源を持っており、生物多

様性の保護、淡水資源の維持、気温の調整など、様々

な方面で重要な役割を持っている。

4. 漢口江灘の利用と評価

4-1 漢口江灘の河岸区域と行政組織

　中国において、河岸の範囲は「中華人民共和国防洪

法」で明記されていないものの、一般的には陸地が水

と接するところから建設用地までの範囲とされており、

その範囲は現地の状況によって異なる。

　武漢市政府は、1996 年から本格的に漢口江灘に関す

る調査研究を始めた。中国政府は、1998 年に長江の堤

防を大規模に改造することを決め、漢口江灘をその重

要工事のひとつとして位置づけて実施計画に盛り込ん

だ（図 3）。2000 年 12 月には、『漢口江灘の洪水防止お

よび環境総合整理に関する工事研究報告』が作成され

ている。2001 年 1 月には、市政府が専門家や研究者ら

を 20 名招いて、漢口江灘の洪水防止および環境総合整

理に関する専門家会議を開き、武漢旅客輸送港から後

湖造船所までの長さ 7km、平均幅 160m を工事範囲とし

て正式に決めた。武漢市政府が長江の工事を行う際に

は、国家から建設の資金援助を申告する必要がある。

漢口江灘は、上述の経緯によって、武漢市政府が「中

華人民共和国防洪法」に基づいて制定した「武漢市防

洪管理規定」によって管理を行っている。

4-2 漢口江灘の利用状況に関する調査分析　

　漢口江灘の利用状況について、市民や観光客など来

訪者を対象としたアンケート調査を実施し、80 名に依

頼したところ 67 名より回答を回収した。また、武漢市

都市計画設計研究院の研究者、江漢大学の教員らに対

してヒアリング調査を行った。結果を表 3 に示すとと

もに、以下にまとめる。

(1) 来訪者の傾向

　平日の来訪者は近隣の住民が多く観光客が少ないが、

週末になると観光客が増加する。長期間の休日には、

武漢市政府が様々なイベントを主催するため、多くの

武漢市民や観光客が江灘に訪れる。季節による違いと

しては、夏は暑いため昼の利用が少ないものの、気温

が下がる夕方になると夕涼みに来る人が多くなる。冬

は、水辺の気温は市内よりも低いため、利用者は少な

いといえる。

(2) 時間帯による江灘の活動内容

　午前、午後、夕方・夜に分けた活動内容は以下のよ

うなものであった。

　7 時－ 10 時：散歩や朝の運動をする人は、ほとんど

が近隣の住民であり、高齢者が多い。

　10 時－ 16 時：遊覧や観光目的の人が多く、休日・

祝日に客が多い。

図 3　武漢のウォーターネットワーク・漢口江灘の位置

(2) 生態ウォーターネットワーク計画

　武漢市内に無数にある湖や川、水路を活かすために、

一連の生態系として環境を保護しようとする政策が、

2005 年 7 月に「武漢市水環境整備保護計画」として公

表された。この生態ウォーターネットワーク計画には、

黄陂新洲、漢口の東西湖、漢陽の蔡甸、武昌の江夏の

水系が含まれており、武漢市の管轄地域内で水にまつ

わる環境の利用と安全が目指されている（図３）。
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図 6　江灘横断面図（スケッチ）

　16 時－ 21 時：1日の中で最も賑やかな時間帯である。

夕方は近隣の住民が散歩に訪れ、夜は観光客が夜景を

見に来る。レジャーや夕涼み目的の人が集まる。

(3) エリアごとの利用方法

　現地調査によって、河岸から堤防までの間は、一級

から三級までのエリアに分けられ（図 4）、それぞれ異

なる利用がなされていることがわかった。

　一級エリアは、水辺公園として積極的に利用できる

エリアであり、多くのスポーツ施設や娯楽施設が建設

されている。14 カ所のテニスコートや 2 カ所の水泳セ

ンターのほか、アスレチックトラック、スケートボー

ド場、スケート場など、様々な施設が設けられている。

しかし、アンケート調査によると、江灘の施設に対す

る満足度は 34% でしかなく、多くの人々が好む、バド

ミントンコートや卓球場などのスポーツ施設を望んで

いることがわかった（表 3）。

　二級エリアは、1 年のうち 7 ～ 9 月の 3 ヶ月に浸水

するため、全範囲において耐水植物である柳が植えら

れている。植物の種類が少ないため、人々の楽しみが

少ない点が問題といえる。

　三級エリアは、生態護岸として自然なままの形態で

水に面している。

4-3 漢口江灘の堤防の問題点と改善

　漢口江灘は、歴史及び地理的な原因で、道路よりも

3 ～ 4m 高いコンクリート製の堤防を築いており、市内

で 31.7m に及ぶ（写真 4）。都市の安全性は保証された

ものの、堤防が築かれて以降、水の都市に住んでいな

がらも水面が見えなくなってしまった。道路面よりも

高い堤防のため、江灘と都市の空間的繋がりが切断さ

れ、堤防の両側はそれぞれ断絶された空間になった。

これにより、人々の長江の風景を見る視線が遮られる。

沿江の道を歩いても、身近の長江が感じられない。

　漢口江灘のプロジェクトにおいて、この問題につ

いて解決するために、堤防を大きく改造し機能を

転換することが計画・実現された。現在の堤防は、

景観とサービスが一体化した多機能な堤防になっ

た ( 図 5)。堤防の道路側は緑化され（写真 5）、奥

行 9m の堤防の下を建築空間として江灘公園側に開

き、バーやカラオケボックスなどの娯楽施設を設置

し、観光客や市民に利用されるようになった。堤防

の上は回廊のように人々が歩くことができるよう

に改変し、歩きながら両側に展開する、租界時代

の歴史的建造物や長江の自然的な景観を楽しむこ

とができるようになった（表 4）。この回廊によっ

て、堤防の両側の空間が繋がることができた ( 図 6)。

5. おわりに

　本研究では、武漢市の水辺空間が都市空間に占める

位置および主な機能によって、武漢市の水辺空間を分

類し、各類型の水辺空間の利用状況と開発の現状を分

析した。

　以上調査と評価結果を踏まえ、武漢市の水辺空間の

うち河岸空間は、景観が良く、涼がとれるため人々に

とって気持ちのいい憩いの場になるだけではなく、都

市安全と水害から地域住民を守るため、治水機能を踏

まえた良好な水辺空間を形成し、安全でうるおいと安

らぎのある水辺空間を生み出していることが明らかと

なった。

[参考文献 ]
1) 武漢市城市規划研究院編著『百年武漢歴史規画図集』中国建築工業出版社、2009 年
2) 武漢市水務局編「武漢市中心城区湖保護計画」2005 年
3) 武漢市人大常委会編「武漢市防洪管理規定」2001 年
4) 武漢都市計画研究院 HP   http://www.whplan.cn/index.jsp
5) 劉耀彬、王啓倣、陳紅梅「武漢市湖の発展・保護及び発展計画構想」、『経済地理』、
　 2004 年 02 期

表 3　アンケート調査の結果
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表4　整備後の堤防の印象
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図 5　整備後の堤防の概念図


