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4. ライブ長池とせせらぎ計画

4.1 ライブ長池のまちづくり

「ライブ長池」というネーミングをした当地区の開発計画は，『し、きいき街づ

くり』を基本理念として， ①地域固有の原風景の継承（長池・せせらぎ・神社

仏閣等）に加えて， ②地形を生かした傾斜地住宅を配置することによる多様で

豊かな住空間の創出， ①土木と建築の融合による異空間の構築と付加価値の創

出， ④ CATVの導入による地域コミュニティーの形成促進などを意図して練

り上げられた。

その実現にあたっての都市構造形成では，南側の長池公園ゾーンを自然保全
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図4-H ライ ブ長池都市構造概念図

型の「保全核」，地区北側の京王堀之内駅前ゾーンを集約的に都市機能を整備

した「都市核」として，“せせらぎ緑道”を中心とする「環境軸」によって対

極的な二つの核を結び付ける『二核一軸』 で地区を構成することとしており，

その中でせせらぎの果たす役割は大きなものとなっている （図 4一1-1ライブ長

池都市構造概念図参照）。

4.2 せせらぎ計画検討の基本構成

このせせらぎ計画とは，それまで個々に検討を進めてきた 「水循環再生シス

テム」を，『ライブ長池』というまちづくり の理念に沿って「水辺空間計画」

へと発展させる一連の計画を意味するものである。

そのせせらぎ自体 「自然の水」「自然、の流れ」「変化のある流れ」を生み出す

ために，それに即した「水循環再生システム」を後述するように構築すること

とした。また，都市における水辺空間の創出が，流域内に多面的な効用をもた

らすとの基本的認識に立脚し，当地域の居住民が可能な限り水環境の恩恵に浴

する一方，自然の生態環境にも良好な影響を与えるような水利用空聞を整備す

ることとした。その代表的なものとして，せせらぎや水面のある「別所川や築

池の原風景の継承」，「四谷見附橋の移設」による歴史的景観の再生， 水面に映

えるまちなみの創造がある。

上記のせせらぎ計画の検討にかかる基本構成をフロ ー図で表示すると次のと

おりである（図 42ーl「ライブ長池」せせらぎ再生計画の枠組み）。



松下郷緒重凹 多摩ユュータ ウ ノ B-4地区 「ライ／長池」せせらぎ両生計画と ・(I!) 33 

ライブ長池「いきいき街づくりj

原風景の継承
地形を生かした住空間の創出

－土木と建築の融合による空間価値の創出
・CATVの導入による地域コミュニティー形成

（ せせら縦軸を中 Lに展開され同一軸の都市構造 ） 

水環境特性の把握
・水文地質構造
－低水時流量評価
－水文地質構造の評価

水循環再生システム計画

システムの構築
ー水源地保全のための土地利用
．ため池の活用
ー地中ダムの創設
雨水貯留システムの導入

．集水E音きょ排水の活用
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図42-1 「ライブ長池」せせらぎ再生計画の枠組み

4.3 水循環再生システム計画

4.3.1 開発後の流量確保方策とその知見

せせらぎの再生を前提に，その安定的な流量の確保が大きな課題となるが，

その基本的水源は，旧別所川の上流端に位置し流域の水循環機構が引き続き

保全される長池公園とその中の長池，築池からの流出水となる。ただ，せせら

ぎが約1.7kmにわたって流下する過程で減少することや，水利用空間の効果

的な演出の必要から，可能な限り水量を増加させることが望まれた。

その対策として，①開発後にこの地区で期待される自然、の流水（雨水浸透に

よる地下水酒養を含む），①上水，地下水の揚水，雨水貯留施設等人工的水源

による補完的対策，③両者の併用の三つが考えられる。

従来，このようなせせらぎづくりの試みでは②の方法がとられることが多か

った。 しかしせせらぎの基本理念である自然、の水循環システムに支えられた

「自然、の水・自然、の流れ・変化のある流れ」を具現化するために①の方法を基
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本とし，その水量で補えない場合に人工的な流量増強策を検討することとし

fこ。

この発想に至る根拠として，多摩ニュ ータ ウン地区内の既開発地区における

流出に関連した以下のいくつかの現象を指摘することができる。

ア） ニュータウンの排水は，雨水と汚水の分流方式がとられているが，

たとえば永山地区の雨水管には無降雨期にも自然流域に匹敵する程の流

量が観測された。すなわち，条件によ っては開発後も平常時にかなりの

流量を期待できること。

イ） 特に，造成にともなう 切土法面では，条件によ って湧水や浸出水が

絶えないところがあり，このような水が側溝を通って雨水管に流入し，

平常時の河川流量の一部を構成していること。

ウ） また，谷部の盛土造成時に盛土安定のために布設する集水暗渠から

の流水が 2～3年経過後も絶えないので，これを積極的に水源の一部と

して利用することも不可能ではないこと。

などである。 具体的な水量増加方策として，図 4-3I，表 43 Iのような対

策あるいは施設を導入した。なお，対策は，整備の段階や整備主体の違いから

「基盤整備型施設」と 「設備型施設」に大別される。

4.3.2 土地利用計画との整合

個今の水量増加方策とそれを統合した水循環再生システムの選択 ・配置は，

造成後の水文地質条件，施設としての担保性，量的評価，敷地条件などを総合

的に検討されるべきである。

このことを前提として，開発地区の水源確保は，水文・地質構造，造成計画

－地形の保全を含めた公園としての流域水循環機構の保全

（基本水源の確保）

水 トー ・ため池の嵩上げ（貯留量増大），定量取水 （流量安定化）

量 「 基盤整備型施設寸一 地中ダムの築造（浸透貯留地盤の築造，そこからの浸出

増」 ｜ 水の確保）

加 ｜ ｜
｜ 」ー ー既存集水稽きょ流出水の利用 （盛土基盤からの地下水浸

方 ｜ 出水利用）
策 ｜

」ー設備型 施 設一一一 ー雨水貯留施設（砕石空隙貯留施設 雨水貯留槽の設置と

それによる雨水流出抑制，および定常流量の確保）

図43 1 水量増加方策一覧
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表4-3-1水量増加策の地区内への展開

水量増加策 実施対応 施設概要説明 検討課題

基盤整備型施設 造成工事と並 築池の堤体を嵩上げ 堤体等からの漏水防止

築池の嵩上げ 行し，かつ造 し，池の貯留容量を増 対策
A 

園工事に先行 大させるとと もに， 定 公園計画との整合
フ
ロ して実施する 量取水装置や放流管

" （オ リブィス）によっ
ク

て，安定した流水の供

給を図る

整備型施設 住宅建設事業 公園や集合住宅の敷地 維持管理者との協定

B 雨水貯留システ 者との協定並 内に貯留施設を設置

c ムの導入 びに公園・下 し 排水俣I］溝や管渠，

フ 水道管理者の 雨樋，あるいは人孔等
ロ

同意 を流下する雨水をこの
ツ

ク 貯留層内に貯留してせ

せらぎの水野、とする

基盤整備型施設 造成工事と並 現場で切り盛り造成さ 既設のダムからの導水

地中ダムからの 行し，かつ造 れるロームと砂質土を 管（有孔管） を無孔管

導水 国工事に先行 選別土工し，透水性の へと布設替えし，漏水

（日lj所公園の地 して実鈍する 低いロームを谷地形の 被断を改善するととも

c 下に設置） 下流側に （堤体の機 に，既定計画の縦断勾
フ 能），透水性・保水性 配を変更して吐け口の
ロ
ツ の高い砂質土を上流側 高さをせせらぎの高さ
ク に（地下貯水池の機能） に整合させる必要があ

盛土し，上部を公園に る

利用しつつ地盤内に貯

えられた水をせせらぎ

へと導水する

基盤整備型施設 流出状況を確 土工事の中ですでに布 集水暗渠のはけ口の高
c 

既設集水暗渠 認しつつ宅地 設されている集水暗渠 さがせせらぎ水路底と
フ
ロ 排水の利用 造成時に措置 からの流出水をせせら 整合する個所以外はポ
、J

する ぎの水源とする ンプアップによる必要
ク

がある
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および土地利用計画から考察し 3ブロァグにIヌー分して検討した（図 4-3-2にフ

ロック別集水区分を示した）。

[Aブロ ック］当地区の最上流部に位置しかっ自然、緑地としてほぼ現状に

近い状態で残存させる計画とし，源頭水源エリアとして位置付ける。

長池，築池を内包する水源エリアである Aブロックは，基本的に現状の水

循環機構を継承・保全する方策をとりながら最小限度の利水施設整備を行う。

そのため，保全の最重要地点として造成や道路工事等が流出機構に影響を及ぼ

さないような土地利用計画の立案と丁牟事手法を採用する。

Aブロ ック （せせらぎの源頭エリア）

水量増加方策 I＜＞水源エリアとしての自然地形や現存植生の保全｜

〈基盤整備型施設〉 ｜〈〉ため池（築池）の堤体嵩上：干

く〉築池における貯留水の放流時間調整

[Bブロ ソク］一連の宅地勾配がせせら ぎ方向と逆向することおよび泥岩層

の地層傾斜が北面下がりである ことから水源対象地として期待しにくいエリア

である。故に公園等に設置される雨水貯留施設の貯留水をせせらぎ水源とす

る。

Bブロ ック （街区からの水量補給エリア）

水量増加方策
〈設備型施設〉

く〉雨水貯留システムの導入

[Cブロ y ク］造成地形，土地利用計画のし、ずれの面から見ても表流水や盛

上造成地盤内の地下水集水にとって良好な条件を備えているエリアと位置付け

て，人工的な流量増強策を積極的に導入する。

別所川右岸丘陵地である Cブロックは，土地利用計画から考察して，大半

が造成工事がなされると想定されるので地中からのしぼり水の緬養とその確保

のため綿密な集水対策を工事前から措置することとする （谷戸を利用した地中

タムの築造，集水暗渠の活用）。

また，せせらぎ沿いに計画されている集合住宅地や公園に設置される雨水貯

留施設の貯留水をせせらぎ水路に流入させる方式とする。
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.住居ゾーン

図4-3-2 ブロッ ク別集水区域図

Cブロック （多彩な水量j曽加方策を導入するエリア）

水量i曽加方策 I＜＞地中浸透水の集水システムの導入

く基盤整備型施設＋設備型施設〉｜く〉地中ダムによる集水システムの導入

〈〉雨水貯留ンステムの導入

4.3.3 せせらぎ再生計画

1) 水利用空間計画の基本方針

せせらぎが設置される緑道は，多様な土地利用，街区形態に沿って整備され

ており，水辺がっくりだす緑地やまちの表情が最も効果的にある よう ，水辺と

施設群，水辺と緑地空間相互の聞でデザインや景観形成上の配慮を行ってい

る。そうした配慮事項と土地利用との関係からせせらぎの流下区間は， 自然公

園エリア，高木樹林公園エリア，低・高層住棟エリア，中心施設エリアの五つ

のエリア（図 4-3-4参照）に区分し，相互の環境特性を発揮する計画とした。

特に，集合住宅地が水面と接する「低 －高層住棟エリア」については，その

立地環境を最大限度設計に反映させるとしづ建築設計側の要望を受けて，緑道

設計においてもせせらぎの構造，修景造園等綿密な計画設計を行うこととし

た。
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2) 流量配分計画と水量増加施設

せせらぎの計画流量は，一定程度の「変化のある流れ」を意図し基底流量，

定常流量，雨天時流量を定めることで各施設計画の諸元とした。

(I) 築池からの流量配分

一般に河川の基底流量は，流域内で無降雨期間が継続しても流下する流量と

認識されているが，長池築池流域の水循環機構が保全されることで，引き続き

同流域から年聞をとおして確保可能な流量1.1L/s （渇水流量）を基底流量と

設定した。

これに築池の流量調節機能（嵩上げならびにオリ フィ スゆ＝25mmを設置）

が加わることで， 4月から10月頃の親水活動が盛んになる期間を中心に年間

275日間確保可能な水量 （低水量） を定常流量2.2L/sとしこれを晴天時の築

池流域からの計画流量とした。

(2) せせらぎ流下区間の流量配分

晴天時における「せせらぎ」の流量は上流端の築池からの放流量2.2L/sを

主要な水源として，せせらぎ沿いに設置される松木公園のテニスコートの貯留

施設から0.23L/sの中間流出補給量が，集合住宅 PQRブロ ック（公団，都

営，都公社）のそれぞれが開発面積 1ha当たり200m3の雨水を貯留施設に確

保すると0.83L/sの中間流出補給量が，別所公園に設置される地中ダムから

0.3 L/sの基底流量補給量が，また同公園テニスコ ートの貯留施設から0.39L/ s 

の中間流出補給量が期待でき，下流端では3.95L/sの流量を確保する計画とし

た。

基底流量のほかに貯留施設からの中間流出補給量が降雨後に変化する流れを

継続させるとともに， 1～3週間程度の期間ではあるが豊かな流観を与える効

果が期待できる。水源酒養施設位置図および流量配分図を図 43 3に示す。

(3) 雨天時流量と雨水の調節

せせらぎは，定常的な流水のみならず，限られた地区からの雨水（地区公圏

内およびせせらぎ緑道内の雨水）を流下させており，一層自然に近い流況をつ

くりだしている。このことは，あわせて流路内の洗浄効果も期待される。限ら

れた地区からの雨水であっても，水辺利用の安全性から見た最大流量を300L/s 

としてとらえ，これを超える流量については，逐次緑道内の下水道に排除して

いる。この300L/sは， せせらぎの断面および利用上安全と考えられる最大流

速 （0.5m/s）と水深（0.3m）から設定している。
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高木樹林公園エリア
時FニB

せせらぎの計画諸元

・計画延長

．築池下流高

．標高差

．計画幅員

．最下流高

．平均勾配

・計画縦断勾配

l,650m 

T.P. 133.4m 

39.7m 

6～35m （平均IOm)

T.P. 93.7m 

2.4% 

l.0%o （流れ部分）

I0.0%o （横断箇所）

，・・‘盲’，司‘ . . －積．，
・凶：~－－－，守

低・高層住棟エリア 低－高層住棟エリア

図4-3-4 B 4地区水利用空間の形成
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5. 水循環再生システムの実施方策

5.1 基盤整備型施設

5.1.1 築池の嵩上げ

前述したよ うに， 築池からの流出量がせせらぎの水源として大きなウエイト

を占めていることから，基底流出量の増大を目的とした従前の堤体の嵩上げを

行った。従前の洪水吐高さは133m であったが，周辺のヤマザクラの保全をコ

ントロールポイン卜と定めて嵩上げ後の計画水位（H W ・ L）を137m に，

貯水容量を12,400m3とした （図 5ー1ー1）。

築池の上流部に位置する長池流域 （14.26ha）は， 雨水流出機構調査ならび

に長池流域水収支解析調査の結果，地下水流限界が地表流域界とほぼ一致する

との結果を得ており，その集水エリアを自然緑地として残すことにより，従前

の水文環境をそのまま保存し，保水機能と併せて築池への流量確保を確かなも

のにすることとした。

5.1.2 地中ダムの設置

地中タムとは，せせらぎの流量を補完する目的で築造されたもので，現況の

谷戸部の下流側に透水性の低い材料（現地発生の関東ローム）を用いた築堤を

行い，上流部に透水性盛土（同様に B4地区内で発生するシルト混じり砂）

を行うことで上部からの雨水浸透・地下貯留を促進しつつ， 一方では流域の集

合住宅地の雨水を導水し透水性盛土内に導水 －貯留する機能を有する構造物

である（幽 5I 2）。 このように地中タムは，造成運土上の若干の工夫と導水

管の敷設といった低コストで築造できることが大きな利点となっている。

これを設置する場所は，次のよ うな要件を満たす地点として別所公園エリア

に定めた。

刷路兼管理用道路

築池 民主1 姿池

図 5－ト1築池断面模式図
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担軽

図5寸－2 地中ダム構造断面図

①遮水性を確保する必要から，地区内の難透水性地盤である連光寺シノレト

質細砂および御殿峠磯層 （強風化磯層）で谷壁斜面を構成する谷地形で

あること。

②地震時における砂地盤の液状化を考麗して，将来とも ダム上部に構造物

が設置されないことが担保される用地であること。

③たくさんの水を貯留するために，ダム上部地盤からの浸透水のみなら

ず，供給水源として屋根排水を視野に入れる必要から集合住宅地の近傍

に設置できること。

地中ダムに酒養された水は，「自然の流れを生かす」と L、う基本的なコ ンセ

プトにはそぐわないか，ポンプ取水システムを組み込むことによってせせらぎ

に導水することとした （ポンプについては設置後の維持管埋，運転管理費の負

担問題等を考慮、してソ ーラーパッテ リーを導入するこ ととした。太陽光発電に

よる地中ダムからのポンプ取水量は，晴天時間帯のみに自然、調節されるので最

も効率的でエコロジカルな取水システムであると考えられる）。

5.1.3 集水暗渠の活用

都公社造成時に地下水排水対策工事の一環として， 谷戸 （C沢）の底部に集

水暗渠を設置したが，造成終了後においても継続的に数 m の被圧水頭を有す

る地下水が定常的に湧出している状況であった。この湧水をせせらぎ水路へ取

り込むため，雨水排水管の高さ関係， レイアウト等について検討したが，問題
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流入ます 流入ます
オーノ〈ーフローます G. L オリフイスます

図52-1 雨水貯留システム図

なく流路に取り込むことが可能であった。現在も継続的に湧出しているが，水

量的な評価については対象外とした。

5.2 導入型施設（雨水貯留システム）

5.2.1 システムとその設置効果

1) 施設の配置と低水供給効果

雨水貯留システムの設置は，前述したように主に土地利用との関係から導入

可否が決定される。設置に要する空聞が確保しやすい集合住宅や街区公園がそ

の対象になることから B4地区では，せせらぎを中心とした Cフロックおよ

びBブロックの一部をシステムの導入対象とする。集合住宅用地内の貯留施

設については，公団基盤造成以後に設置されることでもあり，せせらぎ水源の

担保ならびに後述する雨水流出抑制との関係から，形式の如何にかかわらず雨

水流入区域 lヘクタール当たり200d の容量を確保することを，住宅建設事

業者との間で協定を取り交わした。

貯留形式には，砕石空隙貯留形式と RC造貯留槽（都公社 Rブロックのみ

採用）の 2種類を採用しているが，いずれもせせらぎに安定した流量を供給す

るためにオリフィスもしくはゲートバルブを設置している。また，貯留槽への

塵芥や土砂の流入防止策として分配ろ過槽を設置するとともに，治水安全上か

らオーバーフローしたものについては公共下水道に流入する構造となってい

る。

雨水貯留施設の設置にともなって，オリフィスを経由してせせらぎに供給さ

れる水は，別所公園を除いたシステムからは， 0.9l/sec以上の水（ー降雨によ

る満水状態からの供給）が，連続10日聞にわたって供給され，以後水量を減じ
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ながら20.5日間供給が継続される。この流量は，主に後述する流出抑制効果の

面から算定されているが，こうした雨水利用による安定的な水の供給は，築池

流域からの流出水を唯一の水源とするせせらぎ計画にあって，漏水，蒸発散，

浸出等のロ スを補う貴重水源と位置づけられる。

2) 雨水貯留ゾステムの雨水流出抑制l効果

近年，開発団地などの高密度化や駐車場の増加にと もなって不浸透域が拡大

し，下水道の排水能力を上回る雨水排水区域が増加している現状に対処するた

め，流出係数がf=O.Sを上回る団地等については，雨水流出抑制施設を設ける

指導が進みつつある。こ の傾向は表 5-2-1でも明らかなように， B-4地区につ

いても言えることであるが，計画の雨水貯留システムがこうした雨水流出抑制

に対してどの程度効果を発揮するものか，以下にその検証を行った （図 5-2-

2）。

検証は，長池北エリ ア集合住宅街区のうち公団Qブロァグ （図 4-33参照）

をモデルに， そこでの流出係数f=0.62を所定の0.5に低減させるに足りるオリ

フィス径や貯留施設規模を，最近 7年間の日降雨実績を用いて求めた。

表52 1 雨水貯留施設の諸元

雨水貯留施設

設置位置 流A入（m流2域） 流出率 9 日（／／目秒流）量
f 貯水容量 空（隙%率） V(m3) 貯留形式

別所公園 20,270 0.50 471.9 40 砕石貯留 (0 39) 

松木公園 17, 137 0.31 17,137.0 40 ，， 0.227 

都公社 （R) 9,660 0.53 111.0 100 貯留槽

公団 （R2) 2,620 0.50 70.0 40 

ザi公団（RH) 5,140 0.50 290.5 ，， 0.214 

都営 （Q) 2,400 0.60 208.1 Jγ 0.183 

12 3街区公園 910 0.36 10.9 // ，， 

公団（Rl-2) 1,800 0.50 42.3 ，， ，， 

公団 （Q) 6,650 0.62 193.4 ，， ，， 0.161 

都営（P) 2,940 0.51 145.9 ，， ，， 0.103 

公団（P 1) 4,610 0.60 212.9 ，， ，， 0.157 

公団 （P2) 3,850 0.60 55.5 ，， ，， 0.013 

ぷ,:3" E十 77 ,987 18,949.4 1.058 

注別所 公 園の流量は，会～11月の観測値
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表52-2 水収支計算結果 （1,、ずれも過去 7年間の平均値）

項 日
雨 水

平貯水均率
治 水 換出算係数流

オリフ

補せ（給せ！／s水らec量） ぎ貯水容量 利（用%率） 可（能%率） dィス（m径） （% f 

V= 100 m3/ha 31.62 72. 74 27.26 0.596 0.0051 0.0587 

V二 200m3/ha 55.86 57.56 42.44 0.571 0.0072 0.1175 

Vニ 300m3/ha 73.68 44.88 55.12 0.520 0.0088 0.1753 

V=400 m3/ha 85.43 31. 75 58.52 0.394 0.0102 0.2350 

ただし ※雨水平lj用率 ＝（有効降雨量一余水吐流出量）×100／有効雨量
※平均貯水率 ±平均貯水量×100／貯水容量
※治水利用可能率三100－平均貯水率
※換算流出係数 ＝余水吐からの最大流出量×f(0.62)I最大流入量
※せせらぎ補給水量は年聞を通した満水状況からの10日目の補給流量

貯留容量4ケースについて水収支の状況を再現した結果をもとに，次のよう

な考察から貯留規模を200m3/haとした。

く貯留施設規模決定の要点〉

・年間降雨量の50%については，せぜらぎの水源として有効活用したい。

・施設容量の50～60%は治水可能量として担保したい。

• 0.50にまで流出率を低減させると，下水道計画の降雨強度（50mm/hr) 

に対してかなり安全側の数値と考えられる。

モデルブロック（公団 Q)の流出係数0.62は， 200m3/haの雨水貯留施設を

設置することで，降雨実績に基づ く総流出量から求められる換算流出係数が

0.571 （表 5-2-1, 5-2-2参照。ただしオリフィス径を!Ommとした場合の流出

係数は0.507）にまで低減される。

モデルブ ロックでのこのような抑制効果からみて，長池北エリア集合住宅街

区全体の流出係数0.517 （工種別に算出される長池北エリア集合住宅街区全体

の平均流出係数が，雨水貯留施設の導入によって初期の目標である流出係数

0.50を達成することが推察できる。

一方，この流出抑制効果を量的な面から評価すれば，下水道計画の降雨強度

と流出係数 （0.5）から求められる必要流出抑制量が V=56m3/ha （表 5-2-3

参 照）であるのに対して， 200m3/ha規模の施設ではその治水可能量が約

V=85 m3/ha (42.44%×200 m3/ha）となり， 上記の流出必要量を上回る容量
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流出抑制効果の検証： START

モデル団地の選定

（長池北エリア集合住宅街区のうち公団Q街区について）

（表5-2I参照）

貯留施設規模の比較案

( 100, 200, 300, 400m3/ha) 

水収支計算

・府中における最近 7カ年の実績降雨を採用
（解析条件）

－オリフイス と余水吐からなる放流

・ー降雨分の放流は最大20日間とする

水収支計算結果（表5-2-2参照）

雨水利用率

－平均貯水率（流出抑制l可能率）

．換算流出係数

貯留施設規模決定

・雨水利用からみた規模要件（年間降水量の50%程度カ涜lj用できる規模）

－流出抑制からみた規模要件（容量の50～60%が流出抑制に機能する規模）

－この結果，治利水の両面からみた貯留施設 規模は， 200mワhaが妥当と判断

流出抑制効果の判定

．流出率の低減からみた効果の判定

－単位面積当たりの雨水貯留量からみた判定

流出抑制効果の検証： START

図52-2 流出抑制効果の検証作業の流れ

が確保される。

このように雨水貯留システムは， 200m3/ha規模の貯留槽が集合住宅用地内

に設置されることで，安定したせせらぎの流水の確保，ならびに下水道施設と

の間で整合の図られた流出対策が実現される。

3) 雨水貯留施設に係る建設コストの試算

では，そのような雨水貯留施設の設置が受益者に対してどのような負担増を

必要とするかを，駐車場および公園施設（テニスコ ート ）の基礎工事を比較す
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表5-23 簡易式によ って求められた流出抑制施設必要貯留量算定表

面積 （ha)
C=0.5 

績単貯位留当面金り流係数出
直流接面放積 集面積水

の 放直流緩量 許放流容量 貯流出留抑制量
ブロ γ ク 全体 流出量

c A (m~~ec) (m~~ec) Q v v 
(ha) •1 a, Qo-Q1 (m') 

(m3/ha) (ha) (ha) 

公団P 0.607 1.332 0.871 0.461 0.185 0.147 0.038 72 54 

公団 R2 0.550 0.866 0.000 0.866 0.120 0.000 0.120 62 71 

都営Q 0.606 0.944 0.632 0.312 0.131 0.106 0.025 50 53 

都公社 R 0.536 1.306 0.406 0.900 0.181 0.060 0.121 64 49 

E十 4.448 248 56 

注 1. 算定は， 長池北エリア集合住宅街区におL、て，これら平均流出係数を上回る 4プロックを

対象とした。

2. 計算は，雨水流出抑制j必要量算出の簡易式（防災調節池等技術基準案）による。

る中で検討した。

その構造は，基礎掘削深度 lm，アスフアルト厚 5cm，クラッシャー厚15

cm，砕石層厚75cm （単粒砕石 4号），底部砂敷厚 5cm，防水土木 シー ト2

mmとした。その他，汚濁負荷を取り除くシステムを組み込んだ透水・集水施

設として，透水 U字溝（300×300），底部集水管（φ150），分配・ろ過桝，取

水桝，観測・管理桝 （深さ 1.5mの人孔）を見込んだ。

これらは，残土処理の場所等現場条件により大きく変化するが，以上の条件

で試算した結果，駐車場の基礎工事の標準工事費との差額は，直接工事費で公

団フロック2,100万（2.6万円／戸），都営ブロック860万（2.5万円／戸），公社ブ

ロック 540万 （2.7万円／戸），別所公園ブロックI,160万円 （6,300円／m2）の結

果を得た。

環境の保全を事業に組み込むと事業費の増加は必然的となるが，住宅建設事

業者の協力および環境共生の必要性の高まりにより創設された次の各種補助金

または融資制度を用いることで実現を見ることができた。

・環境共生に関する補助金等

・都市環境基盤整備推進モデル事業（エコシティ整備推進事業）

・環境共生型都市施設整備事業 （NTT-C無利子融資等）
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6. 水質と浄化対策

6.1 水質検討の視点

ニュータウンの中で自然、を育み，快適な生活環境を創造する。その手段のー

っとして位置づけられるせせらぎとその背後の池における水質は，環境の質を

左右する重要なファクターである。そのため，水系の水質は次の三つの視点か

ら評価し，その対策を検討した。

1) 生活空間に隣接する水辺として，好ましい美観を備えているか。

2) 水に触れることを前提とする中で，衛生上の基準をクリアーしているか。

3) 公園や緑道内の生物にとって好ましい環境を創り出すに足りる水質か。

この場合の水質とは，水そのものの性質と浮遊物質を含めた流水総体の質が

考えられる。コ、ミについては，道路横断部等の要所にスクリーンを設置する一

方で，管理者や住民による自発的な清掃活動によって適宜除去されることか

ら，ここでは水そのものの性質を中心に検討結果を述べるものである。

水質調査は， 1995年に実施されたものであり，この時期，周辺での開発工事

やせせらぎ自体の一部未完成もあって，供用時の水質を必ずしも示すものでは

ない。しかし供用開始に向けての改善課題が明らかになるものとして以下の

現状分析とその対策を整理している。

6.2 水質調査結果 （表 6-1ー1)

水質の調査項目は， B-4地区せせらぎの特性，すなわち親水性，衛生，自然

環境保全の視点から，次の項目を設定，調査した。

長池，築池の水源、は，流域内林地への降雨水および地下水浸出水であり，そ

の直下流の姿池は上流 2池の流出水と池面および水辺の舗装面への降雨水を水

源としている。姿池から下流のせせらぎは， 2池からの流入水に加えて側近か

らの雨水排水，地中タム，雨水貯留施設，集水暗渠からの流入水で構成され

る。
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総合評価 水質汚濁指標一一寸一一一 一般水質汚濁項目

ト一一 健康項目

ト一一 生活項目

ト一一 富栄養化項目

」一一 自然環境項目

親水性指標 ー「ーー 自然環境項目

ト一一 安全性項目

ト一一 快適性項目

」一一 レクリエーション項目

長池は，湛水面積約2,000m2，水深40cm未満で，底泥が堆積する皿池であ

る。この池の水質を水質汚濁項目で見ると，汚渇が進んだ富栄養湖であり，中

でも生物的環境としては有機性汚濁に強いプランクトンや底生動物が優占して

いることから，生物にと って生息環境の多様性に劣っている。 CODや T-Nの

発生源は，底泥からの湧出が考えられ，モツ ゴやアメリカザリガニによるまき

あげが作用しているものと考えられる。

築池は，湛水面積約3,500m人水深 2～5mのため池で，将来直接水に触れ

ることはないが，水辺の自然、にふれあうことのできる公園施設の一部となる。

長池と同様に，富栄養化の進んだ水域であり， CODや濁度の点で問題とされ

る。ここでの CODやT-Nの発生源は， 倒木からの溶出もその一因として数

えられる。

姿池は，見附橋の添景と して水面に映る橋の倒景をきわだたせるために設置

された，水深約20cmの修景池である。 一般的な水質項目は概ね良好である

が，付着藻類が池底一面を覆っており， せっかくの水辺の景観を阻害してい

る。

せせらぎの中流部周辺では，建設工事現場からの流出水によって水質はアル

カリ性に偏っている。この pHを除いて概ね良好な水質を示している。

一方せせらぎの下流での水質は，流水自体が上流との間で不連続であること

から水量に乏しく，ほぼ滞留しているために夏場は藻類の発生等によ って溶存

酸素は過飽和の状況にある。
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IW 

3 mg/I以下

3 mg/I以下

2.2 

基

6.5九 8.5

7.5 mg/I Ur. 

5 mg/I以下

0.2mg/I以下

0.01 mg/I以下

せせらぎ
緑道下流

13.0 

8.4 

3. 7 

8.1 9.J警

せせらぎ
緑道中流

7. 7 

2.3 

水質の現況

項目の特性

一 般水質

汚 濁項目

富栄 養化

項目

表6-11 

水

質

汚

貧腐水性

汚染に強

L、とされ

る動植物

フラ ンク

トンが優

占

富栄美，

有機物汚

染tこ強い

とされる

動植物ゾ

ランクト

ンが優占

生物学的

水準
自然環境

項目

濁

指

標

100 cm以上言透明度

1000 MPN 

/100 mg 以下

5 mg/I以下

79 110 33 
大腸菌

群数
安全性項目

親
水
性
指
標

3.7 2.2 4.4 12 SS 

100 cm以卜14 透明 度
快適性項目

近付きや

すしこと

注

近付きや

すい

調査日は，長池ー築地下流 姿池が1995.8.16，せせらぎ緑道中下流が1995.8.17,

表中の網掛けは，各水域の特性に基づく 配慮事項。

表中の濃レ網主幹けは，基準を超えるもの。

近付きや

すい

やや近付 i近付きや

きにく L、！すい

水 辺の

アク七ス

レクリエ－

j ョン項目

水質の浄化対策

水質改善の目標

現在の長池や築池は動植物の生息は乏しいものの，周辺の生態系に支えられ

て比較的良好な水質を維持している。 自然のサンクチュア リーとして，また自

然に親しむに足りる水辺として，充分に自然生態系が成立する水質の実現を目

指すものとする。

水質浄化対策

水文・水理特性と動植物生態系の特徴を生かしつつ，維持費の低減，景観の

6.3 

6.3.1 

6.3.2 
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調和を図るために，多自然、型水質浄化法を組み合わせた対策を導入する。

1) 長池ゾーン ：湧水の保全＋凌深＋λイオマニュピュレーシ ョン

2) 長池～築池間： ；水生植物浄化＋木炭浄化

3) 築池ゾーン ：浮草，水草の植生浄化＋ シーブロック＋バイオマニピ

ュレーション＋木炭浄化

4) 姿池ゾーン ：物理的浄化（清掃）＋植物による浄化

5) せせらぎ緑道：局所的に植物浄化（グレソン）＋分配ろ過施設

これら浄化対策は，主に自然、の分解，代謝機能に依存するものであり，施設

設置にあたっては，その効果と諸量を把握する目的で，実証実験を重ねつつ実

施に移してし、く予定である。

※バイオマニピュレーション：生物多様性に配慮、したアクティプな水界生態管埋の

応用技術

※シーブロック ：多孔質護床ブロックの製品名， 池底面への敷設によって魚巣の役

割を担う

※分配ろ過施設：雨水貯流施設に対する初期汚濁成分の排除施設

7. 施設の建設と管理

水循環再生システムは，前述したとおり地中ダム，砕石空隙貯留，長池公園

の各施設によって構成され， せせらぎを実現している。

施設の設計上，日常管理についてはメンテナンスフリーが前提となってい

る。構造上砕石空隙貯留施設の上流には，分配ろ過施設を設けており流水中の

泥は，ここでフィルター材によ って除去され，時間30mm以上の降雨の際に

は下水道雨水管に掃流されるのは前述のとおりである。

地中ダム，砕石空隙貯留の各施設は，その設置する土地の管理者に対して協

議を行っており，集合住宅内の砕石空隙貯留については，開発面積に対して

200 m3/haの条件を定めて住宅建設事業者である東京都，東京都住宅供給公

社，住都公団東京支社に設置を義務づけていると同時に管理についても協定を

締結している。

また，本システムはその内容から下水道と類似した部分もあるが，法的には

下水道としての位置づけはなく， ①住宅地の貯留施設，および住宅地内の排水
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設備，②せせらぎ水路については緑道として，各々位置づけられている。よっ

て，複雑に組み込まれた取水経路についても，公共下水道からの取水は行って

おらず，宅地内排水設備からのみ取水し，そのオーバーフロー分を公共下水道

に流出させるとし、う原則にたっている。なお，下水道への接続については将来

管理者である東京都との協議のもとで実施している。

8. おわりに

多摩ニュータウン事業は，昭和41年12月の事業承認以来， 30年を経過してい

る。

昭和40年代に公団が開発を進めた B 1地区では，緑地資源の保全 ・再生の

観点から表土保全工法， 既存樹木の移植等の試みがなされた。これらは今考え

ると大気，土壌，水系，地下水等を含めた自然の循環機構の一部を保全したに

とどまった。しかしながら， B 1地区での地下水流出機構の保全の必要性に着

目しつつ，その対策の道筋としてこれまで行われて きた標準的な造成手法への

問題提起を，昭和50年代に初めて明らかにしたことは大きな意義を持っている

と考えられる。

今回の一連の調査の中で「都市化が，地下水および地下水流出に及ぼす影響」

を明らかにすることを目的として，東京大学生産技術研究所虫明研究室の指導

の下で降雨，流出はもとより，蒸発量，深度ごとの不飽和帯の水分量および地

下水量の変化を把えるための観測態勢をしき， 水循環の変化として，長池流域

（自然、流域）および永山流域 （都市化流域） との比較をタ ンクモデル化するこ

ともできた。

B 4地区でのせせらさ計画は， 前述のとおり低水対策からのアプローチであ

ったが，その後計画を行った当公団八王子ニュータウンやつくば常磐新線地区

においては，高水対策を含めた複合的対策へと発展している。

当該せせらぎ計画は，現在全体延長1,650mの内下流部約400mを残し概成

し，既に地元住民になじみの深いものとなり，ボラ ンティアによる清掃活動が

自然発生的に行われている状況である。

この報告書を取りまとめるにあたり筆者らは，過去の文献をひも解いたり，

当時の担当者にヒアリングを行った。その中で改めてその当時の苦労，努力，

先見性に触れたものである。

また，本稿をしめくくるにあたり，計画の構想期からご指導頂いた東京大学
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生産技術研究所虫明功臣教授ならびにこのプロジェク トに参画された諸先輩方

に敬意を払うものである。
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