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東京都心部の小地形と海岸線の変化

角田清美*

 Topography and Changing of the Tidal Line in the Center of Tokyo

SUMIDA Kiyomi

高層ビルやアスファルトに覆われた東京都心の小地形を，明治時代初期に作成された実測図や地質ボー

リングデータ，および現地踏査によって，1万分の 1縮尺の土地分類図を作成した。土地分類図を資料と

して，自然状態における汀線付近の潮流や沿岸流の状況を推定し，さらに遺跡地の位置を確認することに

よって，いくつかの時代の旧海岸線と河畔線を復元した。

加えて，地形分類図と関東大地震に伴う震度状況を比較し，両図には深い相関関係が認められることか

ら，土地分類図の有効性を述べた。

キーワード：東京都心の地形，旧汀線の移動，古日比谷の入江，埋没波食台，震度

Keywords: Topography of center in Tokyo, changing of old tidal line, old tidal line of Hibiya-bay,

 buried wave cut bench, seismic intensity
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はじめに

東京駅を中心とする都心部は，わが国の政治・経済の中心地である。高度な土地利用のため，高層ビ

ルやアスファルトに覆われ，自然地形はほとんど残っていない。しかしながら，まだ自然改造が十分で

なかった，明治時代初期に作成された地形図，および大量の地質調査資料，あるいは考古学的資料を活

用することによって，自然状態に近い古環境を，ある程度復元することが可能である。本論では，従来

の研究成果に加え，各種の地図を作成することによって，自然状態に近い古環境の復元を行い，いくつ

かの時代に分けて表示した。

一方，都心部はわが国の中心地で，自然災害，特に大規模な地震が発生した場合，測り知れない被害

が予想される。地形分類図と関東大地震時における震度図を比較し，地盤と震度との関係についても述

べる。

．海岸付近の小地形

現在の東京湾北西部の地形は，すべてが人工地形で，海岸線も人工であるため，自然状態の状況を知

ることは不可能である （Koike, 1990）。東京湾北西部の自然状態に近い状況を記録している，最も古い
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図 1　東京湾北西部付近の地形（1880年頃）
1 .洪積台地　2 .波食台　3 .砂質微高地　4 .氾濫低地　5 .牧場或草地　6 .沙洲及隠顕沙洲　7 .埋立地
（基図として，陸地測量部（1894発行）「麹町区」「下谷区」，大日本帝国参謀本部陸地部測量局（1887発行）「品
川駅」を使用した）
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近代的な実測図は，陸地測量部と大日本帝国参謀本部陸地測量局が明治13 （1880） 年から翌年にかけて

測量した地形図である。これらの地形図を基に，海岸付近の地形を形成した潮汐や沿岸流の，自然状態

に近い往時の状況を示す図を作成した （図 1）。

１．明治13 （1880） 年頃の汀線付近の状況

図幅の最南端に位置する内川の河口は，現在の大森海岸付近で，洪積台地に源を発する内川が東京湾

に流れ込んでいる。海岸付近の陸地側は，かつての浅海底が陸化した氾濫低地で，汀線付近には満潮時

に海水面下になる「沙洲及隠顕沙洲」が分布している。沙洲及隠顕沙洲は，現在では干潟，あるいは潮
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間帯と称されている土地であるので，以下，干潟と記載する。干潟は汀線から約500mの延長で数本が

張り出し，その間には澪が延びている。澪が延長する方向から，微弱ではあるが，付近の潮流は南から

北方へ向かっていると推定される。

立会川は目黒区の碑文谷池に源を発し，台地内を細流として流下する，延長約7.4kmの河川である。

東京湾に流れ込む河口付近の地形は，干潟が尖角三角州のようになっていることから，沖に向かって細

粒の浮遊物質が排出されているのであろう。

目黒川の上流は北沢川と烏山川で，池尻大橋付近で合流し，そこから曲流しながら全体として南東方

向へ流下し，東京湾へ注いでいる。河口付近は内川や立会川のように，直進して東京湾に向かうのでは

なく，幅40～50mで延長約700mの，砂質堆積物から形成された砂嘴が，海岸線に沿って右岸を北方へ

延びている。このことから汀線付近には，南から北方への沿岸流が推定される。砂嘴の先端付近には，

幕末の嘉永 6 （1854） 年頃に構築された，御殿山下台場がある。

御殿山下台場からは，全体として北東方向へ，第 4砲台・第 1砲台・第 5砲台・第 2砲台・第 6砲

台・第 3砲台が並んでいる。その中で，第 5砲台・第 2砲台・第 6砲台付近に注目すると，第 5砲台の

北側には南北約 1km，最大幅約600mの干潟が分布し，第 2砲台と第 6砲台では，北側と南側に細長い

干潟が分布している。

干潟は細粒の浮遊物質からなる堆積地形で，主として潮流によって形成される。すなわち，満潮時に

は沖合から陸地へ向かって潮汐流が発生するが，その際，潮流は浅い海底付近の軟弱なシルトや細砂を

侵食して浮遊させて，陸地へ向かって運搬する。途中に島や建造物などの障害物があると，障害物の背

後は流速が弱くなるため，そこには浮遊物が堆積し，干潟が形成される。このことから，第 5砲台の北

側の干潟は，潮流が南から北方へ向かって流れた際，沖合いの浅海底から運搬された浮遊物質が，堆積

して形成された土地であると推定される。第 2砲台と第 6砲台には，南側と北側に干潟が分布している

が，北側に分布する干潟は満潮に向かって，潮汐流が南から北方向に向かっていた時，南側に分布する

干潟は引き潮時に，26年の短い期間に，それぞれ形成されたと推定される。隅田川の河口に分布する

佃島では，干潟は沖に向かって延びている。このことから，潮汐流によるよりも，隅田川の流れによっ

て，島の背後にあたる流れが弱い場所に，細長く干潟が形成されたことを示している。

越中嶋は氾濫低地の先に，牧場或草地と干潟が分布している。牧場或草地は大潮時においても，ほと

んど冠水しない土地になっていたのであろう。

２．潮位の変動

干潟 （潮間帯） はもちろんのこと，海岸付近の地形に大きな影響を与える営力の一つに，潮位の変化

がある。東京港では芝浦において，東京都港湾局が潮位観測を行なっている。

東京湾北西部一帯の潮位の影響を把握するため，隅田川の支流である日本橋川の中流で，合流点から

約4.5km上流に架かる南堀留橋において，大潮日にあたる2015年11月27日に潮位観測を行った。芝浦

における当日の満潮時は17時 8分，潮位は2.04mである。干潮時は11時37分で，潮位は0.93mと予想

されていたため，南堀留橋では10時37分から30分間隔で，18時37分まで実施した。

観測結果によると，満潮時・干潮時の時間は，芝浦と南堀留橋における時間差は無い。干潮時間は11

時37分で，潮位は1.20m。満潮時間は17時 7分で，潮位は2.30m。潮位差は1.1mであった （図 2）。

2014年11月からの 1年間における，満潮時の潮位の最大値は2.18m，平均は約1.99mであった （潮位の

値は荒川工事基準面 （A.P.） で，東京湾平均海面の値では，それぞれ0.06m，1.16mである） ことから，

今回の観測で得られた結果は，東京湾北西部における平均的な潮位の変動と考えられる。



図 2　日本橋川に架かる南堀留橋における潮位の変化

潮位の観測地点は，図 4を参照。
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先報 （角田，2014） では，東京湾北西部における縄文時代の最高海進期は5,000y．BP前後で，海水面

の高度は＋3m前後とした。今回の観測結果を単純に当てはめると，最高海進期の平均海水面は早稲田

大学付近まで遡り，大潮日にはさらに上流の JR山手線付近まで，海水が遡上していたと推定される。

３．微高地の特徴と表層地質

東京湾北西部の平坦な氾濫低地は，全体として粘土 （シルト） 質砂層あるいは砂質粘土 （シルト） 層か

ら構成されているが，一部には，周辺より数十cmから 1～3m高い微高地が分布している。それらの

代表的な場所として，南側から，古川河口付近，神田駿河台下から新橋駅にかけて，不忍池の南岸付

近，隅田川右岸の浅草寺付近，および鶯谷から三ノ輪付近までの場所がある （図 1）。

（1）古川河口付近の砂質微高地 （古川分岐砂嘴）

古川の河口付近では，微高地が洪積台地の麓にあたる，JR田町駅の南西付近から北東方に向かって

延びている。詳細に観察すると，後述するように，微高地は地下鉄の三田駅付近から北東に向かって延

びる浅皿状窪地を挟んで，二列に分けられる。西側の微高地は古川の流路で遮断されているが，東側の

微高地はほぼ北方に向かって，浜松町駅付近まで延びている。南北に延びる微高地は 2～3列の稜線と，

それより20～30cm低い凹地の集合で，増上寺前付近における低地の標高は約2.3m，一方，微高地の稜

線の標高は約3.5mである。写真－1は，増上寺前の東付近から大門駅に向かって撮影した映像で，大門

の鳥居は微高地の稜線上に設けられていることが分かる。日比谷通りは微高地の稜線上を通っている。

これらのことから，砂質堆積物によって構成されている古川分岐砂嘴は，海水面が現在より 1～3 m

高く，洪積台地の麓まで波浪の影響が及んでいた頃，品川駅付近から田町駅付近までの西側に連なる，

洪積台地を構成する地層を侵食し，南から北方へ向かう沿岸流によって運搬された内陸側の砂嘴と，浅

皿状窪地を挟んで東側に延びる，新期砂嘴の集合体で，分岐砂嘴である。

（2）不忍池の南岸付近 （不忍砂州）

不忍池は東西約400m，南北約600mの広さで，藍染川 （谷田川） の下流に位置し，西側には本郷台地

が神田駿河台下に向かって延び，東側は上野台地である。地下鉄・天神下駅付近から上野台地の先端に

向かって，南側の氾濫低地より 1m前後高い微高地が延びているため，不忍池の排水口は池の南東端に



写真－1　芝増上寺前付近から浜松町駅方向を望む
砂嘴間低地から砂嘴の方向を見た風景で，手前から大門へ向かって，次第に高くなっていることが分かる。
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位置している。微高地の地質データは少ないが，主としてシルト質砂層からなっている。

これらのことから，本郷台地から上野台地の先端に向かって延びる微高地は，海水面が現在より 1～

2m高かった頃に形成された砂州で，不忍池は閉鎖されて形成された潟湖である。シルト質砂層は本郷

台地を侵食して生産され，沿岸流によって運搬され，石神井川の下流を閉鎖したと推定される1）。

（3）根岸付近から三ノ輪にかけての微高地（根岸砂嘴）

上野台地が東方へ張り出している根岸付近から北東方へ向かって，周辺の氾濫低地より数十cmから

1 m前後高い微高地が，三ノ輪付近まで延びている （中野編．1961）。地質は砂礫層と砂質堆積物であ

る。近くを流れている隅田川 （かつての荒川） の流路とは交差する方向に延びていることから，隅田川

の堆積によって形成された微高地ではない。海水面が現在より 1～2m高かった頃，形成された砂嘴と

推定される。砂質堆積物は，上野台地の東麓を侵食して生産され，沿岸流によって北東方向へ運搬され

たと考えられる。

（4）浅草付近の微高地 （浅草微高地）

隅田川の右岸に沿って，浅草寺を中心とした付近には，南北延長約1.5km，東西最大幅約500mで，

ナマコ状をした微高地が分布している。周辺の氾濫低地は標高約 3m以下であるのに対し，南北に延び

る微高地の最高地点は5.2mである。微高地を造る地層の下部は軟弱な粘土層 （シルト層） で，その上に

砂層が堆積し，表層付近は砂礫層であるが，砂層や粘土混じり砂層に覆われている場所もある。地質柱

状図の資料のほか，小俣 （2004） が駒形遺跡の発掘調査を行った時に撮影した写真でも，砂礫層の存在

が確認できる。この微高地について松田 （2009） は埋没波食台の一部としているが，久保 （1989，ほ

か） はこの微高地を「砂州」としている。

（5）神田駿河台下から新橋駅にかけての微高地 （江戸前嶋）

この微高地は，いわゆる江戸前嶋と呼ばれる土地で，神田駿河台下から新橋駅に向かって，幅約

650m，延長約3.8kmの規模で延びている。西側の皇居前広場から新橋六丁目にかけての平坦地は標高

2.5mから 3m，東側の日本橋蠣殻町から八丁堀を経ての旧浜離宮庭園にかけても，標高 3m前後以下に

なっているのに対し，江戸前嶋と呼ばれる微高地は標高 5～6mである場所が多い。



図 3　江戸前嶋の地形と表層地質
1 .洪積台地　2 .砂礫層　3 .砂層　4 .シルト層 （粘土層）　鎖線は遺跡発掘調査によって確認された波食崖　細線
は等深線で，数字の単位はm
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この江戸前嶋について，多くの論文には「砂州」と記載されている （久保．1989ほか，松原．2012，菊

地．2003など） が，波食台である可能性が強いことを，以下，述べる。

大森 （1971），茂木 （1971・1996），山内 （1981），日下 （2002） などによると，砂州と称される地形は

“水面上に現われている地形が対岸あるいは対岸近くまで延び，構成物質が砂質であること” が強調さ

れ，対岸近くまで延びていない地形は「砂嘴」としている。またBird （1969） や山内 （1981） は，砂質堆

積物は，沿岸流によって運搬されることを述べている。

このような定義に基づいて江戸前嶋をみると，神田駿河台下から南方へ延びる江戸前嶋は，古川分岐

砂嘴との間には約500mの距離があることから，両側を砂質堆積物からなる砂嘴と考え，武蔵野台地と

江戸前嶋との間に広がる氾濫低地を潟湖跡とすれば，江戸前嶋は湾口砂州と考えることも出来る。

江戸前嶋は高層ビル群とアスファルトに覆われているため，土地を構成している物質を観察すること

が出来ない。そこで，東京地盤調査研究会 （1959） や東京都土木技術支援・人材教育センターがイン

ターネットで公表している資料などを使用し，地表面付近の人工的な盛土や埋土の下位に堆積している

地層の分布状況を図化し，自然状態と推定される表層地質図を作成した （図 3）。
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資料とした地質柱状図には，大別して砂礫層・礫混じり砂層・砂層・粘土 （シルト）混 じり砂層・砂

混じり粘土 （シルト） 層・粘土 （シルト） 層などと記載されているが，その識別は現地調査者によって記

載がマチマチである。そこで，地層が堆積した当時の環境をより単純化するため，砂礫層・砂層・粘土

（シルト） 層に大区分し，粘土 （シルト） 混じり砂層・砂混じり粘土 （シルト） 層は除外した。図内の空

白の場所は，粘土 （シルト） 混じり砂層あるいは砂混じり粘土 （シルト） 層となっている場所，および資

料が少ない場所である。地層が堆積した環境を明らかにするため，更新統の表面 （波食台の表面） の状

態を等深線で示した。

図によると，砂礫層のほとんどは波食台の微高地に分布している。このことから，波食台を侵食して

砂礫が生産され，原地近くに堆積したことが明らかである。

砂層は波食台上にも分布しているが，多くは波食台上の窪地や波食台の周辺部に分布している。この

ことから，砂層は波食台上で生産され，波浪の営力が比較的弱い場所に堆積したと推定される。

粘土 （シルト） 層の多くは波食台の周辺に分布しているが，一部は波食台を覆っている。このこと

は，波食台の形成によって生産された細粒の粘土やシルトは，波食台の波浪の動きが弱い周辺一帯に堆

積するのみでなく，波食台が海水面下であった頃，付近一帯を広く覆って堆積したことを示している。

次に，東京湾北西部付近における，砂質堆積物からなる微高地から推定された沿岸流の方向と，江戸

前嶋の延長方向について検討する。微高地から推定された沿岸流の方向は南から海岸線に沿って北方へ

向かい，上野台地からは北東方向に向かっているが，江戸前嶋は神田駿河台下から南方へ延びているこ

とから，江戸前嶋は逆方向に延びていることになる。

これらのことから，江戸前嶋は従来言われていたような砂州ではなく，丸ノ内谷と昭和通り谷の間

で，南北に延びる波食台および，波食台周辺に堆積する細粒物質から構成される土地であると考える。

．東京都心部の地形分類

１．地形分類図の作成方法

高層ビル群とアスファルトに覆われた東京都心部の，自然状態の地表面の起伏，すなわち地形を把握

することは不可能に近い。さらに，大正時代から始まった地盤沈下現象によって，地域全体の海抜高度

が低下したため，自然状態ではなくなってしまい，近年の地形図を用いての調査・考察は不可能になっ

てしまった。

一方，東京都心部は明治16 （1883）～17 （1884） 年に，参謀本部陸地測量局によって縮尺 5 ,000分の 1

実測図が作成され，土地の標高はcmの単位まで表示されている。そこで，国土地理院が刊行している

縮尺 1万分の 1地形図に，縮尺5,000分の 1地形図に示されている標高をすべて転記し，内挿法によっ

て等高線を描き，自然状態に近い地表面の復元を行った。さらに，復元図に表層地質を加味し，土地分

類図を作成した （図 4）。

２．東京都心部の地形

東京都心部の地形は，段丘崖を含めた洪積台地・砂質堆積物地形 （Ⅰ）・砂質堆積物地形 （Ⅱ）・埋没

波食台・氾濫低地および谷底低地・埋立地に区分される （図 4）。

（1）洪積台地

調査地の西側を占める洪積台地は，広大な武蔵野台地の東端に位置している。武蔵野台地は下末吉

面・武蔵野面 （Ⅰ面・Ⅱ面・Ⅲ面）・立川面 （Ⅰ面・Ⅱ面・Ⅲ面） に細区分されるが，調査地の台地は，



図 4　東京湾北西部付近の地形分類図
1 .洪積台地　2 .江戸前嶋　3 .砂質堆積物地形 （Ｉ）　4 .砂質堆積物地形 （Ⅱ）　5 .氾濫低地および谷底低地　6 .埋
立地　図内の細線は等高線で，数字の単位はm。参謀本部陸地測量局 （1887頃） の実測図を用いて作成した。実
線は現在の汀線で，破線は明治13 （1880） 年頃の汀線。小規模な盛土地や埋立地は除外した。
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日本橋川より南西側は主として下末吉面，それより北側では武蔵野Ⅱ面である （角田・ほか，1998・

1999）。図 4では，段丘崖下の遷緩線を，台地と低地の境界線として表示した。

南の古川付近の芝公園から JR飯田橋駅付近までの段丘崖，あるいは本郷台地の南端に当たる駿河台

一帯の段丘崖は，他の地区の段丘崖と比べると，傾斜が緩やかになっている。このような緩傾斜になっ

ているのは，天正18 （1590） 年以降，東側の低地を埋めるため，段丘崖付近の土層が採掘された結果だ

と考えられる。

（2）江戸前嶋などの埋没波食台

すでに述べたように，江戸前嶋は駿河台下から東新橋一丁目までの南北延長約3.8km，東西約650m

の規模である。波食台を骨格に，波食台が形成されたときに生産された，砂礫層や砂層などによって形

成されている。復元された地形図によると，東京駅八重洲口側南東の京橋一丁目から銀座七丁目までが

最も高く，標高 5 mから 6 mである。この標高は自然の状態ではなく，1～3mの盛土が推定される。

日本橋川に架かる錦橋の北方にある錦町河岸の交差点付近では，交差点から東方や北方へ向かう，道

路が南側や西側と比べて50～80cm高くなっている （写真－2）。恐らく，交差点付近は江戸前嶋の縁の

一部なのであろう。

古川が台地から低地に出る，古川の右岸で芝三丁目一帯や，左岸の芝大門二丁目一帯でも，地質柱状

図によると波食台の存在が推定される。

（3）砂質堆積物地形

すでに述べたように，現在より水面が 1～2 m高かった時代に形成された砂州や砂嘴が，洪積台地の

麓から沖合に向かって延びている。沖合に向かって延びる砂質堆積物からなる微高地が，対岸近くまで

達した地形を砂州，達していない地形を砂嘴と定義する （Bird，1969・山内，1981・日下，2002・ほか）

と，砂州は不忍砂州のみで，砂嘴は古川分岐砂嘴と根岸砂嘴で，浅草微高地は波食台の一部と考えられ

る。

（3）－1．不忍砂州

砂州は本郷台地から上野台地西端まで延びる微高地で，延長約400m，幅は西側で広く，東側で狭く

なっており，中間付近で約120mである。南側の低地に比べ 1～1.5m高い。粘土 （シルト） 層上に堆積

する，砂質シルト層から形成され，海水面が現在より 1～2m高かった頃に形成された砂州と考えられ

る （角田，2001）。

（3）－2．古川分岐砂嘴

この砂嘴は，ほぼ中央に南北に延びる，標高2.5m前後の浅皿状窪地が分布し，窪地を挟んで，西側

と東側に区分される。洪積台地の麓に分布する微高地は，標高 3 mから 5 mの標高で，全体としてなだ

らかである。一方，浅皿状窪地を挟んで東側に延びる微高地は，田町駅付近から北方へ，大門の鳥居よ

り北方まで延び，微高地は 2～3列の稜線と，それより20～30cm低い凹地の集合である （写真－1）。

地表面の起伏の状態から，洪積台地の麓に分布する微高地は古い時代に形成され，大門の鳥居付近の微

高地は，それより新しい時代に形成されたと考えられる。大門の鳥居付近の微高地が大門駅から約

300m付近で消滅しているのは，北から南方へ延びる丸ノ内谷があり，南方からの砂質堆積物の供給が

十分でなかったためと推定される。これらの特徴から，古川河口の南側に分納する砂嘴は，新旧二期に

区分される。

汐留遺跡の中で，伊達屋敷とその周辺地区から，凹地を埋めるような状態で大量の砂が発見された。

砂は無層理で，わずかではあったが撹乱されたような層相を示していた。また，砂粒は分級が良い中粒

砂ではあるが，円磨度は低く，海浜砂と判断された。恐らく，大量の砂は古川河口南側に分布する砂嘴



写真－2　波食台と氾濫低地を分ける小崖
千代田区神田錦町で，錦町交差点から東方を見る。
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から掘り出され，大名屋敷の敷地を整地するため，埋め立てられたと推定される。

 （3）－3．根岸砂嘴

上野台地が東方へ張り出している根岸付近から北東方へ向かって，周辺の氾濫低地より数十cmから

1m前後高い，延長約1.5kmの根岸砂嘴が，三ノ輪付近まで延びている。地質は粘土 （シルト） 層上に

堆積する砂礫層で，周辺部は砂層に覆われている。すでに述べたように，この砂嘴は南から北東方向へ

向かう沿岸流によって形成されたと考えられる。

（4）氾濫低地および谷底低地

神田川やその支流の河川に沿って分布し，軟弱な粘土 （シルト） 層によって形成されている。前報

（2014） で述べたように，更新世後期の海水面低下時には武蔵野台地と江戸前嶋の間には丸ノ内谷，そ

の東側には昭和通り谷が南北方向に延びていた （貝塚編，1993）。その後，海水面は上昇し，最高海進期

の5,000 y.B.P.頃の海水面高度は現在より約 3m高かった。海水面の上昇によって丸ノ内谷や昭和通り谷

は細長い入江となり，海成の有楽町層が堆積した。その後，神田川やその支流あるいは古川など，武蔵

野台地に分布する中小の河川によって細粒物質が供給され，氾濫低地や谷底低地が形成された。

参謀本部陸地測量局 （1887頃） の地形図を資料として，早稲田付近の土地分類図を作成した （図 5）。

図によると，神田川に蟹沢が合流する付近より上流側の，神田川の現流路は大きく蛇行しているが，合

流点付近から下流はほぼ直線状になっている。一方，合流点付近から下流側では，流路の南側に周辺か

ら50cm以上低い窪地が東西に向かって延びている。このことは，かつては神田川の流路は，窪地を縦

断するような状態で東西方向に延びていたが，人工的に流路の変更が行われたことを示している。

現在の水道橋駅付近では，駅の西口から水道橋通りに沿って，周辺より50cmから100cm低い凹地

が，地下鉄東西線の竹橋駅へ向かって延びている （写真－3）。このことは，かつて神田川と小石川は水

道橋駅付近で合流し，そこからは水道橋通りに沿って流路があり，日比谷の入江へ注いでいたことを示

している。

（5）埋立地

飯田・俵 （1988） によると，隅田川の河口付近を描いた最古の地図は，寛文 6 （1666） 年の『新板武州



図 5　神田川中流付近の地形
1 .洪積台地　2 .氾濫低地　3 .氾濫低地内の水田　4 .明治13 （1880） 年頃の神田川の水路 5 .現在の神田川の水路 
6 .小水路　図内の細線は等高線で，数字の単位はm。参謀本部陸地測量局 （1887頃） の実測図を用いて作成した。

写真－3　靖国通りの専大前交差点から九段下駅方向を望む
　専大前交差点を南北に延びる水道橋西通りは，付近では最も低く，元和年間に御茶水を経て浅草橋に向かう水
路が開削される以前の神田川は，この通りを流れて，現在，皇居前広場になっている，日比谷入江に注いでいた
と考えられる。
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江戸之図』であるようだが，寛政 2 （1790） 年に複写されたと言う，寛永 9 （1632） 年の『武州豊嶋郡江

戸庄図』がある。これらの古図と現在の地形図と比べてみると，霊岸島は現在とほぼ同じ輪郭で存在

し，霊岸島の北西端に架かる霊岸橋から北東方へは円形の島が描かれている。形は大きく異なるが，位

置と水路の状態から推定して，清洲橋の西側にある日本橋中洲と日本橋箱崎町は，埋め立てが行われた



図6－1　東京湾北西部付近の遺跡の分布と推定汀線 （河畔線） （その 1）
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可能性が強いが，すでに陸地あるいは干潟になっていたのであろう。霊岸島の対岸にある茅場町から入

船を経て浜離宮にかけては，すでに正方形をした陸地が描かれている。

一方，図 4の等高線図によると，霊岸島の南西橋から対岸の八丁堀にかけては標高 3～4mの範囲が

広いが，その南側の入船橋から南西方は，北東方向から南西方向に延びる，現在は首都高速環状線と

なっている旧三十三間堀を境として，西側は標高 4～6mで，江戸前嶋の東側である。

以上のことから，日本橋中洲から霊岸橋を通り，そこから入船橋をへて旧浜離宮庭園に架かる南門橋

を結ぶ付近が，江戸時代前期頃の汀線付近で，それより東側は埋立地であったと推定した。

．東京都心部における遺跡の立地

東京湾北西部付近における海岸線の変遷については，貝塚 （1990） を始めとして，すでに多くの論文

がある （例えば，鈴木，1978など・内藤，1992・久保，1989など・高橋ほか，1993・吉川，1997な

ど・藤田ほか，2003・正井，2000・千代田区教育委員会，1998・千代田区立四番町歴史民俗資料館，

2009，など）。しかしながら多くは断片的で，地形や表層地質さらに考古学的資料と言った，第四紀学

の基本的な資料を用いての事例は少ない。

そこで本報では，すでに述べた地形分類図と標高分布図を基図とし，それに東京都教育委員会

（1996） を始めとし，千代田区立四番町歴史民俗資料館 （2009） や東京都生涯学習文化財団 （2000） など

の考古学的資料を使用し，時代ごとに遺跡の分布図を作成した。さらに，遺跡が立地する場所の地形や

標高を基に，遺跡が示す時代の汀線や河畔線を推定した （図6-1～図6-4）。

図に示した汀線や河畔線は，厳密に言えば，当時の汀線や河畔線の位置を正確に示しているのではな

い。すでに述べたように，東京湾と周辺の潮間帯は，大潮時には潮位が 1m前後も変化するため，人工

的に構築された汀線や河畔線とは大きく異なり，例えば10cmの高度差も，自然状態では水平距離で数

mから数十mの幅で変化する。このことから，図に示された汀線や河畔線は，大潮時や洪水時において

も，当時の人々が安心して生活すること出来た，およその陸地の範囲を示している。

（1）縄文時代早期頃 （今から約7,000年前）

完新世初期の海水面が，およそ 2万年前の最大低下期から急激に上昇している途中である。松島

（2010） によると，当時の海水面は現在より約 5 m低かったと推定されていることから，先報 （2014） で

作成した埋没地形の－5 m等高線を，当時の汀線や河畔線と推定した。

図によると，現在の新橋駅の南東方まで，神田駿河台下から洪積台地が延びていた。このことを裏付

けるのは，標高－5 mより浅い埋没波食台の存在と，汐留遺跡において縄文時代早期の土器片が約700

点発見されたことである （（財） 東京都教育文化財団東京都埋蔵文化財センター，1996・東京都生涯学習

文化財団，2000）。出土した土器片は摩滅している物は少なく，割れた土器片の割れ目の多くはシャー

プである。土器片は，水中に堆積したと考えられる，ブロック状に崩落したハードロームの間に混在し

ていることから，土器片とハードローム塊は水中に一緒に落下し，台地を侵食していた谷部に堆積した

と推定されている。

これらのことから，縄文時代早期まで，神田駿河台下から汐留遺跡付近にかけて，関東ローム層に覆

われた洪積台地が存在し，その後の波食によって洪積台地が侵食されて消失し，埋没波食台として残っ

ていると考えられる。この埋没波食台は，後の江戸前嶋の骨格となった。武蔵野台地の東端と埋没波食

台との間には，海水面の上昇によって，日比谷の入江が南北方向に，現在の水道橋駅付近まで広がっ

た。



図6－2　東京湾北西部付近の遺跡の分布と推定汀線 （河畔線） （その 2）
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神田駿河台下から汐留遺跡に延びる波食台に似た埋没波食台が，昭和通りの谷を隔てて，上野台地か

ら南方へ延びている。この埋没波食台も海水面が－5 mであった頃は，海水面上に顔を出していたと考

えられる。ここでも，現在の御徒町駅付近まで，昭和通りの入江が延びていたと推定される。

（2）縄文時代前期頃 （今から約5,000年前）

東京湾において，海水面が最も高い位置に達した時代で，現在より約 3 m高かったと考えられるた

め，標高3m付近より低い地域は海域であった。武蔵野台地を侵食する神田川流域では，早稲田大学大

隈講堂付近まで海岸線が侵入していたと推定される。その頃，神田神保町一丁目の標高約 4 m付近で，

地表面から約 5 mの深さの位置から，カキ殻や現地性の二枚貝の化石を算出し，5,675±95y.B.P.の年代

が得られている。

石神井川の下流では，未だ不忍池は形成されておらず，北岸付近まで昭和通りの入江が延びていた。

古川では天現寺橋付近まで，赤坂谷では地下鉄赤坂見附駅付近までが海域であった。赤坂谷では現在の

標高 0～0.5mの位置から，潮間帯に生息するマガキの貝層があり，6,000±70y.B.P.の年代が得られてい

る （吉川，1997）。その後，海水面は最高位に達したと考えられる。

汐留遺跡の波食台上では，潮間帯に生息する貝が穿った巣穴が無数に残っており，4,090±60y.B.P.の

年代が得られている （東京都生涯学習文化財団，2000） ことから，最高海水準後もしばらくの間，波食

台は波浪の影響を受けていたと推定される。

なお，縄文時代前期頃の海水面の上昇に伴う波食棚の形成と，周辺の入江に生息するカキ殻の産出な

どについては，千葉県松戸市においても報告されている （下総台地研究グループ，1999）。

（3）縄文時代中期～晩期 （今から約2,500年前）

図幅内には縄文時代中期の遺跡は26か所，後期の遺跡は20か所，晩期の 6か所が分布し，時代が不

明の遺跡が36か所である。遺跡のほとんどは洪積台地上に位置しているが，1か所のみ，波食台では

あるが低地に位置している。そこは日本橋本石町二丁目にある日本銀行で，縄文土器が出土している。

時代が明らかでなく，遺跡台帳 （東京都教育委員会，1996） には「低地 包含地」とあるのみなので，住

居跡とも考えられるが，詳細については不明である。

縄文時代前期に海水面が高かった頃，古川の河口や石神井川の河口には砂嘴や砂州が，上野台地から

は北東方へ向かって根岸砂嘴が形成され，その後の海水面の低下によって水面上に顔を現した。あるい

は，海水面が高かった頃，すでに水面上に現われていたかもしれないが，そのことを知る資料は無い。

また，石神井川の河口には潟湖として不忍池が形成された。

この頃，浅草でも延長約 2km，最大幅500m前後の波食台が出現した。

（4）弥生時代 （今から約2,000年前）

海水面は現在とほぼ同じ高さになったと推定した。洪積台地の麓や波食台の周辺には，台地内を流下

する中小の河川が運搬する細粒物質の堆積や，潮汐の運搬作用によって，シルト （粘土） 層が，汀線や

河畔付近に堆積していったため，少しずつ陸地が広がっていったと推定される。古川の河口付近には，

すでに形成されていた砂嘴と低地を挟んで，海側に新しく砂嘴が形成された。

弥生時代の遺跡は40か所で確認されている。多くは台地上であるが，小石川後楽園付近では，遺跡

は台地の末端部から氾濫低地にかけて広がっている。日比谷の入江が後退し，氾濫低地でも人々の居住

地が，少しずつ広がっていったのであろう。

汐留遺跡では，波浪の影響を最も受けやすい波食台の南東端を侵食して，下位に新しく波食台が形成

されている （写真－4）。波食崖の比高は 1 m前後以下と小さいが，確認されたのは延長約300mであっ

た。波食崖下の堆積物からは①1,860±60y.B.P.　② 1,720±60y.B.P.　③1,950±60y.B.P.　④ 4,160±60y.



図6－3　東京湾北西部付近の遺跡の分布と推定汀線 （河畔線） （その 3）
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写真－4　波食台付近の堆積物
　人物の足元の地層は波食台の構成層。その上位に貝殻片や小礫を混える分級の悪い粗砂層。頭部より上は砂混
りシルト層。
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B.P.　⑤1,970±40y.B.P.　⑥ 1,880±40y.B.P.の年代測定結果が得られている （東京都生涯学習文化財団，

2000）。④を除いた値を除けばほぼ近い値を示し，平均値は1,876±60y.B.P.である。松島 （2010） は約

3,000年前以降，海水面は緩やかに現在に向かって低下していると推定し，松田 （2013） は2,000年前頃

に海退期があったと推定しているが，この頃，一時期，海水面の低下が停滞したのであろうか。それと

も，小さな海進があったのであろうか。

（5）古墳時代 （今から約1,500年前）

日比谷の入江周辺地域では，集落跡が 6か所，19基の古墳が分布する。その中で，氾濫低地に分布す

るのは浅草微高地に集落が 2か所と，その南西方に位置する鳥越古墳の 1基であるが，千代田区一ツ橋

二丁目遺跡で円筒埴輪が発見されていることから，古墳の存在が推定されている （千代田区立四番町歴

史民俗資料館，2009）。

これまでと比べ，遺跡は全体的に東京湾に近い，東側に多く分布している。このことは，それまで台

地上が生活の糧を得やすかったのに対し，稲作農業など，生活の糧を海岸に近い氾濫低地に強く依存す

るようになったことを示しているのであろう。さらに，低地は生活に危険を感じないほど，安全な場所

になったと考えられる。

（6）奈良時代～平安時代 （今から約1,000年前）

奈良時代の集落遺跡は21か所，平安時代の集落遺跡は22か所で確認され，多くは洪積台地の上と，

その縁辺である。推定される海岸線や河畔線は古墳時代とほぼ同じと考えられるが，潮汐の堆積作用に

よって，東側に幾分広がったと推定して作図した。

（7）中世 （今から約600年前）

居館跡は難攻不落の条件を満たすため，洪積台地の縁辺に位置しているが，集落跡や墓地は多くが江

戸前嶋に位置している。低地は生活に危険を感じないほど，安全な場所になっただけでなく，東京駅東

方にある日本橋本町遺跡は，港湾集落としての機能を持っていたとも推定される。

積極的な資料は無いが，日比谷の入江は，潮汐の堆積作用によって幅はさらに狭くなったと推定した



図6－4　東京湾北西部付近の遺跡の分布と推定汀線 （河畔線） （その 4）
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が，狭くなったことは浅くなったことをも意味している。

（8）寛永10 （1633） 年頃

徳川家康が入城してから約44年が過ぎた頃の状況で，汀線はいくつかの江戸図 （飯田・俵，1988） を

資料として作成した。

天正18 （1590） 年，家康は江戸城に入った。入城した当時の江戸城周辺の状況について，『霊岩夜話』

『岩淵夜話別集』『武甲年表』『落穂集』『慶長見聞集』に，当時の状況について述べられている。それら

を要約すると，「城は武蔵野台地の東縁にあり，その下には潮入の葦原で，町屋侍屋敷を十町と割付く

べき様もなく，農家寺院さへ所々に散在」していた状況であった。

その後，質素であった江戸城 2）は次第に整備され，日比谷の入江一帯は大規模な土木工事で埋立てが

行われた3）。江戸城の大規模な築城には，石材を始めとする大量の資材が運び込まれたが，そのために

道三堀が江戸前嶋を横切って開かれた。このことは，日比谷の入江は資材を積載した船の往来が往来出

来ないほど，浅かったことを示していると考えられる。

日比谷の入江が，どの程度埋め立てられたかについての資料はない。推定した中世 （今から約600年

前） の汀線とほぼ同じ位置であったと考え，埋め立てられた範囲を推定した。

なお，図では，江戸城の外堀は省略した。

．東京都心部の地形と，関東大地震時の震度との関係

東京都心部の地形や地質と震度との関係については，すでに中野・ほか （1969） や松田 （1977） を始め

とするいくつかの研究があるが，資料が十分ではないため，小縮尺で概論的である。ところが，武村

（2003） は「1923年関東地震による旧東京市15区の震度分布図」と題し，木造住家の被害状況を手掛か

りとして，大縮尺 （42,735分の 1） の震度分布図を示した。本報で調査を行った範囲とほぼ重複するこ

とから，東京都心部の地形や地質と震度との関係について検討する。

武村 （2003） の震度階級は気象庁の震度階級と同一で，5弱・5強・6弱・6強・7であるが，すべて

数字で表されているので，読み取るには不便である。そこで，基図として角田 （2014） が示した－5 m

の等高線を使用し，上記の震度の各階級を，丸印の大きさと白黒で表して単純化して示した （図 7）。

図によると，震度階級の違いは，地形や有楽町層の層厚と驚くほど一致する。すなわち，洪積台地で

の震度は多くの場合 5弱の震度で，駿河台から汐留方向へ延びる波食台でも，ほとんどの場所が 5弱で

ある。これに対し震度が 6弱以上の場所は，浜松町駅から飯田橋駅へ向かい，そこからは神田川に沿っ

て落合の方向へ延びている。この震度が大きい帯状の場所は丸ノ内谷とほぼ一致する。新橋駅から北西

方へ延びる震度が大きい帯状の場所は，丸ノ内谷の支流で赤坂溜池へ延びる埋没谷である。

一方，上野駅の南西から南方へ向かって，6弱の震度を示す場所が細長く延びているが，ここには昭

和通りの埋没谷が延びている。隅田川の左岸 （東側） で震度が大きい場所は，すでにMatsuda （1974） が

明らかにしているように，有楽町層が層厚20m以上の土地である。

図で示されているように，震度階級は地形や地質，すなわち土地分類と深く関係している。このこと

は，大縮尺の土地分類図を作成することによって，大地震の発生に伴う震度を高い確率で，予測するこ

とが出来ることを示している。



図 7　1923 年関東地震による震度分布と地形との関係
　震度分布は武村 （2003） を記号で図化した。太い破線は台地と低地の境界，細い破線は基盤層の－5mの等高線
（角田，2014） を示し，砂模様はそれより浅い土地を示す。
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まとめに代えて

高層ビル群とアスファルトに覆われた東京都心部の，自然状態の地表面の起伏，すなわち地形を把握

することは不可能に近いため，明治時代前期に実測された大縮尺の地形図を活用し，さらに地質柱状図

を用いて，自然状態に近い土地分類図を作成した。また土地分類図を基に，海岸付近の地形を形成した

潮流と沿岸流の状況を推定した。

さらに，土地分類図と考古学的遺跡の位置を併用することによって，過去の海岸線と河畔線の位置を

推定した。

最後に，土地分類図と関東大地震時の震度階級分布図を重ね合わせたところ，両図は相関関係が非常

に深いことを明らかにし，大縮尺の土地分類図を作成することによって，大地震の発生に伴う震度を高

い確率で，予測することが出来ることを述べた。

謝辞

本報告書を作成するにあたり，（故） 貝塚爽平先生 （東京都立大学名誉教授） と学友の上條朝宏氏 （元・東京都

埋蔵文化財センター） から調査の機会を与えられた。早目に調査結果を報告すべきであったが，今日になってし

まったのは残念である。長い期間にわたり，励ましと御指導をいただいた両氏に，記して感謝の意を表する。
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注　記

 1） 石神井川と藍染川との関係については，別の機会に報告する予定である。

 2） 『武甲年表』の天正18年の項には，「慶長に至り始めて山を裂き地をならし，川を埋め溝を掘り，士民の所

居を定め給ひしより，万世不易の大都会とはなれり」とあり，さらに慶長 8年の項には，「今年，江戸町割

を命じ給ふ。南の入海四方三十余町埋めさせ，在家を立てさせ給ふと云ふ。」と書かれている。『慶長見聞

集』には，「慶長八卯の年，日本六拾余州の人歩をよせ，神田山を引くずし，南方の海を四方三拾四町余う

めさせ陸地となし，其上に在家を立給ふ。」と書かれていことから，慶長 8 （1603） 年頃，日比谷の入江一帯

は大規模な埋め立てが行われたのであろう。

 3） 『慶長見聞集』には，「江戸は遠山居城にて，いかにも麁想なども茅ぶきの家百ばかりも有かなしかの体，城

もかたちばかりにて，城の様にもこれなく，……」とあり，また，『霊岩夜話』には「御城内の家ども，こ

けらふきと申ては一ケ所もこれ無く，悉く日光そき，甲州そきなどを以て，とりふきに至し，御台所はかや

ふきにて，手広くはこれ有り候へども，殊外なる古家にて，御玄関の上り段には，船板のはばの広きを二段

に重ね，板敷と申す義もこれなく，土間にてこれ有り候，……」と述べられ，さらに『落穂集』には，「遠

山時代の城と申には，石垣など築候所とては一ケ所も無レ之，皆芝土居にて土手には竹木茂りあひ有レ之候

由，」と書かれている。

資　料

大日本帝国参謀本部陸地測量局（1888）明治14年測量同18年製版同20年出版・2万分の1図福「品川驛」

陸地測量部（1887）明治13年測量同19年製版同20年再版・2万分の1図福「麹町区」

陸地測量部（1890）明治13年測量同19年製版同20年 8月26日出版同23年再版・2万分の1図福「下谷区」

参謀本部陸地測量局（1887頃）『五千分一東京図測量原図』（全36面）．（財団法人 日本地図センター 複製発行）

東京都港湾局のホームページ

東京都土木技術支援・人材教育センターのホームページ
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Topography and Changing of the Tidal Line in the Center of Tokyo

SUMIDA Kiyomi*

It is almost impossible to recreate the topography which existed centuries ago, because downtown 
Tokyo is covered by skyscrapers and asphalt. 

For this purpose, I investigated a map created about 120 years ago, ground surface and terrain data 
as well as archeological remains. I created four maps showing former Tokyo’s costal lines about 4, 6, 
10, 15, 20, 25, 50 & 70 centuries ago.

Many houses in the Tokyo downtown area toppled by the great Kanto earthquake in September 
1923. From my studies, I found that the varying degree of damage depended on terrain and geo-
graphical conditions.

* Part-time Lecturer, Department of Geography, Komazawa University


