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シンガポール ABC 水のデザインガイドラインにおけるグリーンインフラ適用策の推進手法
Singapore’s ABC Waters Design Guidelines’ Key Driving Methods towards Implementation of
Green Infrastructure
福岡孝則*・加藤禎久**
Takanori Fukuoka *･Sadahisa Kato **
This research examines the ways by which Singapore’s Public Utilities Board, Water Agency (PUB) developed
holistic green infrastructure (GI) implementation strategies with sustainable stormwater management concepts
through ABC Waters Design Guidelines (ABC-WDG). In order to reveal practical ways to accelerate GI
implementation in Asia, ABC-WDG was analyzed fully from GI techniques, ABC Waters Certification system, to
ABC Waters Professional system. In addition, analysis of ABC Waters certified projects between 2010-2016 clarified
characteristics and the relationship between ABC-WDG and actual GI projects throughout the country. Through the
case study analysis of selected ABC-WDG, methods to promote GI implementation at a national scale were revealed.
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トの実施を促すための手法としてガイドラインに着目した研究

１．はじめに
近年，気候変動に伴う集中豪雨・洪水などの水災害被害が頻

は見られない 4)。加えて，日本では住宅や施設を対象にした雨水

発している。都市化の進展により不浸透域が増大し，雨水浸透や

ガイドラインは存在する 4)が，特に本稿では，都市・国土スケー

蒸発散などの自然な水循環が失われたことが原因のひとつであ

ルの GI ビジョンとプロジェクトを通じた実践の推進手法として，

ると考えられており，
雨水流出の増大やヒートアイランド現象の

ガイドラインに着目した。都市スケールの GI に関する統一の考

悪化が懸念されている。今後，気候変動適応策の一つとして，持

え方や基準を示し，周知し，法整備などと並行し，実践の進捗に

続的雨水管理を核にしたグリーンインフラ（Green Infrastructure，

合わせて柔軟に適応させながら推進していくために必要なガイ

以下 GI）が注目されている。本研究が対象とする GI とは，
「緑

ドラインの内容，ガイドラインを中心とした GI 適用策の推進手

地や土壌のもつ雨水の浸透・貯留機能や植物の蒸発散機能など，

法などに焦点を当てることは，
多様な主体を巻き込み導入期にあ

自然の水循環プロセスを模した持続的雨水管理」を核にして，多

る日本における GI の更なる導入・推進において重要であると考

機能（流出速度の遅延や水質浄化，生物多様性の向上等）及び多

える。

(1)

以上をふまえて，欧米の GI 動向の影響を受けつつも，アジア・

便益（環境便益，経済便益，社会便益）を引き出す考え方 を指
す。

モンスーン気候下における都市・国土スケールで包括的な GI 適

GI という考え方は，北米 1)では 1990 年代後半から洪水対策のた

用策の推進手法として,シンガポールの ABC Waters Design

めに持続的雨水管理を中心とした緑の基盤として導入され，
欧州

Guidelines5) （以下，ABC-WDG）に着目した。シンガポールは東

では広域スケールの生物多様性を核としたオープンスペースや

南アジアの中心に位置する国土面積 700 km2，63 の島から成る人

自然地を対象にするなど 2)，導入の経緯や対象も異なるが(2)，年

口約 554 万人の国で，東西に 42 km，南北に 23 km の国土には堆

間降水量や気候条件の違いなどもあり，
日本に直接適用するのは

積平野が広がる。近年シンガポール政府は国土の 2/3 が集水域で

難しい。日本では，流域対策の一環として，主に公共施設や道路

あるとして，
年間約2,300 mm ある降雨を水資源として位置づけ，

などにおいて雨水貯留と浸透を中心とした雨水流出抑制施設が

公益事業庁（Public Utilities Board，以下 PUB）が中心になって

整備されてきた経緯があるが，
敷地スケールでの施設的な適用に

ABC-WDG を策定し，シンガポールを水とガーデンのアイラン

限定されている 3)。公園緑地等の屋外空間，住宅地等民有地にお

ズに変えることを大きな目的として掲げている 5)。上述した通り

ける GI や，都市スケールにおける日本型 GI 適用策の推進に向

日本における都市・国土スケールの GI 適用策推進のため，多様

けては、まず GI の計画・設計・施工・管理を推進する実務者及

な主体に向けたガイドラインは有効であると考え，
本研究の対象

び行政の視点から GI の意義・手法・導入効果などの共有が必要

とした。

となる。
都市・国土スケールで GI 適用策を推進していくためには，マ

２．研究の目的と手法

スタープラン，法的強制，補助金や助成金によるインセンティブ

本稿では，アジア・モンスーン気候下で都市・国土スケールを

を与えるなどのやり方があるが，
コミュニケーションも重要な推

対象として展開される GI 適用策の推進手法として，ABC-WDG

進手法である。
コミュニケーションの手法のひとつにガイドライ

の内容と実態を明らかにした上で，
ガイドラインで認証された事

ンがあるが，多様な主体に向けて都市スケールで GI プロジェク

例の動向から実効状況を把握し，GI 適用策推進に向けた知見を
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推進体制を打ち出している。

明らかにすることを目的とする。

第 3 の戦略の 3P（People，Public，Private）とは，これら３つ

研究方法は，シンガポールにおける ABC-WDG に関する刊行
物による文献調査，
および各推進担当者へのヒアリングと現地調

の対象を中心とした包括的な ABC 水の啓蒙・推進体制である。

査である。著者は 2016 年 3 月 25-26 日に，欧米の２倍以上の年

市民（People）向けには，教育機関を中心にプロジェクトの実践

間降雨量の下で先進的な都市・国土スケールの水のガイドライン

や水にまつわる教育プログラムを積極的に展開している。
民間事

を推進するPUBおよび都市再生庁
（Urban Redevelopment Agency，

業者（Private）向けには，民間会社や NPO などの市民団体と協

以下 URA）
の行政担当者等に聞き取り調査を行った。
本報告は，

力して，ABC 水のプロジェクトの敷地で多様な教育・啓蒙活動

インターネットによる情報・資料収集と現地でのインタビュー調

を行っている。まとめると，ABC-WDG は持続的雨水管理を都

査に基づいている。まず，シンガポール URA においてディレク

市・国土スケールで推進するためのガイドラインであり，大きな

ターの Teck Leong LIM 氏，Dixi MENGNOTE 氏，You Ling LIM

ビジョンと計画設計の進め方から整備まで GI 事業推進が連動し

氏等から行政資料に基づき都市計画的な視点における

ている極めて実践的なガイドラインであるといえる。
このガイド

ABC-WDG の位置付けと効用などについて説明を受け，質疑応

ラインの作成にあたっては PUB が中心となり，建設局，住宅開

答を行った。また，ABC-WDG の推進母体であるシンガポール

発庁，URA，国立公園庁，スポーツ庁等が協議を重ね，加えて

PUB サステイナビリティチーム・ディレクターの Geok Ling

エンジニア協会，建築家協会，不動産協会，ランドスケープ協会

CHEN 氏，Geok Suat ONG 氏，Enid CHEN 氏から行政資料に基

と建設業協会が実務者の立場からのインプットを PUB に与えて

づき ABC-WDG の概要，推進体制，ABC-WDG に基づく GI プ

いる。

ロジェクト実施の展開や課題などについて説明を受け，
質疑応答

ABC-WDG ではまず，包括的な持続的雨水管理の在り方を小

を行った。加えて，PUB によって発行された ABC-WDG 関連の

スケールの分散型雨水管理を基調としたアプローチと定義し
（図

5)6)7)8)

を通じて，ABC-WDG の概要とその構成の特徴や関

−２）
，排水路や雨水貯留・浸透施設等で一括に管理するのでは

連する動向をふまえて，敷地〜都市・国土スケールを対象とした

なく，地域ごとの小単位での管理を推奨している。雨水が降雨し

GI 適用策推進のための仕組みを明らかにした。さらに，

て地表から流出する段階（建築物の屋上，敷地など）
，流出した

ABC-WDG による認証を受けた事例を考察し，GI 適用策推進の

地表水の流れる道の段階（道路，歩行者空間，水路など）
，そし

実行状況をまとめた。

て最終的に流出した雨水を受け取る場所（河口のダムなど）の 3

報告書

段階に分けて，個々の段階での GI 適用策を打ち出している。こ
３． ABC-WDG による GI 推進手法

のような都市スケールでの雨水管理を打ち出すことで，
地表から

（１）ABC-WDG の概要

の雨水流出量の抑制と流出速度の遅延，
雨水の浸透量の増大によ

ABC-WDG の第１版は包括的な水のガイドラインとして 2009
年に，事例集や地域別の要項などを加えた第 2 版は 2011 年に，
5)

る地下水涵養などに加えて，雨水貯留などによる再利用，そして
GI 施設を通じた水質の改善などを便益として明確に示している。

更に改良を加えた第 3 版は 2014 年に発刊された 。最新のガイ

設計から管理までの中心的な役割を担うのが持続的雨水管理で

ドラインは現地ヒアリング調査後の 2018 年 7 月に発表されてい

ある。

るが，本報告の本質的な内容や鍵となる手法には変化がない。
ABC-WDG の ABC とは，Active（いきいきとした市民のレクリ
エーションのため場所）
， Beautiful（美しいシンガポール国内の
水資源を都市のランドスケープと包括的に取り扱う）
，Clean（安
全性，水質の向上）の頭文字である。ABC-WDG の大きな目的
は，環境と水資源とコミュニティの３つを核に，国民が生き生き
として，
だれもが美しくきれいな水と共に暮らす国にすることで
ある。ABC-WDG によって推進される３つの戦略は，A）ABC
水のマスタープランの作成とプロジェクトの実践，B）ABC 水
のコンセプトの啓蒙と適用，C）3P（People，Public，Private）パ
図－１ ABC-WDG に基づいた GI プロジェクトの展開

ートナーシップのアプローチである。

（PUB ABC-WDG の図版に加筆）

第 1 に ABC 水のマスタープランにおいては，国内の集水域別
に河川，運河，貯水池などの水資源とその価値を示し，その中か
ら 2030 年までに 100 ほどのプロジェクト想定地をこのマスター

（２）ABC-WDG の目的
ABC-WDG の戦略として，なぜ ABC-WDG の適用が必要なの

プランで示している（図−１）
。2014 年 6 月までにこのマスター
プランに基づいて 23 のプロジェクトが完成した。

か，またその目的が何であるのかを明確に示している。つまり，

第 2 の ABC 水のコンセプトの啓蒙と適用に関して，PUB は関

雨水流出量の管理，敷地における雨水処理，洪水の防止，水質と

連省庁や民間の開発業者に対してABC 水のコンセプトの啓蒙を

安全と公衆衛生である。ABC-WDG に含むことのできない専門

行い，2014 年の ABC-WDG では行政と民間の連携による更なる

的なエンジニアリングや関連法規，設計基準に関しては，
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Engineering Procedures for ABC Waters Design Features6)や Code of
7)

Practice on Surface Water Drainage などの設計基準資料集や法規集

特に核となる ABC-WDG を基盤にした計画設計手法に関して
は多様なスケール，敷地タイプの中で GI 整備がどのように展開

に別途まとめている。計画段階においては，第 3 版が発刊された

可能かを示し，雨水流出のプロセスに着目して a) 集水エレメン

2014 年より，開発において敷地内から外への雨水流出量の抑

ツ（緑などを通して雨水を集める）
，b)雨水処理・浄化エレメン

制・速度の遅延のために GI 施設を配することを推奨し，公共の

ツ（集めた雨水を処理・浄化）
，c)運搬・貯留エレメンツ（雨水

雨水・下水道への流入量の制御を目指している。設計段階におい

を下流に運ぶ，貯める）の大きな３つのプロセスに分類して，類

ては，洪水抑制のための量的な目標および数式と関連法規，質的

型別の GI 適用策を示している。

な目標としては，固形物，窒素やリンの含有量を規定し，また水

第 1 に集水エレメンツにおいては，類型別に道路・歩行者空間

質に多大な影響を与える浸食や堆積対策への考え方を示してい

及び自転車道，広場・公開空地，建築と分けて，それぞれの集水

る。公衆衛生では，蚊などによる伝染病対策などに関する目標が

タイプで具体的にどのような GI 適用策の導入が可能かを示して

示されている。

いる。
まず計画の初期段階での地形・地質・排水状態のリサーチ，
水循環の観点から望ましい敷地内の建物のボリューム及び配置
に関しての基本的な考え方を示したうえで，
代表的な集水エレメ
ンツ別のデザイン手法を示している。例えば，ABC-WDG のコ
ンセプトを反映した広場として，
敷地内での雨水の浄化や灌水と
しての利用，メンテナンスが最低限ですみ，かつアメニティの高
い空間を事例と共に紹介している。
集水タイプ「建築」の中では，人口密度が高く高層の住宅等が

図－２ ABC-WDG に示される持続的な分散型雨水管理の考え方

多いシンガポールらしく様々な可能性が示唆されている。
建築に

（出典：PUB ABC-WDG）

関連する表面を，屋上緑化，テラスとバルコニー，植栽基盤，垂
直緑化など，表面タイプで分類し，限られた面積の中で GI 適用

（３）ABC-WDG の構成，計画・設計手法

策をどのように建築に組み込むか説明している。
屋上緑化におい

ABC-WDG 内で記述された GI が展開される対象域は，主に都

ては，植栽基盤厚があり，樹木などの植栽が可能なもの，植栽基

市緑地，建築，広場・公開空地，道路・歩行者空間，河川などで

盤厚が少なく，
軽量土壌などで最低限の屋上緑化を適用したもの

ある。また，ABC-WDG 全体の構成は，図−３に示すとおりであ

など種類も多様であるが，雨水流出量の抑制・流出速度の遅延な

る。ABC-WDG 導入のビジョン・コンセプト段階，計画・設計

どの効果に加えて，
レクリエーション利用や建築表面温度の緩和

段階，施工・管理・運営段階における重要事項がコンパクトにま

などの効果に関して簡単にまとめられている。次に，道路・歩行

とめられている。

者空間などの集水エレメンツに対しては，
緑溝や雨水浸透プラン
ター，
透水性機能やレインガーデンを使った駐車場などが一例と
して挙げられ，詳細の設計基準等は，Engineering Procedures for
ABC Waters Design Features6)の中で示している。
第 2 に，
雨水処理・浄化エレメンツとしては緑溝，
生態滞留池，
雨水浸透プランター，人工湿地，雨庭や浄化ビオトープなどがあ
げられ，適用可能範囲が広範におよぶため，ABC-WDG の中で
も多くの頁に渡って類型別の手法と便益等が説明されている。
例
えば，生態緑溝に関しては，道路・歩行者空間，駐車場などの周
辺部に適用可能であるが，
排水溝設備の代替として生態緑溝を適
用することによる雨水の流出量の抑制，流出速度の遅延，地中へ
の浸透，植物による蒸発散効果，緑によるアメニティ効果などを
分かりやすい図版と共に説明し，その実施・管理の簡単な課題ま
で示している。
第 3 の運搬・貯留エレメンツに関しては，特にシンガポールで
特徴的な貯水池や河川，
運河などの規模の大きな水資源を対象に，
周辺の土地利用や小流域における水循環などに対する考え方を
示した上で，
バイオエンジニアリング工法や近自然型工法による
河川や運河の緑化工法や敷地の浸食の防止，
堆積物による水質の
悪化の防止などについて説明している。
以上の３つのエレメンツ
は ABC-WDG の骨格となる重要なもので，図−４に GI 適用の対

図－3 ABC-WDG の内容構成（ABC-WDG をもとに著者作成）

象域と共にまとめた。
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ABC-WDG で特徴的なのは，ガイドラインによる設計手法の
啓蒙のみならず，市民，民間企業，地元の NPO など多様なステ
ークホルダーを巻き込んで，
水のインフラをレクリエーションや
教育などの目的にも利用していく方針を明確に示していること
である。特に 3P（市民，行政，民間）の 3 者に水辺周辺でのア
クティビティや使い方を推奨することで，
場所を体験しながら水
質をモニタリングしたり，生態系について学んだり，インターン
シップを実施したりと，
多様な利活用方法が市民団体等によって
積極的に提案，実行されている。これにより，ABC-WDG によ
る GI 適用策を啓蒙し，多世代，多様な主体を巻き込んで常に積
極的な利活用方法を模索している。
４．ABC-WDG の啓蒙手法の展開～ABC-WDG に関連した水関連法の

図－４ ABC-WDG における GI 計画設計手法と対象域

改正とその影響～
シンガポールで初めてABC-WDGが刊行された2009年から国

（４）ABC-WDG における安全性および管理に関する記載
水や緑などの自然資源を活用したGI 適用策においては，管理

レベルで持続的雨水管理を核にした GI 適用策が包括的に推進さ

と同じく安全性が非常に重要となり，
ガイドラインの中にも大き

れる一方で，法的な強制などは一切行われてこなかった。しかし

な方針が示されている。
設計段階において利用者の安全を明確に

2013 年には，Revisions to the Code of Practice on Surface Water

するために，PUB をはじめとした SCDF（土木の安全）
，BCA（建

Drainage7)の項目 7.1.5 の中で，①工業・商業・住宅・研究機関の

築物の安全）
，FSB（消防）など関連諸機関の指針に沿って安全

0.2ha 以上のすべての新規開発において，公共の排水に接続する

性の確認を行う。適切な流出量および流出速度の設定，オーバー

敷地からの地表流出水の係数を 0.55 と制定し，②認可を申請す

フローの設定，浸透量の設定の詳細は，Code of Practice on Surface

る開発業者はこれに基づく GI 適用策のモデル（手法の組み合わ

Water Drainage7)の中で 24 時間以上遊水池に雨水が残らないなど

せ）と，どのような根拠（計算式）で上記を達成しているかを確

詳細が規定されている。照明やサインに関しては，安全基準もも

認書類で提出することが義務化され,GI 適用策の積極的な導入を

ちろんだが，緊急時の避難灯，そして ABC の啓蒙のためにもサ

促す機能を果たしている。土地利用計画レベルでは，URA 主導

インの設置が規定されている。アクセス，緊急時の避難計画など

で 40～50 年先を想定したコンセプト都市計画と詳細計画が策定

もこの中に含まれる。

され，10 年ごとに更新される。この中で，特に公園および水資

施工後には，モニタリングを通じた管理が重要となる。特にデ

源計画図が ABC-WDG の計画レベルでの導入と一致し，これを

ング熱などを予防するために，
蚊の駆除や生息域の破壊などを継

受けた設計段階で前述の水関連法の規定に沿って ABC-WDG が

続的に行うほか，浸透率の定期的な計測など GI 適用策が計画通

更に推進されるという仕組みである。2013 年の法改正で特筆す

りに機能しているかどうかを判断するためのモニタリングを行

べきなのは，上記の一連の申請書類の提出に当たり，６で述べる

っている。その他には，市民教育を通じて，水に親しむと同時に

ABC Waters プロフェッショナル・プログラムで認定された専門

常に自己責任で安全を意識するように啓蒙を行っている。

家によってレビューされた書類でなければならないと規定され

ABC-WDG に基づいた GI 施設の管理は，目標としている機能

ている点である。

や便益を発揮するためにも，非常に重要な項目である。GI は自
然の水循環のシステムを模倣したものであるため，
ガイドライン

５． ABC Waters 認証制度

には，
植物の浄化能力や雨水の浸透率などが施工後にどのように

2010 年 7 月に PUB の主導により開始された ABC Waters 認証

機能しているかチェックする必要性が書かれている。また，ラン

制度は，ABC-WDG に基づくプロジェクトを，公共・民間問わ

ドスケープ管理の視点からは，緑溝，生態緑溝や生態滞留池など

ず認証するものである。2016 年 10 月現在までに 59 のプロジェ

の GI 施設の機能は植物の生育状態や健康度に影響を受けるため，

クトが認証注３)されており，ABC 水のコンセプトを更に啓蒙する

適切な植物の管理を行い，
できるだけ目的とする機能に近づける

制度として位置付けられている。また，開発に組み込まれたデザ

ようにすることが書かれている。生態滞留池においては，地中へ

イン等が最小限の設計基準を満たしていることを保証すること

の浸透能力を保つために濾過材の層や土中への浸透率を保つた

も目的としている。設計段階のプロジェクトから建設中，完成し

めの管理を定期的に行い，
水質や雨水の流出速度等に関しても目

たものまで，年間を通していつでも認証申請が可能である。審査

標を保つことができるように適切な管理を行う。
このような詳細

手数料はかからず，認証申請書は PUB のホームページからダウ

の管理方針や手法は Engineering Procedures for ABC Waters Design

ンロードできるため，申請の経済的な負担や手間は少ない。申請

6)

Features を参照する形で ABC-WDG 内に示されている。

書類に記載された実施設計レベルの図面や関連スペックなどの
情報に基づいてプロジェクトの評価と審査が行われるため，
申請

（５）ABC-WDG の啓蒙手法，市民教育との連動

者は最新の情報を提出する責任がある。
認証されたプロジェクト
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が設計どおりに施工されていることを確認するために，
臨時入居

ロジェクトの認証年度，対象とする空間像，そこで適用された持

許可段階にランダムで検証が行われる。

続的雨水管理を核とした GI 適用手法を表－１のとおりまとめた。

認証の審査項目は４つあり，Active が 30 ポイント，Beautiful

プロジェクトの対象域の大きな特徴は，59 件のうち 47 件が集合

が 30 ポイント，Clean が 30 ポイント，Innovation が 20 ポイント

住宅を中心とした建築とそれに付帯した庭であることである。
そ

の計 110 ポイントとなっている。プロジェクトが認証されるため

のほか公園など都市緑地が 7 件，
広場・公開空地が 2 件，
その他，

には，最初の ABC の３項目それぞれで５ポイント以上，全体で

港湾，駐車場，歩行者空間などがみられた。

45 ポイント以上取得する必要がある。各項目別の審査項目の概

適用された GI 手法としては，限られた敷地を最大限に活かす

要は，Active では，開発が提供する公共のコミュニティ・スペー

ために，屋上緑化，雨庭，生態緑溝，生態滞留池の組み合わせが

スやアメニティ，教育の価値に 20 ポイント，コミュニティやス

最も多く見られた。
屋上緑化による雨水の一時的な貯留や流出量

テークホルダーの利活用が 10 ポイントとなっている。Beautiful

の削減，流出速度の遅延などを達成し，緑溝や生態滞留池を通じ

の項目では，GI 適用手法がどのように敷地・建築デザインに反

て水質の浄化等を行い，
敷地全体を使って雨水管理を目指すもの

映されているかに 20 ポイント，
一体的な緑化に 10 ポイントが与

が多く見られた。
また単なる調整池や植栽のない雨水側溝施設な

えられる。Clean の項目では，ABC-WDG に基づいた地表流出水

どは見られず，ほとんどのプロジェクトにおいて，屋外空間の緑

の取り扱いに関して，
包括的な敷地内の持続的雨水管理の２項目

化と雨水管理が効率的に組み合わされ，ABC-WDG による効果

を合わせて30 ポイントとなっている。
最後のInnovation 項目は，

を最大限に感じられるような空間となっていることがわかった。

ABC-WDG を応用した雨水を活用した灌水システムや中水利用

また，住民や市民参加を促す環境ワークショップなどの開催，サ

まで，独自の取り組みに対して 20 ポイントまで獲得できる。上

インなどを通じた ABC-WDG の啓蒙も多くの事例でみられた。

記のとおり，ABC Waters 認証制度に特徴的なのは，持続的雨水

一方で，公共の道路空間や歩行者空間，公園，河川空間などに

管理のみならず，
開発敷地がどのように公共空間として機能して

おける ABC-WDG に基づいた整備事例は限定的であり，認証を

いるかも評価され，
またデザイン上の配慮なども重視されている

受けたプロジェクトの対象域のタイプが偏在していることも明

点である。

らかになった。

６． ABC Waters プロフェッショナル・プログラム

８．まとめ

ABC Waters プロフェッショナル・プログラムは，PUB 他の政

アジア・モンスーン気候下で，都市・国土スケールを対象とし

府機関と The Institution of Engineers, Singapore（以下 IES, シンガ

て展開されるGI適用策の推進手法としてのABC-WDGの内容と

ポール・エンジニア協会）の主導で 2011 年から開始された再教

実態，及びガイドラインで認証された事例の動向・実効状況から

育・専門家登録プログラムで，ABC Waters の概念を実現し，ABC

得られた，GI 適用策推進に向けた知見は以下の通りである。

Waters に基づく設計・デザインに関して業界専門家間での専門知

第１に，背景や国土の立地条件は異なるが，欧米と比べ降水量

8)

識を築くことを目的としている 。行政や民間の専門家による講

が日本に近い，アジア・モンスーン気候下の GI 適用策推進手法

義等によるプログラムにこれまでに 200 名超が参加し，2013 年

として，３（１）及び（２）のとおり ABC-WDG は都市・国土

から資格認証も開始された。IES 主導のもと，Singapore Institute of

スケールで，多様な主体に広く啓蒙をするための媒体として，そ

Architects(以下 SIA，シンガポール建築家協会)，Singapore Institute

の構成内容は日本での GI 適用の参考になるといえる。特に，

of Landscape Architects(以下 SILA，シンガポール・ランドスケー

ABC-WDG 導入の背景及び目的から具体的な GI 適用手法，認証

プアーキテクト協会)の３団体の会員が ABC Waters プロフェッ

制度，
そして事例集までが視覚的な図版を多数使用しながらコン

ショナルとして登録可能になっている。

パクトにまとめられ，都市スケール以上の GI 適用策推進のガイ

教育プログラムは，
４つのコアモジュールと４つの選択モジュ

ドライン作成や啓蒙手法の開発と充実，
具体的なプロジェクト推

ールで構成され，ABC Waters の概念，設計，実装及びメンテナ

進を見据えた戦略的な伝達などにおいて重要な役割を果たして

ンスと，さまざまな側面を網羅している。専門家としての資格認

いる。加えて，本ガイドラインは 2009 年発行から既に 2011 年，

証は，IES / SIA / SILA それぞれの登録基準を満たし，４つのコア

2014 年，2018 年と３度改定されており，情報の更新と質の向上

モジュールと２つ選択モジュールを修了した各団体の会員が，

が継続的に図られている。

ABC Waters プロフェッショナルとして登録できるようになって

第２に，３（３）及び（４）に見られるように，ABC-WDG

いる。 2014 年までに 200 人以上の会員が少なくとも１つのプロ

の骨格でもある GI 適用策を推進する上での計画・設計手法が，

グラムモジュールに参加し，このうち 40 人以上が必要な数のモ

具体的な空間像をともないながら対象域やプロジェクトの段階

ジュールを修了し，ABC Waters プロフェッショナルとして登録

に合わせて明確に示され，
特にプロジェクトの推進主体として期

した 5)。

待される事業者や実務者に向けて，どのような目的のために GI
手法を組み合わせて，何を達成するのかが明確に示されている。
第３に，４のとおりシンガポールでは水関連法の中で 0.2ha 以

７． ABC Waters 認証を受けたプロジェクトの整備状況
次に，ABC-WDG に基づいて整備され，2010 年～2016 年の間

上の新規開発における流出量係数を規定し，ABC-WDG に基づ

に ABC Waters の認証を受けたプロジェクト 59 件について，プ

いた GI 適用策なしには認可がおりない仕組みが制定された。
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都市・国土スケールのガイドラインの展開に合わせて法的な規制
を課すやり方は，
ガイドラインによる推奨と法整備による強制の
一つのバランスの取り方を示しており，
ガイドラインからプロジ
ェクト実践を推進する GI 適用策推進手法として機能していると
考えられる。
第４に，５及び６のとおり，ABC-WDG によるガイドライン
の作成と改訂にとどまらず，ABC Waters の認証制度によるプロ
ジェクトの更なる展開と，ABC Waters プロフェッショナル・プ
ログラムによる資格制度といった，
関連業界全体で包括的な取組
みが行われている。ABC Waters プロフェッショナル・プログラ
ムは，GI 適用策をより包括的に推進する人材育成，そして建築，
土木，
ランドスケープの諸団体内でも専門家として登録できると
いう柔軟な人材育成制度であり，
また６のとおり専門家として法
の中でも規定されている。このように ABC-WDG を推奨レベル
のガイドラインから，
認証制度や人材育成も含めたプログラムと
連動させて都市・国土スケールの GI 適用策を推進する手法は，
ガイドラインを共有し，多様な主体を巻き込み，プロジェクトの
実践を推進するためのサイクルを創出している。
第５に，GI 適用策の展開事例からは７の ABC Waters 認証事例
にみられるように，
より賢く屋外空間のみどりの機能と雨水管理
を組み合わせることで，ABC-WDG に示されている持続的雨水
管理を核にした GI 適用策の推進が，プロジェクトの実践として
機能している実効性が確認できた（図−５）
。
最後に，ABC-WDG を媒介として成立する包括的な GI 適用策
の推進手法に関して図−６にまとめた。ABC-WDG は計画・設計
や啓蒙のための媒体である一方で，認証制度や人材育成，認証プ
ロジェクトの推進と市民への啓蒙までを3P で包括的に推進する
戦略であることがわかる。シンガポールの ABC-WDG は，都市・
国土スケールにおける GI 適用策の推進手法としての一つのあり
方を示している。

図－５ 屋外空間において水と緑の機能を賢く活かした GI 適用
策の例（左：日常時，右：降雨後）
(3)

（参考文献 9）をもとに著者作成）

表－１ ABC-WDG に基づいた GI プロジェクトの展開
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9)

Public

Utilities

Board

Singapore,

English,

https://www.pub.gov.sg/Documents/ABC_Waters_Certified_Projects
.pdf, 2017.6.20

図－６ ABC-WDG による包括的な GI 適用策の推進手法のまとめ
補注
(1) 特に本研究の対象とする GI は，米国環境保護庁（United States
Environmental Protection Agency）が主体となって推進する，持
続的雨水管理を核として，主に都市域を中心に人工的に緑溝
や屋上緑化を推進する考え方 1)を基軸にしたものである。
(2) GI の定義は，
導入が先行して進む米国 1)と欧州 2)とで異なる。
GI の定義と動向は既往研究 3)で整理されている。
(3) 2010 年～2016 年度にABC Waters の認証制度を受けた59のプ
ロジェクトリストは，PUB によって提供された資料及び事例
集 9)に基づく。
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