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幻影化する東京水道のシンボル

堀 越 正 雄

昭和43年12月，といえば今から10年以上も前の話になるが，私は住み慣れた下町の

事業所から山の手の事業所に転勤となり，荷物をからげて赴任したときのことであ

る。日本水道新聞のK主幹から電話で，「早速，いや，すかさずルポライターの依頼」

がきた。変わりはてた淀橋浄水場のありし日をしのび，その変転，現代（未来〉像な

どをルポ風にとらえてほしいとのことであった。着任早々でもあり，私は，はたと頭

をかかえた。

私は，地盤沈下と騒音と煤煙の都市公害に悩む江東地区の給水を受け持つ東部第一

支所で，下町特有の住民感情の中で暮した3年間の水道生活が，まだ体中にべった

りはりついたままだった。

紐でからげた荷物をほどきにかかり，さてどうしたものかと一息入れながら，新宿

副都心計画地域内にあるこの新任の西部支所の2階から，外を眺めた。窓外にひらけ

る展望には，かつての広大な淀橋浄水場をしのばせるなにものもない。いたるところ

赤土が露出した地肌と，これから掘削が待たれる雑草の生い茂った土地の起伏がひろ

がるきりで，あたかも西部劇にでも出てくるような，見渡す限りの荒野であった。

そして，この雑然とした光景を引き締めるように，都市計画街路が縦横に走ってい

る。東西と南北に幅員40メートル街路を幹線として， 30メートル街路， 25と11メート

ル街路が配置されており，ある部分では高架道となり，立体交叉しているところもあ

る。デラックスな自動車がその上を滑るように音もなく走っているのが見えた。

ここが，かつて34万rrf(10万坪〉もの膨大な敷地いっぱいに満々と水をたたえた池

がいくつもあった淀橋浄水場の跡だとは，初めて見る人には容易に想像することもで
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きないだろう。

新宿副都心建設計画に協力するため，淀橋浄水場の施設と機能は都下北多摩郡にあ

る東村山浄水場に移され，関連工事ともすべて完了した昭和40年3月31日に公用廃

止。そして，ここの跡地は新たに都の副都心を形づくるピジネスセンターとして生ま

れ変わることになり，東京水道の発祥の地である淀橋浄水場は，ここに67年間の役割

を全く完了したのであった。

同時に，江戸初期からずっと飲用水を供給しつづけてきた玉川上水も，そこからじ

かに取水していた淀橋浄水場がなくなって今度は上水路の途中，砂川地点から，東村

山浄水場の方へ新導水路をつくって上水の水を導いてしまったので，砂川地先までの

上水路を残してそれから下流の部分は，玉川上水としての主目的を失なったわけであ

る。したがって，江戸時代（1654年，承応3年〉にできた西多摩郡羽村町から新宿区

四谷大木戸まで延長43kmの玉川上水路も，上流の一部を除いて， 300余年の長かった

役目を終えたことになる。

事務引き継ぎを済ませ，新任の支所の各部屋を回って着任の挨拶も終え，やっと 2

階の自分の部屋に戻った。窓の外いっぱいパノラマのようにひろがる見慣れぬ異様な

風景を眺めながら，ふと私は，はるか彼方の，甲州街道ぞいあたりにそびえる大きな

ガスタンクが限にとまった。そしてその瞬間，はっと目覚めたように記憶がよみがえ

ってきTこ。

戦後の約10年間，私はこのあたりの水道公舎に住んでいたことがある。いま見える

ガスタンクは，ちょうどかつて眺めたのと同じ姿であるのに気がついた。

すでに公舎は取り壊され，どの辺にあったものか皆目わからなくなっていた。しか

し，支所の裏手には昔ながらの警察署が建っており，水道用地との境界堺もまだ昔の

ままである。この支所は，むかし，浄水場ぞいの細長い用地にいくつもあった公舎の

敷地一杯に建てられているはずであり，支所のすぐ裏には，朝晩くくやったことのある

懐しい通用門を支えるコンクリート堺の一部がまだのこっており，そこからの距離感

で，私の住んでいたあたりがほぼ推定されてきた。

戦後の混乱期，復員してからここの公舎に住みつき，すぐ自のさきの浄水場のはる

かさきに今みるのと全く同じガスタンクを，朝な夕な，どんなにかさまざまな感慨を

こめて眺めてきたことだろう。

公舎と浄水場の聞はイパラの垣根のある土手でさえぎられており，イバラのすき聞

からのぞくと，場内でやっているろ過池の砂削り作業が見られた。澄んだ水を張った

ろ過池も見えたし，芝生でおおわれた浄水池も見えた。春先には土手や浄水池の芝生

にツグ、ン，スミレが芽を出して，かげろうが燃えた。そのうちにパッタやオートも現

われてくる。夏の夕方にはろ過池のあたりをトンボの大群が飛んだ。ツパメの群も水

面をかすめて飛んでいった。秋は澄んだ夜空の満月が素晴しく，虫の音もにぎやかだ
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うた。近寄ってはならないろ過池の柵のそばに，あまり接近している幼い長女の手を

引き寄せたそのときの記憶まで，どこか心の奥底から思い出されてくる。ここで暮し

たかつての活気に満ちたころのことが，いま限のあたりにありありと浮かんでくるの

であった。

しかし，新宿駅西口近辺には，かつて想像もできなかったほどの高層ビルが建ちな

らんでいる。しかも限の前いっぱいにひろがるこの浄水場跡地には，それらにも増し

て超高層ビル建設の青写真がつくられようとしており，その建設の地響きが白と鼻の

さきまで押しよせてきているのだ。

生まれ変わった淀橋浄水場一一この郷愁にも似た感慨は，私をして一足飛びに90年

以上も前の，明治20年代に思いを馳せさせる。

まだ東京府下南豊島郡角筈村といわれていたころ，このへんは武蔵野の草深い郊外

で，あたり一面が農地と茅地であった。田山花袋は『時は過ぎゆく』という自伝的作品

で，明治4年から大正5年まで・の約46年間にわたる世の移り変わりを扱っているが，

その中にこの浄水場の建設工事がリアルに描かれている。実際に花袋はこのあたりは

親しく見聞していたはずだし，そのことで水道につよい関心を寄せていたのだろう。

地所の売買が済むと，時を移さず，浄水池の大工事が始められた。（略〉市庁か
あきも

らは，市長や助役や技師や属員が沢山にやって来て，先づ最初に，空地のところ

どころに土木の小屋掛をした。（『時は過ぎゆく』〉

この作品の主人公良太の整理した6万余坪と，そのほかの農家の所有のとあわせて

10万余坪というのだから，色々なものが取片付けられたあとの広大な地面は，荒漢と

して一目で見渡され，遠くはなれた道路を通る人々の姿も小さく手に取るように見え

たことだろう。

処々にはまだ片付け残された桧の木や権の樹などがぽっつり立ってゐるのが見

えた。丘とL、ふほどではないが，高く低く地面が連って，その向うには今まで林

や竹薮に遮られて見えなかった十二社の森がこんもりと見えた。（同上〉

あちこちに土木の小屋掛けが立てられ，洋服姿の技師や腹がけをした土方の親分た

ちが時々現場にあらわれるようになり，小屋掛けの中には，焚火の上に瀬戸引の紫色

の薬縫がかかっていて，技師が2. 3人何か話をしているところまで作品には書かれ

ている。この一角を東京で初めての浄水工場の建設地に選び，明治時代の官員さんの

服装をした関係者がせっせと測量をしている写真もなにかで見た憶えがある。

小屋掛けの中には，新しいパナマ帽を冠った技師だのリンネルの白い洋服を着

た技手などが五六人常に出入した。（略〉其処にはテイプルが置いてあったり，

測量機械が置いてあったり，インキ査に並んで設計図がひろげられてあったりし

た。（向上〉

そして，町の人達は，会えばすぐこんな話になる。
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「一体，何年か与るんです。工事は？」

「浄水池ですかえ。」

「え。」

「三年や四年はか与るんでせうよ。あそこをあら方掘りつぶして，そして，上水

を引くんだって言ひますからな。」

「それは大変だ。……それにしても，何処から引くんです！」
か~もん

「なアに，ぢき向うの処に，関門を掠へて，一塁ほど先きから引くんでせう。」

（向上〕

明治25年にはいよいよ着工にまでこぎつけたが，創業にはっきもののトラブルがか

さなって工事の進捗は困難をきわめたが，明治31年12月，淀橋浄水場は完成して一部

通水を開始した。

裏の浄水池がすっかり出来上ってからも，もう二年や三年は経った。大きな赤

煉瓦の建物，（略〉大きな工場の煙突，凄じく湧くやうに綴り上る煤煙。電車が

出来るので広く取りひろげられた通り，（略）誰が昔此処に畠があり，林があり，

竹重量があり，水車小屋があったと想像するものがあらう。（向上）

この創設工事が全部完了したのは明治44年で， 1日24万dの規模に増強され，以

来，明治，大正，昭和の3代にわたって都心部への絵水を担当する動脈源として，か

つては東京の水道といえば，淀橋浄水場，玉川上水，羽村取入口とー連の合言葉で都

民に親しまれてきたのだが，今はもう淀橋浄水場は跡片もなくなってしまった。

けたたましい電話のベルで，私の記憶はいっぺんに吹きとんだ。支所のオフィスか

ら，変わり果てた浄水場の姿に思いを馳せてばかりはいられないほど現実はきびし

く，さっそく水道使用者からの問い合わせ，陳情の応接やら，ひっきりなしの来客

で，私の郷愁にも似た思いは断ち切られた。

2. 

よく晴れた冬の午後，正確にいえば昭和43年12月中旬のこと，私は淀橋給水所の職

員の案内で，この見るかげもなくなった浄水場の跡地を，くまなく探訪してみること

にした。案内係の一人には，かつてここの浄水場に20年近く勤続した人もまじってい

たので，昔をしのびながらの話が関かれることも好都合であった。

コースは水の導かれていた順をとることにして，まずガスタンク下あたりから始め

た。ここには原水ポンプ所の形骸がまだ残っていた。和田堀からの水が開渠でとうと

うと流れこんでいた原水路は，すっかり埋め立てられていた。

そこを起点として，菅の水路づたいに歩いてみたが，どこもみな舗装されていて，

昔をしのぶものはなにひとつとして見当らなL、。しかし広い沈殿池の跡に近づくと，

切りけずられたコングリート側壁の一部がむきだしで立っているところもあった。と
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ころどころに枯れかけたススキがかすかに矯れていた。

池の水がまだ満々とたたえられていた頃，沈殿池には鴨が群をなして，冬の訪れを

知らせたものである。鴨は夜になると粕壁方面へ餌をあきりに行き，昼間はここに来

て避難していたそうで，まことに鴨にとって都心での恰好の待避所にちがし、なかった。

春先になると， 4商ある沈殿池を毎年1池ずつ汚泥掃除をした。 4年に一度）I煩番が

回ってくる勘定だ。掃除がおわると鯉の稚魚を放流する。これが4年Tこつと 1貫匁以

上もの大鰹になっていた。汚泥掃除のときはこの鯉を捕獲して，さっそく「沈殿池鎮

めの会」が始まり，当日は水道一家のあたたかい雰閤気の中で，ひとときのお祭り気

分にひたったという。

きびすを転じて，半ば崩れかかった沈殿池の石積みの部分に近寄った。急、勾配の斜

面に精巧に積まれた石垣で，石と石との聞には鉛を挿入し，さらに鉄のクサピを打ち

こみ，粘土で固めてあり，明治期の先輩の入念な工法がありありとうかがえた。

沈殿池の底には，整流壁の役目をしていた幾本かのコンクリートの角柱が，間隔を

おいてー列に並んでいた。しかしほとんどは無惨にも倒されている。

なおも新しく舗装された街路づたいに歩いて行くと，沈殿池の底の部分が崖のよう

に切り立っているところへ出た。一番下から広い赤土の部分，その上に漏水どめの粘

土の部分，さらにその上には玉砂利まじりのコンクリートの部分と，正確に直線状の

断層をなしていた。背，器材もとぼしかった頃に，人力の限りをつくして施工された

跡がまさ．まざとしのばれた。

沈殿池からろ過池への引入口の跡も見える。コングリートの柱などは，まだこわし

てはもったいないくらいの立派な作りであった。水位をはかる標尺が，崩れかけた赤

煉瓦にしっかと取付けたままになっている。

そのころの淀橋浄水場では，降雨によって増水したり夕立による急激な濁度の変化

などで，原水の処理作業がたいへんに不確定な作業になっていた。そのため多摩川本

流の状況は羽村から淀橋に通報されて，増水や濁水が淀橋に到達するまでの時聞を計

算して準備にとりかかったものだ。羽村から淀橋までの時間を9時間とし，羽村より

上流の場合にはこれに所要時聞を推定して加算した。ごくまれに淀橋浄水場付近の玉

川上水路あたりで豪雨があって， 原水に濁りがでたようなときの原水処理は，まった

く悩みのタネだったそうである。

その昔，この浄水場の創設時に，和田堀と淀橋浄水場の聞が玉川上水路のかわり

に，新水路といって，新設した導水用の台形開渠であって，そこを自然流下で浄水場

に原水が流入していたころは，羽村の魚は，羽村の取入口から玉川上水路を通って浄

水場まで直接に泳いでこられるようになっていた。このころよく多摩川の鮎の大群が

43kmの上水路を下って浄水場までやってくることがあった。この鮎を場内の池です

くったところ，パイスケ数杯に入れるほどもあったという。その後，大正12年の関東
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大震災でこの新水路の築堤が破損して使用できなくなり，その代わりに甲州街道に

2,1oomm原水管が新設されて，余水吐ポンプ所で原水をポンプ取水するようになって

からは，ポンプの羽根が邪魔して生きた魚の姿は見られなくなったということである。

ここらで方向を転じて，新装なった淀橋給水所にむかう。さきにも触れたが，新宿

副都心建設にともなって，淀橋浄水場が昭和40年3月末に廃止され，浄水機能は東村

山浄水場の方へ併設されたが，その配水機能はこの副都心の中央公園地下に配水池と

配水ポンプをもっ給水所として残されたものであり，都の水道の配水拠点、としての絶

好の位置は捨てきれなかったものである。東京の水道地図も着々と大きく塗りかえら

れてし、く。

配水池の上の公園にあがってみる。植え込みの聞に噴水もあり，野外ステージや児

童公園もあり，たくさんの人の散策する姿も見えた。

さらに面積も数層倍広くなっている方に眼を転じると，豊かな樹林にかこまれた中

に噴水や池を設け，広場がいくつもあり，土地も高低の変化をつけた景観に富み，ベ

ンチなどの休憩コーナーも散在している。関東の名木が到るところに植栽され，さな

がら森林公園といった観を呈している。

「あ，あれは浄水場から持ってきた木ですよ」。

案内役のもと浄水場勤務の人が，懐かしそうに指さした。沈殿池のそばから移植し

た背の高いクロマツ，もと事務所前のクスノキ，ヒマラヤ杉などで，名前の判らない

木があったが，あとで調べてもらったらブナ科のマテガシとわかった。これはろ過池

のわきに 1本ずつ植わっていた落葉しなL、木で，砂かき作業の合い聞にひと休みする

時には必ずこの木の下に集まったものだそうだ。

ろ過池内の砂かき作業は，全員白足袋をはいてやらせた。外部からの下足は一切使

わせず，必ず備え付けの自足袋にはきかえさせたものだ。これはろ過池内の汚れをす

ぐに発見できるようにと衛生的配慮から考えられたものだという。作業時聞は朝から

午後は3時頃までで，工夫が自足袋をはいて砂を削りとり，筋骨隆々とした人夫がこ

れまた自足袋をはいて，天秤棒の両端に削りとった汚砂を入れたカゴをかつぎ，かけ

渡してある分厚な歩み板をひょいひ工いと巧みに調子をとって渡っていくのである。

夕方になって水張りも終ると，あたりには人の姿も見えなくなり，静かになる。この

白足袋も戦後は物資不足の故もあってか，姿を消してしまったそうである。

なつかしい六角堂が見えた。鉄筋コンクリート造り六角屋根の見張し台である。こ

の六角堂のある築山は，四号沈殿池を新設したときに，その残土で作られたものとい

われている。このへんでは最も高く，東京湾中等潮位45m。はるか西空に富士山を仰

ぐ見晴しのきくところで，富士見台という名もついている。六角堂は補修はされてい

るものの，淀橋以来のままの姿で残されている。普はここで浄水場の見学者が場内の

各施設を術敵して説明をうけたり，休憩所ともなったところだ。通路の飛び石には浄
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水池の壁に使われていた明治30年代の古い煉瓦が敷かれている。

すべては絶え間なく動いている。そしてひどく変わりつつある中で，私どもだけが

昔の淀橋浄水場の追憶にひたりきっていることに，なにか宿命的なものを感じてきた。

東京の創設水道として，市民待望のうちにこの浄水場が通水開始してから，まだ半

世紀もたたないうちに移転を要求されるようになったのは，ここが新宿の繁栄をさま

たげるという理由からであった。

浄水場が建設された当時は，まだ近郊地帯の未開発地域だったものが，大正末期に

は新宿駅を中心として急激な発展を見せてきたため，大正12年の関東大震災以後，ま

ず地元の陳情による浄水場移転要請ののろしが上り，移転問題が種々検討された。

昭和初期にも移転問題は再燃した。この頃から，戦後の新宿副都心建設構想と全く

同じの東村山浄水場への移転とし、う考えが顔を見せてくる。しかし，移転は具体化さ

れなかった。

戦後，三たび移転問題は起こった。新宿区議会が中心となってこれの促進が強く請

願され，都議会の議決でついに移転は確定した。そして首都圏整備構想の一環をなす

新宿副都心計画にそって，いよいよ建設が進められることになり，財団法人新宿副都

心建設公社も設立され，整地にとりかかった。浄水場跡地は11区画として都水道局の

手で土地売却がすすめられた。

土地を入手した各社は，超高層ビル計画を練って，他に負けまいとしのぎをけず

り，建設をはじめる。やがてこの副都心地区には，ニューヨーグのマンハッタンにも

似た超高層ピルが建ちならび，「新都心」が実現することとなる。

私は，はからずもこの浄水場跡地わきにつくられた西部支所て1動くことになった。

70年もの風雪に耐え，創業以来の東京水道のシンボルで、あった淀橋浄水場が，急速に

副都心として変貌していくのを，毎日この限でーたしかめながら生活していくことにな

ったのだが，ここには在任わずか2年で，中央支所の方に転任となってしまった。

あれから10年一一一。

新宿の空には，超高層ビル群が高くそびえ立っている。

地上47階のホテル， 50階と52階のオフィ スピル， さらに55階のノッ ポピ、ノレと，工事

中の 2本を含めて7本の超高層ピルが，かつての淀橋浄水場跡地内に集中して，寄り

そうように並び立ち，さらに3本のピノレ新築も計両されている。この地区での 1日の

人の出入りは今は6万人ほどだが，あと 2' 3年もすれば，毎日12万人以上にもなる

という一大都市が現出する。

かつては青梅街道ロに向う角あたりに，明治末年以来の古風な浄水場正門が立って

いて，門を入った前方奥には，こじんまりとした木造平家建ての浄水場事務所が見え

たものだが， 今は全くちがう。

いまここらは小公園となっていて，昔の正門跡には東京水道発祥の地を記念した
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「淀橋浄水場跡の碑」が建てられている。そしてその前方の舗装道路をへだてた先に

は，幾何学的な造形美をみせた43階建ての超高層ビルがうなりをあげて天空に高く突

きささるようにそびえ立ち，そのてっぺんを見上げるにしても，上体をのけぞらし顔

と頭をいっぺんに後方に押し倒すようにして仰ぎ見るしかない。

今年（昭和54年〉の4月，私は都庁のテレビ番組で『水っくり今昔ぱなし』（東京

12チャンネル）にかり出された。快晴にめぐまれた土曜の午後であった。私に与えら

れた役割の一つは，ありし日の淀橋浄水場をしのんで，このピルとピルの谷間をそぞ

ろ歩きすることだった。執劫に追いすがるテレピカメラを意識しながら，私は久し振

りでこの新宿副都心街区を歩いたが，かつての広大な浄水場跡地は， 11の近代的街区

と新宿中央公園に生まれ変わっており，昔をしのぶ何も湧いてこなかった。

やがてここに超高層ピルが最終構想どおり立ち並んだ暁には，想像以上の大空間都

市が現実のものとなるだろう。

そのとき，果たして，夏場の需要期の給水はどうなるのか，汚水の処理は，さらに

風害や電波障害にどう対処していくのか，そして日照などの環境障害にどう立ち向か

っていくのだろうか，などという声が私の耳許でしきりに立ち騒ぐのを感じる。

しかし都市の高層化は現代文明のすう勢であり，かつての私どもの郷愁の地域が全

く新しく生まれ変わろうとしているためにも，こうした諸問題がどれもこれもみんな

うまく解決してくれるだろうことを，私は心から願わずにはいられない。

（日本水道協会特別会員，（掬金門製作所顧問〉

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

