秋葉原、 御茶ノ水から春日方面へ
2013 年 12 月
秋葉原 ⇒万世橋 「mAAch ecute 神田万世橋」⇒
「お茶の水ソラシティ」 ⇒ お茶の水坂を川沿いに水道橋へ ⇒昌清寺
⇒元町公園 ⇒水道博物館（案内付）、 水道公苑 ⇒本妙寺坂
⇒ 菊坂⇒こんにゃく閻魔 ⇒ 澤蔵司稲荷 ⇒ 伝通院
⇒後楽園

「旧万世橋駅」 と 「mAAch ecute（マーチエキュート）神田万世橋」
秋葉原駅から徒歩で 5 分余り、中央線の神田駅とお茶の水駅の間に幻の
ホームがある。少年期、中央線でここを通るとき、雑草がコンクリートの
割れ目から伸びていたこの幻のホームが想像力を刺激した。
何でここにホームがあるのだろう。後になって、ここに「万世橋」駅が
あったことを知った。この高架のすぐ下に「交通博物館」があって、
小学生の頃によく来た。この博物館は 10 年ほど前に大宮に移り高架下は
しばらく閉ざされたままだったが、9 月にここに商業施設
「mAAch ecute（マーチエキュート）神田万世橋」がオープン、アキバに
近接した神田川沿いのスポットとして注目されている。
万世橋界隈を簡単に紹介すると、万世橋の北東（神田）には江戸時代から
青物商が集まり、江戸中期に幕府御用達となってから急速に発展、
神田青物市場のもとになった。昭和 3 年、青物市場は秋葉原駅前に移り
かつては東京一の青果市場だったが、ここも再開発され現在はビルが建ち、
アキバのホットスポットになっている。
一方、神田川近くには、米、薪炭、竹などの問屋などがあり、大正から
昭和にかけて洋服生地（とくに男服のウール地）を扱う問屋街が形成され、
30 年ほど前までは生地問屋が並んでいた。その名残はいまでも
わずかながらある。
また、神田須田町、淡路町界隈には、明治から昭和にかけて飲食店、寄席、
映画館が開業し、現在も「神田食味街」の一画が残っている
（肉の万世、神田藪そば、ぼたん）。
1889 年（明治 22 年）、立川−新宿間に

本郷の台地は谷が入り組んでいて坂が多い。湯島天神や神田明神はこの台地の縁に

鉄道が開通し、1912 年（明治 45 年）に

位置し、お茶の水は江戸城の外堀のために台地を深く切り裂いている。

ここ万世橋までつながって万世橋駅が
営業を開始した。当時は旅客とともに
貨物が重要であった。
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1919 年（大正 8 年）さらに万世橋−東京間が開通し、神田駅も開業した。
1925 年（大正 14 年）には秋葉原駅が旅客営業を始めたが、神田駅と秋葉原駅が
近かったために乗降客が減少し、1943 年（昭和 18 年）万世橋駅は実質上廃止
され、駅舎は交通博物館の部分を残して取り壊された。
「mAAch ecute（マーチエキュート）神田万世橋」は、旧万世橋駅を再利用して
作られたものであり、レンガ作りの高架がうまく利用されている。飲食店、
雑貨店などが入っているほか、旧万世橋駅時代のプラットホームを整備して
展望デッキとし、工夫が施されている。

「御茶ノ水ソラシティ」 と 「ワテラス」
御茶ノ水の東側に建設中だった２つの大規模複合施設が 2013 年４月 12 日に
開業した。一つは、旧日立本社ビルを建て替えた「御茶ノ水ソラシティ」、
また一つは旧千代田区立淡路小学校跡地を中心に整備した「ワテラス」であり、
御茶ノ水の新たなランドマークの一つとなった。地元の住民や企業が中心となって
街づくりに取り組むなど地域に根ざした施設を目指し、空洞化しつつある都心の
下町を再活性化する起爆剤として期待が集まっている。性格の異なる２つの
複合施設は背中合わせに隣接。敷地は道路で隔てられているが跨道橋と
連絡通路で直ばれてちょっとした散策コースになっており、ここから眺めた
ニコライ堂も悪くない。

聖橋から神田川を望む

神田川とお茶の水
二代将軍の時代、江戸城の東北の守りを固めるため、自然の川であった
平川を堀とする工事が行われた。
水道橋から東は本郷から台地が伸びていたため、工事では、この台地を深く
掘り割って水路を通した。これが現在の御茶の水の谷である。この改修で、
平川の元の河道は切り離されて江戸城の堀となり、東に流れるようになった
平川は「神田川」と呼ばれ、浅草橋、柳橋の東で隅田川に合流している。
江戸時代、お茶の水の台地の掘割には懸樋（かけひ）が架けられ、
神田上水はここを通して江戸城の外堀内に流れ、日本橋まで給水できる
ようになった。
「万世橋」 「お茶の水」 界隈の 2 つの地図（明治末と 20 世紀末）

「御茶ノ水ソラシティ」 と 「ワテラス」

大きく変わったのはどこか、 見つけてください。

関東大震災後の震災復興橋梁の 1 つで、昭和 2 年（1927 年）に完成した。
名前は東京市が公募し、両岸に位置する 2 つの聖堂（湯島聖堂とニコライ堂）を
結ぶことから「聖橋」と命名された。
橋は船から見上げた時に最も美しく見えるようにデザインされており、
御茶ノ水駅のホームからはややそれに近い視点で見ることができる。夜間は
ライトアップされている。橋のうえから川とホーム、川を横切る
丸ノ内線の向こうの風景は写真のスポットとして人気があり、いつも誰かが
カメラを構えている。
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関口大洗堰

水道歴史館
1995 年、西新宿にあった東京都水道記念館の閉館に際して、

神田上水は、徳川家康が江戸に入った天正 18 年（1590）の少し後に

本郷給水所がある地に水道歴史館が新設された。東京水道 400 年の歴史を

開かれた。井の頭池を水源とし 後に多摩川の羽村に取水堰を作って

江戸時代と明治時代以降に分けて模型や歴史資料を用いて紹介。

玉川上水をひいた。関口大洗堰は現在の文京区の椿山荘下あたりに設けられ、

玉川上水に関する歴史資料が充実している。

明治 34 年（1901）に閉鎖されるまで江戸・東京の人びとに飲用水を

博物館の裏手には、本郷給水所公苑があり、神田上水の石桶が保存されている。

供給した。ここで神田上水の水位を上げて上水路が引かれたが、水路は現在

このあたりは水道の歴史にゆかりが深く、この本郷給水所は東京で最初に

後楽園や東京ドームがある水戸藩上屋敷に入り、ここからさらに

近代水道ができた明治 31 年から続いている。また神田上水の懸樋が神田川に

「水道橋」でお茶の水の堀を渡って外堀の中に流された。

かかっていた水道橋も近くにある。“水道橋” の地名は、この懸樋が由来。

明治 34 年に飲用水として使われなくなった後は、水戸藩上屋敷跡にできた

この地下には水道公園に保存されている石樋が埋められていた。

東京砲兵工廠（兵器工場）の工業用水として使われた。
そして工廠の移転後、大洗堰は昭和 8 年（1933）に廃止された。

お茶の水の懸樋（かけひ）
神田川（大洗堰付近）

後楽園（水戸藩上屋敷にあった）の
神田川（大洗堰付近）

なかに残る神田上水の水路跡

水屋
隅田川から東の墨東（墨田・江東区）地区は玉川上水や神田上水の水道が
利用できなかった。このため上水の余り水を船に積んで隅田川を渡り
水屋に供給された。水屋はこれを汲み出して深川・本所方面で売り歩いた。
水屋は天秤棒で 60 リットルもの水を担いで家々を廻った。苦労の割に
収入が少なかったらしい。
落語の「水屋の富」は、きつい仕事から逃げたくなって富くじを買ったら
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1000 両当たった水屋の話である。この水屋のシステムは明治 31 年（1898）に
淀橋浄水場（今の新宿副都心）が完成して近代水道が始まるまで続いた。

徳川忠長と昌清寺
昌清寺は、元和元年（1615）の創建。開祖は朝倉きよ（お清の方）、
二代将軍秀忠の子である忠長（家光の弟）の乳母である。

元町公園

家光が乳母である春日局を慕ったこともあり、秀忠と母 お江の方は忠長を

関東大震災の後、後藤新平を中心に計画された震災復興再開発事業は、東京市の

寵愛し、忠長に次期将軍職を譲ることを考えていた。しかし兄家光の

防災都市化に主眼がおかれ、東京に三大公園（隅田公園、浜町公園、錦糸公園）が

乳母であった春日局が家康に直訴するに及んで将軍は家光に決まった。

設置された。また、小学校を不燃化、耐震化された鉄筋コンクリートの校舎とし、

忠長は駿河城主となったが、のちに領地を没収され、高崎城に幽閉され

小公園が併設させて防火帯と避難施設の役割をもたせようとした。これにより、

自害した。忠長 28 歳。忠長死後、忠長夫人お昌の方（信長の曾孫）は

小学校とセットになった小公園が東京市内 52 ヶ所に設置され、

剃髪し松孝院と号した。乳母のお清も剃髪し、お昌の一字をもらい

防災都市のシンボルとした。この小公園の設計を行ったのは井下清で、彼は

昌清尼と称した。松孝院は忠長の菩提を弔うにあたり公儀に配慮し、

公園に当時モダンな新しい様式を与えた。しかし、世相の変化とともに改修され、

自分に代わって乳母のお清に昌清寺で忠長の供養をさせた。

多くの小公園が児童公園という位置づけとなったことで小学校とも切り離された。

家光が将軍になってのち春日局は権勢を振るうことになるが、湯島から

また、かなりの数の公園が消滅、当時の姿を完全に残す唯一の公園が

水道橋に至る一帯には春日局ゆかりの地が多い。彼女の屋敷は

文京区本郷にある元町公園（昭和 5 年開園）である。モダンなデザインの

水道橋交差点にある工芸高校付近にあったといわれており、春日町、

擁壁や壁泉、太い円柱が印象的なフジ棚、左右対称の 2 連式滑り台などは、

春日通り、などに名を残している。墓は湯島の麟祥院にある。

いずれも小公園の特徴的な様式である。
私が小学 4 年生頃、この公園に隣接する旧元町小学校で小学 2 年生の女の子が
変質者によって殺された。この事件は「きょうこちゃん事件」として文京区の

明暦の大火（本妙寺 振袖火事）

小学生が誰でも知っていた大事件であった。それまで小学校と公園は

本郷の菊坂の北には振袖火事で知られる本妙寺が明治の終わり頃まであった。

一体であったが、この事件後、公園と校庭の間に柵が作られることになった。

現在は本妙寺坂に名前を残すだけになっている。
この火事は江戸中を焼き 10 万人以上の死者をだしたが、その火元が
本妙寺であったとされ、出火の経緯については次のような話が
語り継がれている。
麻布の質屋の娘・梅乃（17 歳）は、偶然見かけた美少年の寺小姓に
一目惚れ。その美少年のことが忘れられず、彼が着ていた服と同じ
模様の振袖を作らせた。しかし恋の病からか死んでしまい、
両親は憐れんで娘の棺にその振袖を着せた。

元町公園の正面
7

8

当時こういう棺に掛けられた服などは寺男のものとなり、この振袖は
寺男によって売られ、別の娘（これも 17 歳）の物になった。
ところがこの娘もしばらくして亡くなり、振袖はまた棺にかけられ
寺に持ち込まれた。寺の人たちは不思議がったが、
振袖は売られてまた 17 歳の娘の手に渡った。
この娘もほどなく死に、振袖はまたまた棺に掛けられて寺に
運び込まれた。寺の男たちはさすがに気味悪くなり住職に相談、
振袖を寺で供養することになった。住職は読経しながら火中に
振袖を投じると、折しも吹いた強い風で振袖は火がついたまま空に
舞い上がり、本堂の屋根に落ちて燃え、消す間もなく次々と
燃え広がり、江戸市街の 55％を焼きつくし、死者 10 万人以上を
出したのである。

菊坂と呼ばれるようになったという。菊薫る道だったのだろう。
20 年以上むかし、本郷通りから一筋入ったところに〈大松〉という
居酒屋があった。おかみさんが亡くなって程なく店は閉じられたが、
そこの老主人が「菊坂はもともとこの店の前の道だったんだ」と胸を
張っていたのを思い出す。
道路の拡張で菊坂の名も現在の道に移動してしまったようだ。

樋口一葉旧居跡
樋口一葉は明治の時代を風のように過ぎ去った。24 歳で短い生涯を
終えているが、内、10 年ほどを文京区内で暮らしている。
この菊坂には父の死後移り、母と妹を養いながら貸家で小説家として
立つ決意をし、『闇桜』『たま襷』『別れ霜』『五月雨』などの小説を執筆した。
また、当時の雰囲気を漂わせる「一葉ゆかりの井戸」も残っている。

奇妙なことに火元とされる本妙寺にはお咎めがなかった。そこでいろんな憶測が
語られてきたのだが、真相として有力視されているのは寺の隣にあった

旧伊勢屋質店

老中阿部邸からの失火である。老中が火元とあっては幕府の権威が失墜する。

樋口一葉が菊坂の家に住んでいたとき、生活が厳しくしばしば質屋に

そこで、火元を隣の本妙寺に押しつけたというものである。

通っていた。亡くなったとき、伊勢屋から香典が届けられたことが

明暦の大火を契機に江戸の都市改造が行われた。御三家の屋敷が江戸城外へ転出。

香典帳に記されている。しかし、一葉はそのご下谷区竜泉町に移って

それに伴い武家屋敷・大名屋敷、寺社が移転した。
千住大橋しかなかった隅田川に両国橋や永代橋などの橋が架けられ、

『大つごもり』『たけくらべ』などの名作を書くのであり、
ここで死んだわけではない。

これに伴い隅田川東岸に深川など市街地が拡大した。
防災への取り組みも行われた。延焼を遮断する防火線として広小路が
設置された（上野広小路、両国広小路など）。耐火建築として土蔵造や
瓦葺屋根を奨励された。しかしその後も板葺き板壁の町屋は多く残り、江戸は
その後もしばしば大火に見舞われた。

菊坂界隈
菊坂は本郷三丁目の交差点に近い文京センターの西横から、本郷の台地を下る
長い坂だ。むかし、この辺りに菊畑があり、菊を栽培するものが多くいたことで
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一葉ゆかりの井戸

旧伊勢屋質店辺り
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こんにゃく閻魔（源覚寺）

帰って来た鐘

菊坂を下り白山通りを渡った千川通りは、ほんの少し前まで戦前が残った

昭和 12 年サイパン島の南洋寺にここ源覚寺の梵鐘が寄進された。

趣きある町並みだった。しかし、この数年のマンションラッシュで様相は

サイパン玉砕で行方不明になっていたこの鐘を、戦後、アメリカで

大きく変わり、老夫婦が営む古本屋などがわずかに往時を忍ばせるだけとなった。

日本女性が発見。昭和 49 年オークランド市から返還され、寺の鐘楼に
収められた。元禄３年（1690）の銘がある。

こんにゃく閻魔はこの千川通りを横切った先にある。ここの閻魔は眼病の治療に
効験があるといわれ、平癒したものはお礼にこんにゃくを奉納したことから

澤蔵司稲荷

こんにゃく閻魔の通称で知られる。「文京の史跡めぐり」によると、

伝通院は徳川家康公の帰依が篤く家康の母の菩提寺となった。

宝暦の頃（1751 〜 64）、目を患った老婆が

修行僧の修行所（学寮）、関東十八檀林の一つでもあり、ここの修行僧と

ここの閻魔大王（冥土で死者を裁判する）に三七日（２１日）の祈願をした。

稲荷にまつわる話がある。伝通院近くにある澤蔵司稲荷の縁起によると、

満願の夜閻魔様が夢枕に現われ、「われの日月に等しい両目のうち、

1618 年に澤蔵司という僧が伝通院の梅壇林に修行にやってきた。

一つをえぐり取って汝に授くべし」と告げられた。翌日夜明けを待ちかねて

大変な秀才で僅か３年で浄土教の奥義を修得した。あるとき、この澤蔵司が

閻魔堂の閻魔様を見ると、右目が黄色くにごって見えなくなっていた。

学寮長の夢枕に立ち、「自分は江戸城内の稲荷大明神である。

老婆はそれから好物のこんにゃくを絶ってお礼に供えたという。この閻魔様は

かねて浄土宗を学びたいと思っていたが、その希望がかなったので

木造で、運慶派の流れを汲む鎌倉時代の作。１６日は江戸時代から続く縁日で

元の神に戻るが、世話になった伝通院を守護して恩に報いよう」と

にぎわった。今は６の日。

告げ雲にかくれた。そこで沢蔵司稲荷を境内に祭ることになった。
「東京名所図会」には「東裏の崖下に狐の棲む洞穴あり」と書かれているが、
現在も当時の面影を残し、いまにも狐が出てきそうな気配が漂う。

こんにゃく閻魔

塩地蔵

ここにはまた、塩まみれの変わった地蔵がある。塩地蔵といい、歯の痛む人が
塩を備えてお地蔵さんに祈り、なおったら塩を倍にしてお地蔵さんに
お礼参りをした。

小石川後楽園
後楽園の名称は、光圀が崇敬する朱舜水の助言で、宋の范文正の
『岳陽楼記』の中の一節にある「士はまさに天下の憂いに先んじて憂い、
天下の楽しみに後れて楽しむ」から取った。一般の憂いを先取りし、
庶民を楽しませ、自らはその後に楽しむという意味を込めた。
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徳川頼房の時代
１６２５( 寛永６) 年、水戸初代藩主徳川頼房が、将軍家から小石川に邸地を
賜ったことに始まる。徳川秀忠から７万６千６８９坪を与えられ、
水戸藩中屋敷とした。当時のこの土地は数百年の喬木生いしげり、
立体的変化に富んだ地形はそのまま大庭園に適したものであった。
そこで頼房は、高家の徳大寺左兵衛に作庭を命じ、伊豆の「御石山」から
奇石・大石を取り寄せ、「井の頭」から水を引き、関口で石を畳んで
上・下水にわけ、上水を小日向の地を堀抜いて園内の池に導き、その末は
水道に流すといった大工事を行った。
幕末～現在
１８５６( 安政２) 年の江戸の大地震、翌年の暴風雨によって庭園は
荒廃する。幕末になると国勢緊迫のため、大・小名の家族は江戸を離れ、
明治維新になると多数の武家屋敷が撤去され庭園も消えて、六義園、
清澄庭園など少数の庭園のみが明治の政商などに払い下げられて残り、
維持された。小石川後楽園も隣接地にある兵器工廠の設備拡張で
潰されそうになった。

本郷方面地図
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