
 窓辺の結露、雨上がりの土の湿り気、陽光でゆっくり乾く

洗濯物…。日常生活の中には、水にまつわるささやかな風景

が沢山存在している。しかし、今日の都市では、浄水場や水

道管といった市民からは見えない巨大インフラによって水が

管理され、本来、山から海に至る広大な水循環の中で私たち

が生きていることはなかなか意識しづらいと感じる。この現

状に対して、日常の中に存在している水のシーンを劇的に切

り取る “水の舞台装置” を提案する。

 敷地は東京・三鷹。東京の水系を俯瞰して見ると、三鷹

は多摩川水系と荒川水系のちょうど真ん中（分水界）を通っ

ていていて、昔から川の水には乏しかった地域だというこ

とがわかる。 一方、17 世紀に開削された玉川上水のおかげ

で水路沿いには豊かな武蔵野の雑木林が保全され、地下に

は井の頭公園の湧水へとつながる被圧地下水層が存在し、

井戸水は豊富な地域である。敷地の現況は一見ごく普通の

郊外住宅街であるが、玉川上水、JR の車両庫、浄水場、廃

線跡の緑道、元水路の地下道…といった大きなインフラが

住宅を取り囲むように存在している。目に見える水の風景

は少ないが、“隠れた水” が多い地域なのである。

1. コンセプト

2. 敷地リサーチ

水とゆく━━日常風景の転換



 街の外から鑑賞者がやってくると想定し、玉川上水の分

流「品川分水」の跡地である「堀合通り」を、舞台装置を

めぐるルートに設定する。通り沿いのランドスケープの骨

格となる要素を拾い上げ、それらの交点や接点など特異点

を選び、そこに４つの建物（洗車場、洗濯代行屋、共同農園、

スパ）を設計した。この建築は、残り湯を緑化屋根に流し

たり、洗濯排水を緩速ろ過（別名・生物浄化法）したりす

るプリミティブな原理で成り立っている。洗車や洗濯といっ

た地元住民の日常の営みが、晴れの日も水が垂れてくる軒

先や、電車が通るたびに風で揺れる水盤といったささやか

な風景を生む。鑑賞者の経路、地元住民の経路、水の経路

は併走したり交差したりしながら、建築は、水が使われる

光景、水が動いている光景を劇的に切り取る。

 このプロジェクトは、住宅街の日常風景の見え方を転換

すると同時に、従来の上下水道の代替案となる新しい水と

の関わり方を示唆するものでもある。

 敷地は東京・三鷹。東京の水系を俯瞰して見ると、三鷹

は多摩川水系と荒川水系のちょうど真ん中（分水界）を通っ

ていていて、昔から川の水には乏しかった地域だというこ

とがわかる。 一方、17 世紀に開削された玉川上水のおかげ

で水路沿いには豊かな武蔵野の雑木林が保全され、地下に

は井の頭公園の湧水へとつながる被圧地下水層が存在し、

井戸水は豊富な地域である。敷地の現況は一見ごく普通の

郊外住宅街であるが、玉川上水、JR の車両庫、浄水場、廃

線跡の緑道、元水路の地下道…といった大きなインフラが

住宅を取り囲むように存在している。目に見える水の風景

は少ないが、“隠れた水” が多い地域なのである。

断面図 1:1500

断面線

離れて存在している建築群は、水の流れでつながっている。例えば、#4 スパの

水を #3 農園で再利用したり、#3 農園で畑に撒かれた水は地下水となり #2 洗

濯代行屋の井戸で汲み上げて使ったりする。以下断面図参照。

#1 洗車場#2 洗濯代行屋#3 共同農園#4 スパ

3. 設計_ 全体



既存物...品川分水の名残の地下道が、線路下を通っている。
設計...地下道を延長し、隣の街区の駐車場までつなぐ。

「#2 洗濯代行屋」から流れてくる水を洗車に使う。中央線が通
るたびに水盤の水を揺らす。 水の反射光を受け止める屋根、水
滴を受け止めるスクリーンをたてる。

既存物... JRの車両庫の上に跨線橋がかかっている。
設計...跨線橋を元品川分水まで延長する。屋根に勾配をつ
け雨水を集水し車両洗浄に使う。
 延長部には洗濯代行屋。洗濯物を洗って干してたたむ流れ
のあるリニアな空間。洗濯排水は橋のたもとの浄水槽で濾過
して「#1 洗車場」へ流す。
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#2洗濯代行屋 平面図 1:1000
GL+7000

1. 受付
2. 洗い
3. 干す
4. アイロン
5. たたむ
6. 受け取り
7. 浄化槽
8. 水路（#1洗車場へ）
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#1 洗車場 平面図 1:1000
GL+1000

1. 地下道(GL-4800)
2. 水盤
3. 洗い場
4. 拭き上げ場
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洗車場と水盤の間はスクリーンで区切り、洗車する人と歩道を歩く人の視線を分ける。 水盤より一段下がった洗車スペース。シャル構造の白い屋根が水面の光を反射する。 橋の末端には洗濯排水を垂直に落とす穴と、人が上り下りする螺旋階段。 洗濯排水は小さな浄化槽で濾過されて、#1 洗車場へ流れていく。
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#2 洗濯代行屋#1 洗車場3. 設計_ 部分

1/200 模型

1/30 模型

1/1000 平面図

1/500 断面図

1/200 模型

1/30 模型

1/1000 平面図 1/500 断面図



既存物...元品川分水と玉川上水が最も接近している地点。
設計...玉川上水の水面(地上レベル-4.5m）までスロープで下
り、 河岸を階段で上がるコの字型の経路をつくる。
 「#4 スパ」から流れてくる残り湯を水盤にためて農業用水とし
て使う。玉川上水の生態系が水を伝って元品川分水まで進出
してくる。

既存物...玉川上水、廃線跡の緑道、元品川分水、浄水場が
交差する地点。
設計...緑道をめくりあげるように緑化屋根を立ち上げる。
浄水場と玉川上水を見下ろす視点が生まれる。最上階に浴槽
を設け、残り湯は屋根の上をゆっくり流れて「#3農園」へと流
れていく。

#4 スパ 平面図 1:1000
GL+1000

GL+5500

GL+9000

GL+13500

1. 水盤
2. 事務室
3. 脱衣所
4. 内風呂
5. シャワー
6. 露天風呂
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#3 共同農園 平面図 1:1000
GL+1000

公園

1. 玉川上水
2. 共同農園
3. 水盤
4. スロープ
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 低い軒先から、緑化屋根の上をゆっくり流れてきた水滴が水盤へ落ちる。水盤の中を降りていくスロープ。 スロープは玉川上水レベル（GL-4800）まで下がると、河岸を登る階段へ切り替わる。
光を透過するオニキスの壁の内側を鉄骨階段が通る。
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3. 設計 #4 スパ#3 共同農園_ 部分

1/200 模型

1/30 模型

1/1000 平面図 1/500 断面図

1/200 模型

1/30 模型 1/1000 平面図

1/500 断面図



#1 洗車場

#2 洗濯代行屋

#3 共同農園

#4 スパ

p1-1

中央線に乗っていると、白く

光っている長い屋根が見える。

p1-2

三鷹駅で電車を降り、線路沿いの地

下道に入った。トンネルを進んでい

くと、太い下水管の下をくぐる。

p1-3

 階段を上がるとそこは水盤の

上。電車が通るたびに水面が揺

れ、頭上の屋根に影がゆらゆら

反射している。線路と反対側に

は洗車をしている人がいるよう

だ。時折しぶきが飛び、スクリー

ンには水滴がついている。

p2-1

水路をたどると橋にたどり着

く。頭上から水が落ちてきて、

小さなろ過池に溜まっていく。

p2-2

橋の向こうに回ると洗濯物と電車が

見える。

p2-3

階段を登ると電車庫を一望できる。

雨の日には屋根で集水し車両洗浄用

に貯めている。

p3-1

橋から降りて元の道に戻る。スプ

リンクラーが散水している。水盤

の中を降りる道があるようだ。

p3-2

スロープで水盤の中を下る。水面

とアイレベルが近づいてゆく。壁

面には水の跡が残っていた。

p3-3

突然目の前に現れる玉川上水の水面。

のぞき穴から野鳥を観察。

p4-1

 軒先から緑化屋根の上を流れてき

た水滴が落ちてきている。

p4-2

露天風呂から浄水場を一望する。

4. 体験


