
新春随想

　新しい年を迎えて、萬葉歌人であり

因幡国の国守であった大伴家持は、「新

しき年の初めの初春の今日降る雪のい

や重
し

け吉
よ

事
ごと

」と詠み新年を言祝いでい

ます。新春の雪はめでたい豊年の吉兆

として喜びをもって見られましたが、

雪も度が過ぎれば災害となります。日

本人は美しい自然を繊細な心をもって

讃えながらその歴史文化を受け継いで

きました。古代の歌人ならずとも、私

たちはどんな祈りを籠めて新しい年を

迎えればよいのか……古典を繙きなが

ら美しい自然を前にして改めて考えさ

せられます。

　去る平成22年12月22日「災害教訓の

継承に関する専門調査会」（座長：伊藤

和明・防災情報機構NPO法人会長）が、

足掛け8年に及ぶ活動の幕を閉じまし

た。平成15年5月の中央防災会議で設置

が決まった同調査会は14回にわたる会

合と数多くの分科会を重ね、過去の重

要な23の災害を25冊の報告書（関東大

震災のみ三部構成）に取りまとめてき

ました。

　過去の災害の歴史的検証という地道

な作業は、労多き作業でもありました

が、参加した個々の研究者の努力によ

って新しい事実の発見がいくつも生ま

れました。そして、それぞれの災害の

歴史から改めて教訓を深く学び直して

25冊の報告書にまとめあげることがで

きましたことは、後世に継承するに値

する大変貴重な業績でもありました。

　たまたま私も同調査会専門委員の末

席に参じていたご縁から、この原稿を

書かせていただくことになりました。

読者の皆様には一介の神社の神主が、

なぜ「sabo」のような専門誌に寄稿を

するのか不思議に思われる方が多いと

思いますので、その辺りの事情からま

神々へ捧げられた
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写真-1 現代の神田祭
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ず説明させていただきます。

　私は、江戸総鎮守として知られる千

代田区に鎮座する神田明神（神田神社）

に奉仕している神主です。神田明神は

二年に一度行われる神田祭でもその名

を知られています。現代の神田祭は100

基以上の神輿が参加して、東京を代表

する威勢のよい祭礼写真-1となってい

ます。しかし実は江戸時代の神田祭で

は、神輿はたった2基しか出ていなかっ

たことはあまり知られていません。い

ったいなぜ神輿がそんなに少なかった

のかと申しますと、江戸時代の神田祭

は、神輿ではなく巨大な山
だ

車
し

と附
つ

け祭
まつり

という賑やかなパレードが中心の祭礼
写真-2だったからです。なかでも附け

祭は、趣向を凝らした巨大な「張りぼて」

の曳き物（ひきもの）や歌舞音曲を奏

でる芸人が多数登場して江戸っ子の人

気を博していたといいます。

　時あたかも平成15年の神田では、江

戸開府400年記念の祭礼を展開しまし

た。その際神田明神では、「江戸時代の

祭礼の姿を復元して現代に甦らす」と

いう事業に取り組みました。平成17年、

その第一弾として選ばれたのが「大鯰

と要石」の曳き物写真-3,4の復活で

写真-3 神田明神祭礼図巻

写真-2 神田御祭礼・歌川芳藤

写真-4 現代の「大鯰と要石」の曳き物
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つ一つを検証していくと、そこには防

災を常に念頭に置いたさまざまな歴史

と文化が、あちこちに隠されているこ

とに驚かされました。

　まず、神田明神のご祭神はといいま

すと、家内安全のだいこく様と商売繁

盛のえびす様も知られていますが、一

番有名なのが平将門様写真-5です。そ

の将門様は昔から「世直し明神」とも

称されてきました。平安時代後期に起

きた「将門の乱」とも呼ばれる戦乱が、

当時の社会体制（律令制度）をひっく

り返すような大規模な戦乱となったこ

とから、江戸っ子が将門様をして「世

直し明神」と称えたことがその由来です。

　そもそも時流に敏感で向こう意気が

強い江戸っ子が、最も恐れてきたのは

昔から「地震、雷、火事、親父」だっ

たのです。その筆頭に挙げられるほど

恐れられた地震は、身分や身上が比較

的固定化された封建制社会における大

した。江戸時代の文献によると寛政3年

（1791）の神田祭に「大鯰と要石」が初

めて登場したと言われています。それ

から数えて約215年ぶりの神田祭での

復活となりました。江戸時代には、こ

うした曳き物は竹ひご細工で作られて

いたと考えられていますが、現代では

巨大な竹ひご細工を製作できる職人を

探すことが困難なことから、最新のバ

ルーン製作技術を利用して甦らせるこ

ととなりました。約210年ぶりに神田祭

に甦った巨大な大鯰は、阪神・淡路大

震災10周年の影響もあり人々の注目を

集めてマスコミが多数報道するところ

となりました。「sabo」読者の皆様なら

ご賢察の通り、そもそも「大鯰と要石」

の曳き物は、「地震を起こさないように」

との祈りが籠められた要石が大鯰の頭

上に載っている姿を造形したもので、

いわば江戸庶民の防災への祈りの結晶

であることはご存知の通りです。また

災害教訓の継承を計るにも相応しいテ

ーマでもあったことからこの「大鯰と

要石」が防災関係者の目に留まり、こ

こから私の防災専門調査会の委員とし

ての活動がスタートすることになりま

した。

　防災について改めて学んでいくと、

神田明神と江戸の受け継いできた数々

の伝統が、いかに災害教訓の継承の貴

重な素地となりうるか──ということ

に改めて気付きました。　神主と防災

とは一見何の結びつきもないように見

えますが、改めて神社の長い歴史の一

写真-6 瓢磐鯰の化物

写真-5 平新皇将門公真影
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きな世直しの機会でもありました。そ

の背後に江戸っ子は目に見えない将門

様の神威の化現を感じたのではないか

と思われます。こうした霊験あらたか

な将門様の祭礼でもある神田祭に、巨

大な大鯰が登場して江戸っ子の度肝を

抜き、大喝采を博したことは想像にか

たくないものでしょう。江戸文化が爛

熟した幕末の安政2（1855）年に発生し

た安政江戸大地震は、死者約4,300人、

倒壊家屋約10,000戸など甚大な被害を

江戸にもたらしました。この地震を契

機に江戸庶民の間で鯰絵と呼ばれる錦

絵が爆発的に大流行したのは、幕末動

乱の時代をいち早く予兆した庶民の潜

在的不安の象徴でもあったのでしょう

か写真-6。この鯰絵にも神田明神のご

祭神が、神田大神としてしっかりと描

かれていることは、まさに世直し明神

としての霊験があらたかだったことが

理解されます。

　次ぎに恐れられた雷と親父はさてお

いて、火事といえば「江戸の華」と譬

えられたほど江戸の名物でもありまし

た。往時の江戸っ子の花形稼業の一つ

として、よく火消しの纏持ちの名が挙

げられます。ご存じのように、火事を

恐れることなく危険な屋根の上に登っ

て威勢よく纏を打ち振る鳶の若者は称

賛されてきました。当代一流の人気花

形歌舞伎役者が鳶の纏持ちに扮した錦

絵は写真-7、飛ぶように売れて役者は

ますます人気を博したようです。

　ここに掲載した錦絵はすべて神田明

神資料館が所蔵する作品の一部です。

防災意識の高揚にも密接にからむ姿を

こんなにも美しい芸術作品に仕上げて

きた文化が神社には多数収蔵されてい

ます。安藤広重の江戸名所百景シリー

ズの一つに、風光明媚な高台にあった

神田明神の境内を見事に描いた「神田

明神曙の景」写真-8という作品があり

ます。この江戸名所百景には「当時の

災害に関連する秘められたメッセージ

が籠められている」と、原信田実氏は『謎

写真-7 江戸の花気男揃・歌川芳幾 写真-8 名所江戸百景「神田明神曙の景」・歌川広重
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建築進化論者の伊東でしたが、かつて

「神社は人間の住宅ではなくして神霊の

在ます宮居である」と述べ、神社は永

久に木造であり、その精神は不変であ

ることを主張していました。

　しかし、関東大震災で1,568社の神社

が罹災し、そのうち神田神社をはじめ

約130社が焼失するという悲惨な状況
写真-10を目の当たりにすると、「神

社は火事に遇って容易に焼け失せるも

のではあっては困る」という考えがよ

うやく台頭してきました。そうした状

況を受けて、1926年（大正15・1940）

に神田神社復興会が結成され、設計顧

問には築地本願寺を設計した建築進化

論者である伊東忠太が迎えられました。

また設計監督には、明治神宮造営や日

光東照宮の修理を勤めた社寺建築の大

家である大江新太郎と、日比谷公会堂

や早稲田大学大隈講堂などの設計者と

して知られる佐藤功一という2人の優

れた建築家が就任しました。その結果、

当時の神社建築としては初の試みとし

て神田神社は、近代的な不燃耐震化に

解き広重「江戸百」』（集英社新書）に

書いています。この有名な「神田明神

曙の景」では、高台にある境内から初

日の出の曙を仰ぐ神主や巫女の姿が描

かれています。これから若水を汲み新

年を言祝ぐところなのでしょうか。こ

の絵は、なぜか静謐な時間を感じさせ

ます。よく見ると眼下に広がる黒々と

した町には生気が見られず、安政大地

震で甚大な被害を被った下町の惨状を

彷彿とさせています。さらに画面の中

央に立ち聳えて視界を遮る樹木が、来

るべき夜明の到来を阻む何らかの存在

を示しているような気もします。この

ような複雑な背景を暗示している広重

の江戸名所百景の連作には、いまだ読

み解けていないたくさんの秘められた

メッセージがあるように思われます。

またそれだけではなく、震災で疲弊し

た町から復興に向かおうとする江戸庶

民の喜怒哀楽と、やがて訪れる幕末動

乱の予兆へとつながる江戸末期の社会

の姿が巧みに描かれているとも想像さ

れています。残念なことに原信田氏の

急逝によってその詳細は未だ解明され

ていない部分もありますが、近年の北

原糸子氏（立命館大学歴史都市防災セ

ンター教授）の広範な研究によっても

その一端を伺うことができます。

　江戸時代を通じて神田明神と防災の

関係は、このように歴史的にも文化的

にも大きな流れを受け継いできました。

そしてその関係性は明治維新を迎えて

も、断絶することなく現代に至ってい

ることを引き続きご説明させていただ

きます。

　まず明治維新を迎えて、それまで徳

川将軍の庇護を受けてきた神田明神は、

明治新政府の意向で神田神社と社名を

改称しました。関東大震災で焼壊する

までの神田神社本殿は、天明２年（1782）

年に徳川幕府によって築かれた木造の

権現造社殿写真-9でした。当時同じく

関東大震災で焼壊した木造の築地本願

寺の再建で設計の任に当たった伊東忠

太は、仏教寺院であるがゆえの大胆な

古代インド風デザインと鉄筋コンクリ

ート構造を導入しました。そのような

写真-9 関東大震災以前の江戸時代の社殿 写真-10 惨タル帝都ノ災害神田明神ノ大惨状
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取り組むことが決定されました。

　その最大の特徴は、神社として当時

は画期的な鉄骨鉄筋コンクリート造の

構造を採用し、外観は伝統的な権現造

を踏襲しながら重厚な屋根のプロポー

ションを実現しました。さらにコンク

リートの上から日本で初めて総朱漆塗

装が施され、柱には木造同様の枡組が

モルタルで仕上げられ、柱と柱の間隔

はあえて狭めて木造の比例に近づけら

れています。また、内部には伝統的な

畳敷の空間に加えて、靴を履いたまま

参拝できる空間を新設し神宝や祭具調

度品、飾り金具や照明器具にいたるま

で統一したデザイン処理が施されて

1934年（昭和9）、不燃耐震化を実現し

た画期的な現在の社殿写真-11が竣工

しました。

「神社は木造に限る」という常識を覆

した神田神社の社殿は、その後1944年

（昭和19）のB29による空襲では油脂焼

夷弾を多数受けたにもかかわらず消し

止めることができ、その不燃性能の高

さを証明しました。そして敗戦によっ

て焦土と化した神田地域の中で、変わ

ることなく屹然と聳える神社の姿を仰

いだ多くの人が、復興の希望と勇気を

見出したともいわれています。この関

東大震災後の神田神社から始まった神

社の不燃耐震化は、災害が多発する都

市の神社における優れた先駆的事例と

して全国に広まり、現在では多くの都

市神社が鉄骨鉄筋コンクリート造を採

用するようになりました。

　こうした神社と防災の関係は、長い

歴史に彩られて今なお、さまざま貴重

な教訓を現代の私たちに与えてくれま

す。現代でも江戸時代の消防の伝統を

受け継ぐ江戸消防記念会の人々は、お

正月や神田祭をはじめ行事あるごとに

神社に集い、纏振りや梯子乗りや木遣

りを継承写真-12しながら江戸の防災

の心を継承しています。

　神社とは神々への信仰の場としての

存在だけでなく、こうした防災をはじ

めさまざまな日本の文化伝統の記憶装

置としての大きな役割を果たしてきた

ことも理解していただけるのではない

かと思います。新春を迎え心新たに、

初詣に神社に出掛けて敬虔な祈りを捧

げられる読者も多いことと思います。

現代の忙しい生活のなかでは、祖先か

ら継承してきた文化や伝統をついつい

軽視しがちです。最先端の文化を常に

意識することも大切なことですが、私

たちは今一度祖先から受け継いできた

歴史と伝統をしっかりと見直さなけれ

ばならない時代にさしかかっているの

ではないでしょうか。私の好きな良寛

禅師の言葉に「災難に逢う時節には災

難に逢うがよく候。死ぬ時節には死ぬ

がよく候。これはこれ災難をのがるる

妙法にて候」とあります。人間いかな

るときも覚悟をもって事に処さなけれ

ばいけないという教えでもあるかと思

います。最先端の科学や文化だけでは、

なかなか覚悟の域を深めることは難し

いと思います。新春にあたり「古典を

繙き覚悟を定める」そうした時間を今

年こそは、しっかりと持ちたいと願っ

ています。皆様の新しき年に幸多きこ

とをお祈り申し上げます。

写真-11 昭和9年竣工時の社殿 写真-12 纏（まとい）のお祓い
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