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遠隔地に建立された関東大震災の慰霊碑
−名古屋市の日泰寺・照遠寺と長野市の善光寺における調査−
武村 雅之 1)
1) 名古屋大学減災連携研究センター＊

1. はじめに
日本の自然災害史上最大の被害をもたらした
1923（大正 12）年の関東大震災に対しては多くの
慰霊碑や記念碑が残されており，近年それらの調査
が進められている．武村（2012）は東京都 23 区内
にある 260 件を調査し，また武村（2014）は横浜市
内の 119 件の調査を行っている．さらに調査範囲を
神奈川県全域に拡大し，2014 年には神奈川県中部で
125 件，2015 年には静岡県の熱海市・伊東市を含め
神奈川県西部で 170 件の調査を完了している［武
村・他（2014b，2015）
］
．調査は現在続行中で，横
浜市を除く神奈川県東部が対象地域となっている．
この他にも埼玉県さいたま市を対象に，石黒・他
（2014，2015）が調査を行っている．
これらはいずれも被災地に建立されたり，残され
たりした慰霊碑や記念碑などであるが，一方で被災
地から離れた遠隔地においても慰霊堂が建設された
り，慰霊碑が建立されたりしていることが分ってき
た．有名なものとしては，和歌山県の高野山金剛峰
寺の霊牌堂があるが，その他のものについてはあま
り知られていない．
高野山の霊牌堂は，震災当時に東京市長であった
永田秀次郎が犠牲者の慰霊のために私財をなげうっ
て奥之院に建立したもので，永田秀次郎による霊牌
堂建立の願文とその経緯については，北原（2012）
に詳しく述べられている．また近年，一万年保存を
意図して制作され霊牌堂の中に保存されていたタイ
ル製の「関東大震災殃死者名簿」の調査も行われて
いる［坂口（2014）
］
．
しかしながら，この例は，被災地の中心にいた為
政者の代表ともいうべき東京市長が，私的にとは言
え，高野山という日本を代表する寺院に慰霊堂を建
立したというもので，その意味では特別な例と言え
る．

北原（2011）によれば，震災で東京・横浜から地
方へ避難した人の数は約 100 万人とも言われ，多く
の犠牲者の遺族が地方に分散したこと，また肉親や
知人を送り出し，その結果，震災でそれらを亡くし
た人々が地方に多くいたことなどを考え合わせると，
地方から慰霊の声があがったとしても不思議ではな
い．
そのような観点から調査したところ，名古屋市の
日泰寺・照遠寺と長野市の善光寺に慰霊堂や慰霊碑
があることが分ってきた．そこで，まずは現地調査
を実施した．本稿では，周辺の関連する石碑ととも
に調査結果を報告し，建立の経緯などについても議
論する．
なお，名古屋市の結果については武村・他（2014a）
ですでに報告済みのものを再構成したものである．
2. 日泰寺と善光寺
調査結果を示す前に，慰霊堂や慰霊碑がある名古
屋市の日泰寺と長野市の善光寺についてその概要を
紹介する．ともに特定の宗派に属さない，日本では
稀な寺院である．
まず日泰寺は，名古屋市千種区にある大寺院で以
下のような特異な歴史をもっている［日泰寺
（2013）
］
．ことの起こりは，1898（明治 31）年に
イギリス人によってインドで釈迦の遺骨が発見され
るという一大事件が起こったことである．発掘調査
後インド政庁はこの遺骨を仏教国であるシャム（現
在のタイ）の王室に寄贈した．当時のシャム国王ラ
ーマ五世（チュラロンコン）は大変喜び，その一部
を同じ仏教国のセイロン，ビルマに分与された．こ
の時シャム国弁理公使稲垣満次郎は羨望に堪えず，
国王に分与を懇願した．その結果「シャム国王から
日本国民への賜物」として御真骨を下賜するという
勅諚が得られた．

＊ 〒464-8601 名古屋市千種区不老町
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図 1 日泰寺周辺の地図．A は供養堂，B は追悼碑，C は供養塔，D は橘宗一の墓

図 2 善光寺周辺の地図．A は関東震災横死塚，B は善光寺地震の地震横死塚
（地図はいずれも国土地理院による）
に仮安置し，各宗派の代表が集まって仏骨奉安の寺
そこで直ちに当時の国内仏教 13 宗 56 派の管長が

院の建立について話し合ったが，候補地を巡って意

協議し，1890（明治 33）年に大谷光演（東本願寺

見が分かれ容易に成案を得るに至らなかった．そん

法主）を正使として奉迎使節団をシャム国に派遣し

な中で名古屋市の官民一致の誘致運動が最後に功を

た．さらに国王ラーマ五世から御真骨を拝受する際

奏し，名古屋市への誘致が決まった．市民挙げての

に仏骨奉安の寺院を超宗派で建立すると約束した．

協力で現在地に十万坪の敷地が用意され， 1894（明

それを聞いた国王は完成時のご本尊にとシャム国国

治 37）年に日本とシャム（暹羅）の友好を象徴する

宝の釈迦金銅仏一体を下賜された．この仏像は現在

覚王山日暹寺（にっせんじ）が誕生した．日泰寺へ

も日泰寺のご本尊となっている．

の名前の変更は 1949 年（昭和 24）年のシャム国の
タイ王国への改名に合わせて行われたものである．

奉迎使節団の帰国後，御真骨を一旦京都の妙法院
2

地質工学，Vol.13，1-15

本願上人」は鷹司家出身の 121 世鷹司誓玉上人であ

図 1 は日泰寺周辺の地図である．境内は大きく山

る．

門・本堂・寺務所のある地域と御真骨を奉安した奉
安塔のある地域に分かれ，その周辺に諸宗派の寺院

善光寺は，日本において仏教が諸宗派に分かれる

や墓地が展開している．なお，現在は各宗派（19 宗

以前からの寺院であることから，宗派の別なく宿願

派が参加）の管長が三年交代で住職を務め，寺務も

が可能な霊場と位置づけられてきた．また女人禁制

各宗の代表者が交代で携わっている．ただし本堂北

であった旧来の仏教の中では稀な女性の救済が掲げ

側の僧堂は曹洞宗が管轄している．図 1 の黒四角で

られているのも，
「大本願」の存在があるからであろ

示す A，B，C，D が関東大震災に関するものの位置

う．なお，
「大本願上人」の菩提寺は，善光寺の南南

で，それぞれ供養堂，追悼碑，供養塔と橘宗一の墓

西約 500m にある浄土宗の西方寺である．西方寺は

である．

善光寺が火災にあった時に仮本堂としてご本尊を護

日泰寺が高々100 年余りの歴史の寺院であるのに

った歴史がある．また，代々の「大本願上人」と「大

対して，長野市の善光寺の歴史は古く，創建は仏教

勧進貫主」の御廟所は本堂の後ろにあるが，真後ろ

伝来からそれほど時を置かず西暦 644（皇極 3）年

が「大本願上人」
，少し東へずれた位置に「大勧進貫

と伝えられている［善光寺事務局（2009）
］
．

主」の御廟所がある．このことも法燈を護る中心が
「大本願」であることを表しているようである．

一方で，全国でも稀な無宗派の寺院であることは
日泰寺とよく似ている．笹本（2007）によれば，住

図 2 の黒四角で示す A が関東震災横死塚，B は

職は「大勧進貫主」と「大本願上人」の両名が務め

1847
（弘化 4）
年の善光寺地震の地震横死塚である．

るという形を取っている．善光寺そのものには僧侶
は住んでおらず，
善光寺の行事や儀式などを維持し，
宗教活動を行っているのは天台宗の「大勧進」とい
う寺院と 25 院，浄土宗の「大本願」という寺院と
14 坊である．この点は各宗派の代表者が寺務を運営
する日泰寺とどこか似たところがある．
図 2 は現在の善光寺境内の地図である．
「大勧進」
は山門の手前，駒返り橋の前から境内を囲む周回道
路の内側，大本願は仁王門の外側にそれぞれある．
「大勧進」は寺務を管理し，寄付行為を押しすすめ
る大本締めで，昔は本寺がなく，天台，真言の紆余
曲折の末，1643（寛永 20）年に東叡山寛永寺末と

図 3 日泰寺の関東大震災供養堂

なり 1869（明治 2）年以降は比叡山延暦寺に附属し
ている．一方「大本願」は，蘇我馬子の娘，尊光上
人開基と伝えられ，1199（正治元）年の法然上人参
籠のおりに，一山帰依して浄土宗となったという．
善光寺の阿弥陀信仰という法燈を護る役割を担うの
が「大本願」である．
「大勧進」の住職は「貫主」と呼ばれ，天台宗の
名刹から推挙された僧侶が務めている．これに対し
「大本願」は大寺院としては珍しい尼寺である．住
職は「尼公上人」とも呼ばれ，門跡寺院ではないが
代々公家出身者から住職を迎えている．現在の「大
図 4 供養堂の前にある由来碑
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(1) 供養堂の由来碑

3. 名古屋市の日泰寺・照遠寺の調査結果
名古屋市千種区法王町 1 丁目 1 番地の日泰寺と名

（正面）

古屋市東区東桜 2 丁目 16 番地 21 の日蓮宗照遠寺に

關東大震災惨死者遺骨

ついて調査した．日泰寺の調査は，2012 年 12 月 9

供羪堂由来記（以上題額）

日，2013 年 2 月 1 日，2013 年 3 月 12 日の 3 回行

噫 大正十二年九月一日午前十一時五十八分突

い， 1 回目と 2 回目は筆者が単独で，3 回目は北原

如として起った大震は一瞬にして関東の地を鬼

糸子氏はじめ当時の国立歴史民俗博物館のグループ

哭啾々の焦土と化した殊に最も凄愴を極めたの

と合同で行った．さらに 2014 年 3 月 2 日には筆者

は幾萬の生霊が叫喚の中に焼死したあの本所區

単独で追加調査も行っている．また照遠寺について

被服廠跡でその悲惨な状態は全く活地獄さなが

は 2013 年 11 月 28 日に筆者が調査を行った．

らの光景でありました此の時當山日暹寺では各

日泰寺は地下鉄東山線覚王山駅の北約 600m にあ

講員を動員して毎日名驛頭に派し流浪せる避難

る．また照遠寺は地下鉄東山線新栄駅北西約 300m

民を収容宿泊せしめ救済に務めたり 一方丹羽

で，いわゆる東寺町にある．先ずは，日泰寺にある

一道横地全映木村彌作堀榮七松尾順弘の諸氏及

供養堂と 2 つの慰霊碑ならびに橘宗一の墓の調査結

び不肖の六名を慰問使として現地に特派し東京

果から順次説明する．

横濱を中心に親しく数十の火葬場を弔問し多数

3.1 関東大震災供養堂

の遺骨を拾集して歸山いたしました

図 1 を見ると，本堂の北東に御釋迦様の御真骨を

爾来その遺骨は特に供養の為め鋳造された釋尊

奉る奉安塔があり，その入り口右側（A 地点）に小

の銅像と共に日暹寺の本堂に安置されてありま

さな御堂がある （図 3）
．この御堂が関東大震災の

したが本年恰も本會の創立二十週年に當り記念

犠牲者を奉る供養堂である．前に建つ由来碑（図 4）

事業として日暹寺から之れを懇請することを得

を読むとそのことが分かる．由来碑の記載を以下に

ましたので茲に供養堂を建立し永く遺霊の冥福

示す．

をお祈りする事となったのであります

図 5 日泰寺に残る萬燈會による供養堂建立の趣意書
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萬燈会会長小林藤吉が昭和 15 年 1 月付で出した

覺王山萬燈會 小林藤吉
謹で白す

趣意書が残っている（図 5）
．それによれば，建設資

（裏面）

金とすべく，
寄附金は会費として 12 円を一口とし，

覺王山萬燈会役員

一口一霊で位牌に法名を彫刻するとある．一人で数

（1 段目）

口申し込むことができ 350 口に達し次第締め切ると

會長 小林藤吉

ある．また入仏式の予定を同年 4 月とし，その際に

理事 髙橋重太郎

会員を招待すること，その後は毎月 21 日に震災犠

仝

牲者の遺骨と位牌に刻まれた会員各位の祖先の霊を

吉田富三郎

回向すると書かれている．毎月 21 日は弘法大師の

幹事 杉江榮三郎（など 5 名）

月命日にあたり日泰寺の縁日である．いまでも御堂

（2 段目）
幹事 松尾奈良松（など 5 名）

の扉を開け毎年震災の日の 9 月 1 日には供養が行わ

昭和十五年四月

れている．趣意書の最後に建設地は奉安塔前萬燈供

石寄附者／中區古渡町／堀まさ

養塔のすぐ横であると書かれている．
(2) 供養堂の内部

由来碑にあるように供養堂の建設は奉仕者詰所の

供養堂の内部は正面に由来碑にある釈迦の立像が

建設も含めて「萬燈會創立二十周年紀念事業」とし

祀られ，その後ろに寄附金に応じて祖先の法名を刻

て行われた．慰問使の一人で当時日暹寺の執事であ

んだ位牌が並んでいる（図 6，7）
．また祭壇の左側

った丹羽一道からの願いでもあったようである．

には，震災後慰問使として派遣され遺骨を収集して

図 6 犠牲者の供養に建立された釈迦像

図 8 震災直後に派遣された慰問使 6 名の写真

図 7 釈迦像の後ろに祀られた寄附者の位牌

図 9 供養堂の入仏式の際の様子と寄附者の集合写真
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きた 6 名の写真(図 8）
，右側には供養堂建設の寄附

（正面）
關東大震灾横死者追悼之碑

に応じた奉仕者の入仏式における集合写真など（図
9）が掲げられている．

永阪周題

また左側の壁には，震災の 2 年前の 1921（大正

（背面）

10）年 10 月の萬燈會創立の様子を伝える資料が掲

大正十二年十二月十二日建

げられている．供養堂を建設した萬燈會とは如何な

名古屋市東區蒲焼町青年會

る目的をもった組織であったのだろうか．

世話人町役員一同

(3) 萬燈會
供養堂のすぐ横には「覺王山萬燈會萬霊供養紀念
塔」という塔が建っている．趣意書の最後に書かれ
ている萬燈供養塔である．1921（大正 10）年 10 月
の萬燈會の創立ならびに事業達成の記念に建てられ
たもので，会長の小林藤吉はじめ理事 3 名，幹事 7
名の名前が刻まれ，由来碑に書かれている理事の髙
橋重太郎や吉田富三郎も理事として名を連ねている．
紀念塔正面のプレートには供養堂内にある萬燈會創
立の資料とほぼ同じ内容のことが刻まれている．
それらを要約すると，釈尊の遺骨を奉安する覚王
山日暹寺は，創立以来境内の内外に各宗寺院が移転
し，弘法大師を祀る八十八ケ所も整備され，参詣の
人も年々増加し日々数千また万に達するようになっ

図 10 日泰寺にある関東大震災横死者追悼之碑

た．これに応じて電車は門頭まで通じ道路もすこぶ
る改善されたが，惜しむべきは境内に燈火の設備が
不十分で，夜間の参詣者に不自由を与えていること
であった．大正 10 年ころ日暹寺以東は電燈の設備
がなく，
人家や寺はランプを使用する状況であった．
そこで小林藤吉が発起人となって，1 万 5 千有余名
の賛同者を得て萬燈會を組織して，山内に電燈を施
すようにした．その事業達成を記念して釈尊宝塔の
下に建てられたのが先の「覺王山萬燈會萬霊供養紀
念塔」である．
このように萬燈會は日暹寺を愛し，山内に電燈の
普及を図るために創設された一般信徒の組織である．
3.2 関東大震災横死者追悼之碑
奉安塔の裏の千種区月ヶ丘一丁目にあたる住宅地
に面した一角に，
一つ目の慰霊碑がある
（図 1 の B）
．
八十八ケ所巡りの札所に見立てた祠が集まっている
場所で，敷地の中に多くの石碑が建ち，そのうちの
最も西の外れにあるのが関東大震災の慰霊碑である．
図 10 に正面，図 11 に背面の写真を示す．碑文は以
下のとおりである．

6
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灾は災と同じである．建立の日は地震が発生した

（左側面）

9 月 1 日から数えるとほぼ 100 日目にあたり，百カ

大正十五年八月廿一日建之

日法要に合わせて建てられたものと思われる．

（裏面）

背面には東区蒲焼町の文字が見える．蒲焼町は現

世話人

在の中区錦三丁目にあたり，地元青年会が主体とな

（1 段目）

って建てられた慰霊碑のようである．次に説明する

中区裏門前町一丁目 永田茂次郎

「関東大震災惨死者供養塔」との関連性については

仝 西日置町出先

水野金次郎

よく分からないが，同碑の世話人や寄附者の出身町

西区花車町

浅井鉄工所

に東区蒲焼町は含まれておらず，両者は独立に建立

中区裏門前町一丁目 永田安次郎

されたものと見られる．

東区筒井町

山内鐵工場

南区熱田田中町

高田為次郎

備された．そのことを伝える同年 6 月 6 日の朝日新

イセ 桑名

近藤榮吉

聞によれば，石碑は元々隣接する千種区南ケ丘二丁

中区西川端町三丁目 榮田尊吉

石碑は 1988（昭和 63）年 4 月下旬に現在地に整

目の路傍に半ば埋まって倒れていた．それを知った

（2 段目）

当時の日本福祉大学講師であった小出裕氏と錦三丁

中区米野町

目の住民が，日泰寺に働きかけて現在地に再建立し

発起人 青山金次郎

たものである．碑は 1959（昭和 34）年の伊勢湾台

牛田丑次郎

岡崎市 石匠 宇野真太郎

風の時に倒れ，以来そのままになっていたというこ

（右側面）

とで，その時点ですでに建立の由来は分からなくな

寄附者

っていた．

（3 段に渡り 8 名ずつ計 24 名の住所・氏名を記載）

表題の揮毫者である永阪周は本名永坂周二，号を
石埭（せきたい）という名古屋出身の漢詩人・書家

世話人の住所を現在の住所と対応させると，中区

である．医師の家系で医師を業として東京で活躍し

裏門前町一丁目は現在の上前津 1-2 丁目，門前町・

たが，
晩年名古屋に戻ってもっぱら文墨に親しんだ．

橘 1-2 丁目，中区西日置町出先は現在中川区， 西区

1924（大正 13）年に 80 歳で没しており，その直前

花車町は現在中村区名駅 1-5 丁目，東区筒井町は現

にこの碑の表題を表したことになる．
この他にも，同じ敷地にある大正 12 年 4 月建立
の「岡本多喜子壽碑」と題する碑の書や大正 6 年 4
月建立の筝曲の「小松檢校頌徳碑」の撰文並びに書
も永阪周によるものである．また大正 8 年に亡くな
った消防組の「鳶頭 森鍬次郎碑」と題する墓地内
の石碑の表題も永阪周であることを見つけた．晩年
多くの石碑の書や撰文を手掛けた人物であることが
分かった．
3.3 関東大震災惨死者供養塔
もう一つの慰霊碑は，地下鉄自由が丘駅のすぐ近
く，日泰寺墓地内の名古屋商業高校に隣接するとこ
ろ（図 1 の C 地点）にある．高さ 3m にもなる大き
なものである（図 12）
．刻まれている事項は以下の
とおりである．
（正面）
図 12 日泰寺の関東大震災惨死者供養塔

大正十二年九月一日
関東大震災惨死者供養塔
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(1) 甘粕事件と橘宗一

在も変わらず，
南区熱田田中町は現在熱田区田中町，

被害者の橘宗一（むねかず）は，1917（大正 6）

中区西川端町三丁目は金山 1-5 丁目，中区米野町は
現在中村区に属している．桑名の 1 名を除きいずれ

年にアメリカ移民で貿易商の橘惣三郎とアナーキス

も名古屋市内のかなり広い範囲の人が世話人となっ

トとして有名な大杉栄の妹あやめとの間に長男とし

ている．寄附者についても横浜市磯子町の一人を除

て生まれた．
宗一は関東大震災の際にたまたま母と共に日本に

いて，いずれも当時の名古屋市の中区，西区，東区

帰国していた．事件の日の 9 月 16 日は鶴見の叔父

の人々である．
寄附者の出身町を全て列挙すると，中区丸太町五

勇一（大杉栄の弟）のところにいた．そこへ震災で

丁目，正木町六区，松島町，裏門前町三丁目，元田

消息が分からなくなった弟と宗一の消息を訪ねて大

町五丁目，西須崎町，西日置町出先，大池町一丁目，

杉栄と伊藤野枝夫妻が訪れた．大杉らは勇一一家の

東区水筒先町，車道東町，水筒先町，筒井町，西区

無事を確かめ，ここは不自由だからと宗一を連れて

小田原町一丁目，花車町，児玉町，中区裏門前町一

自宅に戻ることにした．当時大杉は豊多摩郡淀橋町

丁目，松元町，横浜市磯子町，中区門前町四丁目，

柏木（現在の新宿区柏木）にあって大した被害もな

西川端町五丁目，裏門前町二丁目，西日置町出先で

かったのである．ところが 3 人が大杉の自宅近くま

ある．

で戻ったところを憲兵隊の甘粕大尉らに連行され殺

先に紹介した追悼碑やこの供養塔の由来について， 害された．いわゆる甘粕事件である．大杉と伊藤が
本堂横の寺務所で伺ったか，資料もなく碑文の情報

惨殺され当時満 6 歳の宗一は口封じのために殺され

以外には分らないとのことであった．供養堂の由来

たのである．
随筆家の内田魯庵は大杉と親しく直前の大杉夫妻

碑にもあったように名古屋駅の駅頭などで避難民の

の日常を「最後の大杉」という一文に残している［内

救護に当たった人々による建立であろうか．

田魯庵（1994）
］
．大杉は震災後原稿書きもままなら
3.4 橘宗一の墓

ないので，運動がてら日に何度となく子供を乳母車

日泰寺には，この他に関東大震災の混乱の中で非

に乗せて近所を歩きまわり，晩は夜警にもでていた

道な大人によって殺された罪もない少年の死を悼む

という．野枝とともにごく普通の家庭生活を送って

墓碑がある．いわゆる甘粕事件の犠牲者である．

いたのである．また誰かが「革命というのはこんな
ときにやるんじゃないか」と言ったところ，
「どさく
さまぎれにどたどたやるのが革命じゃないんだ．多
くの人が右往左往しているときに変なことをしてな

.
図 13 日泰寺にある橘宗一の墓

図 14 事件のいきさつが書かれた墓碑の裏面上部
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お困らせてはいけないんだ．
」と答えたという［橘宗
一少年の墓碑保存会（1985）
］
．
墓碑は父親の橘惣三郎が，宗一が満 10 歳になる
はずの年に建立したものである．墓碑の正面を図 13，
背面上部を図 14 に示す．
(2) 墓碑の記載
（正面）
Mr. M.Tachibana／Born in Portland Org.／12th
4.1917.USA（題額）
吾人は
須らく愛に生べし
愛は神なればなり
橘 宗一
（背面）
図 15 橘宗一（満 4 歳）の写真

宗一（八才）ハ
再渡日中東

［橘宗一少年の墓碑保存会(1985)］

京大震災ノ

(3) 建立後の墓碑

サイ大正十二年

墓碑は宗一惨殺の 4 年後に建立されたがその後の

（一九二三年）九月十六

時代背景もあり，
人知れず草むらに放置されていた．

日ノ夜大杉栄

日泰寺に近い団地にお住まいだった西本令子さんが

野枝ト共ニ犬

たまたま自宅近くを犬と散歩している途中で見つけ，

共ニ虐殺サル

朝日新聞の「ひととき」欄に投書し，1972（昭和

Build at 12th 4.1927 by S.Tachibana

47）年 9 月 13 日に掲載されたのが再び世に知られ

（以上上部）

るようになったきっかけだった［橘宗一少年の墓碑

なでし子を

保存会（1985）
］
．

夜半（よわ）の嵐に

それを読んだ当時婦選会館で活動していた児玉勝

た折られて

子や社会主義運動の開拓者として有名な堺利彦の一

あやめもわかぬ

人娘の近藤真柄をはじめ，大杉に縁の人や名古屋で

ものとなりけり

人権問題に係わっている人，さらには愛知県出身の

橘 惣三郎

市川房枝や婦選会館の人々など多くが協力して「橘

（以上下部）

宗一少年墓碑保存会」が設立され，日泰寺内に墓地
が整備された．その結果，1975（昭和 50）年 9 月
15 日に初の墓前祭がおこなわれ，現在でも毎年保存

この歌の「なでし子」は，花の「なでしこ」と「愛

会によって墓前祭が続けられている．

する子」との掛詞．
「あやめもわかぬ」は，
「はっき
りと分らない」それほどの酷い状態だったというこ

3.5 照遠寺の慰霊碑

とと，宗一の母の名前「あやめ」との掛詞である．

日泰寺以外にも，名古屋市内に関東大震災の慰霊

最愛の我が子を理不尽にも失った無念さが碑文か

碑のある寺がある．日蓮宗照遠寺である．

らにじみ出ていて，前に立つと誰しも胸がつまる墓

照遠寺は 1610（慶長 15）年の清州越しで名古屋

碑である．なお碑文では亡くなった時の宗一の歳を
8 歳と記しているが，正しくは満 6 歳と 5 か月で数

に移った寺で，
名古屋城下を防備するための西，
南，

え年でも 7 歳である．父親が最愛の子の歳を間違え

東に建設された寺町のうち東寺町の寺院の一つであ
る．東寺町はほぼ南北に禅寺町筋と法華寺町筋が伸

るとも思えないが，時が流れても心の動揺は隠せぬ

び，法華寺町筋の西側に位置する比較的寺域が広め

ものだったのだろうか．
図 15 は宗一の写真である．
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の寺の一つが照遠寺であった．
尾張七代藩主徳川宗春に葵の御紋を許されるなど
尾張藩の庇護を受けた．1853（嘉永 6）年の火災後
再建，さらには 1891（明治 24）年 10 月 28 日の濃
尾地震で鐘楼大破などの被害を受けたが修繕され，
関東大震災の時でも正面に祖師堂を仰ぐ大きな寺で
あった．現住職（30 世）の話では，幸い第二次世界
大戦の空襲は免れたが，1959（昭和 34）年の伊勢
湾台風で祖師堂などが倒壊し，再建のために敷地の
一部を売却して祖師堂跡に現在の本堂が再建された
という．
現在は山門（図 16）を入ると正面に本堂があり，
その左側に 2 つの小さな震災の慰霊碑が建っている

図 16 照遠寺の山門

（図 17）
．左側が関東大震災，右側は濃尾震災の慰
霊碑である．
(1) 関東大震災の慰霊碑
（正面） 関東大震災横死者之霊
（背面） 當山嗣法日極代
（右側面）
大正十二年九月一日於関東千古未曾有ノ大震
火災起リ横死者実ニ十有余万ニ及ブ其惨状極
マレリ此ノ精

ヲ永ク為吊聊カナル碑ヲ茲ニ

建立ス
供養主 町内
図 17 関東大震災（左）と濃尾震災（右）の慰霊

役員／青年團／各寺院
は霊，吊は弔と同じ．
「精霊を永く弔うためいさ
さかなる碑を茲に建立する」という意味であろう．

4. 長野市善光寺の調査結果

供養碑の由来など住職にお伺いしたが詳細は不明で

長野市長野元善町 491 番地の善光寺について調査

ある．日極は先々代のことで 28 世である．

した．調査は 2015 年 7 月 23 日，24 日に行った．

(2) 濃尾震災の慰霊碑

善光寺は JR 長野駅から中央通りに沿って北へ約

（正面） 震災死亡霊魂紀念碑

2km 余り行ったところにある．図 2 にあるように関

（背面） 明治廿四年十一月十五日 小○○○○

東震災横死塚（A）は境内の北西隅の忠霊殿の横に
ある．また 1847（弘化 4）年の善光寺地震の地震横

建立者とみられる 5 文字（○）は背後の隙間が狭

死塚（B）が寺務所の横にあるので，比較のために

く完全には読めない．関東大震災の慰霊碑には供養

こちらも調査した．また B の位置にはやはり善光寺

主として，町内の役員と青年団，さらには各寺院と

地震に関連して「一字一石供養塔」という石塔も建

書かれており，少なくとも東寺町の寺院がこぞって

っている．

建立に協力したものと思われる．
後で述べるように，

4.1 関東大震災横死塚

関東大震災直後の避難民の受け入れに寺院が大いに

塚は宝篋印塔として建立されている（図 18）
．小

協力したという資料があり，そのことからして，東

林（1977）によれば，宝篋印塔の総高さは 400cm

寺町にもかなりの避難民が来たことが想像され，そ

で台座巾は 215cm である．碑文は以下のように刻

れらの人々への同情が慰霊碑建立のきっかけになっ

まれている．

たのかもしれない．
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（台座正面）

前に建った「地震塚」の石碑によれば，1996（平成

関東震災横死塚

9）年に善光寺地震 150 周忌供養の際に改葬された

（台座背面）

と書かれている．横死塚に刻まれた碑文は以下の通

大正十二年／九月一日

りである．

関東大／震災横／死者／分骨

（台座正面）

大正十五年／六月

地震横死塚

善光寺／建之

（台座左面）

（下台座背面）

世話人

上水内郡／若槻村／字吉村

當國上田真田村／白山寺義門

石工／田中市太郎

同上田横町／宗吽寺覺賢
當所／山崎文冲
當國上田房山村／橋詰三平

塔身部の四面には，金剛界四仏である阿閦・宝生・
阿弥陀・不空成就の 4 如来を表す梵字による種字が

（台座背面）

書かれている．横死塚は，1926（大正 15）年 6 月

世話方

に犠牲者の分骨を納めて善光寺によって建立された

當所長野町／久五郎

ことが分かる．なお，上水内郡若槻村字吉村は石工

石工／吉左衛門／鳶頭／常八

の出身地である．若槻村は当時の長野市の北に隣接

弘化四年歳次丁未三月廿四日

する村で，現在は長野市の一部となっている．

（台座右面）
發願主／當國上田住／土屋仁輔／徳昆／建之

参考のために記載すると，震災前後の「大勧進」
の貫主は 93 世大僧正晃純（在位：明治 41 年 10 月
27 日−大正 13 年 3 月 1 日）と 94 世大僧正寂曉（大

善光寺事務局（2009）によれば，善光寺地震で亡

正 13 年 3 月 1 日−昭和 17 年 5 月）である．また「大

くなった人びとを供養するために，上田の豪商であ

本願」の尼公上人は第 119 世大宮智栄（大正元年 10

る土屋仁輔が発願者となり建立し，2500 余人の遺骨

月 29 日−昭和 36 年 10 月 6 日）であった．本堂裏

が埋葬されたものである．

手の御廟所の墓碑でいずれも確認できる．大宮智栄
4.3 一字一石供養塔

上人は大宮以季子爵の息女である．

善光寺地震の横死塚の右横にはもう一つの石碑が
建っている（図 20）
．碑文は以下の通りである．

4.2 善光寺地震横死塚
小林
（1977）
によれば，
宝篋印塔の総高さは 410cm

（正面）

で関東震災横死塚とほぼ同じである（図 19）
．近年，

奉書寫

大乗妙典／阿彌陀經／光明真言一字一石供養塔

.
図 18 善光寺にある関東震災横死塚

図 19 善光寺地震の地震横死塚
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ある．図 21 は台座正面の比較であるが，字体まで
そっくりである．また，背面に石工の名前や地震発
生年月日が書かれているのもよく似ている．建立者
については，関東大震災では，背面の最後に「善光
寺建之」と書かれているが，善光寺地震の方では世
話方や世話人を刻む必要があり，また建立者が民間
人の土屋仁輔であり，出身地などを刻む必要もあっ
たことなどから，右側面に回り込んで発願者として
名前が刻まれている．図 22 はその部分の比較であ
る．
塔身の四面に刻まれた種字もまったく同じである．
小林（1977）には改葬前の善光寺地震の地震横死塚
の写真があるが，関東震災横死塚の前にある香炉と

図 20 地震横死塚の隣にある一字一石供養塔

同型の香炉も写っている．以上のことから，関東大
震災の横死塚の建立に際し，善光寺地震の横死塚が

（左面）

手本とされたことはほぼ間違いない．

右書寫旨趣者擬弘化四年變災横死

関東大震災の横死塚の由緒について情報を集める

靈魂往生極樂證大菩提資糧者也

べく，忠霊殿でうかがったところ分る方がおられず

弘化五年戊申二月

寺務所を紹介された．寺務所を訪れ資料を探してい

別當大勸進現住大佛頂院權僧正山海敬白

ただいたが，本稿で引用している小林（1977）以上

（右面）

のことは分からなかった．碑文にあるように建立者

随喜書寫法華経壹部 院内緇素等

は善光寺であり，善光寺地震の際に一山をあげて犠
牲者を供養したように，関東大震災に際しても同様

地震の翌年 1948（弘化 5）年に「大勧進」の山海

のことが行われたのだろうか．

僧正など一山の僧侶はもとより僧俗一体となって，

長野市教育会によって 1930 年に発行された『善

死者の霊を弔うために経文の一字一字を一石一石に

光寺小誌』によれば，忠霊殿の説明として，
「日清，

書写してここに埋めて建立された供養塔である．

日露，
日獨戰役の戰死者靈及び關東震災諸靈を祀る．
」
と書かれている．忠霊殿は 1906（明治 39）年に創

4.4 比較と建立の経緯

建され，1970（昭和 45）年に現在の姿に改築され

図 18 と図 19 からも分るように，関東大震災の横

ており，以前は関東大震災の犠牲者の慰霊にも係っ

死塚は形状からして善光寺地震の横死塚と瓜二つで

ていたと推察される．
一方最近の
『信州善光寺案内』

図 21 関東震災横死塚（左）と善光寺地震の地震横死塚（右）の台座正面の記載比較
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図 22 関東震災横死塚（左）と善光寺地震の地震横死塚（右）の建立者の記載の比較
察を加えることにする．

［善光寺事務所（2009）
］では，日本忠霊殿・善
光寺史料館の説明として「戊辰戦争から第二次世界

『大正震災志』下巻［内務省社会局（1926）
］に

大戦までに亡くなられた 240 万余柱の英霊が祀られ

は，関東大震災時の全国の府県の対応状況がまとめ

ていて，御本尊は善光寺如来様の分身仏です．
」とあ

られている．それによれば，愛知県は，9 月 2 日午

るだけで，関東大震災のことは忘れられたようにど

前 2 時日本電報通信社名古屋支局員より大震災の情

こにも書かれていない．

報を得たのを始まりに，官民挙げての対応に立ちあ

関東大震災の供養塔には，
善光寺地震と同様に
「横

がった．その結果，9 月 5 日には愛知県知事，名古

死塚」と書かれており，また宝篋印塔であることか

屋市長，商業会議所会頭，県農会長などを中心に県

ら，おそらくその場に遺骨が埋葬されたものと思わ

下各階の代表者や有力者数百名に働きかけて愛知県

れる．また遺骨が分骨されたものであるということ

救済会を発足させ救援にあたっている．
一方，県内への避難民は 9 月 4 日午後 4 時に名古

は，碑文に記載されている通りである．
関東大震災では東京や横浜を中心に大量に死者が

屋駅に到着した 300 名を最初に，9 月 30 日までに

出たため，
それらはそれぞれの地域で荼毘に伏され，

総計で 15 万 742 人に達したと記載されている．内

個人の判別も難しかった．このため遺族の求めに応

訳は名古屋駅 14 万 2523 人，熱田駅 572 人，千種

じて分骨された場合も多い．例えば，最も多くの犠

駅 5064 人，大曾根駅 1494 人，名古屋港 1819 人で

牲者が荼毘に伏された東京本所の被服廠跡では，東

ある．北原（2011）は愛知県公文書館の「震災関係

京市が大正 14 年 3 月まで遺族や縁者の求めに応じ

書類」から通過者も含めて 11 万 3001 人という数字

て分骨を行ったという記録がある［東京震災記念事

を示している．いずれにしても大量の避難民が押し

業協会清算事務所（1932）
］
．また，先に述べたよう

寄せたことは間違いない．これに対して青年団，在

に，日泰寺の慰霊堂に納められた遺骨も，慰問使 6

郷軍人会，婦人会，信仰団体，社会事業団体などが

名が東京横浜を中心に数十の火葬場を弔問し多数の

救護にあたった．

遺骨を拾集して帰山した結果であると記されている．

当初避難者に対し名古屋市は取りあえず名古屋駅

このような状況を考えると，善光寺でも遺族や関係

前広場に大天幕を張って応急宿舎にしたが，その増

者の要望に沿って供養のために分骨を受け入れたと

加にとても追いつけなかった．そのことを耳にした

して不思議ではない．

寺院，教会，富豪はもとより貧者の一燈でも一人で
も二人でも宿泊させたいと申し出るものがあり，県

5. 考察

市の救護活動上多大の便宜を得たと『大正震災志』

名古屋市の日泰寺や照遠寺の慰霊碑と長野市善光

下巻は記している．さらに同誌はこれを「同情心の

寺の横死塚の由来については，現状，これ以上の情

翕然」 と述べている．
「翕然」
（きゅうぜん）とは「多

報はなく，
あくまで推測の域を出ない部分が多いが，

くのものが一つに集まり合う」
ことを言い，
まさに，

震災後の避難者の動向などを整理しながらさらに考

同情心の「翕然」が日泰寺や照然寺の慰霊碑建立に
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言われている．その背景には，震災記念堂はあくま

繋がったのではないかと考えられる．
一方，国は震災後の 11 月 15 日に，全国一斉に国

で無宗教の施設であり，犠牲者の御霊を阿弥陀様の

勢調査並の震災罹災者人口調査を行っている．北原

下で安らかに眠らせてあげたいと言う残された人々

（2012）は，その結果を引用して各県毎の罹災者の

の思いがあったと言われている［武村（2012）
］
．善

現存数をまとめている．それによれば愛知県では 2

光寺の関東震災横死塚建立の由来を示唆する事例で

万 3118 人の罹災者がこの時点でまだ親戚，知人や

ある．

なんらかの伝手のある場所に避難していたことが分

以上のような震災後の様々な経緯を踏まえて，善

る．このような人々の中には，肉親，知人を震災で

光寺が建立した関東震災横死塚の由来を考える必要

失い，自らも負傷していた人も少なくない．

がある．

これに対して，長野県は地震による直接の被害も

最後に，横死塚の記載から建立された日付が 1926

多少あったが，9 月 1 日午後 5 時に信越線の乗客か

（大正 15）年 6 月であることから，その日付前後の

ら東京方面における大震災の情報が入るやいなやた

信濃毎日新聞に何らかの関連情報を含む記事がない

だちに救援活動を開始した．その様子は『大正震災

かと調べたが，有効な情報を得ることができなかっ

志』下巻だけではなく『長野県震災誌』［長野県

たことを付記しておく．

（1929）
］としてもまとめられている．震災当初，
6. おわりに

東京方面から地方への連絡は，信越線と東北線のみ
であったため，大量の避難民が押し寄せ，特に中央

震災による犠牲者の慰霊碑や記念碑は被災地にあ

線への乗り継ぎ駅であった篠ノ井駅では 9 月 4 日か

るものと思い込んでいた筆者にとっては，被災地か

ら 9 月 17 日の間に 5 万 7440 人に達した［北原

ら離れた名古屋市や長野市に慰霊碑があること自体

（2011）
］
．また，各駅で医療救護を受けた人は 2 万

驚きであった．本文でも述べたように，建立の由来

8300 人に達した［長野県（1929）
］ ．

については，解き明かされていない部分が多く，本

また，愛知県同様 11 月 15 日現在の罹災者現存数

稿での報告は甚だ不十分なものであると言わざるを

を見ると，1 万 9744 人と依然かなりの数にのぼっ

得ない．しかしながらその分，筆者が震災における

ていることも分る［北原（2012）
］
．
『長野市誌』第

救援・救済の在り方や広域避難の課題などを広く知

14 巻［長野市誌編纂委員会（2002）
］には，長野市

るきっかけとなったことも事実である．

における震災罹災者人口調査結果が掲載されており，

調査結果を元に，筆者が所属する名古屋大学減災

それによれば，11 月 15 日時点で，東京，横浜など

連携研究センターでは，2015 年 8 月 26 日〜9 月 26

から逃れてきた罹災者の現存数は 1888 人で，彼ら

日まで，
「東海地方における関東大震災の記録」と題

が震災で亡くした家族数は 65 人である．長野県全

して，名古屋市の日泰寺における慰霊堂や慰霊碑の

体の現存罹災者が同様の比率で家族を亡くしていた

紹介を含む企画展示が行われた．名古屋市民を始め

とすれば，
その数は 700 人近くになる．
これらの人々

全ての来館者に，地震防災に関する新しい視点を提

が死亡した家族の“しるし”として分骨を受け，善光

供できたのではないかと思う．

寺に納めた可能性も考えられる．また，善光寺は全

そのような中で，関東大震災当時，名古屋市では

国に多くの信徒を持つ有名寺院であり，長野県への

1891（明治 24）年の濃尾地震，長野市では 1847（弘

避難者だけではなく，全国各地の罹災者から家族や

化 2）年の善光寺地震の記憶がまだ鮮明であったこ

肉親の遺骨が寄せられたということも考えられる．

とも，慰霊碑建立に何らかの影響を及ぼしたのでは
ないかということも考えた．

武村（2012）によれば，東京本所の被服廠跡に建
つ東京都慰霊堂の近くに浄土宗回向院があり，そこ

調査に際して多くの方々に，情報提供をはじめご

に建つ万人塚と呼ばれる慰霊碑には，
1657
（明暦 3）

協力いただいた．まず，日泰寺に関東大震災の慰霊

年の明暦の大火以来，江戸で地震や大火などで非業

堂があることは 1944（昭和 19）年の東南海地震の

の最期を遂げた横死者の遺骨が納められている．関

三菱重工道徳工場の慰霊碑に関連して知り合いにな

東大震災の際にも，遺族や縁者の要望に応えて被

った市内在住の高橋信氏から教えていただいた．調

服廠跡に建つ震災記念堂（のちの東京都慰霊堂）か

査の過程で，北原糸子氏の日泰寺への取り計らいで

ら，分骨された遺骨の多くが万人塚に納められたと

慰霊堂の内部を見ることができた．また，照遠寺の
14
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20）内田魯庵，1994，新編思い出す人々（紅野敏郎編集）
，岩波文庫，

慰霊碑については，応用地質（株）の小山彰氏と宮

437pp

尾浩一氏から情報をいただいた．さらに善光寺に慰

21） 善光寺事務局，2009，信州善光寺案内，しなのき書房，131pp

霊碑があることは，京都大学大学院人間・環境学研
究科の加藤護氏より教えていただいた．調査に際し
ては，日泰寺ならびに善光寺の関係各位に大変お世
話になった．これらの方々に心より感謝申し上げま
す．本研究の一部は JSPS KAKENHI 25350496
の助成を受けて行ったものである．
参考文献
1） 石黒喬大，新井賢一，他，2014，埼玉県さいたま市に残る 1923
年関東地震に関する石碑，歴史地震，第 29 号，111-128
2） 石黒喬大，新井賢一，他，2015，埼玉県さいたま市に残る 1923
年関東地震に関する石碑その 2， 歴史地震，第 30 号，139-148
3） 北原糸子，2011，関東大震災の避難民-地方の行政資料から，災
害復興研究，Vol.13，141-165
4）北原糸子，2012，関東大震災における避難者の動向−「震災死亡
調査票」の分析を通して，災害復興研究，Vol.14，43-51
5）小林斎，1977，善光寺之碑文集，長野郷土誌研究会，146pp
6）長野県，1929，長野県震災誌（関東震災と長野県）,582pp
7）長野市教育会，1930，善光寺小誌，大正堂書店，108pp
8）長野市誌編纂委員会，
2002，
長野市誌第 14 巻資料編近現代，
887pp
9） 内務省社会局，1926，大正震災志下巻，836pp
10）日泰寺，2013，覚王山日泰寺略記（パンフレット）
11）坂口英伸，2014，
「関東震災殃死名簿」の一万年保存計画，東京
大学文学部・大学院人文社会系研究科第 25 回研究会資料.
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/CR/acr/kenkyukai/kenkyukai25.html
12） 笹本正治，2007，善光寺の不思議と伝説，一草舎出版，330pp
13）橘宗一少年の墓碑保存会，1985，九月は苦の月-橘宗一少年の墓
碑保存運動の十年，40pp
14）武村雅之，2012，関東大震災を歩く-現代に生きる災害の記憶，
吉川弘文館，328pp
15）武村雅之，2014，横浜市における関東大震災の慰霊碑・記念碑・
遺構，横浜市都市発展記念館紀要，No.10，2-53
16）武村雅之，小山彰，宮尾浩一，2014a，名古屋市における関東大
震災の記念碑の調査−日泰寺の慰霊堂と慰霊碑の由来を主に，中
部「歴史地震」研究年報，第 2 号，61-70
17）武村雅之，都築充雄，虎谷健司，2014b，神奈川県における関東
大震災の慰霊碑・記念碑・遺構（その 1

県中部編），JSPS

KAKENHI 25350496 報告書，100pp
18）武村雅之，都築充雄，虎谷健司，2015，神奈川県における関東
大震災の慰霊碑・記念碑・遺構（その 2 県西部編（熱海・伊東
も含む）
，JSPS KAKENHI 25350496 報告書，148pp
19）東京震災記念事業協会清算事務所，1932，被服廠跡，436pp

15

