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“Inexpressible” Conceptions 

about Disasters

In Japanese classical literature, there is 

almost no work which pays significant 

attention to disasters. However, the 13
th

century text Hojoki by Kamo no Chomei 

depicts five serious disasters which occurred 

in the last stage of the Heian period, and is 

therefore a form of disaster literature that 

was a departure in the Japanese tradition. 

Pre-modern people understood disaster as 

the result of an entity that exceeds human 

intelligence becoming angry and inflicting 

suffering on a mass scale. They engaged in 

fortune-telling in order to discover the cause 

of such disasters. They attempted to calm 

the superhuman entity, thereby ameliorating 

the effects of a given disaster. These are the 

core elements of the conception of disaster 

in Japanese classical literature. Hojoki

however is different, as it does not 

understand disaster in terms of supernatural 

causality. Kamo no Chomei said that a disaster 

is “a Fushigi”, which is a mysterious 

phenomenon. People cannot explain “Fushigi” 

by means of language, but he made this 

attempt. Through his efforts, Hojoki became an 

iconic classical text, and the prototype of the 

more modern Japanese conception of disaster.
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1 災害観の原型としての�方丈記�

災害列島という言葉がある。その地理的

条件から、地震·豪雨·台風·火山噴火な

ど、様々な自然災害に見舞われてきた歴史を

持つ日本を端的に表現する言葉である。この

10年ほどで考えても、2011年3月の東日本大

震災、2014年9月の御嶽山噴火、2016年4月の

熊本地震、2017年9月の九州北部豪雨、2018

年7月の西日本豪雨、同年9月の北海道胆振東

部地震、2020年7月の熊本豪雨など、数多く

の自然災害が発生している。

とはいえ、日本の古典文学においては、

災害を注視した文学作品というのはほとん

ど存在しない。もちろん、日記や古記録に

あらわれる災害は多い。しかし、災害を素

材として、災害そのものを叙述しようとい

う作品は、なかなか見当たらないのであ

る。

そのような文学史において異彩を放つ作

品が、建暦2年(1212)に成立した鴨長明の�方

丈記�である。わずか10,000字にも満たない

小品であるが、その半分ほどは｢五大災厄｣

と呼ばれる平安時代末期に起きた五つの災害

──安元の大火·治承の辻風·福原遷都·養

和の飢饉·元暦の大地震──を叙述すること

に費やされる。

日 本 文 学 研 究 者 の ド ナ ル ド ·キ ー ン

(1922~2019)は、東日本大震災の翌年、｢日本

文学の中に一体どれほど災害を記録した文

学、小説があったかを調べてみる｣と、｢長

い歴史の中で、�方丈記�しかないと思える
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ほど、とても少ない｣と語ったが
1
、まさし

くその通りだろう。そして、この珍しい｢災

害を記録した文学｣は、成立以後、火事や地

震といった災害の度に読み返され、再生す

ることになる。1923年の関東大震災では、

知識人たちが�方丈記�を引き合いに出して地

震を語り、芥川賞作家である堀田善衞は1945

年の東京大空襲をはじめとする戦中の体験か

ら�方丈記�中に描かれる災厄を思い起こし

て、後に�方丈記私記�(1971年)という長編

エッセイを刊行する。2011年の東日本大震

災では、本震直後3月12日の日本経済新聞を

皮切りに、�方丈記�の｢元暦の大地震｣を引用

した多くの叙述が様々な媒体において展開

した。

このような�方丈記�のあり方を見事に指

摘したのは、｢�方丈記�はわれわれの災害時

における反応の原型を用意した｣という三木

紀人の言
2
だろう。上記のような�方丈記�の

受容と再生は、私たちが多かれ少なかれ、

�方丈記�の叙述に寄り添いながら今現在の災

害を理解·咀嚼しようとしていることを示

している。ならば、私たちの災害観の一端

は、�方丈記�によって形成されていると

いっても差し支えあるまい。それほどの力

(魅力)を持つ�方丈記�の災害叙述は、いかな

る特徴を持つのだろうか。

2 災害の因果律

少し遠回りとなるが、いったん�方丈記�

1ドナルド·キーン｢叙情詩となって蘇る｣(�朝日新聞�

2012年1月1日, 朝刊)。

2 三木紀人｢転換期の文学精神──火の記憶と形象、そ

のさまざま｣(�解釈と鑑賞�別冊�口座日本文学 平家物

語下�至文堂, 1978.3), pp.112-133.

の外で災害を考えてみたい。あらゆる事象

は何らかの原因から必然的に生じる結果──

そのような原理を因果律というが、自然災害

も因果律の内にあると私たちは考えている

はずだ。例えば、地震は、科学的に分析す

れば、地球内部で急激な動きが起こるとい

う因を持ち、そこから地震波が発して地表面

に伝わった現象すなわち果ということにな

る。急激な動き(因)としては、火山活動や断

層の動きといったものが著名だろう。現代

は、科学技術の発達によって、因をある程度

観測し、果を予測することが可能だが、前近

代においては、先に現れるのは何らかの事

象(果)であり、その具体的な有り様から事象

を生じさせる因を探すという順番であった

ろう。そして、その｢因｣は、しばしば、人

知を超えた存在として認識されていた。

�平家物語�巻一｢内裏炎上｣を見てみよ

う。この段は、�方丈記�五大災厄の第一でも

ある安元の大火(安元3年<1177>4月28日の夜

半に出火し、左京の3分の1を焼いた大火災)

を記すものだが、その直前の4月13日、延暦

寺の大衆が日吉神社の神輿をかついで洛中に

乱入、その神輿に武士たちが矢を射立てたこ

とで闘諍が起き、多くの死傷者が出るとい

う前代未聞の事件が出来した。�平家物語�

は、大火(果)の因をこの事件に求め、｢霊神

怒をなせば、災害岐
(ちまた)

にみつといへり｣という

文言を記す
3
。これは、�貞観政要�君導篇の

｢夫事無可観、則人怨神怒。人怨神怒、則災

害必生｣(夫れ事観るべき無ければ、人怨み神

怒る。人怨み神怒れば、則ち災害必ず生ず)

に拠るものだが、�平家物語�の叙述を支え

るのは、神の怒り(因)が災害(果)を引き起こ

3 �平家物語�の引用は、新編日本古典文学全集�平家物

語�(小学館, 1994)による。
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すという因果律であり、そのような考え方

が広く共有されていたことは明白だろう。

同じく五大災厄の一つ、元暦の大地震(元

暦2年<1185>7月9日発生)も同様である。�平

家物語�では、この地震は同年3月に滅亡した

平家の怨霊の仕業と位置付けられる。大地震

(果)が起きた当時、その発生理由(因)は様々

に取り沙汰されたようで、古記録や歴史書に

は源平の合戦による神の祟り·龍動
4
·滅亡

した平家の怨霊·平家に連座した冤罪の横

行·崇徳院や藤原忠実といった保元の乱の怨

霊などを確認することができる
5
。ここで

も、大地震という災害は因果律の内に理解さ

れようとするのである。

ところで、因を探し出した後、人々はど

うしていたのだろう。現在、地震や台風と

いった災害の因が関知されたならば、私た

ちは備えと対処を行う。今、世界を覆って

いる新型コロナウィルス感染症(covid-19)に

つ い て も 、 S A R S コ ロ ナ ウ ィ ル ス

2(SARS-CoV-2)という因を特定し、感染症へ

の罹患や重症化を予防すべく、ワクチンの

開発·接種が行われる。また、感染状況を拡

げぬよう、人の移動と接触を抑制する等の方

策が採られる。前近代、人知を超えた神の怒

りや怨霊が災害の因であった時代も同様で、

それらの因に対する政事的な手当ては常に行

われていたのであった。

例えば、近衛家実の日記�猪隈関白記�承

元3年(1209)7月27日条には、その年の長雨洪

4 ｢龍動｣は、龍樹�大智度論�の四種地動説(火動·龍

動·金翅鳥動·天王動)に拠る天文道由来の説であ

る。児島啓祐｢元暦地震と龍の口伝──�愚管抄�を中

心に──｣(�軍記と語り物�54号, 2018.3, pp.58-69)に

詳しい。

5 木下華子｢災害を記すこと──�方丈記�｢元暦の大地

震｣について｣(�日本文学研究ジャーナル�13号 , 

2020.3), pp.55-68.

水のため、同月19日に軒廊御卜
6
が行われた

ことを記す。巽(東南)·乾(北西)の方角の神

社の神事違例による穢気·不浄が原因である

と陰陽寮が卜したため、伊勢神宮等の七社に

奉幣を行うことになった(ただし、前日に別

の死穢が発生し延引)。つまり、因を特定し

た後には、消除のための措置が採られてい

たわけである。

元暦の大地震についても、吉田経房の�吉

記�によれば、本震翌日の7月10日、軒廊の御

卜が行われ、神祇官·陰陽寮ともに神の祟り

が原因だと卜した(どの方角に鎮座する神な

のかについては相違したらしい)。御卜の結

果を受けて、奉幣が行われたことは想像に

難くないだろう。また、元暦の大地震を含

む近時の｢天下之乱｣を保元の乱の折の怨霊の

所為だとの夢想を得た九条兼実は、天下を鎮

めるためと仏事を修している(�玉葉�文治2

年<1186>2月18日条)。災害の因が人知を超え

るものであっても何らかの手当てが行われ

るのであり、その方法は人の側の論理に基

づいて策定されるということだろう。

災害を因果律の内に理解し、その対処を

行うというあり方は、私たちの側の論理に

災害という現象を収め、懐柔·支配しようと

するものではないだろうか。因を探るため

の方法であった軒廊御卜も夢想も、対処法と

しての奉幣や仏事も、科学的なものではな

い。しかし、神祇·仏教の論理は当時の世界

観そのものであり、因果律はそれらの論理

によって支えられている。因果律の内に災

害を｢知る｣ことは、災害を｢領
(し)

る｣ための営

為でもあったように思う。

6 天変地異や不吉な事態が発生した時に、紫宸殿の東軒

廊で行われた占い。
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3 �方丈記�の｢不思議｣

このような災害観を見てくると、�方丈記�

の災害記事(五大災厄)は、かなり珍しいもの

であることに気付く。かつて論じたことだ

が、�方丈記�は5つの災害全てにおいて、そ

の因を探ろうとしない。先にも挙げた元暦

の大地震を例に取ると、�方丈記�は源平の合

戦や平家の滅亡をイメージさせる｢元暦｣と

いう元号すら、｢又、同ジコロカトヨ｣(ま

た、養和の飢饉と同じ頃だったか)と、忘れ

た体で朧化する。地震の数ヶ月前の元暦2年3

月25日、安徳天皇と平家一門は壇ノ浦に沈ん

だため、平家の怨霊は大地震の因そのもの

と考えられていた。ならば、�方丈記�が

行った操作は因になるものの捨象というこ

とになろう
7
。

よくよく考えてみると、�方丈記�には｢災

害｣や｢災厄｣という言葉は現れない。私たち

が｢五大災厄｣と名付けた5つの災害は、作品

内では｢世ノ不思議｣と表現されている。つ

まり、�方丈記�はそれらの災害を、人の思

考や判断が及ばぬものと認識しているわけ

だ。因果律の内に災害を｢知｣ることも｢領｣

ることもしない、そういう態度であろう

か。

しかしながら、災害を叙述することは一

切放棄されていない。周知の通り、�方丈記�

五大災厄は、前例を見いだせぬほどの精細な

叙述、惨事の様を具体的に喚起·追体験させ

るような写実性と迫真性を備えており、そ

れこそが災害文学·記録文学として読み継が

れてきた作品の力でもある。

本来、｢不思議｣とは言葉では表現できな

いものだろう。思考や判断を超えるもの

7 木下, 前掲論文(注5).

は、言葉による理解と表現を阻むはずであ

る。後代のものになるが、本願寺第八世の蓮

如(1415~1499)に、次の歌がある。

不思議ともいふばかりなき不思

議かな不思議不可思議言語道断(�蓮

如上人集�·23)

この｢不思議｣は、仏教上の深遠な真理を

指すのだろうが、まさしく言語道断、｢不思

議｣を言葉で言い尽くすような道は断たれて

いるのである。

それでも、�方丈記�は｢世ノ不思議｣を言

葉で書き表そうとした。なぜそんなことを

試みたのか、なぜ因果律からの解放が可能

となったのか。稿者は、まだその答えを導

くことはできない。因果律の内に｢領｣ろう

とするのではなく、｢不思議｣と観る態度こ

そが、災害を言葉で表現しようとする文学的

営為を生んだのだろうか。それとも、言葉

で表現しようとする営為の先に、災害を｢不

思議｣と観る視線が現れたのだろうか。

言葉の及ばぬ｢不思議｣を言葉で言い表そ

うとする──�方丈記�の災害叙述は、不思議

な矛盾をはらんでいる。このような拮抗作

用にこそ、現代に至るまで受容と再生を続け

る災害文学が誕生した原動力が潜んでいるよ

うに感じるのだが、そのことはまた、稿を

改めて考えたい。


