
根津駅

東大前駅

本駒込駅

後楽園駅
春日駅

江戸川橋駅

護国寺駅

東池袋駅

九段下駅

牛込柳町駅

牛込神楽坂駅

飯田橋駅

飯田橋駅

神楽坂駅

早稲田駅

飯田橋駅

若松河田駅

千駄木駅

西日暮里駅

茗荷谷駅

新大塚駅

池袋駅

本郷三丁目駅

本郷三丁目駅
後楽園駅

駒込駅

巣鴨駅

千石駅

白山駅

春日駅

水道橋駅

神保町駅

雑司ヶ谷駅

上野恩賜公園

西郷隆盛像

恩賜上野動物園

日暮里南公園

田端台公園

須藤公園

不忍池

駒込東公園

六義園

小石川植物園

竹早公園

占春園

教育の森公園

豊島ヶ岡御陵

雑司ヶ谷霊園

甘泉園公園

戸山運動公園

戸山公園

江戸川公園

鶴巻南公園

南池袋公園

本町公園

サンシャインシティ

西武

池袋本町小学校

池袋第一小学校

淑徳巣鴨中・高校
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江戸・東京の
精神文化を紐解く

湯島・神田・

秋葉原
めぐり 湯島天満宮

（湯島天神）
神田明神
湯島聖堂

東京復活大聖堂
（ニコライ堂）

秋葉原

歩いて感じる江戸・東京の文化

東京の東北部に位置する「UP TOKYO（東京文化資源区）」
には、近世・近代・現代と、時代をまたぐ文化資源が半径
3 キロの徒歩圏に集中的に立地しています。その中で湯島
エリアは、多様な精神文化が蓄積してきた地域です。

江戸・東京の精神文化の縮図版

湯島は、海外から伝わった様々な精神文化が土着の信仰と
共存する日本の縮図版とも言えます。千年以上の歴史を持
つ神道の神社、近世社会の学問の拠点であった儒教の聖
堂、明治時代の近代化・西洋化の象徴となった正教会の
大聖堂、そして今や世界中からファンたちが巡礼に来る現
代日本のポップカルチャーのメッカ・秋葉原がこの地域に
集中しています。日本の豊かな精神文化のルーツを探る体
験をお楽しみください。

2 時間で古代から現代まで歩く

ルートは北の湯島天満宮から本郷台地の崖に沿って南下
し、神田明神と湯島聖堂までは、古代から江戸まで通じる
日本の伝統的精神文化が集積するエリアです。聖橋を渡る
と日本の近代化の象徴となったニコライ堂、旧万世橋をめ
ぐり、アイドル・アニメ文化の現代聖地の秋葉原へ。様々
な時代が重なり、起伏に富んだルートで街の変遷を辿りな
がら、精神文化がこの土地に根付いた理由を掘り下げてみ
ましょう。

高低差から見る東京の二面性
東京では、地形と文化の強い関係性が見られます。山手と呼ば
れる西部の高台には江戸の高度な侍文化、そして東部の低地に
広がる下町には江戸のコスモポリタンな庶民文化が今でも感じ

られます。武蔵野台地の突端に位置する湯島では高台と低地が
入り組み、この二つの文化圏が相互に影響しあいながら独自の
土地柄を作り出してきました。

江戸・東京に潜む
精神文化を紐解く

距離………約 3km
所要時間…約 2 時間
始点「湯島天満宮」までのアクセス
●東京メトロ千代田線「湯島」駅から徒歩 5 分（出口 3）
● JR「御徒町駅」から徒歩 10 分（北口）
●上野公園・不忍池より徒歩 10 分
終点「秋葉原」駅で利用できる路線
● JR 京浜東北線・山手線・総武線・東京メトロ日比谷線・
　つくばエクスプレス

●湯島「精神文化ルート」概要

●各施設の主な行事

4世紀 ローマ帝国が東西に分かれる（395）
5世紀 湯島天満宮創建 (458）
8世紀 神田明神創建（730）
9世紀 フランク王国が分割（843）

菅原道真が誕生。学問の神として親しまれる
（845）

11世紀 十字軍の遠征開始（1096 〜 1270）
14世紀 湯島天満宮が菅原道真を勧請（1355）
15世紀 バスコ・ダ・ガマがインド航路を発見（1498）
17世紀 江戸幕府誕生（1603）

名誉革命（イギリス・1688）

江戸城の外堀として神田川が開削される
神田明神が江戸城建設に伴い現在の地に移る
湯島聖堂が不忍池の近くから現在の地に移る

（1690）
18世紀 湯島天満宮が火災で全焼（1703）

湯島聖堂が拡大工事を行う（1799）

フランス革命（1789）
19世紀 東京復活大聖堂の設置者、聖ニコライがロシ

アから来日（1861）

明治維新（1868）

大成殿で日本最初の博覧会開催（1872）

東京復活大聖堂完成（1891）
20世紀 日露戦争（1904）

万世橋駅開業（1912）

第一次世界大戦終戦（1918）

湯島聖堂、神田明神の社殿、東京復活大聖堂
が関東大震災により崩落（1923）

震災復興橋梁のひとつとして、聖橋が完成
（1927）

東京復活大聖堂、再建（1929）

湯島聖堂、再建（1935）

東京大空襲（1944-1945）

第二次世界大戦終戦（1945）

日本国憲法公布（1946）

秋葉原が東京最大の電気街へと発展（1950 年代）

キューバ危機（1962）

東京復活大聖堂が国の重要文化財に
指定される（1962）

東京オリンピック開催（1964）

湯島天満宮表鳥居が東京都指定有形文化財に
（1970）

湯島聖堂に台湾から孔子銅像が寄贈される
（1975）

欧州連合（EU）が発足（1993）

湯島天満宮社殿が木造で建て直される（1995）

東京文化資源区案内� 日本語版

湯島
天満宮

神田明神

湯島聖堂

聖橋

東京復活
大聖堂

旧万世橋
駅

秋葉原

住所◉〒 113-0034 東京都文京区湯島
3-30-1

電話番号◉ 03-3836-0753
入場料◉無料　開門時間◉ 6:00 〜 20:00
WEB◉ http://www.yushimatenjin.or.jp/

pc/index.htm

住所◉〒 101-0021 東京都千代田区
　外神田 2-16-2
電話番号◉ 03-3254-0753　入場料◉無料
開門時間◉ 24 時間（23 時消灯）
WEB◉ http://www.kandamyoujin.or.jp/

住所◉〒 113-0034 東京都文京区湯島
1-4-25

電話番号◉ 03-3251-4606　入場料◉無料
公開時間◉ 9:30 〜 17:00（冬季は 16:00 まで）

※土・日・祝日は大成殿公開（10:00
〜閉門時間まで）

WEB◉ http://www.seido.or.jp/

住所◉東京都千代田区神田駿河台 4
　〜文京区湯島 1（「御茶ノ水」駅「聖橋口」

すぐ）

住所◉〒 101-0062 東京都千代田区神田
駿河台 4-1-3

電話番号◉ 03-3295-6879
拝観料◉ 300 円
拝観時間◉ 13:00〜16:00（4 〜 9 月）、 13:00

〜15:30（10 〜 3 月）
WEB◉ http://nikolaido.jp/

住所◉〒 101-0041 東京都千代田区神田
須田町 1-25-4（「マーチエキュート神田万
世橋」内）

電話番号◉ 03-3257-8910　入場料◉無料
営業時間◉ 11:00 〜 22:00 

（階段・プラットホーム。日・祝日は 20:30まで）
WEB◉ http://www.ejrcf.or.jp/mansei/

住所◉東京都千代田区外神田 1

このパンフレットで
紹介した主な施設日付は WEB サイトなどでご確認ください。

2 月上旬〜 3月上旬�

梅まつり� 湯島天満宮

梅まつりは、湯島天満宮において毎年 2 月上旬〜 3 月上旬
に開催され、白梅を中心に約 300 本の梅の花がみられます。

３月�春分の後の最初の満月の翌日曜日�

復活祭� 東京復活大聖堂

復活祭（パスハ）は正教会において最も重要な祭日で、
春分の後の最初の満月の翌土曜日から日曜日にかけての
真夜中に儀式が行われます。

4 月第４日曜日�

孔子祭� 湯島聖堂

毎年 4 月に開催される孔子祭（釋奠）は、孔子および儒
教における先聖導師とその学問を顕彰する湯島聖堂の伝
統儀式です。

5 月中旬（2017年、2019 年、2021 年…）�

神田祭� 神田明神

神田祭は二年に一度、5 月に行われる大祭で、伝統的な
装束を身につけた人々による街中の行進や氏子町会によ
る神輿宮入れなどが行われます。

5 月下旬�

湯島天満宮例大祭� 湯島天満宮

湯島天満宮例大祭は、隔年ごとに本祭が行われ、天神様
の紋を染め抜いた印半纏を着た氏子たちが神輿を担いで
練り歩きます。

湯島・日本と
世界の主な歴史
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●聖堂内のマナー
◦拝観・見学の際は御静粛にお願いします。
◦携帯電話の電源はお切り下さい。
◦ 荷物は手にさげてお入り下さい。手袋を外し、男性は帽子をお取り下さい。
◦聖堂内での写真撮影、飲食物の持ち込みはご遠慮ください。
◦ 露出が多過ぎる服装や、身体のラインがハッキリ分ってしまう服装、奇

抜な服装は御遠慮下さい。

●神社のお参りの仕方
❶�参道を進む　参道の中央は神様が通る道とされているので、中央は歩か

ない。
❷�手水舎で身を清める　参道の脇にある手水舎で柄杓を使って手を洗い、

手のひらに水をとって口をすすぐ。
❸�二礼二拍一礼する　拝殿前で軽く一礼し、鈴があれば鳴らし、お賽銭を

いれる。2 回お辞儀をしたあと、2 回拍手し、最後にもう一度お辞儀をする。
以上が一般的な参拝の仕方ですが、神社によっては異なる場合があります。

精神文化ルート
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4 聖橋

6 旧万世橋駅
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湯島の
歴史

湯島という街は、古くから様 な々
精神文化の蓄積とともに発展しました。
異なる施設をつなぐ歴史をご紹介します。

湯島の精神文化の 
始まり

▶︎江戸以前の土着の聖地・湯島天神
　湯島天満宮はこのエリアで最も古い宗教施設です。こ
の神社は東京の多くの古い神社と同じように、縄文時代に
かつて海だった低地を見下ろす崖の上に建っています。や
がて海が引いて人々が稲作ができる谷間の集落に住み着く
と、湯島天満宮が「鎮守の杜」として丘の上に 458 年に創
建されました。そのため、本来の参道は東側に御徒町へ下
る「男坂」と「女坂」という階段の道です。
　中世に学問の神様が祀られてからは、多くの文人や学者
が訪れるようになり、今日では、合格祈願に訪れる受験生
やその家族で賑わいます。境内に彼らが奉納した学業成就
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や合格祈願の絵馬がずらりと並ぶ様子は、受験シーズンの
風物詩となっています。
　古くより学業と縁の深い湯島天満宮ですが、台地の端に
位置していることによる眺望の良さから、江戸時代には境
内に茶店が並び、市民に広く親しまれた場所でもあります。

▶︎江戸の霊が宿る神田明神
　男坂を下り、本郷台地の崖に沿って 10 分ほど南へ進む
と、右手の大きな階段の上に神田明神が見えます。この神
社は 8 世紀創建と伝えられていますが、17 世紀に入り江
戸城の建設に伴い現在の神田台に移りました。風水の理由
から、江戸城から東北の方角、いわゆる「鬼門ライン」に、
徳川家の菩提寺・寛永寺（現在の上野公園）と神田明神
が城下町を守るように造営されました。その後は、江戸総
鎮守として徳川将軍家から市民に至るまで江戸を守護する
神社として親しまれました。現在も、神田、日本橋、秋葉原、
大手町、丸の内などの地域の宗教的な支柱となっています。
　二年に一度行われる神田祭は、日本三大祭りとして数え
られ、伝統的な装束を身につけた人々の行進や町会による

神輿の輿入れなどが行われます。江戸の伝統を守る一方で、
新年には大勢のビジネスマンが事業発展の祈願に訪れる
ほか、秋葉原のファンたちからも人気を得ています。時代
とともに新しいものを受け入れて変化を繰り返してきた神
田明神は、原始宗教でありながら現代生活にも深く入り込
んでいる神道の姿を表しています。

治時代の湯島が近代知識の中心になった歴史は、古書店
や出版社が集中する神保町や大学が多く位置する神田駿
河台など、今も周辺の街の姿に影響を残しています。

近代都市の出現、破壊、 
そして復興

▶︎西洋・近代の駿河台
　神田川の南側へ渡ると、いきなり西洋が見えてきます。
ニコライ堂の名で知られる東京復活大聖堂がニコライ・カ
サートキン（聖ニコライ）によって 1891 年に建てられま
した。明治維新直後に聖ニコライは函館のロシア領事館付
属聖堂の司祭として来日し、ロシアからの寄付金と日本人
信徒の献金で大聖堂教会を設置しました。完成した当時に
ドームと塔は遠くから見え、明治時代の西洋建築の名所と
なりました。
　明治時代には、科学・技術もまた人々の信念の対象でし
た。ニコライ堂から神田川の南側の坂を東へ下ると、中央
線の線路が赤煉瓦のアーチづくりの高架を走っています。
ここには 1912 年に鉄道が延長され、東京で最も華やかな
西洋風の駅舎を誇る万世橋駅が開業し、20 世紀初頭の主
要駅として賑わいました。

▶︎関東大震災で破壊された街
　1923 年 9 月に起きた関東大震災は本郷・湯島・神田に
甚大な被害を与えました。湯島聖堂・神田明神・ニコライ堂・
万世橋駅は崩壊・火災で損失され、この地域は復興に臨
みます。ドームが崩れたニコライ堂が 1929 年にロシアで
募金された資金で修理され、湯島聖堂と神田明神はコンク
リートで再建されました。そして神田川の対岸を結ぶ新し
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い橋は、二つの聖地を結ぶことから「聖橋」と名付けられ
ました。万世橋駅が焼失しましたが、高架橋の下の空間が
21 世紀に商業施設として改修されています。

戦後の闇市から 
始まった秋葉原の文化

▶︎「三種の神器」が手に入る電気街
　旧万世橋駅から北へ万世橋を渡るとアニメ・漫画の看板

4

の姿に変化していきました。

▶︎現代人が参拝するアイドル文化のメッカへ
　日本のポップカルチャーの聖地として知られる秋葉原に
は、アニメ・漫画・ビデオゲームの専門店が並び、今や世
界中から様々なサブカルチャーのファンたちが参拝に来ま
す。軽食とお茶を提供する「メイド喫茶」や秋葉原に本拠
地を置く人気アイドルグループ・AKB48 が今の秋葉原文
化の象徴となってきました。この街の萌えも、一種の精神
文化と言えるでしょう。

食文化・アートの街 
現代の湯島

▶︎新たな文化を創造する街へ
　湯島エリアの豊富な文化資源は、精神文化の施設だけ
に留まりません。江戸の食文化を受け継いでいる老舗の
料亭が数多く存在する他、伝統工芸職人の街の土地柄か
ら、近年アートの街へ発展しつつあります。「3331 Arts 
Chiyoda」は、廃校となった中学校を再利用してアートギャ
ラリー、オフィス、カフェなどが入居するアートセンター
であり、文化的活動の拠点として多くのイベントや展示
が年中行われています（一部有料）。また、「2k540 AKI-
OKA ARTISAN」は秋葉原駅より北側の山手線高架下に
ある商業施設であり、ものづくりをテーマとした 50 店舗前
後のお店が入居しています。手ぬぐい、木工品、陶芸など
全国から集められた手作りの工芸品と、新鮮なデザインの
洋服・アクセサリーを販売しています。「日本らしい」お土
産を探す人に好まれるでしょう。
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『名所江戸百景・湯しま天神坂上眺望』、歌川広重（1856 年）。かつて湯
島天満宮の表参道である女坂から不忍池が見えた。

『江戸名所図会（湯島聖堂の図）』、斎藤長秋（1836 年）。湯島聖堂は江
戸時代に日本における儒教の学問の中心として栄えた。

ニコライ堂は完成された当時、神田・駿河台周辺では一番高い建物であっ
た。現在の建物は震災後に再建されたもので、ドームの形が異なる。

1927 年、震災復興橋梁のひとつとして完成した聖橋。

1912 年に完成された万世橋駅は東京の近代化を象徴する建物であった。
駅舎は関東大震災で焼失した。

秋葉原の「2k540 AKI-OKA ARTISAN」。ものづくりを体験できるワーク
ショップも開催されている。

『東都名所・神田明神』、歌川広重。神田明神と寛永寺（現・上野公園）
は江戸城を「鬼門」と呼ばれる不吉な東北の方角から守るために造営さ
れたと言われている。

『江戸名所・神田明神境内眺望』、歌川広重（1854 年）、東京都立図書館蔵。
神田明神は江戸総鎮守として下町を見守っていた。

戦後の秋葉原は闇市から出発し、50 年代に東京一の電気街に発展して
行った。「ラジオセンター」は今でも残っている。

江戸の精神文化と 
近代のルーツ

▶︎侍の儒教学問の場であった湯島聖堂
　神田明神の南にある静かな杜に隠れているのは、儒教の
湯島聖堂。儒教は江戸時代の幕藩体制下の社会において
重要性を増し、儒教学者の林羅山の私塾が 17 世紀末に不
忍池の近くから新しい湯島聖堂へ移りました。18 世紀末
に、拡大工事でおおよそ今の姿が定められ、幕府直轄の昌
平坂学問所となりました。諸国から江戸に集まった侍たち
がここで儒教の思想を学び、江戸後期には日本の学問の最
高峰としての地位を持つようになりました。

▶︎日本の近代化の出発点へ
　1868 年の明治維新以降、西洋から多くの文化や社会制
度が日本に導入され、東京の近代化が加速しました。こ
の時代に聖堂は大きな転換期を迎えます。新政府はのち
に文部省、大学（東京大学、お茶の水女子大学、筑波大
学）、図書館、博物館になっていく機関を湯島聖堂に設置し、
1872 年に大成殿で日本最初の博覧会が行われました。明
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が目立つのは、日本のポップカルチャーのメッカ・秋葉原
です。鉄道が開通した 1890 年頃から交通の拠点として大
勢の人で賑わった秋葉原は、震災後に青果市場が神田か
ら移され、戦後に空襲で焼き野原になった東京の市民の物
欲に応える闇市が街中に広がりました。そこに電機部品の
業者が集まり、1950 年代には東京最大の「電気街」へと
発展していったのです。戦後の「三種の神器」と呼ばれた
電気洗濯機・電気冷蔵庫・電気掃除機を手に入れようと、
多くの人々が秋葉原に足を運びました。その始まりから、
街のイメージがやがてパソコン・ソフト・アニメへと、今



神田明神 湯島聖堂
学業成就祈願と
梅の花で親しまれる天満宮

1300 年の歴史を持つ
江戸の総鎮守

［住所］〒 101-0021 東京都千代田区外神田 2-16-2
［電話番号］03-3254-0753

［住所］〒 113-0034 東京都文京区湯島 1-4-25
［電話番号］03-3251-4606

かつて参道と
して使われて
いた女坂（左）
と男坂（右）

梅まつりのときの境内の様子

学業成就や入学試験合格を祈願する
絵馬

神田祭神輿の宮入の様子（2015 年）

『元昌平坂聖堂二於テ博覧会図』、昇斎一景（1872）、斯文会蔵。
中庭のガラスケースに陳列された名古屋の金鯱がもっとも注
目されている。

孔子銅像

境内に並ぶ漫画キャラクターの絵馬

本堂裏の摂末社

1 2 3
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湯島天満宮は、東京大学にも近く、今日では学問の神様と
して広く知られています。毎年受験シーズンが近づくと、
境内は合格祈願に訪れる人々で賑わい、学業成就祈願の
絵馬がずらりと並ぶ様子は冬の風物詩となっています。現
在の天満宮は、古くは表参道と境内東側の崖から伸びる急
な男坂と緩やかな女坂が参道となっていました。古くより
梅の名所としても知られ、春先には梅まつりが開かれ、梅
の花を愉しむ人々で賑わっています。

  見どころ   男坂・女坂
神社の東側に、下町へ繋がる二つの階段があります。まっ
すぐ下るのは「男坂」と呼ばれ、勾配の緩やかな方が「女
坂」と名付けられています。2 月下旬から 3 月上旬にかけ
ては梅の花が坂道を彩り、江戸時代から花見の名所として
知られています。

神田明神は 8 世紀に創建され、江戸時代に
は江戸総鎮守として将軍家から庶民にいた
るまで広く親しまれました。現在も、神田・
日本橋・秋葉原・大手町・丸の内などの江
戸時代から続く歴史ある 108 の町々を氏子
に持ち、総氏神として、これらの地域の宗教
的な支柱となっています。二年に一度行われ
る神田祭は、京都の祇園祭、大阪の天神祭
と並ぶ日本三大祭のひとつに、また、山王祭、
深川八幡祭とともに江戸三大祭のひとつに
数えられています。祭礼では、氏子町会によ
る神輿宮入や平安装束をまとった人々の行
進など、さまざまな神事が執り行われ、多くの観光客が訪
れます。

  見どころ   摂末社
神田明神の社殿の裏にはちいさな神社が並んでいます。摂
末社と呼ばれるこれらの神社は、もともと近隣にあった神
社が末社として神田明神に遷座したりしたものです。この
場所からは東側に広がる低地を望むことができ、台地の端
に位置するこの地域の高低差を見て取ることができます。

  見どころ   絵馬
境内に並ぶ学業成就祈願
の絵馬には、中学受験か
ら大学受験、各種資格試
験の合格祈願に訪れた学
生たちの将来への願いを
はじめ、様々な願いが書
かれています。

大成殿は 1923 年の関東大震災で焼失したが、1935 年に伊東
忠太博士の設計で復興。屋根の飾りである「鬼犾頭（きざん
とう）」「鬼龍子（きりゅうし）」も同氏の設計による。

湯島天満宮
（湯島天神）
［住所］〒 113-0034 東京都文京区湯島 3-30-1
［電話番号］03-3836-0753

  見どころ   梅まつりと菊まつり
湯島天満宮は、古くより梅の名所として知られ、毎年 2 月
の梅まつりの時期には境内各所で紅白の梅の花が咲き誇り
ます。11 月に開かれる菊まつりでは、園芸によって育てら
れた菊の花が一堂に会し、江戸時代から続く園芸文化を今
日に伝えています。

  見どころ    サブカルチャー文化
神田明神では、通常のお守りのほか
にコンピューターや携帯電話の守護
を目的とした「IT 情報安全守護」と
いった、電気街・ビジネス街を氏子
に持つ神田明神らしさを感じられる
珍しいお守りが授与されています。ま
た、境内には『ラブライブ！ School 
idol project』とのコラボレーション企
画の展示物など、近隣の秋葉原のサ
ブカルチャー文化とも縁の深さをみ
ることができます。

湯島聖堂は 1690 年に創建された孔子廟で、その後 1797
年に江戸幕府直轄学校として、昌平坂学問所が開設され
全国の藩校の中心となりました。明治維新後、新政府はの
ちに文部省、大学（東京大学、お茶の水女子大学、筑波
大学）、図書館、博物館になっていく機関を湯島聖堂に設
置しました。現在は湯島天満宮とともに、合格祈願のため
に受験生が参拝に訪れます。

  見どころ   大
たい

成
せい

殿
でん

1872 年に大成殿で開催された博覧会は 1873
年、日本政府として初の海外万博、オーストリ
アのウィーン万博への参加準備を兼ね、全国
から多くの珍品を収集、展示し、人々を驚かせ
ました。1 日平均 3000 人の見学者を寄せたこ
の博覧会は、上野にある東京国立博物館の原
点となっています。

  見どころ   楷
かい

の樹
楷は孔子の墓所に植えられている名木で、科挙の合格者に
楷の笏（しゃく）を送ったことから、学問の聖木とされて
います。枝や葉が整然としていて、漢字書体の「楷書」の
語源ともなったと言われています。こちらの樹は樹木学者
の白澤保美（しらさわ やすみ）（1868-1947）が孔子の生
地の中国山東省の曲阜（きょくふ）から持ってきた種から
育てられました。

  見どころ   孔子銅像
昭和 50 年（1975）に中華民国台北市ライオンズ・クラブ
から寄贈されました。高さは 4.57 メートル、重さは約 1.5
トンで、孔子の銅像の中では世界最大です。

江戸の昌平坂学問所から
近代の開かれた「知」の殿堂へ

  見どころ   神田祭
二年に一度、5 月に行われる神田祭は、江戸三大祭り、日
本三大祭りのひとつにも数えられる大祭です。祭礼では、
伝統的な平安装束を身につけた人々による行進や神輿、山
車、武者行列、氏子町会による神輿の宮入など、華やかで
活気に溢れたさまざまな神事が執り行われます。



秋葉原旧万世橋駅聖橋
ふたつの
聖地をつなぐ橋

サブカルチャーのメッカでみる
現代日本の精神文化

赤煉瓦の高架下を蘇らせた
商業施設「マーチエキュート」

［住所］東京都千代田区外神田 1［住所］〒 101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-25-4
（「マーチエキュート神田万世橋」内）
［電話番号］03-3257-8910（マーチエキュート）

［住所］東京都千代田区神田駿河台 4 〜文京区湯島 1
（「御茶ノ水」駅「聖橋口」すぐ）

AKB48 Cafe and Shop は秋葉原駅前広場に面し、各メンバーのオリジナ
ルグッズを販売している。
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台地を横切る神田川は、17 世紀に江戸城の外堀として開
削された河川です。震災後に架けられた聖橋はアーチの形
が美しく、建設当時に神田川を往来していた船を意識して
デザインされました。今では隣のお茶の水橋から眺めるか、
御茶ノ水駅と淡路町駅の間の丸ノ内線の車内からその姿を
見ることができます。

［住所］〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-1-3
［電話番号］03-3295-6879

「ニコライ堂」の名で知られる東京復活大聖
堂は、ロシアからの寄付金と日本人信徒の
献金で、大聖堂の建築費が集められ、1891
年に完成しました。1923 年の関東大震災
で大聖堂のドームと鐘楼が崩落しましたが、 
1929 年に再建。日本では有数のビザンチン
様式の建築として、1962 年に国の重要文化
財に指定されました。
聖ニコライは函館のロシア領事館付属聖堂
の司祭として来日、1912 年に世を去り、 谷中
霊園に埋葬されました。建築の原設計はミ
ハイル・シチュールポフ（Mikhail Arefievich 
Shchurupov）、実施設計のジョサイア・コン
ドル（Josiah Conder ／ 1852-1920）はイギ
リス出身の建築家で、鹿鳴館や旧東京帝室
博物館本館、湯島天神の向かいにある旧岩
崎邸を設計し、多くの後進を育てました。

  見どころ   二回の修復
1923 年の関東大震災で大聖堂のドームと鐘
楼が崩落しましたが、1929 年、岡田信一郎

（1883-1932）によって再建。ドームが現在の半球形に変え
られました。大聖堂の親鐘は、関東大震災後、函館教会と
交換したものです。1992 年から 1998 年にかけて修復工事
が行われました。建物は 1929 年修復時の姿に修復、シャ
ンデリヤは創建当初のものが写真から復原されました。

鎮火の神様とされる秋葉大権現を祀る神社がその中にでき
たことから地名が定着した秋葉原（一般にアキバと呼ばれ
ている）ですが、今はありとあらゆるアニメ・漫画・ゲー
ム・アイドルに対して強い関心を抱く世界中のファンたち
で賑わうサブカルチャー文化の街に変化しています。日本
独特の宗教である神道はアニミズムの宗教と言われていま
す。アニメーションという言葉からもわかるように、アニメ、
漫画、フィギュア、ゲーム、アイドルたち主人公は、今に
生きるアニミズムの主役でもあります。鎮火の神様・秋葉
は、今やサブカルの神様・アキバなのです。

  見どころ   戦後の電気街の名残
秋葉原駅の西側の総武線高架下に、占領期から電気部品
の業者が並ぶ「秋葉原ラジオセンター」が今でも残ってい
ます。かつてこの周りに東京の最も大きい電気街が広がり、

「三種の神器」と呼ばれる家電を買い求める人々で賑わい

旧万世橋駅は、1912 年に開業しました。東京駅と同じ設
計者・辰野金吾による駅舎は、西洋の建築要素を多く取り
入れ、関東大震災で消失されるまでの約十年間、近代都市・
東京の一つのシンボルでした。駅舎は街から姿を消しまし
たが、近年、赤煉瓦造りの万世橋高架下が嗜好性の高い
ショップやカフェが並ぶ商業施設として生まれ変わってい
ます。

聖堂の左側にある八端十字架
堂内にあるシャンデ
リア

3331 Arts Chiyoda
廃校を利用して
誕生したアート
センター。アー
トギャラリー、
カフェなどが入
居し、昼夜を問
わず多くの文化
的活動の拠点・
市民の憩いの場
として利用され
ています。誰で
も無料で利用できるフリースペースも充実していて、一部
の展示には無料で入ることができます。イベント情報など
はホームページをご覧ください。
住所………�〒 101-0021 東京都千代田区 

外神田 6-11-14 ▶地図＝★

営業時間…10:00-21:00（レストラン、ギャラリーを除く）
定休日……無休（レストラン、ギャラリーを除く）
入場料……無料（有料展示もあり）
WEBサイト……www.3331.jp

2k540 AKI-OKA ARTISAN
山手線高架下に
ある「ものづく
り」をテーマと
した商業 施設。
50 店 舗 前 後 の
個性溢れるお店
は手ぬぐい・木
工品・陶芸・洋
服・ ア ク セ サ
リーなど、日本
全国から寄せら
れた豊富な商品を取り扱っています。一部のお店は店内に
工房を構えていて、生産現場も見学できます。
住所………�〒 110-0005 東京都台東区上野 5-9  ▶地図＝★ 

（JR 山手線秋葉原駅と御徒町駅間の高架下）
営業時間…11:00 〜 19:00
定休日……水曜
入場料……無料
WEBサイト……www.jrtk.jp/2k540

アート・ものづくり・お土産スポット

湯島をさらに散策しよう

UP TOKYOを歩こう
東京文化資源会議がつくる東京都心北部の新たな魅力

東京文化資源会議は、東京都心北部（東京文化資源区、
通称 UP TOKYO）の豊かで多様な文化資源に注目し、そ
の発掘・活用を通じて新たな文化資源の再創造につなげる
ことを目的とする、産官学民の有志からなる任意団体です

（2015 年 4 月発足）。
本パンフレットは、その活動の一環として、この地域内の
ユニークな文化資源を体験できる、ユニークなルートを紹
介するシリーズのひとつとして作成しました。

表紙の絵◎江戸時代初期の江戸市街地および近郊の景観が描かれた「江
戸図屏風」の一部（国立歴史民俗博物館所蔵）

発行・問い合わせ先◎東京文化資源会議
［住所］〒 101-0054 千代田区神田錦町 2-1　［電話］03-5244-5450　
［FAX］03-5244-5452　［メール］info@tohbun.jp　
［WEB］http://tohbun.jp/

文・写真／ Sam Holden、潘夢斐、逢坂裕紀子、柳与志夫　
イラスト／河南好美　デザイン／スタジオ・ポット
2017 年 4 月 1 日発行／ 4,000 部／両面 4 色／マットコート 90kg

一階にある店舗のほか、広場から駅の階段を上がってホームの遺構に設置
されたカフェと展望デッキからは、通過する電車を眺めることができる。

竣工当時の聖橋。現在も、船で橋の下を通ることができる。
（画像提供：土木学会附属土木図書館）

ロシアから函館へ、
この地に棲み付いた正教の大教会

  見どころ   八
はっ

端
たん

十
じゅう

字
じ

架
か

スラヴ系正教会で好んで使われ
ている八端十字架。縦横の十字
に、上側へ「罪状札」、下側へ斜
めの「足台」が付加されています。

東京復活
大聖堂
（ニコライ堂）

ました。

  見どころ   アニメ・漫画専門店
秋葉原駅の西側と中央通り沿いに、多くのアニメ・漫画・
ゲームの専門店が立ち並んでいます。街頭でビラを配る「メ
イド喫茶」の女性店員の姿がよく見られます。

  見どころ   AKB48 Cafe and Shop
［住所］〒 101-0028 東京都千代田区神田花岡町 1-1 ▶地図＝★
［電話番号］03-5297-4848

AKB48 は日本で最も人気のアイドル・グループです。発
祥地の秋葉原にあるお店は、ファンたちが強い思いを抱く
グループメンバーの様々な商品を販売しています。

おりがみ会館
神田明神・湯島
聖堂から徒歩数
分の場所にある
施設です。1858
年に創業された
会館は、展示・
イベント・ワー
クショップなど
を開 催する他、
お店では様々な
おりがみの商品
や和紙を購入することができます。
住所………�〒 113-0034 　東京都文京区湯島 1-7-14
営業時間…9:30-18:00
定休日……日曜・祝日
入場料……無料
WEBサイト……http://www.origamikaikan.co.jp/


