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　企画展　 昭和の隅田川花火
 会期：令和4年5月28日（土）～9月4日（日）

　毎年7月の最終土曜日に行われる隅
田川花火大会。隅田川の花火は、寛永
5年（1628）に京都から来た僧・慈

じ

性
しょう

を
著名な天台宗の僧・天海が船遊びでも
てなしたことに始まります。昭和に
は、柳島料亭組合の中心メンバーが両
国花火組合を組織し「両国川

かわ

開
びらき

大
おお

花
はな

火
び

」
として行っていましたが、昭和14年
（1939）、日中戦争の戦局悪化を理由

に中止（自粛）されました。
　戦後は昭和23年（1948）に関係者の
尽力によってGHQの許可を得て、両
国川開大花火が再開し、全国花火コン
クールも実施されました。4年後から
両大会は同時開催になり、コンクール
は昭和34年（1959）まで、川開大花火
は昭和36年（1961）まで継続されまし
たが、交通事情の悪化等を理由に以降

中止となってしまいます。その後、昭
和53年（1978）に墨田区と台東区が主
体となって隅田川花火大会実行委員会
が組織され、隅田川花火大会として復
活し、現在に至っています。
　昭和の隅田川花火はまさに激動の時
代をくぐり抜け続いてきました。今回
の企画展示ではその様子を紹介してい
きます。

図１　昭和10年（1935）両国川開大花火番組 図２　昭和56年（1981）隅田川花火大会パンフレット
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●昭和以前（江戸～大正時代）

　隅田川花火とは、隅田川で行われ

る花火の総称です。江戸時代初期か

ら連綿とつながる伝統を持ちます

が、もとは夏の暑い時季に船遊びを

する際、楽しみの一つとして花火を

したことに由来します。これを納涼

花火といいます。江戸時代の後期に

なると、5月28日の最初の花火（川
かわ

開
びらき

大
おお

花
はな

火
び

）が大規模になり、現在の花

火大会に近い形になってきます。多

くの人びとが両国橋周辺や川面に船

を浮かべて集まりました。日本の花

火大会のルーツの一つ、と言ってい

いでしょう。

　明治6年（1873）、東京府は事前の

届け出のない納涼花火を禁止する通

達を突如出し、隅田川花火は危機に

瀕します。江戸時代は花火師の鍵屋

が川開大花火を主催していました

が、明治中期以降は柳橋料亭組合を

母体とする両国花火組合に少しずつ

主導権が移っていきます。この体制

が昭和36年（1961）まで続きます。

●昭和初期の両国川開大花火

　江戸時代以来の伝統を強く残しな

がらも、社会の近代化に対応し、昭

和6年（1931）の読売新聞では70万人

の観客があったと報じられていま

す。花火の打上場所は、両国橋の上

流と下流に1か所ずつ設けられてい

て、これは明治時代以来変わってい

ませんでした。大きな変化は大正 

時代にあり、両国橋の上下流100間
けん

（約180メートル）内に船の侵入が禁

止されました。当時の鍵屋の当主

は、これによって大掛かりな仕掛花

火ができるようになった、と警視庁

の担当者に感謝する回想を残してい

ます。両国橋上と周辺は警察署によ

る警備体制が取られ、迷子相談所も

設けられました。観客の増加は、主

催者にとっては喜ばしいことでした

が、警備や運営体制の整備が重荷に

なりつつあったようです。当時の番

組（プログラム）には「このような準

備も簡単なことではないのです」と

記されています。

　柳橋は、当時の東京で有数の料亭

街でした。昭和10年（1935）の番組で

は、両国花火組合員として、生
いく

稲
いね

・

柳
りゅう

光
こう

亭
てい

・両国・亀
かめ

清
せい

楼
ろう

・津久松・深

川亭・二葉・福井楼の8軒が名を連

ね、中心となって運営していたと考

えられます。川開大花火は料亭経営

の景気づけとの位置付けで、大正期

に叢
そう

生
せい

した顧客である大企業の重役

等お得意さんを桟敷席に招く、重要

な年中行事であったと考えられるで

しょう。芸
げい

妓
ぎ

組合有志と割烹店有志

も番組に広告を出しており、料亭街

をあげて取り組んでいた様子が伝

わってきます。両国花火組合は、開

催年の春に関係者が集まり、今年開

催するか否かを決議し、体制を組ん

でいたようです。恒久的な組織とい

うよりも、町の人々が時限的に集

まって開催するという、祭礼運営の

ような側面をもっていました。

　見ものは、打上花火と仕掛花火の

2つです。打上花火は昭和10年の場

合、昼150発、夜300発上げられてい

ます。仕掛花火は、川上の台
だい

船
せん

に木

の枠を作り、「川開」といった文字や

旬なテーマの絵を模
かたど

って造るもの

で、隅田川花火の名物でした。ま

た、スターマインと現在言われてい

る花火は、明治36年（1903）に鍵屋

がフィリピンから技術を導入したと

述べており、これも大きな呼び物で

した。当時は、連発（花火）とも称さ

れていました。その他、商品名や会

社名を文字で表す広告花火もありま

した。戦前の花火は、鍵屋が一手に

引き受けていました。

　世の中はスピード時代で、観客は

江戸時代のようにのんびりと花火が

いつ上がるかを待ってはくれない、

と鍵屋当主は昔を懐かしんでいま

す。両国花火組合による花火は、関

係官庁との協力体制を築いて江戸時

代以来の伝統を生かしつつ、交通網

の整備とマスコミの発達による観客

の増加への対応をはかり、次代への

バトンタッチを果たしたものであっ

たと高く評価できるでしょう。

●戦争による中断（自粛）

　昭和12年（1937）7月7日、日本軍

は北京郊外の盧
ろ

溝
こう

橋
きょう

で中国軍と衝突

し、全面戦争に突入します。同年は

7月17日に実施されましたが、翌13

年からは自粛という形で中断となり

ました。

　昭和16年（1941）6月には、ストッ

クしてある花火（火薬）の品質悪化

と銃後の国民の気晴らしという目

的で実施が模索されました。具体

的な内容についても新聞報道がさ

れており、実現にかなり近づいて

いたのではないかと考えられます。

兵士3,000人を料亭84軒に招待し、

600人の芸者衆が国防婦人の服装

で接待をするという実施案でした。図3　生稲・柳光亭等広告（昭和10年番組）
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最終的には、時局（戦中）を理由に

再開されることはありませんでし

た。日本は同年12月8日、アメリ

カ・イギリス等の国々に宣戦布告

し、太平洋戦争が始まります。昭

和20年（1945）3月10日の大空襲で

は下町は焼け野原となりました。8

月15日、天皇の「終戦」の詔
しょう

書
しょ

がラ

ジオ放送され、戦争は終結します。

●再開と全国花火コンクールの新設

　昭和23年（1948）8月1日、両国川

開大花火は復活しました。同年9月

18日、全国花火コンクールが浜町周

辺（中央区）を会場として実施されま

す。明治時代後半から、江戸時代の

村や町での奉納花火を母体として全

国で花火大会が行われるようになり

ますが、そこでは競技大会（コンクー

ル）を開催して花火師が腕を競って

いました。隅田川花火にもその動き

が押し寄せたのです（このコンクー

ル形式は、第5回大会から隅田川花火

大会にも引き継がれました）。

　この復活の陰には、丸玉屋小
お

勝
がつ

煙
えん

火
か

店
てん

の小勝郷
きょう

右
すけ

（後述）によるGHQ

への働きかけがありました。昭和

26年（1951）まで日本はアメリカを

主体とする連合国の占領下で、当初

花火は、火薬を用いるため軍事利用

との関わりを理由に禁止されていま

した。小勝は、花火は平和下で行う

ものと、再三にわたってGHQに掛け

合い、敗戦から3年での復活となり

ました。両国川開大花火は、主催者

は両国花火組合で戦前と名称は変

わっていませんが、組合員が21軒

（昭和26年時点）と大幅に増加する

とともに、戦前の代表（生稲・柳光

亭）が、いな垣・津久松・小安に変

わっています。柳橋料亭街が空襲で

大きな被害を受けたことにより、構

成メンバーと運営体制に大きな変化

があったことを窺
うかが

わせます。新設の

全国花火コンクールは、東京都観光

協会が主催者で、出品の申し込みは

日本煙火工業会が受け付けました。

江戸時代以来、隅田川花火の主役で

あった鍵屋の名前は、両国川開大花

火の協賛にあるだけで、実際の花火

には携わっていないようです。以降

鍵屋は、隅田川花火から姿を消すこ

とになりました。

　新聞記事によると、昭和24年と25

年は全国花火コンクールのみが実施

されています。昭和26年（1951）か

ら両国川開大花火が再開され、全国

花火コンクールとの同日開催となり

ました。これにより、両国川開大花

火の両国橋北の会場と、全国花火コ

ンクールの両国橋南から新大橋まで

の約2キロメートルにわたって、壮

大な花火空間が出来上がりました。

戦後すぐに、これだけの規模の花火

大会が実施されたことは、平和の象

徴としての花火が多くの人びとに渇

望されていたことのあらわれではな

いでしょうか。

　全国花火コンクール会場では、コ

ンクールを実施するとともに10の

花火師（花火会社）がそれぞれ台船を

浮かべ、花火を打ち上げました（第

12回・昭和34年：図4）。このうち

細
ほそ

谷
や

火
か

工
こう

株式会社と丸玉屋（前述）

は、戦前からの花火会社で、現在の

隅田川花火大会でも幹事的な役割を

果たしています。全国花火コンクー

ルは、花火玉の大きさの規制が四寸

から三寸に変更となったことから技

巧を競えなくなり、昭和34年（1959）

を最後に、以降中止となりました。

両国川開大花火も交通事情の悪化等

を理由に、昭和37年（1962）5月15

日、同年の中止が決定されました。

なお、丸玉屋の花火師で副社長も勤

めた小勝郷右は、海外で日本の花火

を上げてまわります。日本と世界の

花火を調査した成果である、岩波新

書『花火―火の芸術』の著者としても

有名です。

●隅田川花火大会としての再開

　戦後の日本は目覚ましい復興を遂

げましたが、急速な工業化と都市化

により、昭和40年（1965）頃には自

然環境の悪化が社会問題となりまし

た。隅田川の水質悪化もひどく、工

場排水と地下水の汲み上げの規制や

図4　第12回全国花火コンクール会場図（昭和34年・1959）
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下水道整備によって改善が図られま

した。そして、環境問題に積極的に

取り組んだ美濃部亮吉都知事が昭和

49年（1974）に「隅田川で花火を復活

させたい」と発言したことが大きな

転機となりました。地元の強い働き

かけもあり、都と台東区・墨田区・

江東区・中央区による隅田川花火大

会実行委員会が組織され、昭和53年

（1978）7月29日に第1回隅田川花火

大会が行われます。じつに、17年ぶ

りの復活でした。

　中断している間には昭和39年

（1964）に東京オリンピックがあり

ました。これを機に東京では道路交

通網が大幅に整備され、首都高速道

路は両国ジャンクションが隅田川を

横断していました。両国橋の南側で

打上場所と広い会場を確保すること

はすでに困難で、川上の白鬚橋～言

問橋間（現在の桜橋付近）に第1会

場、駒形橋～厩橋間に第2会場が設

けられました。両国橋下流付近を会

場とする江戸時代以来の伝統は、途

切れざるを得ませんでした。

　また、第1回大会では、テレビ東

京（当時は東京12チャンネル）によ

る実況中継が行われました。第1回

大会からの読売新聞社とテレビ東京

による後援は、現在も続いていま

す。東京都の公文書によると、第5

回大会（昭和57年：1982）の観客は

90万人と推定され、1万7500発の花

火が予定されていました。両岸にビ

ルや家屋が建ち並ぶため、最大4寸

玉（12センチメートル、同年）の小振

りな打上花火によるスピードと演出

に重点を置き、都心のすぐ間近で楽

しめる東京の夏の風物詩として全国

に知られる花火大会の一つとなって

います。

（資料館学芸員　福澤　徹三）

○昭和の隅田川花火年表
昭和 西暦 実施日 名称等 関係する出来事
元 1926 7/25（日） 両国川開大花火 大正15年に実施（12月、昭和と改元）
2 1927 7/23（土） 両国川開大花火
3 1928 7/28（土） 両国川開大花火 治安維持法改正（死刑罪追加）
4 1929 7/20（土） 両国川開大花火
5 1930 7/20（日） 両国川開大花火 世界大恐慌、日本に波及
6 1931 7/18（土） 両国川開大花火 満州事変
7 1932 7/23（土） 両国川開大花火 5･15事件
8 1933 7/21（金） 両国川開大花火 ヒトラー内閣成立
9 1934 7/22（日） 両国川開大花火 東北地方凶作の惨状・軍需景気
10 1935 7/20（土） 両国川開大花火 天皇機関説事件
11 1936 7/18（土） 両国川開大花火 2･26事件
12 1937 7/17（土） 両国川開大花火 日中全面戦争に突入
13 1938 自粛 6/23中止を決定 東大セツルメント解散
14 1939 自粛 第2次世界大戦勃発
15 1940 自粛 砂糖・マッチ切符制全国実施
16 1941 自粛 （再開を模索） 太平洋戦争
17 1942 － 全国中等学校野球大会の中止
18 1943 － 神宮外苑競技場で出陣学徒壮行会
19 1944 － マリアナ基地のB29、東京初空襲
20 1945 － 東京大空襲、「終戦」
21 1946 － 日本国憲法公布（翌年施行）
22 1947 － 教育基本法・学校教育法各公布

23 1948 8/ 1（日）
9/18（土）

両国川開大花火
全国花火コンクール 国連総会、世界人権宣言を採択

24 1949 7/23（土） 全国花火コンクール 湯川秀樹にノーベル物理学賞
25 1950 7/22（土） 全国花火コンクール 朝鮮戦争勃発、特需景気、統制撤廃相次ぐ

26 1951 7/21（土） 両国川開大花火・
全国花火コンクール サンフランシスコ講和会議

27 1952 7/19（土） 両国川開大花火・
全国花火コンクール ヘルシンキ・オリンピックに復帰

28 1953 7/18（土） 両国川開大花火・
全国花火コンクール ＮＨＫ、民間テレビ本放送開始

29 1954 7/24（土） 両国川開大花火・
全国花火コンクール 第5福竜丸水爆被災

30 1955 7/30（土） 両国川開大花火・
全国花火コンクール 神武景気、電気釜発売

31 1956 7/21（土） 両国川開大花火・
全国花火コンクール 国連加盟、水俣病公式確認

32 1957 7/20（土） 両国川開大花火・
全国花火コンクール ソ連、人工衛星打上げ成功

33 1958 7/27（日） 両国川開大花火・
全国花火コンクール インスタントラーメン発売

34 1959 7/18（土） 両国川開大花火・
全国花火コンクール 皇太子結婚パレード

35 1960 7/16（土） 両国川開大花火 新安保条約自然承認、カラーテレビ本放送開始
36 1961 7/22（土） 両国川開大花火 所得倍増計画の初年度
37 1962 中止 5/15中止を決定 中性洗剤問題化、東京都人口1千万人突破
38 1963 － 貿易・為替の自由化進む
39 1964 － 東京オリンピック・パラリンピック大会
40 1965 －
41 1966 － 日本の人口1億人突破
42 1967 － 美濃部亮吉が東京都知事に当選
43 1968 － イザナギ景気、3C時代はじまる
44 1969 － 東大安田講堂封鎖解除
45 1970 － 自然環境を取戻す都民集会
46 1971 － 環境庁（現環境省）設置
47 1972 － 沖縄の施政権返還、札幌冬季オリンピック
48 1973 － 石油ショック、狂乱物価
49 1974 － 都知事、花火復活発言 世界食料会議開催
50 1975 － 美濃部都知事3選
51 1976 － 新幹線「こだま」に禁煙車登場
52 1977 － 円急騰、1ドル=285円台
53 1978 7/29（土） 隅田川花火大会 日中平和友好条約調印
54 1979 7/28（土） 隅田川花火大会 鈴木俊一が東京都知事に当選
55 1980 7/26（土） 隅田川花火大会 モスクワ・オリンピック不参加
56 1981 8/ 1（土） 隅田川花火大会 警視庁、初の校内暴力対策会議
57 1982 7/31（土） 隅田川花火大会 500円硬貨発行
58 1983 7/30（土） 隅田川花火大会 国債発行残高、100兆円台を突破
59 1984 7/28（土） 隅田川花火大会
60 1985 7/27（土） 隅田川花火大会 男女雇用機会均等法公布
61 1986 7/26（土） 隅田川花火大会 アメリカとソ連、レイキャビクで会談
62 1987 7/25（土） 隅田川花火大会 地価公示上昇率、過去最高（バブル経済）
63 1988 7/30（土） 隅田川花火大会 昭和64年1月昭和天皇崩御、平成と改元
出典： 隅田川花火の番組・プログラム、読売新聞社データベース「ヨミダス歴史館」、朝日新聞社データベース

「聞蔵Ⅱビジュアル」、歴史学研究会編『日本史年表 増補版』（岩波書店、1997年）。
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