境内地の上地･下戻にまつわる宗教的環境の保持に関する研究
A study on the preservation of Zojoji’s religious landscape among some changes in property.
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Abstract
This study aims to clarify the process of changes in Zojoji’s religiously important area. Zojoji is
main temple of Jodo shu of Buddhism, and was prospering as a family temple of Tokugawa
shognate at Edo Era. After the Meiji Restoration, Some laws dispossessed Zojoji of its domain
and designated as a park. Afterwards, its landscape based on the religion was destroyed by
changes of its property and its landuse. After the WWⅡ, many domains was returned to the
former owners and some was sold by themselves. By comparing the historical materials on
landed property with old maps were distinguished followings. A/ There are 3 period in the
process of destroy religious environmental preservation in Zojoji. B/ Zojoji also destroyed its
religious environment by itself.

１章．はじめに
１－１ 背景と目的
増上寺(現、東京都港区芝公園)は、中世には他所にあ
ったものが近世に徳川歴代の廟所として位置づけられ、
現地に移転して繁栄を極めた。京都の総本山知恩院を頂
点とする浄土宗寺院群の中で、明治 8 年大本山としての
地位を築いたのはまさに徳川家の影響であるが、浄土宗
の理念からすればそれなりの代償もまた支払っていたよ
うだ。徳川家廟所である増上寺の寺地は近世には 25 万坪
に及んだが、現在ではその地はモザイク状に複雑に分割
されている。近世に山内とされた土地には、東京タワー
が建ち、２つのプリンスホテルが立地し、その間を縫う
ように芝公園が広がっている。この間にいったいどんな
ことが起こったのだろうか。
近世から近代への価値観の転換、都市空間の物理的改
変に注目した研究は数多い ⅱ 。この時期が注目されるの
は、現代に比較的近いために、現代を生きるわれわれの
価値観に色濃く影響していることや、それ以前の価値観
と相対化しやすいこと、また、文献史料だけでなく空間
の痕跡が多く残っておりアクセスしやすいことなどによ
るだろう。いずれにせよ、われわれが生きる現代をその
まま眺めるのではなく、その背景にあるもの･あったもの
を理解することで、現代をいっそう深く理解しうるとい
う考えによるものであり、本研究も同様の立場をとる。
一方、近世近代の変革時期を扱った既往の都市研究の
多くは、近世末期から近代初頭(江戸末期～昭和初期)を
扱っており、今まさに現代の都市状況とそれがどのよう
に繋がっているのかというところまで射程を延ばしてこ
なかった ⅲ 。また、公園なら公園の側の価値観、宗教的
空間なら宗教的空間側の価値観、制度なら制度論という
価値観に主眼をおいて、それらを横断的に考察してこな
かった ⅳ 。
そこで本研究では増上寺について、近世末期から現代

までを対象時期として、公園指定や解除、上地令といっ
た諸制度の設置･変更のもとで、江戸時代に存在した増上
寺の宗教的環境の解体プロセスを明らかにすることを目
的とする。
１－２ 研究の構成と方法
(１)研究の構成
本研究では、近世の増上寺の宗教的環境(空間配置)を
把握した上で(3 章)、公園化や諸制度による宗教的環境
の解体の事実関係を整理し(４章)、これらをもとに、江
戸期に確立していた増上寺の宗教的環境が解体されてい
くプロセスを考察することとする(５章)。
(２)研究の方法
これに先立ちまず 2 章では、明治以降の、公園や境内
地に関する諸制度を概観する。その上で、増上寺を取り
巻く時代背景として、公園観・境内観の変遷を、先行研
究の知見を参照しつつ整理する。そして３章で、江戸時
代に形成された増上寺の空間構成を図会類をもとに復元
し、これをもとに宗教的環境を把握する。当時の増上寺
は、浄土宗本山・徳川家菩提寺という２つの側面をもつ。
そこで、前者については寺史と浄土宗関係の辞典類を用
いて、浄土宗寺院としての空間構成を明らかにする。後
者については、史跡保存調査報告書を用いて施設配置を
把握し、浄土宗寺院の空間構成における徳川霊廟の位置
づけを明らかにする。4 章では、２章をふまえつつ、明
治期以降の①諸制度による土地所有者の変遷、②公園整
備等による土地利用の変遷について、前者については寺
史・公園史および土地台帳を、後者については寺史・公
園史および地図資料を用いて、宗教的環境解体の事実関
係を明らかにする。これらを踏まえて５章で考察を行う。
第２章 社会的背景の把握
明治以降の増上寺は、公園地と境内地という２つの特
徴をもっていた。そこでまず、公園地・境内地およびそ
の土地所有に関わる諸制度を整理したのが表１である。

表1

公園、境内地、土地所有に関する法制度
法律

明治2年
明治4年
明治6年
明治15年
明治21年
明治30年
明治32年
明治39年
大正8年
大正10年
大正13年
昭和14年
昭和22年
昭和25年

神仏分離政策
上地令（太政官布告第4号）
五公園指定（太政官布告第16号）
社寺樹木伐採禁止の達（東京府達坤第58号）
伐木禁止規則（内務省達）
市区改正条例
森林法（法律第46号）
国有土地森林原野下戻法（法律第99号）
神社合祀政策
史蹟名勝天然記念物法（法律第44号）
国有財産法（法律第43号）
帝都復興計画
宗教団体法（法律第77号）
宗教法人法（法律第50号）
新憲法

境内地

公園

土地所有

○
○
○
○
○

○

○
○

涅槃門
御成門

方丈

○
○
○
○
○

○
○

○

○
○
○
○

これを踏まえて、以下に公園地・境内地がどのように考
えられていたのか、その概要を以下に整理する。
２－１ 公園観の概要
明治６年の五公園決定では、境内地を「人民輻輳ノ地」
とし、更にその中でも「古來ノ勝區ノ場所」を公園地と
して指定している。ただし、近世来の「群集遊観ノ場所」
をそのまま維持するというのではなく、新しい西洋式の
公園として整備することになっていたという。しかし、
公園経営の財政難により実現には至らず、公園化以前の
環境を維持するにとどまった。
市区改正条例では、東京という都市の中での公園の計
画が議論された。しかし、国庫窮乏等の理由により計画
の多くは実現せず、境内地を公園地に指定する案が採用
された。これにより境内地に運動公園や茶店等の施設を
整備する、という形の公園が出現した。
大正半ば頃からは、都市機能としての公園がより重視
されるようになった。また、関東大震災後は、防火遮断
という機能が付加されることとなった。このように都市
計画の中で都市施設としての公園が位置づけられていく
なか、昭和 22 年の宗教法人法によって、境内地を利用
した公園は、公園指定を解除された。
２－２ 公園化された境内地の概況の把握
明治 4 年、社寺領上地令により、寺社の寺領の多くは
官有地に位置づけられた。官有地となった寺領の山林を
自由に利用することが出来なくなった寺社は経済的に苦
しくなり、寺社地は乱伐による荒廃が進んだ。
一方、公園化された寺社は、その境内地の全てが官有
の公園として、一体的に管理された。また明治 6 年の公
園取扱心得において、堂宇などの宗教施設の存否はその
寺社に委ねられた。そのため必要な堂宇を残しつつ公園
として遜色ないよう適宜修復が施され、先述したような
乱伐による荒廃は進まなかった。
なお、堂宇などの施設がない部分については、2-1 で
みたように公園としての施設整備が進められた。これに
ついて、明治 40 年頃には、名所旧蹟保存の観点から、境
内地の公園化を批判する風潮がみられるが ⅵ 、昭和 6 年、
東京市技師の井下は名勝と公園の一体的整備を「公園の
設計」の一技術として位置づけている。
第３章 江戸時代に形成された宗教的環境
江戸末期の増上寺の宗教的環境を把握するために復元
江戸情報地図、江戸名所図絵、伊坂の研究、昭和 31 年の
地形図を用いて当時の空間構成を明らかにした(図 1)。
これをもとに以下の考察を行う。
３－１ 浄土宗大本山としての増上寺
浄土宗大本山増上寺は、1393 年に聖聡によって開山され
た。増上寺は徳川家康が江戸に入城した際、徳川家の菩
提寺として、江戸城の南西の鬼門の位置、現在の芝に移
転された。伽藍配置は総本山である華頂(知恩院)とは異
なるものだったようだ ⅶ 。
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まず山内の断面構成から浄土宗寺院の宗教的環境を考
える。知恩院は(図 2)上段、中段、下段に分かれており、
上段は法然上人の御遺骸を斂めた御廟がある、最も重要
な場所である。このように、浄土宗寺院において一般に
開基檀那が祀られている。中段には御影堂、阿弥陀堂、
経蔵が、下段には庫裏、書院、支院が配置されている。
上段中段下段はそれぞれ極楽界、天界、人界に当たると
考えられる ⅷ 。これが基本的な浄土宗の伽藍配置の典型
であったと考えられる。この形式を増上寺に当てはめて
みると(図 3)、大門と三門の間には支院が立ち並びその
間が 108 間 ⅸ であることからここが人界であることがわ
かる。続いて、三門の先には本堂があり、三門から本堂
までの部分が天界であると考えられる。極楽界は、西方
浄土のことでもあり、西方の山々にあると考えられる。
次に平面構成を見る。浄土宗寺院は、総門、三門、本
堂、阿弥陀堂、支院によって構成される。
知恩院の本堂は法然上人の御影が本尊として祀られて
いるために南面を向いている。さらに、浄土宗の本尊で
ある阿弥陀仏が安置されている阿弥陀堂は西方浄土を向
いて阿弥陀仏を拝むために東を向いている。本堂に法然
上人の御影を安置し、本堂とは別に阿弥陀堂を配置する
のが浄土宗寺院の基本的な伽藍配置で、1234 年以降知恩
院ではこの構成がとられ ⅹ 、江戸時代以降の寺域拡大に
際してもやはりその形式がとられている(図 4)。それに
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対し、増上寺の本堂には阿弥陀如来が本尊として安置さ
れ、その両脇に高祖･宗祖の両大師御影を安置している。
知恩院における本堂と阿弥陀堂の両方の意味を持つ本堂
であると考えられる (図 5)。また大門も、江戸城の向き
に合わせて東面して造られた。
３－２ 徳川幕府との関係
最初にできた幕府関係の施設は 1616 年の安国院殿(後
の安国殿、さらに明治以降には東照宮と改称)である。安
国院殿の当初の造営場所は本堂真裏(西側)であった。こ
の場所は浄土宗寺院として見た場合西方浄土の上位の位
置にあり、極楽界に相当する位置だった。すなわち、増
上寺が将軍家を開基檀那と同様の立場に位置づけていた、
あるいは、最上位の位置が幕府にとってかわられた、と
考えられる。
第４章 宗教的環境の解体の過程
宗教的環境を増上寺の施設配置、人界・天界・極楽界
の 3 つの領域における意味付けとし、解体を 3 つの領域
の関係の変化、または宗教的な文脈以外のものが介入す
ることと捉え、3 章で見た宗教的環境が、明治時代以降
にどのように解体されたかを把握するために、明治以降
の土地所有の変遷と、土地利用の変遷の 2 点を把握する。
まず、土地所有に関する諸制度によって、増上寺旧山内
の所有者がどのように 変遷 して いっ たの かを 整理 した
(表 2)。その土地所有の変遷を図 6 上段に整理した。ま
表2
明治2年

明治4年
明治6年
明治32年
明治42年
大正10年
昭和14年
昭和22年
昭和25年
昭和27年

表3

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

土地所有変遷

具体的な所有権の変動
【神仏分離】徳川霊廟地の所有権が徳川家へ移転したことである。これが何のために行われたかは明らかではないが、山内
はその時点で「霊廟地」と「その他の地」に分けられることとなった。
【徳川家へ霊廟地の所有権移転】山内にあった稲荷はすべて合祀され、また、増上寺本堂南側の安国殿は増上寺から独
立し、東照宮という名称に改称した。これも霊廟と同じで、家康を神格化し信仰の対象としていたが、宗教的な意味におい
て分断したことを意味する。
【上地令】上地令では祭典法要以外の境内地が上地されることとなった。これにより、先の「霊廟地」以外の「その他の地」
は、増上寺所有の「境内地」と東京市所有の「官有地」に分断されることとなった。
【公園化】増上寺はそのすべての土地を「官有地」にされ、公園に編入されることとなった。上地令以降、宗教的に分断が進
められてきたものが、公園という施設で一くくりにされたことになる。それらすべてが公園として整備されたわけではなく、大き
くは「公園地」「官有境内地」「その他の宅地等」に分けることができる
【国有土地森林原野下戻法】旧社寺地のうち上地処分された土地や官民有区分によって官有とされたものに関して所有ま
たは分収の事実があるものに限り主務大臣の下戻申請ができるというものであった。下戻申請は棄却されたが、増上寺は行
政訴訟に乗り出し、明治42年に紅葉館付近の4528坪、丸山付近の6136坪を獲得することとなった。
【国有財産法】従前より引続いて寺院仏堂の用に供する雑種財産はその用に供する間無償でその寺院仏堂に貸付する。
【宗教団体法】現に寺院仏堂に無償で貸付けてある国有財産は、2年以内に譲与の申請があった場合には審査の上その
寺院に譲与。増上寺は、1,2,3,12,15,17,18,25号地の増上寺関係地、21号地の金地院関係地を申請した。しかしこの際は、
所有権移転後も公園としての利用ができるように民法上の地上権設定契約を結ぶ。
【宗教法人法】1,2,3号地の公園地解除
【新憲法】増上寺境内地を増上寺に所有権移転、東照宮境内地を東照宮に所有権移転
【切り売り】増上寺所有の梅園と徳川家所有の霊廟地が売却される

土地利用変遷に見る宗教的環境の解体

た、土地所有状況に対応して、土地利用の変遷につい
ても調査し整理した(図 6 下段)。なお、明治期以降に行
われた空間改変の過程は表 3 に示す通りである。
第５章 考察
５－１ 時期区分
土地所有の特徴から、概ね３つの時期に区分すること
ができる(表 4)。
表 4 時期区分
第一期 ～明治10年 上地令、公園化を経て、旧山内が霊廟地以外官有になるまで
第二期 ～明治42年 下戻法により土地の返還が行われた頃まで
国有財産法以降に財産権の保護が叫ばれ、実質的な土地所有
第三期 ～昭和30年
の変化が起こった頃まで

５－２ 第一期の宗教的環境の解体
明治 2 年、神仏分離政策による東照宮の独立や、徳川
霊廟の徳川家への所有権移転などにより、所有上は、徳
川家にまつわる敷地が増上寺から切り離された。これに
伴い、極楽界にあたる位置に徳川霊廟をおくという、江
戸時代以来の宗教的な関係･意味合いも薄れていったの
ではないかと考えられる。明治 6 年の太政官布告により
五公園に決定され、徳川家所有の徳川霊廟以外は官有地
となり、旧山内の全域から増上寺所有地がなくなった。
このようにこの時期は徐々に増上寺の所有地がなくなっ
ていった時期である。
一方、この時期の土地利用を見ると、明治 4 年に丸山
花園、明治 6 年の省庁用地と、江戸時代以来の「境内地」
以外の利用も見られるものの、この時期は公園整備とし
て、空間の物理的な改変は行われず江戸時代の宗教施設
の配置は保たれていたといえる。
以上より第一期では、増上寺と徳川家の意味的な関係
は薄れていったものの、公園という枠組みによって、旧
山内の宗教的環境は一体的に保たれていたと考えられる。
５－３ 第二期の宗教的環境の解体
上地された土地が明治 42 年に返還されるまで、旧山内
の土地所有に変化はない。
土地利用を見ると、まず明治 11 年に芝園橋の架橋によ
る御成道の貫通があった。大門から山門に至る参道を分
断するものであり、参道は、参詣以外の目的の利用者が
増え、通過交通のための道になり、旧山内の境内地(極楽
界･天界)と支院地(人界)の関係は弱められたと考えられ
る。明治 21 年の市区改正条例以降は、いわゆる運動場や
紅葉館などの施設を有する都市施設としての公園の造営
が行われ、
「公園」と境内地や墓地、宅地といった利用を
されている部分とに、利用が分化していった。旧山内は
境内地(極楽界･天界)と支院地(人界)の関係はさらに弱
くなっていったのではないかと考えられる。
第二期を通してみると、東京市による公園としての整
備によって、境内地(極楽界･天界)と支院地(人界)の関係
が弱められ、宗教的環境が着実に解体されていった時期
ととらえることができよう。
５－４ 第三期の宗教的環境の解体
第三期には土地利用に大きな変化はなく、境内地と｢公
園｣という土地利用上の区別は定着していった。
大正 10 年になると、官有地である境内地を、増上寺 に 無
償で貸付けられることとなり、昭和 22 年になると、旧」
山内一帯にかかっていた公園指定は解除され、25 年には
所有権が移転された。｢公園｣部分は東京都が引き続き公
園として所有し、境内地と梅園は増上寺が、東照宮は東
照宮が、徳川霊廟地は引き続き徳川家が所有することと
なった。境内地と｢公園｣とは、土地利用上だけでなく、
所有上も区別されることとなり、境内地(極楽界･天界)
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と支院地(人界)は切り離されたといえよう。
一方、公園地だった間手を付けられることのなかった
増上寺境内地と、天界あるいは極楽界にあたると考えら
れる徳川霊廟･東照宮は、そのままの形で残った。すなわ
ち、極楽界･天界という宗教的環境は解体されないまま、
別々の所有者に分けられることになった。
昭和 27 年、徳川家は西武鉄道に霊廟地を売却し、増上
寺は東京都に梅園を売却した。霊廟地･梅園は双方ともに
旧山内の極楽界･天界にあたる部分であり、売却により、
徳川家と増上寺は極楽界･天界の宗教的環境を解体する
に至ったともいえる。
第三期を通して見ると、極楽界･天界にあたる部分は、
手を加えられなかったことで宗教的環境は保たれていた。
さらに、極楽界･天界の地は所有すべき者の手に渡り、公
園地解除されることで一連の解体は終わったかにみえた。
しかし、すぐに梅園･霊廟地は売却され、その宗教的環境
は解体されてしまった。
５－５ 総合的な考察
三期を通して考えると、第一期は、公園という枠組み
により、物理的にその宗教的環境は守られていたと考え
られる。公園化は、所有が増上寺から離れることで、旧
山内に手を加えることができず、また公園行政側も、一
時西洋風な公園を目論むものの、経済的な理由からそれ
がかなわなかった。このように、公園行政側としては、
増上寺を宗教的環境として捉え、保全しようとしていた
わけではないことがわかった。
第二期は、公園行政側から積極的に公園に関わろうと
した時期であった。第一期にかなわなかった公園として
のしつらえが進行したといえよう。このように、｢公園｣
と境内地が分化しつつある状況にあって、明治 40 年、官
から土地を無償貸与される形で存続していた支院地に対
し、これを取り払って興行物を設置する計画が市から持
ち上がった。東京市にとって、支院地側は公園経営の足
しにするための敷地にすぎなかったようだ。これに対し、
増上寺は陳情書を提出した。陳情書によると、支院地は
境内から隔絶された場所に位置するものの、｢風教の維
持｣には必要であるとしている。増上寺側は少なからず、
その宗教的環境の解体に対して、何らかの危機感をもっ
ていたものと考えられる。しかし、所有権は行政にあり、
反対意見を提出するにとどまった。

第三期は、昭和 27 年に霊廟地が西武鉄道に売却され、
ホテル計画が持ち上がった。計画に対し区民や首都建設
委員会から反対が出される。第一期、第二期の公園行政
の動きを振り返ると、境内地や徳川霊廟、東照宮は公園
地に含まれながら空間改変がないことから、東京市が史
跡保全の立場から、これらの宗教的空間に何らかの意
味･役割を見いだしていたものと推察される。このよう
に第三期は、公園行政側が増上寺を史跡と捉えて保全し
ようとしていたことがわかった。逆に増上寺は下戻され
た土地に対し、すぐに一般に売却するよう動き出してお
り、増上寺の宗教的環境を保全することよりも、経営的
に苦しめられどの土地を手放すかが考えられていたの
ではないかと考えられる。
三期を通し、増上寺の宗教的環境をどのように保全す
るかの議論は行われる機会がなかった。むしろ増上寺と
公園行政側の志向は乖離し、それが結果的に宗教的環境
を解体することにつながったと考えられる。
第６章 結論
本研究で明らかにしたことは以下の通りである
a 江戸末期における増上寺の空間構成を再現し、浄土宗
における極楽界・天界・人界の位置、および徳川霊廟の
関係という、宗教的環境の内容を明らかにした。
b 増上寺の旧山内について、明治以降の土地所有、土地
利用の変遷を整理し、宗教的環境の解体のプロセスつい
て、事実関係を明らかにした。
C 宗教的環境の解体は明治 11 年の道路貫通および市区改
正以降の公園整備によって人界部分が切り離されること
によって（官側によって）始まったことを明らかにした。
d 史跡として重視された極楽界・天界部分の環境は公園
管理をする官側によって昭和 24 年まで維持されていた
が、公園指定が解除されて増上寺・徳川家に所有権が移
ると、各々が売却することで宗教的環境が解体された。
e 各期での増上寺と公園行政の志向の違いを指摘した。
ⅰ.本 研究では、山 内 を支院、別 院、別当 、学寮 、稲 荷 社、堂 宇、山林のすべてを含めた
領 域 をさしている。また、境 内 地 は祭 典 法 要 に必 要 な部 分 としたⅱ.例 えば土 肥 真 人
(1994)「江戸から東京への都市オープンスペースの変容」羽生冬佳(2003)｢江戸東京の名
所の変遷に関する研究｣などⅲ.ⅳ.例えば西村幸夫(1985)｢土地にまつわる明治前期の文
化財保護行政の展開-｢歴史的環境｣概念の生成史-｣日本建築学会計画系論文報告書,
ⅴ.野嶋政和(1994)｢東京市区改正期における近代都市公園の展開｣第 29 回日本都市計
画学会学術研究論文 集よりⅵ.長岡安平｢名所舊蹟の保護事業並に名木の保存に就て｣
(｢神社協会雑誌｣(1911)第十冊第十号 p19-28)などⅶ.村上博了｢増上寺史｣(1974) p19ⅷ.
｢京の寺から 29 光明寺｣よりⅸ. 108 間という距離は 108 煩悩にちなんでいるようである。(増
上 寺 教 務 部 (199 ＊ ) ｢ 増 上 寺 ｣ よ り ) ⅹ . 薮 内 彦 瑞 (1937) ｢ 知 恩 院 史 ｣ 京 都 東 山 知 恩 院
p815-836ⅺ.土地利用変遷図は明治実測全図(明治 9 年)と番地界入東京全図(明治 44
年)に｢広度院｣などと、支院の名称がに記載されている地を｢官有境内地｣とした.

