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ABSTRACT 
The aim of this study is to reveal how the shrines have been trying to preserve the space for worship, 
by focusing on the case of Hikawa Shrine that had been imposed a lot of burdens for preservation of 
precincts after the Meiji era. As a result, following two points are clarified. 1) In the Meiji era, after the 
temples were taken away from the shrines because of the separation of Buddhism and Shintoism, the 
action of the shrine was preserving the air of the precinct. 2) In the Taisho and Showa era, they tried to 
preserve the environment of the approaching a shrine with trees by focusing on the problem of stopping 
an influx of cars, dealing with the precinct which were confiscated by the Meiji government, and 
getting rid of a black market. By doing these actions, the shrines and the city not only preserved the 
approaching a shrine with trees, but acknowledged it's value when people visit shrines actually on foot. 
  
 

1.	 はじめに	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

1-1	 背景および目的	 

	 江戸中期以降、「参詣空間」は信仰に物見遊山といった娯楽

的要素が付随した聖・俗の両面を含んだ社寺参詣の受け皿と

して成立してきたことは知られている。しかし、明治以降、

「参詣空間」のあり方は再編を迫られる。参詣対象である社

格の高い主要な神社は国家帰属となり、神仏習合時代の神社

組織の解体や財産の官有化が行われた。一方、参詣行為は乗

合自動車や自家用車の登場により促されるが、それらは空間

の改変にも影響を及ぼした。 
	 参詣空間の変容に関する従来の研究は、門前町の形成や鉄

道駅の建設など、社寺の経営に資する事例に着目してきた 1)。

本研究は、近代に神域保全に大きな負担を強いられることに

なった氷川神社の参詣空間に着目し、参詣空間の保全をめぐ

る神社側の一連の対応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)研究の構成と方法	 

	 2章は、先行研究の知見や絵図を用い、近世期の氷川神社
の運営体制、参道と境内地の関係を把握し、神仏分離令が及

ぼした空間的影響を明らかにする。3章は、神主家文書に添
付されている絵図や行政文書付図を用いて 2)、神仏分離によ

って改変を余儀なくされた境内地の再編過程を明らかにする。

また、その内容を南関東の国家的神社と比較する。4章では、
参道の土地所有と土地利用形態の変遷について、明治から昭

和 35年までは土地台帳、その後は道路管理を行う担当課への 
ヒアリングを行い、事実関係を整理する。5章は、4章で整理 

した参道の変容に対する神社側の対応を明らかにする。 
(2)参詣空間の定義	 

	 参詣とは社寺へ参る移動行為を示す語であり、信仰に祭り

や物見遊山など娯楽的要素が付随した、聖・俗の両面を含ん

だものである。その上で、本研究では、神社への参詣を取り

巻く空間を「参詣空間」という語を用いて捉える。参詣空間

の起点は、表参道の「一の鳥居」とする。「一の鳥居」とは、

参詣する際に一番始めにくぐる鳥居である。以上から、参詣

空間とは「表参道の一の鳥居を起点とし、神社境内地の拝殿

へと至る空間」と定義する 3)。	 

(3)参道のエリア区分	 

	 氷川参道は東西に横断する県道によって図 1のように 3エ
リアに区分出来る。明治から位置する「大宮岩槻線」と戦後

整備された「大宮中央通線」が参詣空間の展開を規定する。 
2.	 近代天皇制国家と氷川神社 4)	 

2-1	 神仏習合の社	 

	 近世期の氷川神社は三神主家及び配下神職と観音寺を筆頭

にした一寺四ケ院によって運営され、同じ境内地に宮と寺院

が混在しあう神仏習合の社として繁栄してきた。神主家は近

世を通し幾度か変遷しているが、元禄 12年の三社・三社家を
同格とする裁定以来、基本的には男躰宮奉仕の岩井家・女躰

宮奉仕の東角井家・簸王子宮奉仕の西角井家によって、三社

同格年番制のまま明治維新を迎える。 
	 Area3の境内地と参道の関係をみると（図 2）、「二の鳥居」
以上が境内地で、参道の両側に位置する三神主家・一寺四ケ

院が境内地の導入空間を形成していることがわかる。境内地

図-4	 神仏分離後「氷川神社御境内外図」一部（明治 8年） 
図-4	 神仏分離後「氷川神社御境内外図」一部（明治 8年） 



の導入部は、神仏習合を象徴する空間

であった。 
2-2	 国家神道としての氷川神社	 

(1)神仏分離の空間的影響	 

	 王政復古により徳川幕府から明治

政府に政権が移行し、天皇と神道のつ

ながりは「祭政一致」の国家的体制と

なった。神仏分離によって神社は「国

家の宗祀」と位置づけられる。慶応 4
年 3月 13日に出された太政官布告 
に始まる神仏分離政策により、氷川神

社も神仏分離が実施され、同年 10月
に観音寺は移転し、四ケ院も境内から

撤去を強いられた。神仏分離を経て境

内がどのように変化したかのか、氷川 
神社小宮司が描いた絵図で確認すると（図 3）、破線枠で囲っ
た箇所が一寺四ケ院のあった場所と参道の範囲である。枠を

みると、一寺四ケ院は神仏分離令によって撤去されたため描

かれていない。現存する 2 軒の神主家と当時建っていた「二
の鳥居」も描かれず、空間一体を更地に描いている。報告書

5)によると、「二の鳥居」は老朽化していたようである（明治

36 年再建）。そのため、神社の風格を表す鳥居として扱われ
なかったと考えられる。また、空間一体を更地として描いた

要因を運営面から探ると、各々の朱印地の内訳は、弘化 4 年
には三社家が各 25 石で計 75 石、社僧へは観音寺が 20 石、
社僧四坊が各 10石であった。社領の配分から分かるように、
近世まで続いた運営の主体であった社僧が消えたことは、運

営体制および境内地の意味的な空間構成にも大きな損害を与

えたと考えられる。そのため、囲ったエリアは数百年続いた

神仏習合を象徴する境内であったが、旧来の境内地として扱

えず、更地として描いたと推測できる。 
	 以上より、神仏分離は一寺四ケ院の撤去や神社運営に改変

を迫っただけでなく、近世から維持されてきた境内地の再編

を強いるものであったといえる。 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	 

	 

	 

	 

(2)神域の整備	 

	 神社の組織にも大きな改変が加えられた。祭神について三

社同格であったがこれを廃止し、岩井家奉仕の男躰宮を本社、

他は摂末社とした。しかし、明治 4 年の世襲神職制廃止によ

って岩井家は退き、神職は政府が精選補任することになった。

また、同年の上知令によって社地は官有となり、太政官布告

第 235号により神社は国費あるいは公費で運営され、神域が
整備されていく。	 	  
	 明治 14年に、男躰宮（本社）・女躰宮・簸王子宮の合祀に
よって新たに社殿が造営される。その後、明治天皇行幸 50
年目にあたる大正 6年に、氏子を主体とした奉斎会を組織し、
神苑の拡張と神門の建設が行われた。また、官幣大社の威容

誇示と紀元 2600年を背景に、昭和 7年から 15 年にかけて社
殿や鳥居などの大造営・改築が行われた。一連の整備を経て、

仏閣を失った境内地は、現在の姿になる。 
3.	 近代的参詣空間の創出 
	 本章は、境内地の再編過程を明らかにするために、空間的

骨格の主要素である鳥居と門（楼門等）に着目し、神仏分離

令以後、それらが現在の位置関係に至るまでの変化を把握す

る。また、南関東の国家的神社の神仏分離令による空間的影

響と比較することで、氷川神社の参詣空間の創出と神仏分離

の関係を裏付ける。 
3-1	 取上げる神社の位置づけ	 

	 取上げる氷川神社以外の神社は以下の通りである。 
	 

3-2	 空間的骨格の整備	 

	 神仏分離令以前の境内地の様子を描いた絵図をもとに、「鳥

居」・「門」・「神主家」・「寺院・堂（仏閣）」・「拝殿」のそれぞ

れの位置関係を把握する。次に、神仏分離令で撤去を強いら

れた「寺院・堂」を文献で把握し、神仏分離後の境内の様子

が描かれた絵図などを用いて、「鳥居」・「門」が現在の位置に

整備される過程を整理する。その際、建立年代が不明な「鳥

居」などについては各社務所へのヒアリングによって補う。

分析の結果、境内地の仏閣の撤去と空間的骨格の位置変化の

双方が確認できた神社は氷川神社、大國魂神社、香取神宮の

3社であった。分析に用いた資料は以下の通りである 6)。 

(1)氷川神社	 

	 Area3で「鳥居」・「門」の整備がみられた（図 4左）。近代
以前の「二の鳥居」は、前章で把握したように老朽化、神仏

分離による境内地の再編によって、明治 8 年の絵図に描かれ
なかったと考えられる。明治 36年に鳥居が再建され、大正 6

	 大國魂神社	 香取神宮	 安房神社	 鹿島神宮	 

中世以降
の社格 

武蔵国総社	 
名神大社	 
下総国一宮	 

名神大社	 
安房国一宮	 

名神大社	 
常陸国一宮	 

近代社格 
官幣小社	 
准勅祭社	 

官幣大社	 
勅祭社	 

官幣大社	 
官幣大社	 
勅祭社	 

鎮座地 東京都府中市	 千葉県香取市	 千葉県館山市	 茨城県鹿嶋市	 

	 年代	 分析に用いた絵図や言説	 

近代以前	 天保 7(1836)	 「武州一宮社中絵図」	 
明治 8年	 同年	 「氷川神社御境内外図」	 
明治 36 年	 同年	 「氷川神社二ノ鳥居改築工事ノ件落成届」	 
昭和 4年	 同年	 	 「氷川神社参道ニ自動車徐行制札建設」付図	 

氷
川	 

昭和前期-現在	 社務所へのヒアリング	 

近代以前	 文政 6(1823)年	 『武蔵名所図会』挿絵	 大
國
魂	 明治後期-現在	 社務所へのヒアリング	 

近代以前	 天保 4(1833)年	 『香取志』挿絵	 
香
取	 昭和 17年-現在	 社務所へのヒアリング	 

図-1	 参道のエリア区分	 

 

図-2	 境内地の構成「武蔵一宮氷川神社宮中絵図面」一部(寛政 2年)	 

 

図-3	 神仏分離後の境内地「氷川神社御境内外図」一部（明治 8年） 

表̶1	 取上げる4社の位置づけ	 

	 

表̶2	 分析に用いた資料	 

	 



年に現在位置に「二の鳥居」が建てられた。明治 36年に再建
された鳥居は昭和初期に消失し、鳥居と門は現在の位置関係

となる。空間的骨格の整備と合わせ、参道の舗装整備も行わ

れた。明治 24年に拝殿前（合祀後）から神主家に至るまで敷
石が敷かれ、明治 36年にArea3全長に砂利敷が整備された。
昭和 9年に Area3全長に敷石が整備され、現在の姿になる。 
	 以上の整備を経て、現在の「三の鳥居」以上が新しい境内

地に再編された。新しく再編した境内地の手前に「二の鳥居」

と「敷石」を整備したことにより、仏閣跡地を含む旧境内地

をアプローチ空間に位置づけた。そのような境内設計を行う

ことで、仏閣跡地の風致を維持しようとしたといえる。 
(2)大國魂神社・香取神宮	 

	 大國魂神社は、神仏分離令によって撤去を強いられた仏閣

が門の奥に位置していた（図 4右）。門はそのまま維持されて
いるため、境内地の範囲を再編するような事態にはならなか

った。香取神宮も同様であった。氷川神社は仏閣が境内地の

導入空間を形成していた。2 社と比較すると、撤去を強いら
れた仏閣の立地が異なり、それが神仏分離の空間的影響を異

なるものにしていた。仏教施設の立地性からも、神仏分離が

氷川神社の参詣空間の創出的要因であったと裏付けられる。	 

3-3	 仏閣を失った境内地の風格維持 
	 神仏分離令後の一連の神域整備から、神仏分離令は境内地

の再編を強いるものだったと考えられる。境内地の再編まで

強いた要因には仏閣の立地性があった。それに対し神社側は、

行幸 50年祭,紀元 2600年,官幣大社の威容誇示を名目として、
国家神道に依った境内地の風格維持に資する整備を行った。

旧境内地をアプローチ空間に位置づけることで、仏閣跡地の

風致を維持しようとしたといえる。但し、氏子を主体とした

奉斎会を組織し整備費を援助、一連の敷石整備は個人の寄付

であった点を考慮すると、必ずしも政府主導の国家神道に依

った整備ではなかったと考えられる。 
4.	 近代的参詣空間の展開	 

	 本章までは参詣空間の創出的側面を捉えてきた。本章は、

その後の変容を整理するため、昭和以降の土地所有と土地利

用形態の変遷を把握する。土地所有の制度による変遷、土地

所有に対応する土地利用形態を整理したのが表 3である。土
地所有の特徴から概ね 3期に区分できる。 
5.	 近代化に伴う参詣空間の維持と変容 7) 

5-1	 Ⅰ期【昭和初期-27 年】	 

(1)自動車流入に対する神社の考え	 

	 大正 13年に Area1,2が県道候補地に指定された。それに
対して、神社は自動車受入の考えを県内務部長に提出した。 
宮司は参道が分断されることを懸念しながらも、県の計画に

同意を示した。参道全長の並木管理や庶民の日常的な利用（間

道）に耐えうる整備が目下の課題であったが、それを解消す

る経済的な余裕が無かった。そのため、参道の所有を県に移

管し管理を任すことで課題を解決しようとした。但し、次の	 

五ヵ条を希望条件として設けた。①「並木敷ハ縣道ヨリ除外	 

セラレタキコト」,②「樹木ノ保護ニ留意アリタキコト」,③「不	 
浄ニ関シ考慮アリタキコト」,④「参道内建設物保存ニ付適當	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 
 
	 

 
	 

ノ考慮アリタキコト」,⑤「境内設計上必要ト認メタルトキハ
復舊ニ関シ豫メ諒解ヲ得タキコト」。①②④は神社の所有物、

特に並木に関する配慮、③⑤は旧来の神社慣習に対する配慮

であることが分かる。以上の希望条件を設けることで自動車

流入に合意した。しかし、県道候補は解除され、Area1,2 が
公道化するのは昭和 36年である。 
a)乗馬・馬車と自動車に関する制札	 

	 公道に指定されず、参道のまま維持されたが、昭和初期か

ら貨物自動車が参道全域に流入し始める。重荷を積んだ貨物

車は敷石を破損するなど境内設備上、影響が大きいとして、

昭和 2年に神社は「貨物自働車通行禁止」の制札を立て、制
札以下は県告示「貨物自動車通行禁止」によって取り締った。

乗用車の通行のみ容認していたがその往来も頻繁になったた

め、昭和 4年に、乗用車に対して「自働車最徐行」の制札が
「貨物自働車通行禁止」の制札の横に立てられた。県告示は

解除された。制札による自動車の線引きには、明治期の下馬

制札の位置が影響していた。原則、制札以上、自動車の通行

禁止、以下は受入を認めざるを得ない状況となる。	 

(2)新憲法による上知の処理問題	 

	 昭和 22年制定の新憲法第 89条の規定により、公の財産を
宗教上の使用に供することが禁じられた。特に、明治 4年に
上知した社寺境内地の処理をめぐり法手続きが進められた。

昭和 22年に「社寺等に無償で貸付してある国有財産の処分に
関する法律」が制定され、条件を満たし申請した場合は無償

譲渡する規定を設けた。しかし、満たさない場合は、時価の

半額で売却された。これに対し昭和 25年に大宮市長は、参道
が風致地区の指定範囲（昭和 9年指定）であることを根拠に
Area1,2の管理権の移管を神社の同意書を添え大蔵省に申請
した。結果、大蔵省に認可され所有は神社、管理は市という

体制を築き、参道の個人売却を防いだ。新憲法により国庫補

助金が認められなくなった神社は、経済状況が更に厳しくな

ったと考えられる。そのため、参道の環境を維持するため、

政教分離の原則を越えて、市の協力が必要であったといえる。	 

(3)闇市の受入	 

	 昭和 22年に Area2の並木敷に駅前闇市を受入れることに
なる。但し、1年間の期限付き借地の条件を設けた。受入れ

図-4	 氷川神社と大國魂神社の空間的骨格の整備	 

 



た場所は、他の区間よりも並木敷の幅員が広かった。神社は

1年間の期限を設定、幅員の広い場所を選定することで、並
木の損傷を最低限に抑えようとしていたと考えられる。しか

し、期限を過ぎても闇市は営業を続けた。 
5-2	 Ⅱ期【昭和 27-59 年】	 

(1)Area3 への自動車流入	 

「貨物自動車通行禁止」と「自動車最徐行」の制札を立て、

自動車の規制を図っていた Area3 であったが、昭和 30 年代
から神社に隣接する大宮公園に向かう乗用車が頻繁に往来す

るようになる。大衆車の普及と大宮公園の整備（昭和 37年都
市計画公園指定）と相まり、制札のみでは対応仕切れなくな

った。そこで、神社は並木敷を維持したまま、その両外側を

用地買収し、市が東側の用地を大宮公園に通ずる代替道路と

して新しく整備した。整備により、大宮公園や氷川神社に向

かう自動車は参道の両外側の道路を通行し、並木の内から自

動車交通を排除した。 
(2)Area1,2 の市道認定	 

	 制札以下の区間であった Area1,2が昭和 36年に市道認定
される。昭和 39年に参道の舗装工事が行われるが、公道と並
木敷の境界に縁石を設けるなど、並木敷は市道から除外した。

大正 13年に神社側が自動車受入れに対し提示した希望条件
を踏まえた整備であるといえる。 
5-3	 Ⅲ期【昭和 59 年-】	 

(1)闇市の整備	 

	 明治 4 年の太政官布告により、神職の世襲制が廃止されて
いたが、昭和 34年に、近世の神主家であった東角井家が権宮
司から宮司へ昇格した。地元宮司の昇格により闇市整備が進

められる。昇格した翌月に、神社と市、組合の三者話合いが

開かれた。かねてから、神社と組合は意見が対立していたた

め、市が斡旋役となり整備案を提示した。しかし、市が積極

的に介入しない案であったため、神社対組合の構図は変わら

なかった。市が行政手続きを用いて闇市の撤去に踏み切れな

い背景には、政教分離の壁があった。宗教法人が土地所有権

を持っていた場合、政教分離に沿った憲法上の制約により、

住環境整備事業（国庫補助事業）の適用が出来ない。そのた

め、市が行政手段を用いて整備することが事実上不可能であ

った。闇市の整備を単独で行うことができないと判断した神

社は、昭和 59 年に、30 年間の期限付きで並木敷の地上権を
市に無償譲渡した。神社の地上権譲渡は市が実施する闇市跡

地の整備方針に合意した上の委譲であった。並木の内を通過

していた市道を並木の両外側に別途用意することで、並木の 

内から自動車交通を排除した。長らく露店が占拠していたた

め、樹木の多くは枯死したそうであるが、残った樹木や並木

敷の幅員を維持するように、並木敷の縁を市道に編入した。 
5-4	 参道並木の環境維持	 

	 3 期を通した神社側の対応をみると、参道並木の環境維持
が目的であったことが分かる。Area1,2 を市道として提供し
たが、並木敷を公道から除外していた。Area3 の自動車流入
も、神社が並木敷の両外側を用地買収し、別途、代替道路を

市が整備した。闇市の整備の際も、樹木や並木敷の幅員をな

るべく維持するように並木敷の縁を市道に編入していた。 
	 管理に関しては、上知の処理問題以降、政教分離の原則を

越え、市が実質的な維持管理を担っていた。自動車流入や闇

市整備に対する神社と市の一連の対応をみると、参道の両側

に別途市道を用意、地上権譲渡など、両者間で土地所有の操

作をしながら、並木の内から自動車交通を排除している。つ

まり、両者は並木を単に維持するだけでなく、その内を徒歩

で参詣することに参道並木の価値を認めていたといえる。 
6.	 結論 
	 氷川神社では、神域保全に反する事象に対して以下の対応

が明らかになった。 
1)神仏分離令後に実施された一連の神域整備から、明治期は

神仏分離によって仏閣を失った境内地の風格維持が目的であ

ったと考えられる。再編した境内地の手前に「二の鳥居」と

「敷石」を新たに整備することによって、仏閣跡地を境内地

へのアプローチ空間に位置づけ、その風致を維持しようとし

た。境内地の整備には、国家神道体制に依った政府の意向と

氏子を介した神社側の意向の双方があった。 
2)自動車の流入,上知の処理問題,闇市問題の対応から、大正・
昭和は参道並木の環境を維持することを目的としていた。参

道並木の環境維持のため、新憲法による上知の処理問題以降、

神社は政教分離の原則を越えて市に実質的な管理を任せてい

た。また、自動車流入や闇市整備に対する神社と市の一連の

対応から、両者は並木を単に維持するだけでなく、その内を

徒歩で参詣することに参道並木の価値を認めていたといえる。 
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土地所有（上段、参道部と並木敷の所有）と土地利用形態（下段、参道部の利用）	 時期

区分	 
年代	 

Area1	 中央通線	 Area2	 岩槻線	 Area3	 

M4 の上知令により官有 - 上知令により官有 県有 上知令により官有 
Ⅰ期 昭和初期 ̶ 27 年 

社地（土地台帳地目では境内地） - 社地 ※並木敷：闇市受入により宅地 (S22-) 県道 社地 

S22 の新憲法により神社 (-S36) 

参道部：市道, 並木敷：神社 (S36-) 

県有 

(S35-) 

新憲法により神社 (-S36) 

参道部：市道, 並木敷：神社 (S36-) 

官有 (S30-S57) 

県有 (上期間外) 
新憲法により神社 

Ⅱ期 昭和 27年 ̶ 59年 
社地 (-S36) 

市道 (S36-) 

県道 

(S35-) 

社地 (-S36)  

市道 (S36-) 

国道 (S30-S57) 

県道 (上期間外) 
社地 

参道部：市有, 並木敷：神社 県有 S59 の地上権譲渡により市有 県有 神社 
Ⅲ期 昭和 59 年 ̶ 

市道 県道 
市道（-H1） 

公園（「平成ひろば」）（H1-） 
県道 社地 

表̶3	 土地所有と土地利用形態の変遷	 

	 


