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本稿 は、平 成五 年十 二月十一 日の「皇 學館 大 學月例文化 講座」 における 「 近代 の伊勢神 宮 」と題す る 講演 に若干 の手 直し
をし たものである 。その目的 は、 明治 時代 に行 われ た伊勢神 宮 の改革 を概

起こし た。次 いで具体的 な改革 を、 神 宮 の土地 、神 官組織 、 祭 祀 の順 で
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均

明治 の国 造 り の原 則

明治時代の国造りには様々 な目 標があったが、本稿で問 題にする伊 勢神宮の改革に関 係するものとしては、大まか

に言って、三 つの目 標を挙 げることができる。その―つは「 天皇親政 」である。これは、自ら政 治を行う天皇を中心
として国の政 治を運営 していく というものである。そして、 そのような天皇の理想とされたのが第 一代の神武 天皇で
あった。慶 応三年 (八 六七） 十 二月九日に出された王政 復古の大号 令は、「 今後 は摂 政 • 関 白 や 幕府 を廃 止 し、 す
べて神武 天皇が即 位された時のことを基 本として政 治を行う」旨を宣 言している。
二つ目は「 天皇親祭」である。 これは、国家の祭祀を天皇みずからが行うということである。 そして、政治も祭祀

も共に天皇がみず から行うという意味で「祭政 一致」と いう言葉が盛んに使われた。慶 応四年 (-八 六八 ） 三 月 十 三
日に出された布 告では、 「
今度 、天皇が王政 を復古し、すべて神武 天皇即 位当時のことを基 本として、何 事も新 しく
し、祭政 一致の制 度に帰るこ とを宣 言されこと。したがって、先ず第 一に神祇官を再興し、続いて次第 に諸祭莫も復
興するこ と」が明言された。

三つ目が「 近代化」である。慶 応四年 ―
二月 十四日のいわゆる五箇条の御誓文は「 古くて悪い習慣を止めて、世 界に
通用する普遍的 な原理に基づ かなければならないこ と」を明らかにしている。

背 景 と し て の 近 世 ・幕 末

右の述べ た三つの目 標は、明治になって突然現われたものではない。これらは、すでに近世において存在していた

諸々の思想が組み合わされて出来上 がったものである。 これを組み合わさせたものこそ、 ペリ ー来航によってかきた
てられた、西欧列強の圧力をはねのけて日本の独立 を守らなければなら ない という意識であった。 この要請から、 そ

れまで存在していた諸々の思想が組み合わされ、具体化され、検 討された結 果、先の三目 標が導き出され た の で あ る 。
神武 天皇を重 視する思想には、政 治の学である儒学、とりわけ水戸学の貢 献が大き かったと言わ れている。水戸学
の主要な学者である会沢正志斎は、本居宣 長の『 直日霊」 について論じた『 読直 日 霊」 の中で「天皇の血 統が正しく
存在し続けてきたのは、神武 天皇が即 位の時に、君 臣父 子の倫 理を明らかにしたからである。 そのことを宣 長が論 じ
ていないのは遺憾である」と述べている。
このような神武 天皇重 視の思想は、幕末において、歴代 天皇の山陵復興運動という 形で具体化された。幕末の水戸

藩主・徳 川斉昭は、神武 天皇陵を古代の形式によって修 理すべきであると主張した。また、彼 は、光格天皇（ 第一―
九代、在位期間一七 七九ー一八一七 年） の崩御に際して、山 陵を造営すべきであ ると主 張した。 そし て 、彼 ら の 運動 の

結 果、孝明天皇 （第―ニ ー代、在位期間一八 四六ー六六年） が崩 御された時には、山陵が造営され、 その葬儀は従来の仏

式から神道式に切 り替 えられた。
また、水戸学の神武 天皇重 視の思想の影響を受けた国学者たちは、神祇官復興運動 という形で、その思想を具 体化

した。彼 らはキリ スト 教こ そ日本にとっての脅威であると考 えていた。 そのため、キリ スト教が日本に広まることを
阻止しなければならず 、 そのためには日本の神々を大切 にする思想を広めなければならないと考 えた。そして、それ
を実 現するためには、神々 を祀る役 所である神祇官を再興することが必 要であると主張した。この役 所は古代の朝 廷
の役 所で、中 世になくなってしまったものである。
この神祇官は、古 代の役 所ではあるが、もちろん神武 天皇の時代に存在していたわけではない。 その再興が神武 天
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皇重 視の思想 から主 張され たのは、 この役所の設置が神武天皇の御精神に由来し ていると考えられていたからである。

幕 末の国学者 ・大 国隆正は、慶応三年に提出した『神祇官本義』 の中で、「神祇官の設置は、神武 天皇 が 皇 室 の 祖 先
や 天の 神を祀って、祖先の 教えにしたがうことを明らかにされたことに由来 している」と主張した。
幕末の国家 的危機意識は、 国家 統治の正統性 を追求する思想 を歴史の前 面に押 し出し、 その結 果、近 世に発達した
神武天皇重 視の 思想が具体的運 動とし て展開され ることになった。 そして、明治政府は王政復 古の理想 を神武天皇の
業績に求めることを宣言した。 それは、神武 天皇の業績に基づ いて、 明治天皇の業績を作り上 げていくことを意味し
ていた。神武天皇は九 州 から出 発 して東に向かい、奈良に入って、ここに都を定めた。 これ にならって、明治天皇は
都を京都から東京に移 した。また、東京で神祇官を再 興し、 そこでみずら天神・地 祇を祀った。 明治天皇が東京に向
かう途 中の明治二年 (八 六九）三 月、歴 代天皇の中で初めて伊勢神宮にみずから参拝したのも神武 天皇 に 由来 す る

考 えられ た「 祭政一致」 の具体化であった。
さて、王政復古 以後の神道に関する政策の課題は、先に述ぺた三つの目標を具体化し ていく ことであった。それは
即ち、 天皇親政・天皇親祭・近 代化にふ さわ しい国家 的な神道の制度を作り上げ ていくことであった。しかし、 そこ

にお いては改 革の実行と伝統の保持という 難しい問題が生じることになった。 伊勢神宮ももちろ ん例外ではなかった。

神 宮 の土 地 改 革

明治の神宮改 革の目的は、 一
言 でいえば、神宮にお ける私 的なものを排除し て、その公的な性格を明確にすること

にあった。この ことを以下では、神宮の土地 、神官組 織、祭祀の改 革につ いて概観することにする。

明治四年 (九 七 一） 一月、 政府は「 上知 令」という法律 を公布した。これ は、政府が社寺の境 内地 以 外 の 所 有地
を没収して、代わりに相 当の禄制を定めるというものであった。 これは、明治二年六 月の版籍奉還の趣旨を社寺にも

及ぼし たものであった。即 ち、藩 が土地 と人民 を天皇に返したのであるから、社寺もその土地 と人 民を天皇に返 さな

ければならないというものであった。
ところ で、明治まで神宮の財政と祭祀は、基本的に豊 臣秀吉 以来 税金の徴収を免除され た宮川以東の伊勢国の朱印

領に依 拠し ていた。上地 令によっ て、この朱印領はすべて没収され、神宮経費は基本的に官費によって賄われ ること

さ い て んご9 ょ う

になり、没収され た土地 は、入 札の後に民 有地 となった。この朱印地 には、神宮の財政を支える税金を徴収する土地
の他に、祭祀に用いる諸々の品を提供する土地 も含まれていた。それらの品々は、 祭典御料と 呼ばれ 、 米 、 飽 ．鯛 、
野菜、塩などである。朱印領が取り上 げられ た結 果、 これ らすぺては支給され た官費によって購入 され ることになっ

み け り ょう で ん

た。これによって、祭典御 料に関係する祭祀が大きな変 化を受けることになった。その変化の一例として、神宮神田

を取り上 げることにする。
古来、 神宮が所有する田の中に御饒料田 と呼ばれ る田があった。これらの田は、神宮の主要な三つ の祭（ 年一
一回の
さんせ つさ い

ひごとあ さゆう 0 お お み ＂

ゆさ の お お み ＂

月次祭と神嘗祭、この三つを総称して三節祭という） の時に神に捧げる御食事 （これは、由貴大御領と呼ばれる） や 、豊 受大

や た

う

じ

た

神宮にお いて毎 日二回神に捧げる御 食事（これは、日別朝夕大御撰と呼ばれる） などに用いる米 を栽培する田であった。
ぬい ぼ だ

この御鰈料 田が近 世には、 皇 大神宮には二 町四 段あった。 この内の一町は度会郡 宇治郷楠部家 田にあ り、 宇治田、

●だ

たぬ い

あら ● だ

あるいは抜穂 田と呼ばれていた。この田は、神宮を創祀者 である倭姫命が神の教えを受けて定めたものであると伝え
られて いた。また、別 の一町は、度会郡城田郷と度会郡田辺郷にあり、 荒木田と呼ばれていた。この田は、第十 三代

の成務 天皇の時に、 荒木田神主の先祖が開墾し て神宮に寄 付したものであると伝えられ ていた。 この 他に、別宮荒祭
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宮の 御観料 田が四 段あ った。また、 豊受大 神宮の 御懐料 田は、 豊 宮崎に三 町あ った。

明治四年に これ らの 御餓料 田が廃止と なった。その 結果 、御饒料 田に関する祭祀も中 絶してしまった。その 祭祀と
は、 種蒔きの 祭り、田植 えの 祭り、 稲刈の 祭りであ る。 稲の 祭を中心と する神宮にとって、この 御飼 料 田の 廃 止と、
その 祭祀の 中 絶は重大 な問題であ った。し たがって、以 後、それを復奥しよ うとする努力が続けられることになった。
明治二二 年( 八八九） には、 内宮の 田とし て度会 郡四郷 村大 字楠部字家田の 田が、 外宮の 田と し て 宇 治山 田市 大
字岡本 町梶 ケ 岡と 宇 治山 田市大 字豊川町字 宮山 腰の 田がそれぞれ購入 されて御隈料 田の 一部が復興されること になっ
た。 これによ って、御領の 御料 米を神宮自 身で生 産すること ができるよ うになったが、祭祀の 再興 はもっと後の こと
であ った。

昭和 四年( 九 二九）
、式 年御造 営事 業の 一部として 楠部御領料 田の 拡張改修工 事 が 始 め られ た 。 こ の 工 事 は昭 和
八年 （一九 三三） に終 了し 、楠部御隈料 田は「神宮神田」と改 称された。この 年に、 種播きの 祭り（ 搬町和配船） と収

穫の 祭り（ 抜穂 祭） が再興されたー 田植 えの 祭り（ 御田植祭） はもっと前に再興されていた1 。以 後 、 両正 宮以 下 摂

末 社にいたるまで、 神嘗祭を始め年中 一切の 諸祭儀に用いる白 酒・黒 酒・證 酒・ 御飯 ・御餅などの 御料 は、すべてこ
の 「神宮神田」 で収穫された 米を用いることになった。そし て、岡本 町・豊 川町 の御撰料 田は、 「御料 田」 と 改 称さ
れて、 予備の 御料 を収穫する田と して残された。

神 宮 の神 官組織 の改 革
おん し

神官組 織の 改革ついては、 神官の 世襲 の 廃止と 御師の 廃止と いう二つを指摘 できる。先 ず、 神官の 世襲 廃止につ い

て述べてみよ う。
しかし 、その 廃止過程を述べる前に、 維 新以 前の 神宮の 神官組 織を説明しておく こと が理解の 助けとなるであ ろう。
維 新以 前の 神官の 組織は、 祭主・ 大神宮司ヽ 禰宜・ 権禰宜・ 内人・物 忌等の 戦から構 成されていた。

祭主は神宮を統括 する最 高の 職で、 総官とも呼 ばれ、 この 職につく人は現 在とは異なって男性 であ った。その 本務

は京都の 神祇官の 祭祀に奉 仕することであ り、 祭主は兼務 であ った。そのため、祈年・ 神嘗・両 月次の 年中 四度、勅
使と し て伊 勢に参 向する時以 外は京都に在 住し、 神宮の 日常の 祭祀や実務には携わらなかった。平 安時代末 から鎌 倉

時代 に かけて伊 勢に在 住したこと もあ ったが、武家の 勢力 の 伸張にともなって帰京した。そし て 、 室 町時代 末 以 降、

大 中 臣氏の 内の 藤波 家が世襲 す るよ うになった。
大神宮司は、 神宮の 所在 地に住んで、 主に 神宮の 行政事務を司り、その 位階は禰 宜の 上位の 者よ りも低 く かった 。
元来 は一員で、 後に大 司 ・小 司の 二員となり、さらに梱大 司を加えて三員となったこと もあ ったが、 一員に復し て明
治を迎えた。当初 任期 六年であ ったが平 安時代初 期から専 ら大中臣氏の 氏人が任じられるよ うになり、室 町時代以 後

は河 辺家の 世襲 となった。

ち ょう がん

禰 宜は、神宮の 祭祀を司どる喘で、 元来は両宮各 一員であ ったが、次第に増えて鎌 倉時代末 には各 十員まで増加し
てその まま明治に至 った。 一
番 位の 上の 禰宜を長官と称 し、中世以 降の 神領衰 退によ って大 神宮司 の 力 が衰 え ると 、
じん ぐ9 け

神宮の 祭祀・ 行政の 一切を統括するよ うになった。中 世以 降、内宮は荒木 田氏、 外宮は度会 氏の 世襲 と なり、しかも
近世においては、その 直系の 家に限られるよ うになり、 この 家は神宮家と 呼 ばれた。神宮家は荒木田氏の 場合は七姓、
凡そ三十 家。度 会 氏の 場合は六 姓、 凡そ三十 家であ った。
権禰 宜は、 古代からあ った 神宮神官の 正式な職ではない。 それは中世以 降、荒木 田・度会両氏人の 繁 栄 に よ って 、

明治時代の伊勢神宮 （新田）

-66-67-

禰 宜になれない神官が増え たために設 けられた戦であ り、定員はなかった。近 世においては、禰 宜になりうる権禰宜、

ごんにん

言い換え れば、神宮 家出身の権禰 宜を植 宦と呼 び、禰 宜になりえ ない権禰 宜、言い換え れば、神宮家に次 ぐ家柄の権
禰 宜（ 荒木田氏五十余家、度 会氏八十余家） を権任 と呼 んだ。権官は神宮の恒 例祭祀 に従事 し 、 権任 は勅 使参 向や 遷 宮
といった臨 時の祭祀の一 部を担 うのみであ った。権禰 宜の人数は、両 宮合 わせて近世で平 均 二百人前後であ ったと思

われる。
内人は、特定の役 割を与え られて神宮に仕え る人々であった。それはある祭祀のある部 分とか、服や 笠などといっ
た特定の神饒を作るとか、祭祀に用いる土 器などの道具を作るとかいった役割であった。近世の元文 の頃 （一七 四0
年頃） で、内宮五十人、外宮三十人程度であ った。
物忌は、神の最も近くで祭祀を行 う職で、未 婚の童女たちであ った。
要するに、維新以前の神宮の神官は、すべて世襲であ った。しかも、内宮を支 配していたのは荒木 田氏の人々であ
り、外宮を支 配していたのは度会氏の人々であ った。つまり、神官の組 織から見た場合 、神宮は、 それぞれ異なった
家系によ っで 世襲される、内宮を頂 点とする神社 群と外宮を頂 点とする神社 群の並立状 態にあ ったのであ る。．
神宮が特定の家系にによ って世襲されるという状 態は神宮に限 ったことではなく、中世以降の普 遍的な現 象であ っ
た。明 治政 府は、このよ うな状 態では神社はその家系の私有 物であ り、それは祭政 一致 の原 則にふさわしくないと考
え た。そこで、明 治四 年五月十 四 日、 神官の世襲を廃 止して、政 府がこれを任 命するという布告を出した。
1

明 治四 年一月 一八日、まず祭主 ・藤 波教忠が罷免となり、代 わって神祇大 副の近衛忠房が、この戦を兼 務すること
になった。次 いで、上記の法 律が出された五 月十四 日に、神宮に対して神官の世襲を廃 止することが通 知され、新し

い神官の組 織が定められた。

その新しい組 織は祭主 ・大 宮司・少宮司・禰 宜・ 権禰 宜•主 典・権主 典・宮掌という戦から構 成されていた。この
組織改 革によって、神宮は― つの神 社 群となり、それを大 宮司が統 括することになった。また、権禰 宜が正 式な戦と
なり、内人や 物忌が廃 止され、主 典・権主 典•宮掌という新しい職が定められた。また、各戦の定員が著しく減らさ
れ、禰 宜は内宮・外宮それぞれ十員であ ったものが、それぞれ五員となった。権禰 宜は、明 治初 年には百 六十人ほ ど
いたが、その定員は内宮・ 外宮それぞれ五員と定められた。
同 年七月二三 日、内宮の禰 宜と権禰 宜が任 命され、翌 二四 日には、外宮の禰 宜と権禰 宜が任 命された。この時、両
宮の禰 宜と権禰 宜に任 命されたのはすべて神宮家の人々であ った。しかし、内宮に度会氏の者が六人、外宮に荒木 田
氏の者が六人任 命されたことは、それ以前には考え られないことであった。そして、これ以後、新しい者が任 命され
る度に、荒木 田氏・度会氏以外の人々が増え ていった。

お は ら いた い ま

さて、伊 勢神宮の所 在地であ る宇 治山 田の地域には、明 治維新以前、御師と呼 ばれる人々がいた。彼 らは、上は禁
裏・公卿 ・将軍から下は武士 ・庶 民に至るまで全 国に檀家を持ち、各地に出かけて御祓大麻を頒布したり、檀家が参
宮に来ると彼らを自 宅に宿 泊させ、そこで神楽をあ げたりすることを仕事としていた。しかし、それは神宮の正式の
神官ではなかった。
とい うのは、古 来神宮では、天 皇以外の者が個人的に幣 吊を奉り、祈 祷を行 うことは禁 止され て い た か ら であ る 。
しかし、中世以降、武士 の台 頭によ って神領が衰え ると、経 済的理 由から御師が発 生し、発 展した。そして、庶 民の
神宮に対する信 仰を盛 んにしたのであ る。

う じ か い ご う としより

御師の中で最も実 力を持 っていたのは、盆 年齢と弐か応であった。宇 治山 田の地域は、豊 臣秀吉以来、税 金が免除
となり、一 定の自 治が認 められた。この地域の内、宇 治の地域の自 治を行う者たちは宇 治会合 年寄、山 田の地域の自
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や ま だ さ ん ぼ う とし より

治を行う者たちは、 山田三方年寄 と呼ば れた。 会合 家とは、 宇治会合年寄 を構 成す る 家 （ 約五十家） の こ とであ り 、

まち ど し よ り け

三 方家とは、山 田三 方年寄 を構 成す る 家（ 二四家） のことであ る。 そして、 山田の地域には山田三方年寄 の下 に町 年

ひらしし ょく

寄 がお り、自分 の居 住する 山田の一郷 を支 配してい た。そし て、町年寄 を構 成する 家を町年寄 家と呼ん だ。 彼らも御
師を営んでいた。以上の人々の下に、なんら自治組織にお ける 役職 を有しない 御師がお り、彼らは平師蹴と呼ば れて
いた。
つまり、 近世の宇治山 田は会合 家と三方 家の支 配する 地域であり、彼らは 御師としての活動 によっ て、 その実力 を
保っていた。また、 彼ら に支 配される 人々も、 御師としての活動によって生 活する か、 それらの人々の活動の恩恵 に
よって生 活してい たのであ る 。神宮 家のみは、 この自治組織の支 配を免れてい たが、彼らもまた御 師 を営ん で い た 。
した がっ て、 宇治山田 とい う地域全体 から眺める と、 神宮本来の国家祭祀は、御師の行う個人的な祈 祷の中に埋 もれ
てしまっ ていたというのが近 世の状 況であっ た。
この状態も 明治政府は祭政一致 の原 則にふさ わしく ない ものであ る として、 明治四年七月十 二日に、 御師を廃止し、
彼らによ る 神宮 御祓大麻の頒布を禁 止した。し かし、 神宮御祓大麻の頒布や、庶民の個人的な祈祷を認めることによっ
て、国民の神宮 に対する 信仰 が維 持されてい る とい う側面を否 定する ことは できな かった。 そこで、 神宮 を運営する
役所とし て明治四年七月 二四 日に設 置された神宮 司庁 が、 明治五年六月 から神宮御祓大麻を地 方政府に送 って、 そこ
から国民に頒布する こと になっ た。また、 同年七月、 内宮 に、 明治八年十二月、 外宮に、 それぞれ祈祷所が設 置され
た。この両祈祷所は、 とも に明治二四年二月 に神楽 殿と改 称されて今 日に至っ ている。

神 宮 の祭 式 の改 革

神官組織 が改 革された結 果、両宮の祭祀を統 一し、祭祀の分担 を定める ことが必 要とな った。 そこで 、 神 宮 で は、

最も大切な祭祀であ る 神嘗祭の祭 式から手 をつ ける ことにし、 明治五年八月九 日、 当時政府や皇室 の儀式を管 轄して
いた式 部寮と、諸宗 教を管 轄していた教部省に、 神嘗祭式の改 正案 を提出した。明治七年六月 二十 日、 教部省はこの

改 正案 を許める ととも に、他の祭祀も神嘗祭式に準拠して改 正する ように指 示した。 そこで、 神宮は他の祭 祀につい

ても改 正を検討し、 明治八年十 一月 二八 日に至っ て、内務 省に「神宮明治祭 式」出 版 権許可 願を提出し、 同年十二月
九日に版 権が許 可された。 そして、 明治十年十 二月 十 日に「神宮明 治祭 式」 が出 版された。
この「神宮明治祭式」の特 徴は 以下 に掲 げる 諸点 にあ ったと言 われている 。
一、 恒 例祭を対象 としたものであ る ため、遷宮祭や臨時奉幣祭等は除外されている 。

二、朝廷の許しを得 ずに略 儀になっ てし まっ た祭 祀 を復 興し、神戦 が生 活のために私 に執行 してきた祭祀・有 名無実
の行事 ・旧 来の階 習を廃 止す る ことを目 的の― つ にしていた。 その結 果、 それまで行 われてい て、 これ以後廃 止

となっ た祭 祀が二 六、 それまで 行われていてこ れ以後も 続けられた祭祀が四二、 新しく 行われる ようになっ た祭
祀がニ― という結 果になっ た。

三、神宮祭祀と皇室祭祀との一体 化が進められた。皇 室祭祀から神宮祭祀に取り入れられた祭祀には以下 のものがあっ

た。神武 天皇祭逝拝（ 明治四年 四月から神宮 で行われるようになった。以下 （ ） 内 の年月はその意味）。 天長 節祭 （ 四
年 九月）。新 嘗祭（ 五年＋一月）
。 元始祭と紀元節祭（ 六年 一月）
。春秋皇霊祭逝拝（ ＋一年 九月）。 逆 に 、 神宮 祭 祀
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から 皇室 祭祀に取り入 れら れた祭祀としては、神嘗 祭があり、 こ れは明 治四年 か ら 皇室 で 行 わ れる よ うに な っ
た。
四、従来 の神宮の恒 例祭祀には、 その軽重によって、祭式に違 いがあっ た。ところが、神嘗祭式に準 拠して他の祭祀

の祭式が定めら れた結果、すべてがほとんど同 じ祭式になってしまった。 それは、当時、最も重要 な祭祀の仕 方
に則るこ とが祭祀全体を大 切にすることになる考えら れたためであると言われている 。 しかし、 その後、祭祀の
軽重によって祭式に違いを設 けることの方が祭祀全体を大 切にすることになると考えら れるようになり、 そのよ

うに改 めら れたと言われている。
五、祭祀の行われる日が、太陰 太陽暦ではなく、太陽暦に則って定めら れた。明 治政 府は近代化 政 策 の一 っと し て 、
明 治五 年十一 月九 日に、従来の 太陰太陽暦から 太陽暦に改めることを布 告し、同 五年十二 月三日が明 治六年一月
一日となった。 こ れによって、祭祀の日をど のように改 めるかがどの神社でも大 問題となった。神宮の神嘗祭に
つ いて言え ば、明 治六年七月二十日、明 治政 府は、内宮の神嘗祭を九 月十七 日とするように命 じ た 。 と ころ が、
古来神嘗祭は、外宮で は九 月十 五日に由 貴夕大 御撰、九 月十六日に由 貴朝大 御隈と奉幣が行われ、内宮では、九
月十 六日に由 貴夕大 御領、九 月十 七日に由 貴朝大 御領と奉幣が行われていた。 つまり、明 治政 府は旧暦 の祭日を
そのまま新暦に移すように命じたのである。これによって祭日は、実際には約一ヵ 月程早くなってしまった。神
嘗 祭の根 本は、その年に収穫された新穀を神に捧 げることにある。ところが、太陽暦 の九 月十 七日ではまだ新穀
が成熟しないと、神宮側は政 府に再考を要 請した。しかし、教 部省は、早稲なら ば問題はないとして容易に考え
を変 えなかった。神宮の要 求が認めら れたのは、明 治十 二年 七月五日のことで、この時政 府は、内宮の神嘗祭を
十月十七 日とすることを布 告した。

式 年 遷 宮 の変 化

「
神宮明 治祭式」によって、神宮の恒 例祭祀の改革が終 わった後、神宮最大 の臨時祭である式年遷宮の改革が行わ

れることになった。明 治時 代には、式年遷宮は三回行われた。 それにつ いて述べ る前に、明 治以 前の式年遷宮を概 観
しておく ことにする。

先ず、古代に行われていた式年遷宮についてであるが、 その特徴を一言でいえば、国家直営 の遷宮ということにな

るといわれている。式年遷宮は二十 年に一度、神宮の社殿 を立 て替え て、神様に新しい宮に御移りいただくものであ

る。古代においては、この事 業を行う人々は、京都の朝廷 が任命して伊勢に派 遣した。まず、建築事 業を行う造神宮
使について言え ば、 その長 官 （平安中期以降は神宮祭主の大中臣氏が兼任） も、 その支 配に属する技術 指導者も京都から
派 遣さ れた。そして、 その下で働く作 業従事者は伊 勢・美濃 ・尾 張・三河・遠江 の国の神戸から 集めら れた。
また、遷宮の際には御装 束神宝も新たに作 成さ れる。 それに従事する神宝使は、京都の朝廷 の中に置かれ、御装束

神宝は作 成の後に伊 勢に送ら れた。
遷宮に要 する費用は、神宮の神郡・神戸から の税金が当てら れ、 それで足りない場 合には国費から 支出された。 た

ゃく ぶ く ま い

だし、平 安時 代中期以 降は、神宮の神郡 ・神戸から の税金が集まりにくくなったために、遷宮費用を賄 うための税金
が全 国に課 せら れ、この税金は役夫工米と呼ばれた。

このような古 代の遷宮に対して、近世 の遷宮は幕府による遷宮と言うことができるといわれている。まず、造営事
業は幕府が任 命した造営奉行が管 轄した。この造営奉行は、宇 治山 田の地域に置かれ警察権と裁 判権を握 っていた山
田奉行が兼 任した。この造営奉行の下で具体的な作 業に従事した組織は「作所」 と呼 ばれた。 それは神宮の内 部にお
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かれ、その長 官は外宮は松木、 内宮は藤波という神宮家が世襲し、 建築作業 には伊勢周辺の人々が従事した。したがっ
て、造神宮 使は任命はされたものの、祭 祀の一部に 従事する名目的な存 在と なってしまった。また 、御 装束 神宝 も、
両宮の作所 の命令によって京 都行事官が製作することになった。そして、完 成した ものが伊勢に到 着すると、造営奉
行がこれを検査した。

六 0九） に造営料三万 石 を定めて以来、 歴代将軍もこれを踏襲 し て 幕 府 が支 出
費 用は、徳 川家康が慶長 十 四年 （ 一

した 。また、建築用 の木材は、尾張 藩の支配する木曽山と 、紀州藩の支配する大杉 谷から供 給された。尾張藩と紀州
家の一 っである。
一
ー
藩はともに、徳 川御 一

一年の遷宮（ 第五五回） である 。 これは、明治時代に行 わ れ た と は い
さて 、明治時代における最初の遷宮は、明治―
え、徳 川幕府のもと で準備が完了しており、基 本的性格は近世の幕府遷宮と 変ら なかった。ただ、幕府の廃止にとも
なって、途中から造営の管 轄が、造営奉行から、維新後に宇 治山田の地域に置かれた地方 政府である度会府に移った。

また 、この時に、両宮の垣根が近世においては瑞垣と 内玉垣の二重であったものが、その外側に外玉垣と板垣の二 つ

を加 えて、古代の通りに四 重となった。
次の明治 ニ―一年 の遷宮（ 第五六 回） は、これこそ最初の近代的遷宮と 特徴づ け ら れ る も の で あ る と い わ れ て い る 。
一十年 十二月 に、造神宮使 庁
まず、造営事業 が続けられる中で、次第にそれ を担 当する 国家組織が整 えられて、明治 ―

という恒 久的 な遷宮組織が内務省の中に設 置された。また、費 用は全面 的に国家支弁となった 。
そして、 防災 上と景観上 の理由から、両宮とも火除橋の所まで立て混んでいた人家を撤 去して公 園 と し た 。 ま た 、
内宮においては、近 世においては内宮正殿と横並びであった東宝 殿と西宝 殿を、古代 通り に正殿の後に建てた 。

天皇に

明治 四二年 の遷宮（ 第五七回） においては、古制に則った遷宮を永久に伝 えるための配慮がなされ 、 神 宮 備 林が設

定され た 。
明治 三七年 七月 ニ ―日 、内務大臣 の芳川 顕正と宮内大臣 の田中光 顕は、侍 従長の徳大寺 実則を通じ て、明治

様 式を、
神宮の造営方法の変更を上奏 した。 その内容は、御 用材の確保が困難になってきたことを理 由に、神宮 の建築

野局 は

という
土中に直接柱を立てる掘立柱様 式から 、 コンク リートの土台 の上に礎石 をおいて柱 を建てる様 式に変更した い
りの
ものであった。明治 天皇はこれを認めず、従来通り の建築様 式で行うことを指 示した 。しかし、同時に、古代通
建築様 式を伝 えるために必 要な木材確保の方法を帝室 林 野局 に下 問した 。これに応 えて、明治 三九年 、帝室 林

木曽山に八千 町歩の「神宮備 林 」を設定した 。これ は神宮用の木材 を生 産する山で、木の一 本一本について、何回先

様式
の遷宮に用いるかを予め決めて、細心の注意を払って保護 ・育 成するというものであった。つまり、神宮の建築
を永久に伝 えるために、森 林 資源 の保護 と育 成が計画されたのである。

おわ り に
伊勢神宮においては、古代以来絶えることなく祭 祀が続けられて来た。それは古代の祭 祀遺蹟 ではなく、生き てい
る。そして、生きているからこそ、時代の変化 の影響を大き く受けることにもなるのであろ う。このこと をどのよう

伝 統」 を重ん じよ うとする者にとって、避けて通る こと のでき な い 重 い課 題 のよ う に思 わ れ
にとらえるのかは、 「
る。
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増井義雄 「神 宮の森林と苑地 」

ひとし・ 皇學館大學講師 ）

武田秀章「 遷宮の歴史 ・近 代1 明治国 家と官営造替 —」(『歴史 読本ー 特集 ・伊勢神 宮・遷宮の謎ー」一 九九三年三月 ）

（にった
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