
 

 

１．序 

1-1.研究の背景 

 近年、都市における都市空間遺産の概念は拡大し、有形

物に限っても、路傍の石仏から都市全体を俯瞰する眺望景

観まで、多種多様なものが遺産として認識されつつある。

また、それに応じて、保全の対象も拡がりをみせ、例えば、

文化財保護法の枠組みをみても、伝統的建造物群保存地区

（1975年）、登録有形文化財（1996年）、そして、文化的景

観保存地区（2004 年）と、「文化財」のメニューも充実し

てきている。 
 建造物、樹木、オープンスペース、街路などの空間要素

が、都市空間における他の要素と空間的に密接な関係を持

つことによって、それらが総体として、新たな価値を生む

ということがある。例えば、震災復興期に整備された小公

園は、隣接する小学校との関係性の中でその価値を認めら

れている１。また、聖徳記念絵画館や国会議事堂などの記

念碑的建築物も前面道路の並木道やある程度離れた視点場

からのビスタ景の存在によって、さらなる価値が生まれて

いると考えられる。 
 本研究では、このような空間構成をもつ都市空間遺産の

一例として、神社境内地とその境外における参道（以下、

境外参道）の組み合わせによる空間を取り上げる。境外参

道とは、境外、即ち一般市街地に展開する参道であり、市

街地に埋没しているが故に、その空間の明確な価値は見え

づらい。しかしながら、神社境内地との関係性を意識する

ことによって、都市における貴重な都市空間遺産として位

置づけることができるのではないかと考える。 

1-2.既往研究のレビュー 

 まず、境外参道という術語を用いて、造園学の立場から、

境内環境を如何に周辺へ波及させるかという視点で、境外

参道の空間構成や整備の方針に関して言及している田阪美

徳（1937）文献(1)をあげることができる。 
 槇文彦（1980）文献(2)や上田篤（1985）文献(3)などにおいて

も、一般市街地に展開する参道空間の重要性は述べられて

いるものの、現代都市空間における境外参道の空間的特質、

或いは境外参道の形成の過程などに関して網羅的に論じた

ものはない。 
 一方、境内の参道を対象にした論考は多数あり、空間構

成等に関して定量的な分析を行っている船越徹ら（1988）
文献(4)や斉藤潮（1989）文献(5)、また祭礼空間の一部として地

域コミュニティの実態、空間の利用を明らかにしている陣

内（1992）文献(6)が代表的なものとしてあげられる。 
1-3.研究の目的 

 本研究では、特に無秩序に高密・高層化する市街地にお

いて、境外参道の特性を把握することが重要であると考え、

東京都心部を研究対象とする。そして、境外参道と境内地

の関係性に留意しながら、以下の2点を明らかにする。 
１．境外参道を有する神社がどれだけ存在するのか。また、

現状で各々は空間的に如何なる特徴を有しているのか。 
２．境外参道が如何なる過程を経て、生成、形成してきた

のか。 
 そして、上記の知見に基づき、境内地と境外参道という

関係性から、境外参道の都市空間遺産としての空間的特質

を考察することを研究の目的として定める。 
1-4.研究の構成と方法 

 まず、境外参道の定義を行い、東京都心部における境外

参道を抽出する。（第2章） 
 次に、現地踏査によって空間に関する基礎的な情報を整

理し、境外参道の空間的特質を明らかにする。（第3章） 

 次に、境外参道の空間の変容の実態とその背景を、地図
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上での経年比較や神社関係者へのヒアリング調査、神社

史・区史等の文献調査から明らかにする。（第4章） 
  最後に、これらに基づいて最後に境外参道の都市空間

遺産としての価値を考察する。（第5章） 

 なお、上述のとおり、研究の対象範囲は東京都心部（千

代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、江東区

（旧深川区の範囲）、渋谷区、豊島区）とする。 
 

２．境外参道の定義と抽出 

2-1.境外参道の定義 

 本研究では、境内地を社殿を中心とした最低限度のひと

まとまりの土地と定義する２。つまり、社地であっても、

境外という状況もあり得る。 

 次に参道の起点としては、既往の文献３によれば、一の

鳥居や常夜灯などがあげられているが、本稿ではより多く

の空間を抽出するため、神社に関連するモニュメント（以

下、起点モニュメント）であれば、参道の起点として認め

ることとする。 

 故に、境外参

道とは、「境外に

置かれている神

社に関連するモ

ニュメントを起

点とし、神社境

内地へと至る

道」と定義する

ことができる。 

 

2-2.境外参道の抽出 

 研究対象範囲である東京都心部に関して、『東京都神社名

鑑』文献(7)に掲載されている 250 余りの神社全てに対して、

現地調査を行い、上記の定義に該当する境外参道が存在す

るか否かを確認した。その結果、20の境外参道が研究対象

事例として抽出された。分布を図２に、神社に関する基礎

的データ４を表１において示す。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

表１ 東京都心部に於ける境外参道リスト 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

３．境外参道の空間的特質 

 本章では、境外参道を境外参道の概形（形状や規模）、起

点モニュメント、道路空間、沿道空間の要素に分解して、

その空間的特性を明らかにする。 

3-1.境外参道の概形 

 まず、境外参道の街路形状である。図３で示すように直

線街路で境内に到達する「直線型」、一度以上折れながら境

内に達する「屈折型」、ゆるやかに曲線を描きながら境内に

達する「屈曲型」の3種に分類することができ、直線型が14

事例と大半を占めている。さらにその境外参道の突き当た

りに境内地があるものが、10事例ある。これらは、境外参

道の起点付近から境内の鳥居や叢林がアイストップとして

望見可能となり、その結果、境内からある程度距離をおい

た境外参道の起点と境内地に視覚的な繋がりが生まれてい

る。 

 次に、境外参道の規模に関しては、総延長1kmにもわたる

明治神宮表参道のような例外的な存在はあるものの、その

大半が距離100m程度、幅員10m程度、またはそれ以下となっ

ている。つまり、都市広域レベルの骨格となるような道路

というよりは、むしろ、幹線道路から街区内部へと引き込

むまちなかの生活道路として位置づけられる道路が境外参

道となっていることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 境外参道の街路形状による分類（縮尺は1:5000） 

 

神社名 所在地 旧社格
社地面積

（㎡）
氏子世帯数

起点モニュメ

ントの種別

1 明治神宮 渋谷区代々木神園町1-1 官幣大社 976,000 崇敬神社 常夜灯

2 神田明神 千代田区外神田2－16 府社 12,210 30,000
鳥居

社号標

3 東京大神宮 千代田区富士見2－4 無格社 4,049 5,300 社号標

4 住吉神社 中央区佃1－1 郷社 1,822 4,000 鳥居

5 三光稲荷 中央区日本橋堀留町2－1 無格社 89 160
ゲート

標石

6 芝大神宮 港区芝大門1－12 府社 1,089 3,500 社号標

7 烏森神社 港区新橋2－15 村社 990 2,000
ゲート

社号標

8 赤城神社 新宿区赤城元町16 郷社 4,840 14,000 社号標

9 吹上稲荷神社 文京区大塚5－21 無格社 510 3,600
鳥居

社号標

10 本駒込天祖神社 文京区本駒込3－40 村社 3,491 3,000 標石

11 湯島天満宮 文京区湯島3－30 府社 8,200 2,500 鳥居

12 下谷神社 台東区東上野3－29 郷社 1,913 7,200 鳥居

13 大塚天祖神社 豊島区南大塚3－49 村社 1,590 20,000
鳥居型街灯

社号標

14 大鳥神社 豊島区雑司が谷3－20 無格社 1,534 4,000 ゲート

15 子安稲荷神社 豊島区上池袋2－38 無格社 2,462 1,300 ゲート

16 池袋氷川神社 豊島区池袋本町3－14 村社 6,976 1,000

鳥居

社号標

常夜灯

17 金王八幡神社 渋谷区渋谷3－5 郷社 4,078 5,000
鳥居

常夜灯

18 東郷神社 渋谷区神宮前1－5－3 府社 27,720 崇敬神社 標石

19 牛島神社 墨田区向島1－4－5 郷社 3,234 20,000 鳥居

20 隅田川神社 墨田区堤通2－17－1 村社 3,177 3,500

鳥居

標石

社号標

図１ 境外参道の範囲 

図２ 東京都心部に於ける境外参道の分布 
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表２ 境外参道の要素毎の空間特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）街路形状に関して、◎はアイストップ型 

3-2.境外参道の起点モニュメント 

 表２に示すとおり、起点モニュメントとして鳥居（9事

例）、社号標（6事例）、標石（4事例）、常夜灯（2事例）、

ゲート（7事例）、がある。 

 鳥居であればその象徴的な形態によって、社号標や標石

であればそこに表記されている文字情報によって、いずれ

も神社の存在、あるいは神社の領域の広がりを不特定多数

の人が認識できるという役割を果たす。 

  また、モニュメント設置の経緯を紐解くと、鳥居に関

しては地域の寄進が多く、さらに、帝都復興の区画整理後

に震災復興のシンボルとして設置した例（牛嶋神社）や、

防犯灯を設えたり（三光稲荷神社）、商店や商店街の広告

を兼ねることもあり、（子安稲荷神社、大塚天祖神社）神

社と地域の強い繋がりを示したものとなっている。 

3-3.境外参道の道路空間 

 次に、道路空間に着目する。表２のとおり、約半数の神

社において、参道であることを意識した道路整備が行われ

ている。主な内容としては、①舗装の改良、②デザイン性

に富んだ街路灯の設置、③街路樹の植樹である。 

 まず、舗装の改良に関しては9事例あり、具体的にはア

スファルトからブロックや石畳に替えるという整備がみ

られる。街路灯の設置に関しては、既製の街灯とは異なる

タイプが設置されているものとして、神田神社のように神

社の意匠をモチーフとしたもの（図７）と東京大神宮や芝

大神宮のように神社の意匠とは無関係な現代的なデザイ

ンを取り入れているもの（図８）がある。街路樹の植樹は、

池袋氷川神社や金王八幡神社など4事例ある（図６）。いず

れも境内の樹種や樹形とは異なるため境内との連続性に

欠けるものの、神社境内地の緑溢れる環境が周辺市街地へ

と広がっていると言える。また同時に、心地よい並木道と

して人々を神社へと誘う。 

つまり、道路空間の整備は人々を神社へと誘うことを目的

とした快適な歩行空間の提供という意味合いと、神社の持

左：図４ 鳥居を模した商店街のゲート 
（大塚天祖神社） 
右：図５ 「帝都復興完成記念」の文字を刻んだ鳥居（牛嶋神社）

(1)概形 (2)起点モニュメント (3)道路空間

規模
街路形

状

モニュメン

ト種別

(4)沿道空間

神社名 起点の立

地場所
距離

幅員

直

線

型

屈
折
型

屈
曲
型

鳥
居

社
号
標

標
石

常
夜
灯

ゲ
   
ト

モニュメ
ント設置
年代

公

道

私

道

社

地

私

道

そ

の

他

特

殊

舗

装

特

殊

街

灯

街

路

樹
その他

整備の経緯・目的
土地利用

建築形態

(5)その他の特徴

1 明治神宮
青山通り 1017.0

36.0
● ● 1922 ● ● ● 街路樹は創建当時のもの。戦災で被害

を一部受ける。
業務・商業・住宅を用途としたデ
ザイン性に富む中層の現代建築が
並ぶ。

沿道には表参道地区地区計画（2002）
が策定されている。

2 神田神社
神田明神
通り

70.2
9.0

◎ ●

●

1930
1930

● ●● 神社・地元からの要望に応える形で、
千代田区によって整備が行われた。
（2002年）

業務・商業（低層部）のための4，
5階のオフィスビルが並ぶ。

祭礼時露店の出店あり。

3 東京大神宮

目白通り 234.0
6.3

● ● 2001 ● ●● 植木鉢

スタン

ドの設

置

地元商店街の要望に応える形で千代田
区によって整備が行われた。（2001
年）

業務・商業用途の3，4階の雑居ビ
ルが並ぶ。

4 住吉神社
隅田川堤
防

29.4
3.9

◎ ● 明治初期 ● ● 地域全体の景観の向上を目的に中央区
によって整備が行われた。

低層の住宅が並ぶ。

5 三光稲荷神社
人形町通
り

44.4
2.4

●

●

●終戦後
1954

● ー 中層のオフィスビル・住宅、低層
の飲食店が並ぶ。

6 芝大神宮

第一京浜 120.0
10.8

◎ ● 1979 ● ●●●歩車道

間の車

止めの

設置

神社に相応しい景観形成・バリアフリ
ーを目的に港区のコミュニティ道路事
業が行われた。（1982年）近年さらに
神社参道に相応しい景観づくり事業が
行われた。（2002年）

中層の業務・商業ビルが並ぶ。 祭礼時露店の出店あり。

7 烏森神社
烏森通り 58.8

2.4
◎

●

●1930
1930

● ー 老朽化した飲食店が並ぶ。 かつては、祭礼時露店の出店あり。

8 赤城神社
神楽坂通
り

55.4
9.3

◎ ● 終戦直後 ● ー 中層の業務・商業が並ぶ。 祭礼時露店の出店あり。

9 吹上稲荷神社
坂下通り 48.0

3.0
●●

●

1912
1932

● ー 低層住宅、御輿庫が並ぶ。 祭礼時露店の出店あり。

10駒込天祖神社
本郷通り 194.4

8.1
◎ ● 1969 ● ● 地域の景観の向上を目的に行われた。

整備主体は文京区。（1990年）
低層住宅、中学校が並ぶ。 祭礼時露店の出店あり。

11湯島天満宮
春日通り 124.0

10.8
● ● 不詳 ● ● 「歴史と文化の散歩道」に位置づけら

れ、文京区の事業で整備が行われた。
（1996年）

中層の業務・商業ビルが並ぶ。 祭礼時露店の出店あり。

12下谷神社 浅草通り 39.0
10.8

◎ ● 1932 ● ー 2，3階の商業、オフィスビルが並
ぶ。

祭礼時露店の出店あり。

13大塚天祖神社
大塚駅前
広場内

86.4
7.2

●

●1985
1934

● ー 商店街である。中層のビルが並
ぶ。

14大鳥神社
明治通り 375.0

6.0
● ●1980 ● ー 住宅、大学が並ぶ。

15子安稲荷神社
明治通り 62.4

2.4
◎ ●1954 ●● ー 低層住宅が並ぶ。 かつては、祭礼時露店の出店あり。

16池袋氷川神社

本町中央
通り

78.0
2.4

◎

●

●

●

1965
1965

● ● ●灯籠の

設置

地元町内会による灯籠の寄贈（1966
年）、豊島区の私道舗装助成を利用し
た整備が行われている。（1989年）

低層住宅・区立公園が並ぶ。 祭礼時露店の出店あり。
地主である神社と参道沿道の借地人の
間に良好な参道環境づくりのための契
約が締結されている

17金王八幡神社
主要道路 72.6

16.2
◎ ●

●

1958
1958

● ●● 地域の資産を結ぶ散策路整備の一環と
して行われた。（1993-1996年）

中層のオフィスビル、輿庫蔵が並
ぶ。

祭礼時露店の出店あり。

18東郷神社
五輪道路 178.5

5.4
● ● 1974 ● ー 中学校、図書館、・宗教施設が並

ぶ。

19牛嶋神社 水戸街道 27.9
8.1

● ● 1930 ● ー 低層の住宅・工場が並ぶ。

20隅田川神社

墨堤通り 195.0
6.0

●

●

●

●1883
1900
1910

● ー 高層団地、公園である。 フリーマーケット（年末年始・6 月）
が開催される。
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      は神社が現在地に存在していない状態、     は街路のみの状態、     は起点モニュメント及び街路が揃った状態 
上段：社地・境内地に関する事項、中段：街路に関する事項、下段：起点モニュメントに関する事項 
▲△は社地、境内地の改変、■□は街路の改変、●○は起点モニュメントの改変 黒は喪失･消失、白は設置、設置･開設･生成･形成を表す 

つ雰囲気を周辺へと広げるという視点にたった整備が存

在することが分かる。 

 そして、このような整備は行政単独、或いは行政と神社

の協同によるものであり、それゆえに道路種別としては、

神社私道の池袋氷川神社を除き全て公道となっており、道

路種別が整備に影響を与えていることが分かる。 

 

 
 
 

 
 

3-4.境外参道の沿道空間 

 最後に、沿道空間に着目する。現在、境外参道沿道にお

いて、積極的に土地利用や建築形態のコントロールを試み

ている明治神宮や池袋氷川神社の事例５がある。 

 しかしながら、概して、沿道における現在の土地利用

や建築物の形態や意匠等に関して周辺の市街地と差はな

い状況であり、沿道空間への境外参道の影響力は小さい。 

3-5.小結 

 神社境内地との関係性から、境外参道の物的側面に関

する現状を整理すると、3点にまとめることができる。 

１．境外参道は、概して中小規模の幅員を持ち、幹線道

路より街区内部の神社境内地へと人々を誘う街路である。 

２．起点となるモニュメントの存在は勿論のこと、直線

型にみられる社叢や境内の鳥居等をアイストップとした

眺望景観や参道であることを意識した道路空間の景観整

備によって視覚的にも神社との関係性を認識できる仕掛

けが存在する空間である。 

３．境外参道の道路空間に関しては神社境内地の影響が

みられるが、沿道空間の土地利用、建築物の用途や形態

にまでは及んでいない。 

 

４．境外参道の空間変容とその背景 

4-1.変容過程の整理 

 歴史的環境としての境外参道の特徴を探求するために、

本研究が境外参道として定義するところの必要条件であ

る境外参道の街路と起点モニュメントの存否に着目して、

その近代以降６の空間の変容過程を明らかにする。 

 境外参道の生成・形成の過程は表３に示すとおりであ

左：図６ 街路樹を有する境外参道（池袋氷川神社） 中：図７ 

神社の意匠を取り入れた街灯（神田神社） 右：図８ 現代的な

デザインを取り入れた街灯（芝大神宮） 

表３ 各境外参道の変容過程 
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るが、これに基づき類型化をすると、以下のようになる。 

(1)継承型：近代以前、或いは創建当初より境外参道とし

て存在していた 

(2)社地縮減型：社地或いは境内地の縮減によって旧来の

参道が一般公道化した 

(3)街路新設型：境内へと通じる街路が新設された 

(4)モニュメント付加型：既存の街路に起点モニュメント

を新設したことによって境外参道として顕在化した 

表４ 境外参道の変容過程による分類 

  変容のパターン 事例 
1 継承型  

 
 
 

神田神社、住吉神社、

吹上稲荷神社、駒込天

祖神社、芝大神宮 

2 街路新設型  
 
 
 

明治神宮、赤城神社、

子安稲荷神社、下谷神

社 

3 社地縮減型  烏森神社、東郷神社、

金王八幡神社、湯島天

満宮、池袋氷川神社

 

4 モニュメン

ト付加型 

 
 
 
 

東京大神宮、三光稲荷

神社、大塚天祖神社大

鳥神社、牛嶋神社、隅

田川神社 

4-2.空間変容の背景 

 本節では、境外参道の空間の変容に関して、上記類型

に従って、(1)街路の新設、(2)社地の縮減、(3)起点モニュ

メントの付加について、個別事情に触れながら、その変

容の背景を整理する。 
(1)街路の新設 
 東京都心部における大規模な市街地改造として、関東

大震災後の帝都復興期がある。土地区画整理事業におけ

る換地計画の中では、神社境内地に関して極力従前の位

置・面積を維持する旨の通告が出された７ことからも分

かるとおり、下谷神社の例を除けば、新たに参道が開設

された例は管見されない。下谷神社では、境内地の移転

を余儀なくされたため、大通りに通ずる参道の開設に至

った８。（図９） 
 次に、戦前期までは神社と地域の強固な結びつきのも

と、幹線道路から神社へのアクセスを強化する形で、新

たに街路を開削した事例もみられる。（赤城神社・子安稲

荷神社）（図10） 
 また、時代は遡るが、

例外的な存在として、明

治神宮表参道がある。神

社の建設と同時に境外参

道としての表参道及び北

参道に関しても配置・規

模等に関して様々な検討

がなされ９、東京市の都

市計画事業として建設さ

れた。 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 10 境外参道となる街路の新設（赤城神社） 左：1940 年（昭和15

年測図）、右：1941 年（大東京三十五区区分詳図集成、境外参道部分加

筆） （縮尺は1:7000） 

 (2)社地の縮減 
 社地が大きくその面積を減らしたのが、明治維新期で

ある。明治新政府による土地制度及び租税制度の改革、

即ち上地令（明治4年）及び地租改正（明治6年）にお

いて、「境内」は、祭典のために必要な土地と規定され、

社地の多くは国有化され社地は縮減した。旧来の参道が

社地外の境外参道へと転化、即ち一般公道化するという

減少がみられ、この時代境外参道が生成、あるいはその

性格が強化されたものが存在した１０と考えられるが、そ

れらは現在では起点モニュメントを失っており、本研究

においては、境外参道としては抽出されていない。 
 震災復興の土地区画整理と異なり、戦災復興土地区画

整理においては、神社境内地は特段の配慮がなされてお

らず１１ 、区画整理が施行された駅周辺の神社に関して

は、社地の縮減の結果、かつて境内の参道であった空間

が、公道になってしまった金王八幡神社の例がある。ま

た、逆に大塚天祖神社では、周辺街区の再編によって境

外参道を消失してしまった１２。（図11） 
 
 
 

 
 
 
図 11 戦災復興土地区画整理による境外参道の消失（大塚天祖神社） 

左：1967年（『全航空住宅地図』に境内地及び境外参道部分加筆）、右1974

年（『全航空住宅地図』に境内地部分加筆） （縮尺は1:5000） 

 また、終戦直後においては、空襲で焼失した社殿の再

建や神社の安定的経営のため、あるいは地域の復興のた

めに、境内地の一部を宅地、店舗あるいは公共施設とし

て貸し出したために、社地が縮減し、境外参道が生成ま

たは、強化されたという事例がある。「社地縮減型」の烏

森神社、池袋氷川神社、東郷神社が該当する。（図 12）

これらの3事例ともに、境外参道は公道とはならずに、

神社私道に留まっている。 
 

図9 帝都復興区画整理事業による境外参道の新設（下谷神社） 出

典：阿部徳重他（1964）：『鳥居の影：下谷神社史料』、境外参道部

分加筆 
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図12 境外環境の変容（東郷神社）（昭和15年当時の配置図に現在の土

地利用、施設を重ねる） 

(3)起点モニュメントの付加 

 神社境内地と周辺市街地とを結ぶ既存の街路に起点モ

ニュメントを設置した事例である。前述のとおり震災復

興期に設置した牛嶋神社の事例を除いては、かつての社

地、境内地の範囲を越えて、神社へと誘導するためのサ

インとして設置されている。 
4-3. 小結 

 歴史的環境としての境外参道の空間的特徴を以下２点

にまとめることができる。 

１．特に、社地縮減型の境外参道に関しては、かつての

社地あるいは境内地の空間的拡がりを示す空間である。 

２．街路新設型やモニュメント付加型に関しては、境外

参道は地域と神社の強い結びつきのもとに形成されてき

たということを窺い知ることができる空間である。 

  

５．結論 

 以上で得られた知見をもとに、神社境内地との関係性

の中から生まれる境外参道の都市空間遺産としての空間

特性を考察する。つまり、境外参道の存在によって総体

としてどのような空間が実現しているのか整理を行うと、

以下の3点にまとめられる。 
１．アプローチ空間 

参道の本源的な役割であるが、アプローチ空間としての

境外参道の特徴がある。参道に限らず、東京においては

敷地外からのアプローチ街路が実現しているのは、非常

に稀であり文献(10)、アプローチ空間を創出する都市設計手

法の例証として貴重な存在である。 

２．サイン空間 

境外参道から神社境内地を直接望むことや、あるいは、

神社境内地に関連した道路空間の整備、起点となるモニ

ュメントの存在によって、神社境内地の存在を容易に認

識できる。それにより、景観的に境内地を核としたまと

まりのある空間が形成され得る。 
３．痕跡空間 

境外参道の存在は、上記の社地縮減型でみたように、一

部のモニュメント付加型を除けば、かつての社地や神社

境内地がどれほどの広がりもっていたのかを知る手がか

りとなる。 

６．今後の課題 
 たとえ起点モニュメントを欠いても、境外空間におい

て一般的に参道と認識されている空間も存在する。それ

らの空間と本研究でとりあげた明確な起点となるモニュ

メントを有する境外参道との間で差異はあるのか、その

点を明らかにすることで、本研究が定義する境外参道の

特異性をさらに解明することができると考える。 
                                                           
注釈 
１ 三平久子他（1998）：「併設小学校との関係性から見た震災復興小公園の成

立過程に関する研究」、日本都市計画学会学術研究論文集No.33、pp307-312
や石山千代（2001）：「震災復興小公園と小学校の関係に関する研究-52個所の

空間構成と利用の変遷過程を中心に-」、日本都市計画学会学術研究論文集

No.36、pp235-240などで論じられている。 
２ 境内地の定義は、文献(8)においては「社殿の敷地及び祭典の広場」、文献(9)
においては「社殿を囲む一定の空間・土地」となっている。 
３ 文献(3)、文献(5)では一の鳥居、文献(4)では一の鳥居または一の鳥居と橋・

燈籠と定義されている。 
４ 表１における社地面積及び氏子世帯数に関しては、文献(7)を参照。 
５ 明治神宮表参道では、都市のブールバールとしての景観保全や賑わいの演出

を目的にした地区計画を策定している。一方、池袋氷川神社では、境外参道沿

道の土地に関して、地主である神社と借地人との契約として、「社殿より高い

建物は建てない」、「集合住宅は建てない」などの取り決めを行い、良好な参道

の環境の維持に努めている。 
６地図や史料が充実している近代以降に限定されている。また、境外参道にお

ける大きな変化も急速に市街化が進む近代以降におこったと想定される。 
７ 大正13年4月に、「整理施行地區内ノ神社境内地ノ取扱方ニ關スル件」と

題して、「貴所管内ニ所在スル罹災神社境内地調別紙ノ通及送付候條換地設計

ニ於イテ街境内地ハ官民ノ区別ナク可成従前ノ位置ノ儘其ノ面積ヲ減少セサ

ルヤウ御配意相成度若シ計畫又ハ設計路線敷地ニ當ル場合ハ適宜ナル個所ニ

従前同様ノ面積ヲ以テ換地設計相成様致度此段及通牒候也」という通告が各出

張所宛に出されている。よって社地に関しては、全体で８％の減少に留まって

おり、無償減歩率の10％を下回っている。 
８阿部徳重他編（1964）：『鳥居の影 : 下谷神社史料』によれば、将来鳥居を設

置しても、交通に支障がないように、周辺街路より広い幅員（11ｍ）の街路が

境外参道として建設された。 
９ 明治神宮表参道形成の経緯は、原田勝正他（1997）：『東京・関東大震災前

後』、日本経済評論社に詳しい。 
１０根津神社、白山神社、日枝神社など。 
１１昭和21年7月に出された「復興土地区画整理設計標準」によると、施行区

域の設定に関して以下のように書いてあり、神社境内地に対して特段の配慮を

する必要性は述べられていない。 
「区域内にある御料地、国有地、官有地、公共団体の公用又は公共の用に供す

る土地、墓地、社寺境内地、鉄道軌道用地はこれを地区に編入し、名勝地、旧

蹟地、古墳墓地も時に都市計画上必要がある場合には、編入するように努め

る。」 
１２なお、大塚天祖神社においては、区画整理によって新たにできた街路に鳥居

型ゲートが設置され、境外参道が再び生成されている。 
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