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伊勢神宮（三重県伊勢市）は、２０年に一度の式年遷宮で皇大神宮（内宮）と豊受大神宮（外宮）の神殿が一新さ

れ、六〇年周期で参拝される記念すべき年である。訪問者は１､４００万人を超えることは確実である。 

伊勢神宮の正式名称は「神宮」といい、「お伊勢さん」・「大神宮さん」とも呼ばれる。「神宮」は、内宮（ﾅｲｸｳ）と外

宮（ｹﾞｸｳ）を「御正官」として、別宮(14）・摂社（43 所）・末社(24 所）・所管社(42 所)を合わせると宮社（125 所）の総称

であると HP に掲載している。と豊受大神宮（外宮）の鎮座は、それぞれ、宇治(ｳｼﾞ)の五十鈴(イスズ)川の上と山田(ﾔ

ﾏﾀﾞ)原にある。筆者は記念すべき記録を後世に残すため参加した。 

 

伊勢神宮(内宮)のツア-参加の記録 ２０１４年１月１5 日 

１.皇大神宮（内宮）の宇治橋 

 伊勢神宮の皇大神宮((ｺｳﾀｲｼﾞﾝｸﾞｳ)内宮にある参道の右手斜面を下ると、神路川と島路川が、合流した五

十鈴川である。五十鈴川の清流上にある宇治橋（ｳｼﾞﾊﾞｼ：2009 年完成）を渡る前には、上方を眺めながら緊

張した心の状態。帰る前には、水面を眺めながら安らかな心の状態。伊勢神宮は偉大なる精神の故郷を共

振する安らぎの聖地であると痛感する。 

宇治橋は、五十鈴川に掛けられた木造の橋であり、神宮の表玄間である（写真１）。宇治橋は 20 年毎にかけ替え

られる。宇治橋の規模は、全長 101.8m、巾 8.421m で、欄干の上に 16 基の擬宝珠(ｷﾞﾎﾞｼ)を据えた。宇治橋の下に

流れるのは五十鈴川である。純日本風反(ｿ)り橋と檜(ﾋﾉｷ)で作られるが、橋脚の部分は欅(けやき)を使用。 

 

 

 

写真１.宇治橋下の五十鈴川がある。左は筆者。中央は神宮から撮影。右は宇治橋上から撮影。 
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2.皇大神宮（内宮）の神明系鳥居 

両橋の鳥居は、内宮の旧正殿(ｼｮｳﾃﾞﾝ)の棟持柱(ﾑﾅﾓﾁ-ﾊﾞｼﾗ)をリサイク

ルして使用した。宇治橋の外と内にある大鳥居の高さは 7.44m である神明系

鳥居である（写真 2）。大鳥居は 20 年たつと、内側の鳥居は鈴鹿峠のふもと

の「関の追分」に、外側の鳥居は桑名の「七里の渡」の鳥居となる。 

 

３.皇大神宮（内宮）の由来 

皇大神宮（ｺｳﾀｲｼﾞﾝｸﾞｳ）は、三重県伊勢市にある神社。伊勢の神宮の 2 つの正宮のうちの 1 つである。一般には

内宮（ﾅｲｸｳ）と呼ばれる。伊勢信仰の中心となる神社で、日本全国の神社で授与される神宮大麻はこの皇大神宮の

神札である。複数の神社を参拝する場合、格の高い神社から低い神社の順が一般的だが、神宮の通常の神事は外

宮、内宮の順で行う。これを外宮先祭と呼び、参拝も外宮、内宮の順で行なうのが正しいといわれる。 

ただし式年遷宮の遷御は皇大神宮、豊受大神宮の順であり、奉幣は豊受大神宮、皇大神宮の順である。建物は

豊受大神宮と同様に外側から板垣・外玉垣・内玉垣・瑞垣の四重垣に囲まれ、南北の門に宿衛屋画おかれている。

内宮正官とは、皇大神宮をまつる御正官という。正官の左側は伊勢神宮内宮の正面で、多くの参拝者が自

分や家内安全を祈っている。ここでは、皇大神宮（内宮）の詳細資料を表 1 のように表示する。 

 

表 1.皇大神宮（内宮）の詳細資料 

1 主祭神 

天照坐皇大御神。 

神体は八咫鏡（ﾔﾀﾉｶｶﾞﾐ：ヘブライ語）。皇位継承時に伝えられる、三種の宝物（神器）は、八咫

鏡(ﾔﾀﾉｶｶﾞﾐ)、八尺瓊勾玉(ﾔｻｶﾆﾉﾏｶﾞﾀ)、天叢雲剣（ｱﾒﾉﾑﾗｸﾓﾉﾂﾙｷﾞ）（草薙剣）。 

2 神社創建 垂仁天皇 26 年  

3 社 格 式内社（大社） 

4 例 祭 
国家安全・五穀豊穣の祈年祭が原点。年間1500以上の祭事。最大祭事は神宮際・月次祭

を合せて三節祭と呼ぶ。恒例祭（毎月）、臨時祭[国家の行事]、遷宮祭(年宮遷宮に伴い)、

5 鎮座地 三重県伊勢市宇治館町 1  

6 経緯度 北緯 34 度 27 分 18.00 秒  東経 136 度 43 分 30.63 秒  

7 正 殿 

国内最古の建築様式は唯一神明造。別名：内宮。正面から見ると茅葺屋根(ｶﾔﾌﾞｷﾔﾈ）。「萱

葺」とはススキやチガヤを指す。 

切妻造（ｷﾘﾂﾞﾏﾂﾞｸﾘ：傾斜面が本を伏せた山形の屋根形状）。側面から見ると土居周長押（ﾂﾁﾏ

ﾜﾘﾅｹﾞｼ）が見られる。千木（ﾁｷﾞ）：先端が水平。鰹木(ｶﾂｵｷﾞ)は 10 本で偶数。棟持柱（ﾑﾅﾓﾁﾊﾞ

ｼﾗ:社殿の両妻の外側にある柱）。束柱（ﾂｶﾊﾞｼﾗ）。掘立柱（ﾎﾘﾀﾃﾊﾞｼﾗ）。 

8 摂末社 内宮別宮（10 社）、内宮摂社（27 社）、内宮末社（16 社）、内宮所管社（30 社）、計 83 社 

9 鳥 居 
棟持柱(ﾑﾅﾓﾁ-ﾊﾞｼﾗ)をリサイクルして使用した。 

宇治橋の大鳥居の高さは 7.44m、神明系鳥居。 

10 神楽殿 神楽殿は参道の左側、銅板葺・入母屋造。神宮の御祈祷は、「御饌(ﾐｹ：)」と「神楽(ｶｸﾞﾗ)」に大

 

写真 2.皇大神宮（内宮）宇治橋の鳥居
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別される。祈祷の神楽や御饌を行う御殿である。また、「神楽殿」「御饌(みけ)殿」「御神札授与

所」がある。御祈祷とは、「祈願」といい神に感謝を捧げ、更なるご加護をいただけるように願う儀

式である。内宮参拝記念の御朱印もあり、御遷宮の御造営資金の献金を受け付けられる。 

 

 

写真 3.伊勢神宮内宮の神樂殿（かぐらでん）、「祈願」といい神に感謝を捧

げ、更なるご加護を願う儀式場である。右側は献酒が多く積まれている。

写真 4.伊勢神宮内宮、神樂殿正面の

近くにある祈祷受付所がある。 

 

４.皇大神宮（内宮）の別官・摂末社  

「別宮」とは、正宮との間柄を示す称号。皇大神宮を、「正宮」とし、本家に対する分家の意味で「別宮」と称する。

別宮の「宮」は宮号(ｷｭｳｺﾞｳ)と称し、天皇の思し召しにより、古くは勅書(ﾁｮｸｼｮ)で、後には官符(ｶﾝﾌﾟ)をもって定めら

れる。神社にご称号を奉ることは、ご祭神のご神威の輝きである。これを敬うこといよいよ厚ければ、神の御稜威(ﾐｲ

ﾂ)もさらに輝く。皇大神宮には 83 の摂末社がある。その内容は次の通りである。内宮別社は、計 1０宮である。内宮

摂社は、計２７社である。内宮末社は、計 16 社である。内宮所管社は、計 30 社である。 

域内に内宮別館の別宮は、拝所からは直接見ることはできない。正殿の背後には御饌殿（ﾐｹﾃﾞﾝ）と外幣殿（ｹﾞﾍｲ

ﾃﾞﾝ）が並ぶ。正宮の隣には、次の神宮式年遷宮の際に正宮が建てられる御敷地がある。この御敷地は、前回の式

年遷宮の時に正宮が置かれていた土地であることから「古殿地」とも称する。 

 

４-1.皇大神宮（内宮）の別宮 

別宮（ﾍﾞﾂｸﾞｳ：10 宮）は「正宮のわけみや」の意味で、神宮の社宮のうち正宮に次いで尊いとされる。 

荒祭宮（ｱﾗﾏﾂﾘﾉﾐﾔ）式内社（大） 

鎮座地：内宮境内（位置） 

月讀宮 （ﾂｷﾖﾐﾉﾐﾔ）-式内社 式内社（大） 

鎮座地：伊勢市中村町（位置） 

月讀荒御魂宮（ﾂｷﾖﾐｱﾗﾐﾀﾏﾉﾐﾔ）式内社  鎮座

地：月讀宮境内 

伊佐奈岐宮 （ｲｻﾞﾅｷﾞﾉﾐﾔ）式内社（大） 

鎮座地：月讀宮境内 

伊佐奈弥宮（ｲｻﾞﾅﾐﾉﾐﾔ）式内社（大） 

鎮座地：月讀宮境内 

瀧原宮 （ﾀｷﾊﾗﾉﾐﾔ）式内社（大） 

鎮座地：度会郡大紀町（位置） 

瀧原竝宮（ﾀｷﾊﾗﾅﾗﾋﾞﾉﾐﾔ） 鎮座地：瀧原宮境内 伊雑宮 （ｲｻﾞﾜﾉﾐﾔ） 式内社論社 

鎮座地：志摩市磯部町（位置） 

風日祈宮（ｶｻﾞﾋﾉﾐﾉﾐﾔ）鎮座地：内宮境内（位置） 倭姫宮（ﾔﾏﾄﾋﾒﾉﾐﾔ）鎮座地：伊勢市楠部町（位置）

 

４-２. 皇大神宮（内宮）の摂社 

摂社（せっしゃ：27 社）は、『延喜式神名帳』に記載されている神社（正宮、別宮を除く）。定義では摂社は全て式
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内社となるが、戦国時代にほぼすべてが廃絶となり、江戸時代の寛永年間（1630 年代）から明治初頭（1870 年代）

にかけて復興されたため、式内社の比定地とされる場合がある。 

朝熊神社 （ｱｻｸﾏ-） 朝熊御前神社（ｱｻｸﾏﾐﾏｴ-） 園相神社 （ｿﾅｲ-） 2 座 

鴨神社 （ｶﾓ-） 2 座 田乃家神社 （ﾀﾉｴ-） 田乃家御前神社（ﾀﾉｴﾐﾏｴ-） 

蚊野神社 （ｶﾉ-） 蚊野御前神社 （ｶﾉﾐﾏｴ-） 湯田神社 （ﾕﾀ-） 2 座 

大土御祖神社（ｵｵﾂﾁﾐｵﾔ-） 国津御祖神社 （ｸﾆﾂﾐｵﾔ-） 朽羅神社 （ｸﾁﾗ-） 

宇治山田神社 （ウジヨウダ-） 津長神社 （ﾂﾅｶﾞ-） 堅田神社 （ｶﾀﾀﾞ-） 

大水神社 （ｵｵﾐｽﾞ-） 江神社 （エ-） 神前神社 （ｺｳｻﾞｷ-） 

粟皇子神社 （ｱﾜﾐｺ-） 川原神社 （ｶﾜﾗ-） 久具都比賣神社（ｸｸﾞﾂﾋﾒ-） 3 座 

奈良波良神社 （ﾅﾗﾊﾗ-） 棒原神社 （ｽｷﾞﾊﾗ-） 2 座 御船神社 （ﾐﾌﾈ-） 

坂手国生神社 （ｻｶﾃｸﾅﾘ-） 狭田国生神社 （ｻﾀｸﾅﾘ-） 多岐原神社 （ﾀｷﾊﾗ-） 

 

４-３. 皇大神宮（内宮）の末社 

末社（まっしゃ：１６社）は、『延暦儀式帳』に記載されている神社（正宮、別宮、摂社を除く）。 

鴨下神社（カモシモ-） 津布良神社（ﾂﾌﾞﾗ-） 葭原神社（ｱｼﾊﾗ-） 小社神社（ｵｺﾞｿ-） 

許母利神社（ｺﾓﾘ-） 新川神社（ﾆｲｶﾜ-） 石井神社（ｲﾜｲ-） 宇治乃奴鬼神社（ｳｼﾞﾉﾇｷ-） 

加努弥神社（ｶﾇﾐ-） 川相神社 （ｶﾜｱｲ-） 熊淵神社（ｸﾏﾌﾞﾁ-） 荒前神社（アラサキ-） 

那自賣神社（ﾅｼﾞﾒ-） 葦立弖神社（ｱｼﾀﾞﾃ-） 牟弥乃神社（ﾑﾐﾉ-） 鏡宮神社（ｶｶﾞﾐﾉﾐﾔ-） 

 

４-４. 皇大神宮（内宮）の所管社 

所管社（ｼｮｶﾝｼｬ：３０社）は、正宮・別宮・摂社・末社以外の神社。 

滝祭神 （ﾀｷﾏﾂﾘﾉｶﾐ） 興玉神 （ｵｷﾀﾏﾉｶﾐ） 宮比神 （ﾐﾔﾋﾞﾉｶﾐ） 

屋乃波比伎神 （ﾔﾉﾊﾋｷﾉｶﾐ） 御酒殿神 （ﾐｻｶﾄﾞﾉﾉｶﾐ） 御稲御倉 （ﾐｼﾈﾉﾐｸﾗ） 

由貴御倉 （ﾕｷﾉﾐｸﾗ） 四至神 （ﾐﾔﾉﾒｸﾞﾘﾉｶﾐ） 神服織機殿神社末社八所 

神服織機殿神社（ｶﾝﾊﾄﾘﾊﾀﾄﾞﾉ

-） - 式内社 

神麻続機殿神社（ｶﾝｵﾐﾊﾀﾄﾞﾉ-） 

- 式内社 

神麻続機殿神社末社八所 

 

御塩殿神社 （ﾐｼｵﾄﾞﾉ-） 饗土橋姫神社（ｱｴﾄﾞﾊｼﾋﾒ-） 大山祇神社 （ｵｵﾔﾏﾂﾐ-） 

子安神社 （ｺﾔｽ-）   

 

５.皇大神宮（内宮）の正宮  

正官（ｼｮｳｸﾞｳ）は、垂仁天皇 26 年にご鎮座されてから 2000 年である。４重の御垣に囲まれた一番奥にあるご

正殿に、天照坐皇大御神(ｱﾏﾃﾗｼﾏｽ-ｽﾒ-ｵｵﾐｶﾐ)がお鎮まりになっている。付属の殿舎ならびに御垣は、20 年に

1 度、式年遷宮の大祭を行って建て替えられる。遷宮によって、2000 年昔と変わらない姿を今も拝するのである。  
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写真 5. 内宮正宮 2010 写真 6.正宮鳥居 2010 写真 7.内宮正宮の階段 2014 写真 8.正宮の鳥居 2014 

 

  

写真 9. 樹齢数百年の大木の中に

新しい「つらら木」出現 

写真 10.樹木に被害が無いように竹

で囲んでいるアイデア 

写真 11.正宮の裏側にある神秘的な樹木 

 

写真9. 樹齢数百年の大木の中に新しい「ツララ木」として出現している神秘的な樹木に感動する瞬間。この瞬

間は、樹木との対話が自然に始まられる。写真 10 は湯王樹木に被害が無いように竹で囲んでいるすばらしい

人間の智恵。樹齢数百年の大木と人間と比較すれば、なお神秘性が増大する瞬間。写真 11 は正宮の裏側に

ある巨大な樹木である。 

 

６.皇大神宮（内宮）の第一別宮の正宮・荒祭宮 

１ 宮 名 荒祭宮(ｱﾗﾏﾂﾘﾉﾐﾔ) 

2 祭 神 天照坐皇大御神の荒御魂(ｱﾏﾃﾗｼﾏｽｽﾒｵｵﾐｶﾐﾉｱﾗﾐﾀﾏ) 

3 鎮座地 荒祭宮はご正宮の北方、やや小高い所にご鎮座。 

正宮の裏に御稲御倉(ﾐｼﾈﾉﾐｸﾗ)があり、ついでつきあたりの外幣殿(ｹﾞﾍｲﾃﾞﾝ)を過ぎると、 

正宮の裏側(北側)に出、進むと左手に下りの石階があり、前方やや小高い場所にある。 

4 祭  事 内宮正宮に準じる第一別宮として特別丁重に行われる祭事である。 

大祭中の大祭、式年遷宮も、古来より正宮に準じている。 

応仁の乱の頃、長く中絶の時代から、寛永八年（1631）､式年御造替の制が復興された。 

皇室の勅使は正宮に続き、内宮の別宮のうち荒祭宮のみに参行する。 

祈年祭、月次祭、神嘗祭、新嘗祭の諸祭には皇室からの幣帛（ﾍｲﾊｸ）がある。 

荒祭宮は、内宮に所属する 10 別宮のうち、第一位である。 

殿舎の規模も他の別宮よりも大きい、高さ 4.47ｍである。 
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写真 13 は正宮の裏に御稲御倉(ﾐｼﾈﾉﾐｸﾗ)がある鰹木６本である。外幣殿：正宮の裏にある（写真 14）である御稲

御倉の隣で、古神宝類を納める所。 

 

宮  名 御稲御倉(ﾐｼﾈﾉﾐｸﾗ) 

所在地 三重県伊勢市宇治館町 1 内宮域内、 位置： 

経緯度 北緯 34 度 27 分 18.8 秒・東経 136 度 43 分 28.7 秒、 

主祭神 御稲御倉神、社格等：皇大神宮所管社、創建：古代 

外幣殿 神楽殿を過ぎて、忌火屋殿の裏手に廻ると、御稲御倉が出現 

本殿様式 唯一神明造 

 

 

  

写真 15. 正宮の裏に荒祭宮 写真 16.荒祭宮の階段 写真 17.荒祭宮の鰹木６本 
 

７.伊勢神宮の特別参拝 
 神社で行われる参拝には「特別参拝」・「正式参拝」・「略式参拝」で、次のように要約できる。①特別参拝とは、祝

詞を上げるご祈祷のこと。特別参拝者は、一般拝所よりも更に内側に参入できる。これが「特別参拝」と称される参拝

である。②正式参拝とは、祝詞を上げない参拝のこと。正式参拝者は、御垣内参拝とも呼ばれる前に、男女と

も厳しいドレスコードが存在し、神前での礼儀として黒の正装＆ネクタイ着用、革靴と言う規定があ

る。一般には、正式参拝と特別参拝を一緒にしているところも多い。③略式参拝とは、普段、私たちが神社にお参り

すること。一般参拝者は、内宮・外宮共に、御正宮の南側に位置する板垣南御門内に進み、生絹の御幌（ﾐﾄﾊﾞﾘ）の

掛けられている外玉垣南御門前（一般拝所）にて参拝する。ここで参拝を済ませる場合は、参拝の申し込みも必要

なく、参拝時の服装の取り決めも特にない。  

 

  

写真 13.正宮の裏に御稲御倉(ﾐｼﾈﾉﾐｸﾗ)。鰹木６本。千木は水平。 写真 14.正宮の裏に外幣殿 
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伊勢神宮（外宮）のツア-参加の記録 ２０１４年１月１４日 

 

１.伊勢神宮（外宮）とは 

伊勢神宮の正式名称は「神宮」といい、「お伊勢さん」・「大神宮さん」とも

呼ばれる。写真 1 は豊受大神宮(トヨウケノオオミカミ、外宮)の由来である。

「神宮」は、内宮（ﾅｲｸｳ）と外宮（ｹﾞｸｳ）を「御正宮」である。外宮として、別

宮(8）・摂社（16 所）・末社(8 所）・所管社(4 所)を合わせると宮社（36 所）の

総称である。 

皇大神宮（内宮）と豊受大神宮（外宮）はそれぞれ、宇治(ｳｼﾞ)の五十鈴

(イスズ)川河畔と山田(ﾔﾏﾀﾞ)原に位置している。 

 

写真 2.火除橋（ﾋﾖｹﾊﾞｼ）の堀川 写真 3.火除橋の下部ある堀川 写真 4.新第一鳥居と参道 
 

表参道（ｵﾓﾃｻﾝﾄﾞ）火除橋（ﾋﾖｹ

ﾊﾞｼ）は、近鉄｢伊勢市駅｣より近い

所にあり（写真２と３）、渡ると第一鳥

居（写真４）。外宮の表参道入口に

あたり、ここから聖域。防火のための

堀川が流れ、火除橋（ﾋﾖｹﾊﾞｼ）が架

かっている。橋のたもとには、巨木

が枝を広げている（写真５）。火除橋

をわたってすぐ左側の手水舎で手

を洗い、口を濯いで心身を清め、正宮へと向う。二つ目の鳥をくぐると神楽殿、さらに進むと正宮(古殿地)がある。神

楽殿の中では、写真６のように御札を購入することもできる。外宮は、千古の杉が茂げ、広大な敷地内には、屋根の

千木や鰹木など細部には内宮と異なる特徴がある。 

 

２.豊受大神宮（外宮）の由来 

 

写真 1.豊受大神宮(外宮)の由来 

写真 5.外宮鳥居付近の樹木 写真 6.豊受大神宮の御札 
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表 1.伊勢神宮（外宮）の詳細資料 

1 主祭神 
豊受大御神の荒御魂（ｱﾗﾐﾀﾏ）。天照大御神の御饌（みけ:食事）の守護神。 

御神徳は食物・穀物を司る神で、衣食住・産業の守護神である。 

2 神宮創建 雄略天皇 22（478）年、別名：外宮。 

3 勧請神 
雄略（ﾕｳﾘｬｸ）天皇が、夢の中での天照大御神の教えによって、豊受大御神を丹波（タンバ）の

国(今の京都府下、天橋立付近)から、山田の原に迎えられた、とされる。 

4 社 格 式内社（大社） 

5 例 祭 最大祭は日別朝夕大御饌（ミケ:食事）祭、外宮創建 1500 年前から毎日継続。 

6 鎮座地 三重県伊勢市豊川町 279 番地 

7 経緯度 北緯 34 度 29 分 14.05 秒  東経 136 度 42 分 10.53 秒 

8 正  宮 

国内最古の建築様式は唯一神明造。 

正面から見ると茅葺屋根(ｶﾔﾌﾞｷﾔﾈ）。「萱葺」とはススキやチガヤを指す。切妻造（ｷﾘﾂﾞﾏﾂﾞ

ｸﾘ：傾斜面が本を伏せた山形の屋根形状）。束柱（ﾂｶﾊﾞｼﾗ）。掘立柱（ﾎﾘﾀﾃﾊﾞｼﾗ）。 

側面から見ると土居周長押（ﾂﾁﾏﾜﾘﾅｹﾞｼ）が見られる。千木（ちぎ）：先端が垂直。鰹木(ｶﾂ

ｵｷﾞ)は 9 本の奇数で並ぶ。棟持柱（ﾑﾅﾓﾁﾊﾞｼﾗ:社殿の両妻の外側にある柱）。 

正宮は正殿・西宝殿・東宝殿の３所。正殿の社殿様式は唯一神明造。神饌（ミケ：食事）殿

は神様の食事する建物。忌火屋殿（ｲﾐﾋﾞﾔﾃﾞﾝ）は神饌で調理して食事を供える台所。 

9 摂末社 別宮(8）・摂社（16 所）・ (8 所）・所管社(4 所)を合わせると宮社（36 所）。 

10 境内別宮 

正宮に次ぐ高位の多賀宮（ﾀｶﾉﾐﾔ）、土宮（ﾂﾁﾉﾐﾔ）、風宮（ｶｾﾞﾉﾐﾔ）などの別宮がある。 

その他に斎館、神楽殿、神々の食事を調製する忌火屋殿（ｲﾐﾋﾞﾔﾃﾞﾝ）、神酒を納めた御酒殿（ﾐ

ｻｶﾄﾞﾉ）などの建物がある。 

11 鳥 居 神明系大鳥居は３基、加賀宮・土宮・風宮もある。 

12 神楽殿 

外宮神楽殿は入母屋造の建物。神宮の御祈祷は、「御饌（ミケ）」と「神楽」に大別されるが、こ

れを行う社が神楽殿である。御祈祷とは「祈願」といい、神に感謝を捧げ、更なるご加護を願う儀

式である。鎌倉時代風の屋根が素晴しい建物で、平成 12 年 12 月 14 日に改築された。 

 

 

写真 7.伊勢神宮外宮にある神樂殿

正面の祈祷受付所、2010 

写真 8.外宮神楽殿、神樂殿正面

から見学する参拝者、2010 

写真 9.伊勢神宮外宮、神樂殿正

面のから撮影、2010。 

 

写真 7 は伊勢神宮外宮にある神樂殿正面の祈祷受付所、2010。写真 8 は外宮神楽殿、神樂殿正面から見学する

参拝者、2010。写真 9 は伊勢神宮外宮、外宮神樂殿正面のから撮影、2010。 
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３.豊受大神宮（外宮）の別宮・摂末社 

３-1.豊受大神宮（外宮）の別宮 

豊受大神宮（外宮）の別宮（ﾍﾞﾂｸﾞｳ:８宮）は「正宮のわけみや」の意味、神宮の社宮のうち正宮に次ぐ別宮であ

る。 

第１別宮の多賀宮 （ﾀｶﾉﾐﾔ） 式内社

（大） 鎮座地：外宮境内（位置） 

第２別宮の土宮 （ﾂﾁﾉﾐﾔ）  

鎮座地：外宮境内（位置） 

月夜見宮 （ﾂｷﾖﾐﾉﾐﾔ） 

 鎮座地：伊勢市宮後（位置） 

風宮 （ｶｾﾞﾉﾐﾔ） 

鎮座地：外宮境内（位置） 

 

３-2.豊受大神宮（外宮）の摂社 

摂社（セッシャ：16 社）は、『延喜式神名帳』に記載されている神社（正宮、別宮を除く）。定義では摂社は全て式

内社となるが、戦国時代にほぼすべてが廃絶となり、江戸時代の寛永年間（1630 年代）から明治初頭（1870 年代）

にかけて復興されたため、式内社の比定地とされる場合がある。 

草奈伎神社 （ｸｻﾅｷﾞ-） 大間国生神社（ｵｵﾏｸﾅﾘ-） 2 座 度会国御神社（ﾜﾀﾗｲｸﾆﾐ-） 式内社 

度会大国玉比賣神社  

（ﾜﾀﾗｲｵｵｸﾆﾀﾏﾋﾒ-） 
田上大水神社 （ﾀﾉｴｵｵﾐｽﾞ-） 

田上大水御前神社 

（ﾀﾉｴｵｵﾐｽﾞﾐﾏｴ-） 

志等美神社（ｼﾄﾐ-） 大河内神社 （ｵｵｺｳﾁ-） 清野井庭神社 （ｷﾖﾉｲﾊﾞ-） 

高河原神社（ﾀｶｶﾞﾜﾗ-） 河原神社 （ｶﾜﾗ-） 河原淵神社 （ｶﾜﾗﾌﾞﾁ-） 

山末神社 （ﾔﾏｽﾞｴ-） 宇須乃野神社（ｳｽﾉﾉ-） 御食神社 （ﾐｹ-） 

小俣神社 （おばた-）   

 

３-３.豊受大神宮（外宮）の末社 

豊受大神宮（外宮）の末社（8 社）は、『延暦儀式帳』に記載されている神社（正宮、別宮、摂社を除く）。 

伊我理神社 （ｲｶﾞﾘ-） 県神社 （ｱｶﾞﾀ-） 井中神社 （ｲﾅｶ-） 打懸神社 （ｳﾁｶｹ-） 

赤崎神社 （ｱｶｻｷ-） 毛理神社 （ﾓﾘ-） 大津神社 （ｵｵﾂ-） 志宝屋神社 （ｼｵﾔ-） 

 

３-４.豊受大神宮（外宮）の所管社 

外宮所管社（ショカンシャ：4 社）は、正宮・別宮・摂社・末社以外の神社。 

御酒殿神 （ﾐｻｶﾄﾞﾉﾉｶﾐ） 四至神 （ﾐﾔﾉﾒｸﾞﾘﾉｶﾐ） 

上御井神社 （ｶﾐﾉﾐｲﾉ-） 下御井神社 （ｼﾓﾉﾐｲﾉ-） 

 

４.豊受大神宮（外宮）の正宮 

正宮（ショウグウ）にある正殿（ｾｲﾃﾞﾝ）は、宮殿の中心となる殿舎で、中庭に向かって東面する。外観は和風、入

母屋造り。屋根の棟には両端に瑞鳥の飾りが設置されている。南側は回廊と、北側は豊明殿とつながる。正殿は、

中庭から見て床の高さが 3.7 メートルあり、宮殿各棟中最も高く位置している。正殿を中心とする社殿は内宮とほぼ

同じ様式で、鰹木が５本で、千木は先端が垂直に切断。また、社殿の配置は異なる。 

－ 295 －



 

 

写真 10.豊受大神宮の守護神に

祈祷場所、2010 

写真 11.豊受大御神をまつる御正官の正面である。 

正官は唯一神明造、左は 2010 年撮影、右は 2014 年に撮影 

 

写真 10 は豊受大神宮の守護神に祈祷して側面から、安らぎのある人生を念願し、帰宅する参拝者、2010 年。

写真 11 の正官とは、豊受大御神をまつる御正官という。正官の左側は多くの参拝者が祈祷をしている正面である、

2010 年。建築様式の正殿は、鰹木が 5 本で、千木が外削（先端が垂直:奇数）である（写真 11）。 

 

 
写真 12.正宮と神明造の鳥居。社殿

の鰹木５本、2104 

写真 13.新正宮前にある新鳥

居、千木は垂直に切断、2014 
写真 14.旧豊受大神宮の鰹木 5
本、千木は垂直に切断 2014 

 

写真 12 は正宮と神明造の鳥居。社殿の鰹木５本、千木は垂直に切断。写真 13 は新正宮前にある新鳥居。写真

１4 は旧豊受大神宮の鰹木 5 本である。 

 

５.豊受大神宮（外宮）の別宮 

「別宮」とは、正宮との間柄を示す称号。皇大神宮、豊受大神宮を「正宮」とし、本家に対する分家の意味で「別宮」

と称する。別宮の「宮」は宮号(ｷｭｳｺﾞｳ)と称し、天皇の思し召しにより、古くは勅書(ﾁｮｸｼｮ)で、後には官符(ｶﾝﾌﾟ)をも

って定められる。豊受大神宮には宮域内に３所、宮域外に１ヶ所の別宮がある。拝所からは直接見ることはできない。

正殿の背後には御饌殿（ﾐｹﾃﾞﾝ）と外幣殿（ｹﾞﾍｲﾃﾞﾝ）が並ぶ。正宮の隣には、次の神宮式年遷宮の際に正宮が建

てられる敷地がある。この敷地は、前回の式年遷宮の時に正宮が置かれていた土地であることから「古殿地」とも呼

ばれる。 

 

５-１. 豊受大神宮（外宮）の第 1 別宮の多賀宮 
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祭  神 豊受大神（ﾄﾖｳｹｵｵﾐｶﾐ）の荒魂（ｱﾗﾐﾀﾏ 

境  内 正宮前の池の横の亀石を過ぎ、土宮と風宮の間にある 98 石段を登った丘の上にある。 

亀石は高倉山の天岩戸の入口の岩を運んだと伝えられる。 

社  殿 多賀宮（タカノミヤ）の社殿は外宮に準じ外削ぎの千木と、５本で奇数の鰹木を持つ萱葺の神

明造。  

創  建 雄略天皇 22 年（478 年）の外宮創祀と同時に創建。 

社格等 式内社 

祭  事 外宮正宮に準じた祭事。皇室の勅使は正宮に続き、外宮の別宮のうち多賀宮のみに参行す

る。祈年祭、月次祭、神嘗祭、新嘗祭の諸祭には皇室からの幣帛（ﾍｲﾊｸ）がある。 

 

 
写真 12. 多賀宮前の参拝者 写真 13.多賀宮の鰹木５本 写真 14.外宮の多賀宮の参拝者 

 

  
写真 15.外宮土宮の案内表示 写真 16.外宮土宮の鰹木４本 写真 17.外宮土宮の鳥居 

 

写真 12 は多賀宮前の参拝者。写真 13 は多賀宮の鰹木５本。写真 14 は外宮の多賀宮の参拝者である。

写真 15 は外宮内の土宮の案内表示。写真 16 は外宮内の土宮の鰹木。写真 17.外宮の土宮の鳥居である。 
 

5-2. 豊受大神宮（外宮）の第２別宮の土宮 

宮  名 豊受（ﾄﾖｳｹ）大神宮（外宮）の第 2 別宮である土宮（ﾂﾁﾉﾐﾔ） 

祭  神 大土乃御祖神(ｵｵﾂﾁﾉﾐｵﾔﾉｶﾐ)を祭神として宮域の地主の神。 

現在伊勢市の西を流れる宮川の氾濫を治める堤防守護神として尊ばれている。 

鎮座地 三重県伊勢市(豊受大神宮域内)。往古より「山田原（ﾔﾏﾀﾞﾉﾊﾗ）」の鎮座である。 

豊受大神宮の大前の御池の真向いにある深い杉木立の中、「大土乃御祖神」を祭る鎮座。 

教  団 神社本庁 
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写真 18.外宮、鳥居と拝殿 写真 19.外宮、土宮前の鳥居 写真 20.外宮、土宮の夫婦楠木 

 

６.三重県志摩市磯部の歓迎レセプション 

三重県志摩市の歓迎レセプションでは、①伝統芸能、②市長祝辞、③神社による祈祷、④神宮奉納品の制作、

⑤小学生による楽打天晴倶楽部の太鼓披露―などが行われた。 

 

 
写真 21.地元の氏神である磯辺神社の神職による弓打ち神事 写真 22.磯部楽打天晴倶楽部 

 

  

写真 23.三重県志摩市磯部楽打天晴倶楽部の太鼓披露 写真 24.倶楽部員の貝殻の笛 
 

写真 21 は磯辺神社の弓打ち神事。写真 22 は磯部楽打天晴倶楽部の服装。写真 23 は三重県志摩市

磯部楽打天晴倶楽部の太鼓を披露する瞬間。写真 24 は倶楽部員の貝殻の笛である。 
参考文献 
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