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書　　　評

本多健一著『中近世京都の祭礼と空間構造―御霊祭・今宮祭・六斎念仏─』

吉川弘文館　2013年　281p.　10,000円（税別）

本書は，中近世京都の祭礼文化史の研究である

が，著者は歴史地理学をも専門とし，本書のもと

になった博士論文は，地理学教員の指導のもと，

2011年度に立命館大学へ提出されていて 1），歴史

地理学的研究とも言える。重厚な内容であり，こ

れまで管見のかぎりで，河内 （2014），山澤 （2015），

渡辺 （2015），安藤 （2016）によって，歴史学・祭

礼史・歴史地理学などの専門的見地から書評が出

されている。評者は，中近世京都の祭礼にはまっ

たくの門外漢であるが，宗教地理・歴史地理に関

心を持つ者として，主に研究の枠組みや用語など

の点から紹介と拙評を記しておきたい。

まず序章「祭礼と地域社会試論」では，冒頭

で，本書が，中近世京都の祭礼の実態や変遷を解

明しつつ，それらを取り巻く都市空間や地域社

会，社会環境（政治・経済・文化など）との関係

（とりわけ「地域社会との関係」）を探った研究で

あることがうたわれる。次に第 1節では，考察の

土台となる概念として，「祭礼の空間構造」を提

示し，「祭礼において，それに何らかの参画をす

る人々やその組織およびそれらの営みが，関連す

る地域で空間的拡がりをもって関係づけられてい

るあり方」 （6頁） と定義する。「空間的拡がりを

もって」の意味が曖昧だが，評者なりに極端に単

純化して解釈すれば，「祭礼に関与する諸組織の

関係」ということであろう。定義中の「関連する

地域」については，特に「祭礼を担う地域」を重

視するとしている。著者は，「祭礼の空間構造」

の解明・考察が本書の中心主題の 1つだとする。

ここで評者の感想をはさめば，人々や諸組織の関

係を重視する著者の議論は理解できるものの，そ

れは「祭礼の空間構造」という用語からイメージ

されるものとはずれているように思える。「祭礼

の空間構造」とは本来，「祭礼」という行為・行

動 （著者の上記定義では「営み」） の空間構造を意

味すると考えるのが自然であろう。「祭礼の空間

構造」というよりはむしろ，「祭礼組織の構造」

ではなかろうか。次いで第 2節では，祭礼と地域

社会との関係を扱った社会学・社会人類学・歴史

学・民俗学など学問諸分野の既存研究を，近現

代，中近世，分布論に分けて概観し，本書では序

列・対抗関係の潜在や中近世の連続性に着目する

と述べている。「地域社会との関係」については

後述する。第 3節では，既存研究のレビューを踏

まえ，「祭礼を通じて地域を捉えるための枠組み」

と題する図 2を提示するが，この図は異論が出る

ところであろう2）。ここは，①祭礼を担う小地

域・地域の社会構造との関係，②祭礼を担う地域

内で分節された小地域間の関係，③祭礼を担う地

域と周辺地域との関係，という 3つの研究方向を

文章で記述するだけで十分ではなかろうか。ま

た，①にある「社会構造」とは，「人口構成，社

会階層，生業・経済力などを意味する」 （18頁）

というが，人口構成，社会階層はともかく，「生

業・経済力」までは普通は含めないのではないか

と評者は考える。実は，本書の研究では，これら

の中で主に 「経済力」 が取り上げられているため，

「社会構造」の語がますます分かりにくくなって

いる。第 3章で今後の課題として，祭礼と「社会

構造や経済活動 （中略） などとの関係把握」 （104

頁） と記し，「社会構造」と「経済活動」を別扱

いにしていることとも整合しない。第 4節の本書

の構成紹介に続いて，最後に第 5節では，「実在

の世界」「イメージされた世界」などの歴史地理

学方法論に言及し，非日常の事象である祭礼では

「イメージされた世界」が顕現すると，本書の位

置づけを図る。しかし，この節はあらずもがなの

議論の印象を受ける3）。
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言える。

第 3章「16世紀の御霊社・御霊祭と都市空間」

では，16世紀の歴史復原の前提条件として，（創

始当初から位置が不動の上御霊社を除き） 下御霊

社および上下両社の御旅所について中世の位置を

検討し，上御霊社御旅所は新町通下長者町下ル，

下御霊社は新町通下立売上ル，同御旅所は室町通

丸太町上ルに比定する。また，近世初期の神輿巡

幸路を復原し，上下の神輿渡御とも室町通沿いの

地域が重視されていたとする。下御霊社と一体で

あった下出雲寺が12世紀末頃までに出雲路から

ここへ移転してきたと考えられることから，早け

ればこれとともに上下両社の氏子区域の境界も近

衛大路 （出水通） に定まったと推測している。そ

して，これらの前提条件のもとで，戦国期・安土

桃山期の御霊祭について検討し，上御霊祭が明応

7年 （1498） に復興し，16世紀前半には上京を代

表する祭礼であったこと，氏子区域「中京」が戦

乱で荒廃した下御霊社は衰退していたこと，安土

桃山期には「中京」で秀吉の市街地開発が行なわ

れ，下御霊社と上下御旅所が移転したこと，上御

霊社御旅所である中御霊社は当初，下御霊社御旅

所を兼ねていたことなどを推定する。

本章は，祭礼文化史研究だけでなく，地理学的

な研究の側面もある。神社位置の比定や神輿巡幸

路の復原は，オーソドックスな歴史地理学的手法

である。また，戦乱による荒廃や市街地開発とい

う「都市空間」との関係に留意しているのも （章

題にも「都市空間」とある） 地理学的であり，同

時に，序章で最初に述べられた本書の研究方針に

のっとっている。ただ，史料の限界もあろうが，

「都市空間」との関係は表面的説明にとどまって

いる。

第 4章～第 6章は，書名副題の 2つめ，今宮祭

がテーマである。第4章「中世前期の今宮祭―祭

礼行列の渡物と疫病対策─」では中世前期以前の

今宮祭を対象とし，当初は疫病対策としての官祭

的・臨時祭的性格が強かったものが，14世紀には

都市住民が支える都市的祭礼に変容したとする。

後半では今宮神社文書のうち「紫野今宮社神事

以下，本文の構成は，第 1章が鉾，第 2章と第

3章が御霊祭，第 4章から第 6章までが今宮祭，

第 7章と第 8章が六斎念仏を対象としたものであ

る。

第 1章「中世祭礼における鉾とその変容」は，

まず京都の中世祭礼史に関する従来の研究が個別

事例の積み重ねに終わっていることを批判し，各

祭礼の比較考察と全体像の構築が必要であると問

題提起する。次に，中世京都の祭礼行列に共通し

て現れる鉾に注目するとして，祇園会・稲荷祭・

北野祭・御霊祭など中世の祭礼における鉾の実態

を史料から概観する。そして，鉾は，14世紀から

15世紀初頭にかけて現れ，15世紀なかばに最も

盛んであり （多くは応仁の乱の影響などで15世紀

末に廃絶），その調達主体は一般市民であったと

する。また，剣鉾の起源について絵画史料を検討

し，15世紀にさかのぼるという先行研究に疑問を

呈する。最後に，鉾は，一般都市住民が祭礼の担

い手であることの象徴であったと，自身の考えを

述べる。本章の目標は大きいが，まだまだ道遠し

という感じを受ける。なお，章題の「変容」は余

計であろう （目標であることは理解できるが，具

体的な鉾の変容は明らかになっていない）。

第 2章と第 3章は御霊祭がテーマで，下京の祇

園会に比べて，上京の御霊祭の研究が不十分で

あったという問題意識から，中世から近世初頭の

御霊祭の歴史を復原する （「歴史の復原」 という文

言には違和感がある）。第 2章「中世の御霊祭─

応仁の乱後の復興まで─」は，副題どおり，応仁

の乱による中断を経て復興に至るまで，すなわち

15世紀までが対象である。平安期以前の出雲寺が

起源という説から説き起こし，13世紀には祭礼や

神輿巡幸が行なわれていたこと，一般住民が担う

祭であったこと （祇園会などと違って官祭的性格

がないこと），鎌倉期には既に上御霊・下御霊に

分かれて祭が執行されていたこと，室町期には足

利将軍の見物がしばしば行なわれたこと，鉾の記

録が目立つこと，応仁の乱による中断期にも，氏

子の公家たちが祭礼式日に氏神を祀ったことなど

が述べられる。本章は御霊祭の中世祭礼文化史と
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次にメソスケールの小組レベルでは，祭の運営に

携わった西陣古町の一般の行事町に対して鉾町が

優位であったこと，行事町の41の番組同士は，協

力関係とともに，飾を競い合う予定調和的対抗関

係があったこと （「競争関係」という表現のほう

がいいと思うが），鉾町12町の内部では，千本鉾

（古鉾） を出す 8町と京鉾 （新鉾） を出す 4町の間

に厳格な序列や対立的対抗関係があったことを言

う。そして，ミクロスケールの個別町レベルとし

ては，千本鉾を出す 8町の中で，親鉾の扇鉾を出

す東千本町の格式が高く，その他 7町と対立的対

抗関係にあったとする。最後に，これらを図12，

図13に「近世今宮祭の空間構造」としてまとめ，

諸組織の関係が複雑な入れ子のような重層性を有

していたことを指摘する。小地域間の関係を綿密

に検討した本章は，この本の一番の中心である。

少し注文をつけると，行事町は複数の町が組み

合わされて各番組が設定されているというが，そ

の個別の町同士の関係はどうなのであろうか。ま

た，東千本町以外の千本鉾 7町間，京鉾 4町間そ

れぞれの関係はどうであろうか。祭を担う主たる

組織は町である （198頁） というからには，そこに

も目配りしていただきたいものである。思うに，

著者は序列のあるものに目を奪われて （それは騒

動も起きるから，記録が残りやすい），フラット

な関係を書き落としているのではなかろうか。

第 7章と第 8章は，六斎念仏に焦点を当てたも

のである。第 7章 「近世六斎念仏再考」 は，従来，

あまり顧みられなかった規制の検討から，近世京

都六斎念仏の実態を明らかにしている。六斎念仏

への規制は，為政者の服喪時の一時的執行制限と

娯楽的遊芸の付加禁止とに大別されるとし，前者

は江戸前期から確認されること，後者は18世紀

末からあり，六斎念仏芸能化の反作用であるこ

と，芸能化とは念仏六斎を基本にして芸能六斎が

付加されたものであることなどを指摘している。

特に著者は，六斎の担い手側の対応（「戦術」と

呼ぶ）に重点を置き，社会的コンテクストに応じ

て念仏六斎と芸能六斎を演じ分けたと主張してい

る。

覚」を詳しく取り上げて，中世前期の祭礼行列の

渡物 （出し物） を検討し，史料の年代を1320年頃

と推定する。本章は今宮祭の中世祭礼文化史であ

る。

第 5章「中世後期の今宮祭と西陣氏子区域」

は，主に16世紀の今宮祭を対象とする。まず，

近世の今宮祭について，運営を独占する西陣古町

の，その他地区に対する優位，神輿が巡幸する大

宮地区・小川地区の，その他地区に対する優位，

格式の高い千本鉾を出す町の，京鉾を出す町に対

する優位を言う （著者はこれを「空間構造」と呼

ぶが，評者の違和感は上述のとおり）。次に，中

世後期の今宮社・今宮祭について，15世紀初頭に

は氏子区域が形成されていたこと，応仁の乱後は

幕府の後援を受けて早く復興したこと，16世紀の

今宮祭を主導していたのは大宮地区と小川地区で

あったことなどを述べる。さらに，当時の氏子区

域の都市空間や社会構造 （特に経済力） を地区別

に検討し，戦国期の大宮・小川地区は先進商工業

地域であったこと，同時期の千本地区の経済力は

微弱であったこと，元亀 4年 （1573） の信長によ

る上京焼討によって大宮・小川地区は被害を受け

（「都市空間」の語はこれを含意するようである），

それを免れた千本地区の千本鉾が台頭したこと，

大宮・小川地区の優位と矛盾する千本鉾の優位が

そのまま後世に続いたことを推定している。本章

は祭礼文化史であるとともに，著者が「祭礼の空

間構造」と呼ぶ小地域間の優劣関係や，経済力と

の関係にも着目しており，地理学的な面では，次

の章とともに本書の核心部分である。

第 6章「近世後期の今宮祭と空間構造」は近世

後期の今宮祭を対象とし，異なる地域スケール

（「空間スケール」と呼ぶほうがよいと評者は考え

る）ごとに，小地域の諸組織相互の関係を考察す

る。まず，比較的マクロなスケールとして町組・

村落レベルでは，神輿舁が氏子区域の中で北部村

落と南部市街出身者に限られていたこと（これは

組織的対応ではないが），17世紀に経済的に停滞

した小川西部地域は神輿舁費用の負担のみで，祭

の運営には関わらなくなったことが述べられる。
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（「経済」ではないか） 気になる。念仏や （課題と

して掲げられた） 芸能の内容，市中の人々との人

間的接触などから「文化」にアプローチしていた

だきたいと思う。

終章「概括および課題・展望」では，本書の成

果を，時代を追って通史的に概括し，「これまで

ほとんど未解明であった御霊祭，今宮祭，六斎念

仏に関する実態と変遷を明らかにしたこと」が，

本書最大の成果であると述べる。また，「祭礼と

地域ないし地域社会との関係について，いくつか

の重要な新知見を見出した」とする。そして，今

後の課題として，（過去を含む） 地域の日常的社

会構造との比較考察，職縁共同体のような地域的

組織ではない祭礼主体の考察，京都の都市祭礼文

化史の全体像構築を挙げる。

以上，評者のコメントをはさみながら，本書の

内容を紹介してきた。本書の要点は，終章で著者

が述べるとおりであり，特に祭礼文化史について

は，短くまとめるのが困難なほど多くの事柄が盛

り込まれている。

さて，本書全体をあらためて振り返ると，都市

祭礼の論考が最初から並ぶなかで，六斎念仏を

扱った第 7章と第 8章がどうしても異質に見え

る。個別論文の寄せ集めなら，それでもかまわな

いのであろうが，仏教行事あるいは民俗芸能であ

る六斎念仏を神社祭礼と同じ俎上に載せようとし

たために無理や齟齬が生じている。たとえば，本

書の「祭礼」概念について，ハレの日の民俗的年

中行事などとする説明は苦しい （24頁）。また，

序章では 「祭礼の空間構造」 に着目するというが，

今宮祭の空間構造 （第 5，6章） と六斎念仏の空間

構造 （第 8章） では 「空間構造」 の意味が違ってお

り，序章での規定は今宮祭に当てはまる（御霊祭

では「空間構造」の語は使われず，六斎念仏では

空間的分布や移動を指している）。同じ「空間構

造」というタイトルを付しながら，今宮祭の図

12，13と六斎念仏の図20で，スタイルがまった

く異なることは象徴的である。さらに第 8章で

は，六斎念仏研究を図 2の③「祭礼を担う地域と

周辺地域との関係」に位置づけるが （244頁），周

第 8章「六斎念仏からみた近世の都市と周辺地

域」は地理学を意識し，都市と周辺地域との文化

的結合関係という枠組みの中で，近世～明治初期

の六斎念仏を検討する。まず，周辺地域の六斎念

仏講中の移動については，江戸前期は，京都市中

から遠隔の社寺に近郷の農民が物詣していたが，

江戸中後期には市中で棚経を行ないながら清水寺

へ物詣するようになり，幕末期には壬生寺など他

の寺社でも同様の行動があったとする。次に講中

の分布に関しては，遠隔の講中が消滅し，「近郊

村落」に集中化したという。このような講中と京

都市中との関係強化の理由として，六斎念仏が娯

楽および農間渡世の性格を強めたことを挙げてい

る。

まず史料についてコメントすると，著者は，六

斎念仏講中の分布を明らかにするために，宝暦5

年 （1755） の干菜寺所蔵史料と明治17年 （1884）

の空也堂所蔵史料を利用している。しかし，当時

の六斎念仏の全貌を示すものか疑問のところがあ

り4），これらをもとに講中分布の変化を論じてよ

いものか不安が残る。

次に，著者は，六斎念仏講中の移動パターンの

変化をもって，京都市中との関係強化を言う。し

かし，空間的思考に慣れた地理学の人間からすれ

ば，本章の「移動」は空間的に非常に曖昧であ

る。清水寺に「洛外在々ノ六斎念仏数十組群集

仕」とあることや第 7章の門付けの記述などか

ら，洛外から市中を経て目的地の寺社に向かって

いることは理解されるが，図20の模式図がせい

ぜいであろう。史料がないことは承知している

が，講中の具体的移動経路が分かる史料の発見を

期待する。

用語については，都市の「文化的影響」や，そ

れが「（地理的な要因による） 文化事象の選択な

いし淘汰」として顕現するという概念が不明瞭で

あり，分かりやすく説明していただきたいもので

ある。また，六斎念仏講中が京都市中に出向くこ

とを「文化的結合関係」と位置づけるが，芸能自

慢といった娯楽はともかくとして，農間渡世的性

格を持ったものを「文化」と呼んでよいものか
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なのではなかろうか。都市の規模が大きければ，

1つの都市内にいわゆる氏神が複数鎮座し，氏子

区域もそれに応じて分かれ，祭礼の組織も複雑に

なるであろうが，小さな地方都市であれば氏神は

一社で，組織もシンプルになるはずである。本書

の研究方法を他の都市祭礼に応用しようとする

時，ここまでの複雑さはないような気がする。

個人的に興味深く読んだのは，「神輿を郊外の

本社から市街地の御旅所に迎えるという形式」

（115頁） が，祇園・稲荷・松尾では平安期には成

立しており，南北朝期には今宮祭でも確立したと

いう事柄である。これは，神社と御旅所の立地，

市街地との位置関係に関わる問題でもあり，今

後，他の地域の神社で注意して見ていきたいと思

う。

最後に，地理学の研究としては，やはり地図に

言及しなければなるまい。本書には著者の描いた

9枚の地図が収められている。注文をつけたいの

は，図中の文字のフォントである。著者は，河川

名や琵琶湖のような水に関する地名の文字を傾け

ている （回転させている） のだが，これは本来，

斜体にすべきものである （回転と組み合わせても

よいが）。著者がどのようなソフトで地図を描い

ているのかは分からないが，今時，斜体にできな

いことはないであろう。また，図12のような 4

枚の模式図も含めて，図中の文字はすべて明朝体

にしているが，場合に応じてゴシック体を使うべ

きである。いくつか見た初出誌の論文では，地図

中の文字はすべてゴシック体になっており，そち

らのほうがベターである。また，水地名の回転は

ない。フォントの全明朝体化や文字の回転が，本

書所収時の編集者の指示ならば，首を傾げざるを

えない。さらに，図中の文字サイズがほとんど同

じである。これも，適宜，大小の変化を持たせる

べきであろう。なお，図表の目次がないが，博士

論文レベルの内容の本であるならば，やはり付け

てほしい （索引はある）。

以上，長々と駄文を連ねてきたが，着実な研究

成果を随所に盛り込んだ優れた一書であること

は，あらためて強調しておきたい。誤読に基づく

辺地域からの協力や見物という図 2の想定とはや

はりずれている。

次に，著者が繰り返し強調する祭礼と「地域社

会との関係」についてコメントしたい。著者は終

章でも，第 3，5，6，8章では，当時の都市空間，

地域社会との関係に重点を置いたと述べている。

都市空間との関係というのは，戦乱や市街地開発

による物理的空間の改変の影響を意味しているよ

うであり，第 3，5章に該当部分があることは上

述した。また，第 8章は異質であり，ここでは措

いておく。そうすると，著者が「地域社会との関

係」と呼ぶものは，第 5章では「現在ばかりでな

く，過去において現実であった地域の社会構造や

出来事などが，積み重なって反映され」 （163頁）

ていること，具体的には （過去に遡る） 地域の経

済力の優劣関係が祭礼に影響していることを指し

ているようである。第 6章も「地域社会との関わ

りを考察した」 （200頁） というのだが，祭礼の諸

組織の関係を検討したものであって （これを，著

者は「祭礼の空間構造」と呼ぶ），祭礼と地域と

の関係を論じたものとは言えない。ここで，序章

の （特に近現代の祭礼の） 研究史レビューでは，

祭礼では組織間の序列・対抗関係が顕現すると

か，非日常的な祭礼組織が地域の日常的な社会構

造を反映しているという論点に著者が着目してい

ることに目を向けたい。そのような著者の関心か

らすれば，明らかにすべきは日常的な社会構造の

中に序列・対抗関係があるか否か，そしてそれが

祭礼組織の構造と対応しているか否かということ

のはずである。しかし，それは第 6章や終章の最

後で今後の課題として簡単に触れられるにすぎな

い。本書は祭礼と「地域社会との関係」をうた

い，それは地理学研究のテーマとしても非常に頼

もしく見えるのだが，実はあまり具体的な検討は

されていないのである。

終章の課題には挙がっていないので，著者の関

心は薄いのであろうが，第 6章の最後で，近世都

市の祭礼の諸事例を集積し，普遍的な法則を見出

すことを課題の 1つとしている。これに関連して

評者の思うところを述べれば，京都の祭礼は特殊



100― ―

などの六斎念仏は表れないであろう。また，

271頁の注で記されているように，史料には

記載されない遠方の念仏六斎の保存団体があ

るということは，遠くの （芸能六斎を行なわ

ない）念仏六斎の講中ならば，空也堂に免許

申請をしなかったこともありうるのではなか

ろうか。さらに，そもそも 2つの寺・堂は系

統が異なるから，宝暦 5年干菜寺史料には空

也堂系が抜けているのではないかという素朴

な疑問もある。いずれにせよ，宝暦 5年と明

治17年の六斎念仏講中一覧表は全貌を示し

ていない可能性があり，これらをもとに講中

分布の変化を論じるのは問題なしとしない。

著者は，明治17年の段階で，六斎念仏講中

が京都の中心から半径 2里以内，すなわち

「近郊村落」に集中化したと結論づけるが，

上記の疑問を踏まえれば，半径 2里より遠い

念仏六斎の講中は史料から落ちているだけな

のかもしれない （その後，ほとんどは消滅し

て現在に至っているのであろうが）。だとす

れば，六斎念仏講中が「近郊村落」に集中し

たというより，「近郊村落」の講中 （の一部）

が芸能六斎化したと言うことはできないので

あろうか。
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的外れのコメントもあろうが，ご容赦を願い，今

後の著者の活躍に期待したい。

注

 1） 博士論文のタイトルは「中近世京都における

祭礼の空間構造：今宮祭と六斎念仏を事例と

して」で，本書はそれに大幅な加筆・修正を

施し，その他の諸論文・新稿も加えて上梓し

たものである。博士論文の要約および論文審

査結果の要旨は，立命館大学の「博士学位論

文データ一覧」で公開されている。

  http://www.ritsumei.ac.jp/acd/mr/lib/thesis/rits_

thesis.html

 2） 図 2のような座標軸を立てる場合，軸の両端

は正負，「はい・いいえ」のように同じレベ

ルで両立しないものを設定しないといけない

が，縦軸「解明を目指す内容」の上側「個別

地域そのものの特性・構造」と下側「地域間

の関係性」は次元が違う事柄である。また，

横軸「着目する地域」の左側「祭礼を担う地

域の内部」と右側「祭礼を担う地域の外部」

の表現も厳密とは言えない。第一象限に該当

するものがないのも変である。

 3） 序章で提示した「イメージされた世界」など

の歴史地理学的アプローチについて，終章を

含め，以後，本書でほとんど触れることがな

い （第 5章でわずかに言及がある）。掛け声

だけならば，なくてもよいのではないかとい

うのが評者の感想である。

 4） 六斎念仏の全貌を示すという根拠は，宝暦5

年干菜寺史料については示されていないが，

明治17年空也堂史料については，明治元年

（1868），空也堂が京都府にすべての六斎念仏

の免許を遣わす権限を申請して認可されたた

め，全講中が空也堂傘下に入ったとする

（241頁，269頁）。しかし，明治元年時点の京

都府には桑田郡などは含まれておらず，これ

らが京都府に入った明治 4年以降に免許の再

発行をしなければ，空也堂の史料には桑田郡


