
景験
～土地の裂け目に宿る神性～

　二見町は、伊勢神宮の至近に位置し、その景観と立地の良さから「お伊勢参りは二見から」
と言われ、伊勢神宮参詣者のおはらい町として栄えてきた町がある。しかし、伊勢神宮参
詣までの一連のプロセスが交通の発達、世俗化によって形式化、・簡略化した。二見町で
も宿泊に訪れる観光客は伊勢参りの簡略化によって減少し、祭祀や聖域も形式化ている。
　本提案では、二見町の形式化・簡略化された観光体験を更新すべく、名所二見の風光明
媚な風景を様々なアクティビティを通じて体験する、聖と俗が交錯する「場所」を設計する。



2. 敷地三重県伊勢市二見町音無山

周囲になじむ形態4. 全体構成

    聖俗のバッファーの必要性1. 歴史　

　江戸時代までは二見の聖俗のバランスが安定していたが、明治以降国の聖俗の傾きに振り回され二見の聖俗も引き裂
かれてきた。これまでにも聖域としての性質を持つ二見に俗の空間を作ることは試みられており、短期的に聖俗の空間
が共存していた。町はその時期に栄えていて伊勢参りの受け皿として以上の役割を担っていた。
　再びこの場所に聖俗のバッファーとなる施設を作ることがこの土地の特質を活かしながら町を再観光化できるひとつ
の手法である。

宿場町二見
自然・景観の美しさと、
伊勢神宮のお膝元とい
う地理的条件、夫婦岩
のある立石崎が古来禊
場であり、神宮参拝の
前にここで身心を清め
る習わしがあったこと、
これらが相まり二見の
町はおかげ参りの宿場
町として発展した。

おかげ踊り
伊勢神宮に庶民が参拝
するようになり、庶民
の参詣ブームが全国的
に広まった。
その頃、集団参拝に伴
い、民衆により各地で
「おかげ踊り」が行わ
れ、江戸初期に頻繁に
みられた。

西行が『千載和歌集』
にて二見の句を詠んだ
ことがきっかけとな
り、文人たちの往来が
盛んになり、風光明媚
な二見の句が詠まれ
た。

平安時代末期 1868 年（明治元年） 1904 年（明治 37 年） 1932 年（昭和 7年） 1939 年（昭和 14 年）1942 年（昭和 17 年）1943 年（昭和 13 年） 1946 年（昭和 21 年） 1992 年（平成 4年）江戸時代初期

伊勢の鉄道交通の発達
神道国教化政策によっ
て、伊勢の鉄道交通は
早くから発達し、神宮
参詣者が増加した。

神道国教化政策
明治新政府は「王政復古」「祭政一
致」の理想実現のため、神道国教
化の方針を採用し、それまで広く
行われてきた神仏習合を禁止する
ため、神仏分離令を発した。

二見の最盛期
参詣者増加に伴い宿泊客も増加
し、それに伴って、二見浦ロープ
ウェイや音無山園地などのレ
ジャー施設も開設され最盛期を迎
えた。

浴治
日清・日露戦争の疾病
兵療養地として二見浦
は多数の兵士を受け入
れることになり、各旅
館が浴治目的の海水温
浴場を造ったことが、
現在の旅館街の基礎と
発展に繋がった。

日露戦争
日露戦争が始まる。

日本最初の海水浴場
二見立石浜が日本最初
の海水浴場として国指
定される。当時の海水
浴場は医療が目的の浴
治と言い、男女別に 4
つの浴槽を設け、「海
水に直接浸かる冷浴」
と「海水を温めて入浴
する温浴」が行われた。

第 2次世界大戦
第 2次世界大戦が始ま
る。 金属類回収令

金属類回収令が公布さ
れ二見浦ロープウェイ
や音無山園地などのレ
ジャー施設は廃止され
た。

夏至祭
神宮参拝の前に身心を
清める習わしを広める
ため、夫婦岩の中央か
ら太陽が昇る夏至の日
に、身心の禊を願う
人々が白衣を着て海水
に身を浸し日輪を拝む
夏至祭がはじめられ
た。

二見興玉神社
神仏分離によって、太
江寺から分離された興
玉社を現社名に改称
し、二見興玉神社の社
殿を設けた。

二見浦

国内情勢

爆弾投下
伊勢外宮への爆弾
投下、GHQによ
る神道指令によっ
て伊勢神宮参拝客
は激減した。

天皇人間宣言
昭和天皇が「新日本建設に関する
詔書」によりみずからの神格性を
否定した。

文化交流・情報交換
波打ち際に設けられた
縁台や休憩所に海水浴
客が腰をかけ、旅館で
働く女性がお茶を提供
し、全国各地から訪れ
た人々との稲の品種交
換・伊勢歌舞伎の振興
等の文化交流、情報交
換が行われた。

聖

俗

1882 年（明治 15 年）

日清戦争
日清戦争が始まる。

　江戸時代には聖と俗のバランスの取れた時代があった
が、　明治以降、神道国教化政策によって聖の時代になり
二見は俗へ向かっていった。その後、第二次世界大戦が終
わると、聖と俗は逆転し二見は聖地化され聖と俗が引き裂

0 10 25 50

　伊勢神宮と二見興玉神社の結ぶ聖の軸と、夫婦岩表参道から延びる俗の軸の交点にあたる音無山の一角に聖と俗のバッファーの
象徴として、羽衣伝説の羽衣のような建築を設計する。羽衣のひだによって風景が様々に切り取られ多様なアクティビティーが生
まれる。羽衣のような白い布は、伊勢神宮の式年遷宮の際御神体を覆う絹垣や、二見浦の禊の際に着る白装束などでも使われている。
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3. 提案聖俗のバッファーの象徴としての羽衣伝説
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　二見町は伊勢神宮の至近に位置し、その景観と立地の良さから伊勢
神宮参詣者の禊場、宿場町として栄えてきた。かつて音無山遊園が存
在した二見の風光明媚な風景が集まる三重県伊勢市二見町音無山の一
角を敷地とする。

風景を切り取るように屋根を開く。 北側採光、日中の海風による換気、重力喚
気の為の開口を設ける。

山道や町からのアクセスを考え、入り口付
近の屋根を開く。

音無山の風景に馴染む様に元あった等高線
を基準に屋根を形成。

用途に合わせ天井の高さを調節。 プライベート性を考え屋根を下げ視線を
カットする。



眺望

動線

　元々あった山道、夫婦岩表参道（旅館街）
や二見沖玉神社からのアプローチを受け止め
それらを繋ぐように動線を配置する。
二見町の形式化・簡略化された聖と俗の観光
体験が有機的な屋根によって切り取られた風
景の中で新たなアクティビティーとして更新
される。
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5. 部分構成町・山から人々を引き込み、受け入れ、風景を切り取る建築

②富士山と音無山の見える宿
伊勢神宮参詣者が宿泊し体を休め気持ちを整えていた。季節
によって変化する音無山と富士山との風景は気持ちを整え、
もう一度二見を訪れるきっかけとなる。

④二見の町並みがみえるプロジェクションマッピングルーム
全国各地から農家の人々が集まり、種子の入手や農業技術の交流
があり、当時の農業の向上に結びついていた。当時のように情報
の入手、交流ができるプロジェクションマッピングルーム。

③伊勢湾を望む展望台
「二見浦」という歌枕があり、多くの和歌が詠まれた土地だっ
た。和歌は旅の体験を記憶に残す１つの手段だった。伊勢湾
を背景に写真を撮ることで、ここを訪れた人々の記憶となり、
SNS で二見の風景が拡散するきっかけとなる。

①答志島や富士山の見える宴会場
二見は伊勢神宮参詣者が身を清め斎戒する場所だが、音無山
遊園という俗界も存在した。飲食という俗な行為を答志島や
富士山二見浦の風景の中で行える宴会場。

⑧夫婦岩のすき間からご来光を望む露天風呂
お伊勢参り前に海水につかり、体を清めていた禊。
夫婦岩と日の出の風景を眺めながら風呂につかる事で、心身
共に清める事が出来る。

⑥内外の境界をあいまいにする入口
伊勢参詣者が訪れる茶屋は、内外の境界をあいまいにするこ
とで人々を引き込んでいた。夫婦岩に向けた抜けや半屋外空
間を利用し人を引き込む。

⑤おかげ踊り練習場（体育館）
伊勢参りの後村では村民達が集まり「おかげ踊り」が行われ一種
の娯楽のようになっていた。この体育館では、おかげ踊りの稽古
以外にもスポーツや集会、津波時の避難として利用される。

⑦夫婦岩の見えるカフェ
波打ち際に設けられた縁台や休憩所に海水浴客が腰をかけ、
旅館で働く女性がお茶を提供していた。二見浦と夫婦岩の風
景を望めるカフェは、松林によって分断された町の活気を取
り戻し、交流を生むきっかけとなる。



8. 立面図

6 . 平面図 7. 断面図

F-F’断面図

A-A’断面図
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D-D’断面図

E-E’断面図
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