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毎年 7 月 14 日に那智大社で行われる那智の火祭り。猛暑の中、直径約 50cm、重さ約 50kg もある燃え盛る大きなたいまつをかついで、
石段を練り歩く。

2004年に世界遺産に登録された「紀伊山地の
霊場と参詣道」。 いわゆる“道”が世界遺産と
して登録されたのは、世界的に見ても珍しい
ケースだ。奈良、和歌山、三重の３県にまたが
る広大な山岳地帯は山岳修行の舞台となり、や
がて起源も内容も異なる３つの霊場と、それら
を結ぶ参詣道が生まれた。日本の宗教や文化の
発展に、大きな影響を及ぼした場所である。
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YOSHINO
吉野

役行者が開創したといわれる金峯山寺の本殿、蔵王堂。1874 年に明治政府
により修験道が禁止され、金峯山寺は一時期、廃寺となり復職神勤する。し
かし、1886 年には、天台宗の仏寺として復興。1948 年には蔵王堂（国宝）
を中心に、金峯山修験本宗が立宗し、その総本山として今日に至る。

　古来より日本屈指の桜の名所と
して知られている吉野山。大峯連
山の北の端から南に約８km にわ
たる尾根には、今も昔と変わらぬ
色濃い森が続いている。春になる
と、吉野駅付近の下千本を皮切り
に咲き始めた桜が山の頂上に向か
い、中千本、上千本、奥千本と、
艶やかな色を絨毯のように広げて
ゆく。その景色は素晴らしく、秀
吉が 5000 人もの家来を引き連れ
て花見をしたというのも頷ける。
また秋になると色づく紅葉が美し
く、春同様多くの人が訪れる。
　標高千数百メール級の山々が続
く吉野山は、８世紀に呪術者役小
角（えんのおづぬ・のちに役行者〈え
んのぎょうじゃ〉と呼ばれる）が
修験道として入った場所である。
そこで、罪とけがれをあがなうた
めに命がけの苦行をしたという。

役小角は修行によって即身成仏の
域に達し、その時に出現したのが
蔵王権現（ざおうごんげん）の仏
様である。役小角は山桜から蔵王
権現の姿を掘り出し、吉野山など
に祀ったとされている。その山桜
はやがて聖なる木とされ、お参り
する人が山に桜を植え続けた。吉
野に桜が多いのは、そのような経
緯からである。
　役行者が開いたとされる修行の
道は約 170km あり、吉野と熊野
を結ぶ大峯奥駈道（おおみねおく
がけみち）と呼ばれている。大峯
山を縦走するそのルートは、紀伊
の参詣道の中で最も険しく、道中
には75か所の礼拝所や霊場があり、
それをひとつずつ巡拝しながら修
行を行うのだ。
　1300 年以上経った今なお、そ
の道は引き継がれ、多くの修験者

（山伏）たちが、険しく奥深い山
の中で、厳しい修行を行っている。
神々が宿る場所として崇拝された
山々、今なお受け継がれている修
検の文化、昔から変わらない神前
環境すべてが文化的景観として世
界遺産に登録されたのだ。
　また吉野山には、役行者が開創
したと伝えられる、蔵王権現を本
尊とする寺院、金峯山寺（きんぷ
せんじ）がある。金剛蔵王権現を
祀っている蔵王堂は、木造建築と
しては東大寺大仏殿に次ぐ大きさ
といわれるほど大きなもの。修験
道の本尊とされている。こちらも
世界遺産のひとつだ。
　吉野山にはほかにも吉野水分神
社や吉水神社といった世界遺産に
登録された建造物がある。吉野か
ら熊野に至る古道は、時の流れを
肌身に感じる旅が楽しめる。

75 か所の礼拝所や霊場を巡礼する山深い修行者の道
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➡扌表参道の入り口から弘法大師御廟まで通じる約
2km の参道両側には、樹齢何百年という杉がそびえ立つ。
その近くには、あらゆる時代の人々の供養塔が立ち並ぶ。KOYA

高 野
丹生都比売神社の鳥居をくぐると、美しいアーチ
を描く橋がある。池に映った橋もまた、美しい。

　2016 年に開創 1200 年を迎え
る高野山。816 年当時、文化の
中心だった唐（中国）から弘法大
師が真言密教を日本に持ち帰り、
僧侶が修行する道場として建立し
たのが始まりである。
　高野山は標高 800m にあり、
そこへ続く７つ の参詣道のうち、

「高野山町石道（こうやさんちょ
ういしみち）」が世界遺産として
登録された。高野山開創直後に建
設された、九度山町の慈尊院から
山上までの全長およそ 23km の
コース。江戸時代までもっともよ
く使われた参詣道だ。
　道沿いには一町（109m）おき
に五輪卒塔婆（ごりんそとば）と
いう石柱の道しるべが建てられて
いる。その町石には、密教の諸尊
を表す梵字や寄進者の名前、建立
の年月日などが刻まれている。こ

の道しるべは奇跡的に、216 本
すべてがほぼ完全な形で現存され
ている。それをたどって歩けば、
昔の人が歩いた山の景色を見られ
るだけでなく、紀ノ川平野の眺望
も楽しめる。そのため、今ではお
参りだけでなく観光コースとして
も人気を集めている。また、その高
野山町石道によって結ばれている
４つの建造物も世界遺産である。
　高野山町石道詣のスタート地点
にあるのが慈尊院だ。高齢となっ
た弘法大師の母が、香川県の善通
寺から息子が開いた高野山をひと
目見ようとやってきたが、当時、
高野山は女人禁制であったため弘
法大師の元に行くことができず、
慈尊院で暮らしていた。弘法大師
は月に九度、高野山から母親に会
いに来たため、この町は “ 九度山
町 ” という名前がついたといわれ

ている。
　そこからすぐのところにあるの
が丹生官省符神社（にゅうかんし
ょうふじんじゃ）。弘法大師が慈
尊院を創建する時、その鎮守とし
て丹生・高野明神を祀ったのが始
まり、春日造りのたたずまいが美
しい。
　スタート地点から約 7km 地点
にあるのが丹生都比売神社（にう
つひめじんじゃ）。朱塗りの太鼓
橋や楼門、本殿が印象的で、高野
山の地主神である丹生明神と、そ
の子で弘法大師を山上へ案内した
という狩場明神が祀られている。
矢立茶屋で一息入れて、金剛峯寺

（こんごうぶじ）まで来ると、あ
とは１時間ほどで弘法大師御廟に
たどり着く。慈尊院から歩くこと
８時間の行程。押印帳を携えスタ
ンプを押しながら歩きたい。

弘法大師が開いた高野山に続く五輪卒塔婆の道
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熊野古道は雨が多いため緑が
豊か。大雨でも土が流れない
ように工夫されている。

那智山青岸渡寺の三重の塔と、一段の滝としては落差日本一を誇る那智滝。
鮮やかな朱色が深い緑に映える。

KUMANO
熊 野

　日本古来の神と、外来宗教の仏
教を結びつけた宗教を “ 神仏習合

（しんぶつしゅうごう）” というが、
その名残を今に留めるのが熊野三
山である。熊野三山は、熊野本宮
大社、熊野速玉大社、熊野那智大
社の３つの神社の総称だが、日本
全国に 3000 以上もある熊野神社
の総本山でもある。熊野三山の社
殿を実際に見てみると、その規模
の大きさに驚く。そして、彫刻を
ほとんど用いないなど形式や配置
に特徴があり、他の神社建築に類
を見ない。　
　熊野三山は神仏習合の影響を受
けて、平安時代には “ 熊野三所権
現 ” として信仰されるようになっ
た。つまり「神の本体は仏」とい
う考えが生まれ、本宮の神が阿弥
陀如来、新宮の神が薬師如来、那
智の神が千手観音と考えられるよ

うになったのだ。その結果、熊野
が浄土の地とされ、上皇たちが熊
野御幸を盛んに行うようになった。
後白河上皇は 34 回、後鳥羽上皇
は 28 回など、熊野速玉大社境内
にある碑には、その回数が刻まれ
ている。ちなみに当時は１回の御
幸で京都から２～３ヵ月はかかっ
たというから、いかに大業な旅で
あったかがうかがえる。多くの人
を引き連れての熊野詣は庶民の目
にとまり、広まっていった。
　ちなみに３社はいずれも世界遺
産に登録されているが、神仏習合
の過程で那智大社と密接な関係を
もつようになった青岸渡寺と補陀
洛山寺も世界遺産になっている。
　京都から熊野三山に通じる、熊
野参詣道（＝熊野古道）は中辺路（な
かへち）と呼ばれ 88.8km の距離。
その他、高野山と熊野三山を結ぶ

43.7km の小辺路（こへち）、紀伊
半島西岸を通って熊野三山へつな
ぐ 10 km の大辺路（おおへち）、
伊 勢 神 宮 か ら 熊 野 三 山 を 結 ぶ
54.2kmの伊勢路の４ルートがあり、
いずれも世界遺産になっている。
　この熊野参詣道の中で人気が高
いのが、伊勢路のルートである。
参勤交代のためにも使われたため、
カゴが通れるように幅が広く造ら
れ、また石畳がひかれている。江
戸時代に多くの人足が丁寧に作業
したのだろう、大小の削られた石
がパズルのように配され、見た目
にも美しい。もちろん歩きやすい
ことが何よりだ。きつい登りを終
えて一服する馬越峠からの眺望は
素晴らしく、歩き疲れを忘れるほど。
　熊野古道には、今も変わらぬ風
景と人々の足跡が残っている。

熊野三山を目指す、変わらぬ風情と人々の足跡が残る古道
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