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ミネイリとミチユキ 
 

～神仏習合の淵源を問ふ～ 第二部 

 

宏道 

 

 

 

 神仏習合のその淵源を探る試みを、本論の第一部＜カミとホトケの不思議な共存

＞（前回）にみてきました。春分秋分、お盆と正月の御魂祭りや、祥月命日の法要、

あるいは四十九日法要も、じつは仏説にその根拠があるのではなく、すべてはホツ

マ伝承に記される通り、上古から皇室を中心に連綿と継承されてきた美しい本朝の

祭式であり風儀であるといふことが理解できました。さらには、「位牌」と云ふ祖先

崇拝の拠り所も、はじまりは「ミタケハシラ」「ミハシラ」と称された、いはば「聖

身丈御柱木」ともいふべき故人の御魂の依り代であつたことが、ホツマ伝承の読み

解きで明らかにされました。そして、その「ミハシラ」こそは、伊勢神宮の「心御

柱」の謎に包まれた奥義解明の秘鍵でもあることがおわかりいただけたと思ひます。 

 

 それでは次に、本朝の霊魂観、ならびに霊魂とつながるための「行」へと視点を

移し、わたしたち日本人は「御魂」の留まるところをどのやうに捉へてゐて、また、

どのやうに親しもうとしてゐたのか、その叡智を探るべく、ホツマ伝承を手がかり

に按じてみたいと思ひます。 

 

 

◇故人の霊魂はなぜ、山へ往くのか 

 

 筆者が暮らす沼津港から、「天下の険」箱根が遠望できます。箱根峠を少し南に下

ったところ、伊豆スカイラインの入り口は熱海峠ですが、その手前に十国峠のドラ
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イブインがあり、そこからケーブルカーで見晴らしのよい山頂に登る（片道三分）

ことが出来ます。このあたりの山並みを「日金山」と云ひます。山頂の南東には東

光寺と云ふお寺があり、閻魔大王の石仏が有名です。この小さな寺は、実は伊豆最

古の寺です。応神天皇四年の創建と称し、関東八州総鎮護の伊豆山神社の元宮でも

あるとされてゐます。 

 この山には、言ひ伝へがあります。 

  

＊昔から、伊豆地方の死者の霊魂は、みな日金山に集まると言い伝えられ、春秋の

彼岸に日金山に登ると、通行人の中に、会いたい人の後ろ姿を見ることができると

言われてきました。 

（日金山東光寺 公式サイト 由来より） 

 

 つまり、伊豆における物故者の御魂が、すべてこの山に寄りつくといふ言ひ伝へ

です。「祖霊のあつまる山」といふわけですね。 

本朝の他界観には、天上他界、海上他界、山上（山中）他界等の概念が混ざり合

ひますが、葬送儀礼などからみて、（琉球奄美、小笠原地方をおくと）多くの日本人

の一般的感覚は、「祖霊は山に籠もる」といふものです。日本仏教の寺院が△△山○

○寺といふやうに、山号を名乗るのは、その感覚に習ったといふ説もあるやうです。 

 日本民俗学の父、柳田国男は、『先祖の話』のなかで、「日本人の死後の観念、即

ち霊は永久に、この国土のうちに留まって、そう遠方へ行ってしまはないといふ信

仰が、恐らくは、世の始めから、少なくとも今日まで、かなり根強くまだ持ち続け

られてゐる」と述べてゐます。 

 「そう遠方へ行ってしまはない」といふのは、具体的には、人は死後、はるか彼

方へと旅立つのではなく、生前に家族と一緒に暮らしてゐた家を望むことのできる

場所、つまり、小高い里山、しかもはじめは山頂ではなく、麓に近い峰の端っこ、

いはゆる「端っこの山」＝「端山（はやま）」へと往き、歳月とともにしだいに高い

山に遷っていき、やがて山の神となり、しかも時折、里に帰ってくる、といふ捉へ

方です。 

 

 「春秋に山へ登ると祖霊にあへる」といふ信仰も伊豆独特のものではありません。

春の稲作の始まりにあはせて、山の神は里に降りて来られ、田の神となり、稲作の

成長を見守られ、収穫が終はると山に帰られるといふ山の神の去来伝承は、全国各

地に存在してゐます。たとへば、大和には、ダケヤマ（岳山）と呼ばれ、特別の信
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仰を集めてゐる山がいくつも存在します。北葛城郡の二上山では、四月二十三日に

ダケノボリの習俗があり、「ダケの水でご飯を食べる村」と言はれ、「岳の郷」六十

数ヶ村の村人が二上山へ登り、祖霊に感謝しつつご馳走を食べた後、山の花を手折

ってきて、苗代の水口に立てて田の神様を迎へ、水口祭を行ひます。 

 祖霊は、山中に留まってをられるのです。 

 

 山の宗教といへば修験道ですが、修験者は古来、山中の洞窟に「籠もる」ことを

大切な修行のひとつとしてゐました。これを渡来仏教僧がもたらした外来風習とみ

る説があります。しかし、「窟籠もり」の起源を大陸の石窟寺院の影響とみる見解に

ついて、五来重は、『修験道の諸相』において異議を唱へ、「日本固有の山岳宗教者

（聖）の修行法」に他ならないと評価してゐます。それは、国内における旧石器時

代の洞窟遺跡発掘調査により、旧石器人の生活の跡とともに墳墓としての人骨が多

く発見されたことを鑑みて、洞窟から竪穴住居へと生活の場は変化しても、死者を

葬る墓として「山中の洞窟」はその存在意義を保ち続けたこと。さらには、洞窟こ

そ「他界への入り口」であるといふ認識が、原始洞窟信仰を生んだのではないかと、

みるからです。やがて死者を葬る風儀が廃れても、「他界」「あの世とこの世との境

界」「再生の場」として行者の関心を惹きつける一種の魅力、霊力を洞窟はもちつづ

け、そこに「籠もる」ことを行者たちは大切な修行としてきたのです。 

 

 さて、修験者が、「窟籠もり」によって得る悟りとはどのようなものでせうか。江

戸時代に隆盛した冨士講の創唱者である長谷川左近（角行藤仏）の場合をみてみま

せう。 

 天文十年（一五四一）長崎で生まれ、永禄二年（一五五九）、十八歳のとき「父母

の御恩徳、天下万民のために大行仕る」として修行の旅に出た角行は、奥州達谷（た

つこく）の窟（いはや）で断食修行中、夢の中で役行者から、「駿河国富士山にゆき、

山麓にある人穴といふ洞窟で大行をせよ」といふお告げを受け、早速この人穴に赴

いた。（角行の弟子日行（にちぎょう）日旺（にちがん）の『御大行の巻』などによ

る） 

 角行は、人穴の洞窟で七日間の「不睡大行（ねむらずだいぎょう）」をした後、天

童の告げにより四寸五分四方の角柱の上につま先立ちで立つ「爪立行（つめたちぎ

ょう）」を一千日にわたって行った。 

そこで、仙元大日神の啓示を受ける。 

没後の孫弟子「月王」心（がんしん）の『富士法会開山画行藤仏御一生記』によ
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ると、内容は次のやうです。 

 「仙元大日神御出現有て曰、夫富士山ハ天地開門、国土乃御柱にして、万物出生

之根元也、（略）不二とも天の御中主とも富士権現とも仙元とも云。国常立尊とも、

皆同躰なり。（略）一切万物之神々生れたまふ也。（略）万物の元也。」そして、国の

乱れは一天の君が天拝を怠ってゐることに起因するので、生まれ変はった汝に名代

を申し付けるから大行を勤めよ、とのこと。 

 

 つまり、大日如来の御姿をした天照大神が出現し、富士山は、天地をつなぐ天御

柱であり、命の源泉であると説ひた。富士山こそ天御中主神であり、国常立神であ

り、天照大神であり、仏そのものであって、万物生命の大元たる「天」を具現化し

た姿である、「天」を祀り拝んで「地」の乱れを鎮め治めよ、と説ひたわけです。 

 

 角行が受け取った啓示の内容は、「天照大神は国常立神の転生であり、国常立神は

天御中主神の転生であり、天御中主神は、宇宙生命そのものである天御祖の顕現に

他ならない」といふ「ホツマ伝承」が語る宇宙創生の解釈に通底することに気づき

ます。 

さらに、「天地開門 国土乃御柱」といふ天御柱【＝天地（あめつち）つなぐ中

串（なかぐし）】に通じる世界観を有してをり注目されます。しかし、これは角行の

独創的な悟りよるものといふより、本朝の山岳修行者の流れが、遙か昔から、おほ

よそ共通する世界観・神学を伏流として伝へてきたからではないかと筆者には思へ

ます。  

 

 その源流にあるのが、ホツマが伝へる神々の上古の「洞窟昇天」です。 

 

＊三諸山（三輪山）の洞 

ヤマベに隠居したクシヒコがミモロ山に洞を掘って入る。 

『後の守は 豊受大神（トヨケ）法 「魂の緒 入れて 皇の 代々守らんは 天の

道」 ミモロの山に 洞 掘りて 天の逆矛 提げながら 入りて静かに 時を待つ 

直ぐなる主を 見分けんと 直ぐな印の 杉 植ゆる』 23綾 49,50 

 

『また天児屋根（コヤネ） 汝 良く知る タケコが子 クシヒコ 生まれ 直ぐな

れば 授く御矛に 鑑みて ミモロに入りて 時 待つも 道 衰はば また出でて 

興んためや』 28綾 23 
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＊真名井の洞 

天の真名井。真名井原。一説に天橋立北端の真名井原。朝日原ともいふ。 

マナヰの原の宮津にはサホコチタル国の政殿があり、豊受大神も天照大神も、この

地にやって来て自ら政を執った。豊受大神は猿田彦命がここに掘った洞に入って神

上がる。後に天照大神も同様に、猿田彦命がここに掘った洞に入って神となる。朝

日宮が建ち、豊受大神は外宮 (複数比定地有り)、天照大神は内宮 (同) に祀られる。 

『八百神を 召して 「我 世を 辞まん」と  猿田彦（サルタ）に穴を 掘らしむ

る 「真名井（マナヰ）に契る 朝日（アサヒ）宮 同じ所」と 宣給えば』 28

綾 18 

 

＊箱根の洞 

天忍穂耳尊が世を辞む際に入った洞。  

稜威ヲハシリ(人名)が掘った洞。もしくは伊豆ヲハシリ（地名）にある洞。 

『終に掘る ヰヅヲハシリの 洞穴に 自ら入りて 箱根神』 24綾 49 

 

＊鈴鹿の洞 

スズカは、天万栲幡千幡姫（タクハタチチヒメ）の贈名。 

『チチ姫も 後には伊勢の 御神に 仕え 鈴明の 道を得て 伊勢と淡路州（アワ

チ）の 中の洞 鈴明の神と 箱根神 向ふ妹背（いもをせ）』 13綾 29 

 

＊高千穂峰と伊豆浅間峰（富士山の峰） 

筑紫ソヲの霧島山の高千穂峰。  

ここで瓊瓊杵尊（ニニキネ）は神上がる。 

瓊瓊杵尊の内宮 葦津姫【木花咲耶姫神（コノハナサクヤヒメ）。子安神。浅間の神】 

ヰヅアサマ峰 にて罷る。 

『亀船（かめ）に乗り行く 鹿児島や ソヲ 高千穂の 日に辞む 朝は浅間（アサ

マ）の 日に向ふ 日向ふ国と ホツマ国』 26綾 22 

 

『姫は浅間に 辞む月 高千穂峰（タカチネ）に入り 神となる アサマの神や 子

安（コヤス）神 かねて合う日の 稜威（イヅ）の神 高千穂の峰（タカチホノネ）

の 神となる』 26綾 22,23 

 



 6 

『児湯県（コユガタ）の 丹裳野（ニモノ）に御幸  東（き）を望み  昔 思して 

宣給ふは 「御祖天君 高千穂の 峰に登りて 日の山の 朝日に辞み 妻 向ひ  

上下 恵む 神となる  国の名もこれ 「カ」 は上の 遍く照らす 「モ」 は下

の 青人草を 恵まんと 鳴る神の雨 良き程に 別けて御稲（みぞろ）の 潤い

に  民 賑はせる 功は 賀茂別雷の 神まつり」 かくぞ仰して 神祀り』 38

綾 27,28 

 

 本朝の基礎を形づくったホツマの神々が、今なお霊山として崇められる山々にお

隠れになられた上古の記憶の数々。それらの記憶は、希釈されながらも命脈を保ち

続けてゐるのではないでせうか。そして、多くの臣が、多くの民が、神々を慕ひつ

つ自らの終焉の時、ホツマの神々が鎮まる霊山を遙拝する山あひの地に各々の墓所

を選んでいったのではないでせうか。 

 

 そして時が流れて、ホツマの伝承が伏流水となってからも、その神々の想ひをた

どって、心あるひとびとは山を目指したのでせう。それは、「ホラ」「クラ」を訪ね

る修行であり、祭祀であったといへます。現代でも、登山家は緊急時に岩穴を避難

所に利用し、待機、休息、仮眠の適所として利用します。それらは手段であり、目

的はあくまで山頂を「制覇」すること。けれども、本朝の山岳修行者にとって山中

の岩穴で寝起きしたり、雨露をしのぐことのできた洞窟、イハクラに身を寄せるこ

とは、さうではありません。即ち、手段ではなく目的そのものだったのです。 

 

 なんらかのいはれがある岩場、洞窟に留まり「夜半に九星を仰ぎ見たり、明けの

明星を拝んだり、昇る朝日に拝礼した」のは、すべてサコクシロの神々と心を通は

せることを目指したものです。世界文化遺産登録を契機に、いえ、実はその十年ほ

ど前から、人気の度合ひが急拡大してゐる富士登山も、多くの登山者の目的は、「ご

来光を拝む」ことであり、山頂制覇は二義的な手段ともいへます。ご来光をいただ

く場所はそれぞれですが、富士山頂の外輪八峰の一つ「大日山」（仙元大日神にちな

むともいはれる、即ち天照大神を祭る）に登ってご来光を待つ熱心なご来光ファン

は多くゐます。 

青森県の岩木山のお山参詣も、目的はご来光。このとき、参詣者はそれぞれ、二

十センチほどの小幣（こぬさ）を山頂の岩木山神社奥宮、通称、「御室（おむろ）」

に奉献します。「おむろ」とは、やはりその原点は、洞（ほら）でありませう。「宵

山かけた」は、「ご来光いただいた」と同義です。洞に辿り着き、朝陽を仰いで「神
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気」をいただき、以て浄まり、気力充実して里に還るのです。 

 

山岳修行者が山へと向かう行為は、かつては「ホラコモリ（洞籠もり／窟隠り）」

が主目的だったものが、山の聖地を巡る「ミネメグリ」となり、中世から近世にか

けて盛んとなる「回峰行」につながっていきました。回峰行の行場を語るときに、

「靡（なびき）」「宿（しゅく）」といふ用語が使はれる根源は、ここにあります。つ

まり、もとは靡く（横に臥す）、宿（やど）として籠もる行場を巡りつつ、峰を渡っ

てゐたものが、いつしか「巡ること」に力点が移ったとも理解できます。 

ともあれ、山に我が身を置く修行を総称して「ミネイリ」といひますが、「身を

清め」「験力」をつけるためと一般的には喧伝されるそれらの行為の奥底には、「神々

と心通わせる」といふ希（こひねが）ひが秘められてゐるのです。 

それは、「祖霊たちの想ひを生きながらにしてたどるわざ」といへませう。 

 

 伊豆地方の「祖霊の集まる山」日金山。この山の古い呼び名には、「久志良山」と

いふ美しい名があります。クジ、クジラ、クシラ、クシロといふ名称は「サコクシ

ロ」にちなむとも考へられる名称です。京丹後市の峰山町にある久次嶽は、昨石嶽

とも呼ばれる山ですが、ホツマ伝承の解読に従へば、豊受大神と天照大神が鎮まる

聖山です。昨石と久次は、「サコクシ」の訛伝でせう。 

伊勢の国一之宮である、椿大神社の神体山である入道ヶ嶽は、外輪山ですが、そ

の一峰に宮指路嶽があります。標高九四六メートルなので、その語呂合はせだらう

と、近頃の登山者は思ひこんでゐますが、本来は、ここも同様の名付けにちなむか

と思はれます。 

 

いにしへ人が「サコクシロの山、日の神の山」と称へた日金山。あたり十の州（く

に）の国見ができる故に、十国峠ともよばれるそのあたりから眺める富士山は、こ

の世のものとも思へぬばかりに、美しく輝いてゐます。そこに寄り集った祖霊たち

は、その見えぬ聖蹟をたどってミネイリした修行者たちとともに、箱根周辺のどこ

かに鎮まる、箱根神オシホミミ尊に想ひを致し、ヰヅアサマ峰に鎮まるコノハナサ

クヤ姫を崇め、その向かうに偉大なる開拓の神ニニキネ尊のお姿を幻視されてゐる

のかもしれませんね。 
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◇巡礼とはなにをめざす修行なのか   

 

 四国のお遍路、西国三十三観音巡礼、板東三十三観音巡礼、などがじわじわと再

評価されつつあります。その裾野は広く、熟年層はもちろんのこと、うら若き女性

たちも白装束で「巡礼」の小さな旅に出ることをブログに書き綴っては、癒しの心

うちを吐露してゐます。古くさいそのやうな行為が、ちょっとオシャレにさへ思へ

るこの頃です。 

 世界遺産に登録された「熊野古道」や政治家や芸能人もよくその「お遍路姿」を

さらす四国八十八カ所巡りなど、日本中には古くからの巡礼道が数多く存在し、貴

賤を問わず無数の足跡を重ねてゐますが、「巡礼」なる言葉が悠久（いにしへ）から

あったわけでは、もちろんありません。「詣で」「参り」「巡り」「へじふみ（＊）」「み

ちゆき」などで語られた行為は、いったい何を目指したものであったのでせうか。

その原初の形態に、おのずと興味が向かひます。 

 

（＊）「遍路」のもとは、「辺地（路）踏み」つまり海岸を遊行する修行行為に起源

してゐます。 

  

一般的に「巡礼」には、あるひとつの目的地を目指す直線型の巡礼と、複数の目

的地を回遊する回国型の巡礼があるとされます。本朝における巡礼は、お伊勢参り

のような一見「大目的直線型」に見られる巡礼も含めて、ほとんどすべてが、複数

の目的地を巡る回国型の巡礼になってゐます。複数の目的地を「道」でつなぎ、そ

の道行きを追体験することで、何らかのメッセージを甘受しようといふ希ひが、感

じられます。 

  

最近はやりのバス巡礼は、「ご本尊巡礼」ともいふべきもので、特定の神仏との

結縁を望む者が、いはば各聖地の表玄関を回覧板の如く訪ね廻るものです。重要な

のは札所であり、本尊にできる限り近づき、型どおりの礼拝を繰り返します。一方、

「聖蹟巡礼」ともいうべき巡礼が大昔からあり、自らが崇敬、追慕する聖人の辿っ

た道のりを、同じやうに歩みたどりながら、聖人に所縁のある聖地、霊場へとおも

むき、そして祈るものです。重要なのは、聖人の行路であった巡礼道であり、自分

の足で歩くことが何より肝要です。 

 

「聖跡巡礼」を按じるに、本朝の代表的な巡礼道は、すべて、山岳修行者が、修
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行や相互連絡のために駆け巡った古道を元に生まれたものです。それらは、後に聖

地、霊場として記憶される目的地、すなわち「場」を結んでつなぐ道となりました。

聖地、霊場として記憶される「場」は、磐坐（いはくら）、磐界（いはさか）と後に

呼ばれる何らかの御印（みしるし）を備へた秘所であり、神社としてまつられた場

所もあれば、寺院によって守られた場所もあります。 

では、その「場」と「場」をつなぐ行為は、何を物語る営みだったのでせう。而

して、それを追体験する人はどのやうなメッセージを期待してゐたのでせうか。 

 

「巡礼道」として確立したなかで本朝において最も古いものは「（西国）三十三

所」巡礼道だとみなされてゐます。 

西国巡礼の発生は、なかなか謎めいてゐます。 

 

 西国巡礼のはじまりを伝へる伝説では、時は養老二年（七一八年）、大和長谷寺の

年老いた徳道上人が病床で死線をさまよう夢に、閻魔大王が現れ、大王は「いまの

世は罪を重ねて地獄に堕ちる者が多く、なんとか救ひたい。そのためには観音様の

三十三本の救ひの手に頼るのが最もよいので、悩み苦しむ人たちが観音様とご縁を

結べるようにしてほしい。観音様と結縁したものはすべて極楽へ行けるようにした

い。三十三ヶの宝印を与えるので一ヶ所ごとに捺印するように」と命じられて徳道

上人を再び娑婆へ還へされました。 

 元気を回復した上人は閻魔大王から預かった三十三ヶ所分の宝印を棒持して長谷

寺をあとに行脚の旅に出て、観音様を奉安するにふさわしい三十三ヶ所を探し求め

ました。けれども、当時、徳道上人に誰も従はず、止むを得ず摂津中山寺の石棺に

宝印を埋められました。時は流れて、２７０年後の永延２年（九八八年）花山法皇

が比叡山での修行の後、この宝印を掘り出し、仏眼・性空・弁光上人などを伴にし

て、那智をはじめに紀伊・和泉・河内・大和・山城・丹波・摂津・播磨・丹後・近

江をめぐり、美濃の谷汲で結願されました。その後巡礼はやうやくにして盛んにな

り、伊勢参りをかねて那智から始める現在の巡礼経路が定まった、と伝へられてゐ

ます。 

 

 この伝説の要点には、徳道上人と長谷寺、養老二年、観音様、中山寺（弁光上人）、

花山法皇、仏眼上人、性空上人、那智、谷汲、と数多くの固有名詞がちりばめられ

てゐます。 
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・徳道上人と長谷寺：播磨の国矢田部の里の生まれ 矢田部は、物部ゆかりの名称 

伊豆の三嶋大社の宮司は矢田部氏が世襲してゐる 

・ 大和長谷寺：天武天皇が淵源 

・ 長谷寺：ハセ、初瀬、泊瀬。雄略／武烈／欽明天皇の宮 

・徳道上人：聖徳太子ゆかりの川原寺の僧である道明上人の弟子 

・養老二年：養老律令制定 藤原不比等体制の完成期（誰も従はない、、、） 

・観音様：十一面観音とは？ 四方八方と上下中心の十一面、女体神 十種の勝利

を得る功徳のある観音 

1  諸病の苦を離れる   2  如来の愛撫を蒙る  3 財宝を獲得できる 4  怨

敵も危害を加へない 5  国王の慰問を受ける 6  毒蛇寒熱の苦を免れる 

7  刀杖の害を受けることがない 8  水に溺れて死ぬことがない 9  火に焼か

れることがない 10 天命を全うすることができる 

・中山寺（弁光上人）：聖徳太子創建、本朝最初の観音霊場、十一面観音、安産祈

願 

・花山法皇：藤原氏陰謀で失脚 子孫が神祇伯を世襲し、伯王家神道を継承する 

・仏眼上人：聖徳太子ゆかり（墓所があると伝へられる）叡福寺の僧 

・性空上人：ソサノヲゆかりの書写山（ショシャ＝ソサ）圓教寺を創建 

     後年、時宗創唱の一遍上人（ニギハヤヒ末裔 河野氏出身）が参詣 

・那智：イザナギ、イザナミ、ソサノヲ ゆかりの地 

・谷汲：イザナギ、イザナミを祭る伊佐須美神社のある会津出身者、大口大領の本

願 

 以上、各ポイントの点と線とを結ぶと、 

 ソサノヲ、ニギハヤヒ、物部、聖徳太子、天武天皇、そして、藤原氏の陰謀によ

る失脚。といふ共通の琴線にふれる所縁があることに気づきます。 

 

 西国三十三カ所巡礼道の沿革を、翻訳（超訳？）して語ると、 

 

天武天皇の晩年の危機感、すなわち「聖徳太子の理想を見失ってはならない」を

勅命として受け取った道明上人が、その遺志を弟子の徳道上人に付託した。徳道上

人は、藤原不比等の権勢が最高潮に達し、歴史の塗り替へが横行しつつある時世に

身を賭して「聖地の死守」に取り組もうとしたが、時流に抗することは出来ずに世

を去った。数百年後、藤原氏の陰謀で失脚した花山法皇が、熊野で修行し、そこで

ソサノヲ尊を想起するなんらかの託宣をうけた。そこで、法皇はソサノヲ尊や聖徳
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太子、そして天武天皇にゆかりのある僧（正確には山岳修行者）の助力を得て、ひ

とつのレコンキスタ、失地回復を裏面の目的に秘めた、聖跡復興運動を展開した、、、 

と読み取ることができるのではないでせうか。（＊史実として、例へば天武天皇

が実際に聖徳太子の衣鉢を継ごうとしてゐた、かどうかは不明です。かのやうに仮

託された、といふ伝承として読み取れるといふ意味です） 

 

西国三十三カ所巡礼は、当初は「西国」と冠されてゐたわけではありません。平

安末期から、東国からの参詣者が増大し、お伊勢参りにひきつづき西国巡礼を発願

する修行のパターンが定着してくるとともに、現在の巡礼経路で流行してきたので

す。(いわゆる熊野詣でとは、別の流れの流行です。) すでに東国には秩父観音巡

礼や板東観音巡礼の定着があったので、「西国」の冠が通称されました。 

「東国」とは、ニギハヤヒ命のゆかりの地であり、聖徳太子が「頼りの綱」とみ

なした国々であり、天武天皇が不思議なことに唐突に遷都を思ひ立った（そして取

りやめる）国々です。つまり、花山法皇が聖跡回復運動を展開しようとした主体た

る神々に関係が深い、ゆかりの国々です。その東国からの結縁があって、西国三十

三カ所は、中興され、そして定着したといへませう。 

藤原氏の隆盛の時代に、藤原氏本流が消し去り、忘却させようとしてゐた、物部、

ひいてはソサノヲ尊にゆかりのある聖跡を護持しようとしたひとつの文化闘争。そ

こを辿り巡って、修行者自身の滅罪、浄化、覚醒をはかり、神仏からの「恩寵」「福

音」「啓示」「託宣」をえることを究極の目的とした、影のネットワーク、「裏の絆」

が、西国三十三カ所の隠された本当の存在理由ではなかったでせうか。 

 

 このような(裏のある)背景は、実は西国三十三カ所に限りません。 

 

 「聖跡巡礼」、すなわち、聖人に所縁のある聖地、霊場と記憶される「場」をつな

ぎ、聖人の行路であった巡礼道をみずから辿って、自分の足で歩き、追体験を求め

て祈る行為は、重層的に積み重ねられてゐます。 

主要な巡礼道の成り立ちと沿革をながめると、聖徳太子の聖跡を、役の行者がた

どり、その道を行基菩薩が温ね歩き、弘法大師が錫杖し、それをまた西行法師が彷

徨し、また一遍上人が重ねて遊行する。数限りない有名無名の修行者、沙弥（しゃ

み）、聖（ひじり）が、延々と踏み重ねて行道（ぎょうどう、ミチユキ）した歴史が、

本朝の巡礼道に薫り高く重ねられてゐるのです。 

今なほ、その積み重ねは続いてゐます。 
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「祈りが道となり、歴史をつないでゐる」かのやうに。 

  

 空海や役行者が開基とされる聖跡は全国津々浦々、無数です。さりながら、実は、

彼らも「誰かの跡を温ねて」遊行したのです。松尾芭蕉が西行法師を慕って「奥の

細道」をたどったやうに。坂上田村麻呂が日本武尊の跡を重ねては、各地の聖跡を

社寺として再興したやうに。 

聖地霊場に、その聖跡のあたかも中心として存在するかのやうな古寺院。屈指の

古刹が誇る由緒に、聖徳太子の名前が伝承されます。けれども、本朝への仏教の融

け込みの、その始原に関わった聖徳太子も、太子にゆかりある聖跡自体の、その始

原そのものではありません。聖徳太子も、なんらかの伝承にもとづいて聖地、霊場

を温ね、そこを「聖跡として掘り起こし護持の仕組みを築いた」のです。 

 

その根っこにあるもの。もうお解りでせう。 

 

聖跡とは、「聖人あるいは、天子の足跡」。 

聖人、天子とは、本朝に於いてまさしく「カミ」、大神に他なりません。大神と

は、天照大神であり、天照大神が師事なされた豊受大神であり、天孫たる稜威賀茂

大神であり、天照大神の御杖代たる豊鍬姫命であり、倭姫命であり、はたまた日本

武尊であり、日本武尊の前世霊体であるソサノヲ尊、ほか上古の神々のどなたかが

投影されてゐるのです。それらホツマの神々の足跡が、聖跡として物語られ、記憶

され、慕はれて、心ある人々、後の世の修行者たちは、再び温ね歩いて「ミチユキ」

したのです。 

 

 「ミチユキ」すなはち「巡礼道」は、「ミネイリ」と同様に、修行者にとっては、

自己浄化、神々との直接対話(カミの声を聞く)による擬死回生（よみがへり）を通

じた＜悟り＞、を希求する広義の「ミソギ」でありました。その個々の「行」が重

層的に積み重ねられることにより、総体としての「うねり」を創った。 

 

まさしく、 

 「祈りが道となり、歴史をつなぐ」 

 聖跡復興の文化運動、文化闘争、民衆運動が「ミチユキ」の真実であったと読み

直すことができました。 
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 「祖霊たちの想ひを生きながらにしてたどるわざ、即ち＜ミネイリ＞」と「祈り

が道となり、歴史をつなぐ＜ミチユキ＞」。それが、なぜ、神仏習合といふ戦略で

展開されたのか、ここはさらに大きな謎解きを必要とするところですが、まず置き

ませう。 

 

 その謎の鍵を求めて、西国巡礼にも関はりの深い、花山法皇、そして聖徳太子の

事蹟をもう少し深く按じるために、視点を、関西の山岳霊場「六甲山」へと転じて

みます。 

 

（以上） 

 

 

(第三部に続く) 

 

 


