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与喜山

明

―山の力と、山と人との距離感の変遷―

（３）

る長谷寺縁起の中でも代表的な文献として知られる。ここ

山（標高四五五メートル）がそびえている。与喜山は大泊

存在で知られる。この長谷寺から初瀬川を挟み、東に与喜

奈良県桜井市初瀬は、真言宗豊山派総本山の長谷寺の

のだが、はたして与喜山の力とは何だったのか見過ごせな

力を借りることで完成したという流れが描き出されている

至った旨が記されている。縁起上、長谷寺本尊は与喜山の

ることで長谷寺本尊の十一面観音菩薩立像が造仏されるに

はじめに

瀬山とも呼ばれ、一方、長谷寺が建つ峰は小泊瀬山といい、

い。

で与喜山は「東峯」として登場し、東峯に霊木を引き上げ

合わせて両山は泊瀬山と総称される関係にあった。長谷寺
一方の与喜山に主眼を置いた研究は管見のかぎりでは見当

の草創についてはすでに多くの先行研究の蓄積があるが、

で急速に忘却されつつある現状を筆者は現地で確認した。

はない。人足が絶えたことで、与喜山の歴史がここ数十年

方も登らなくなり道は消え、今も正式な登山道というもの

与喜山にはかつて登山道があったが、ある時から地元の

（１）

たらない。この山がこれまで人の歴史を持たない山だった

このように、次代に記憶が継承されず途絶えていく危機的

（２）

としたらそれももっともだが、長谷寺に隣接しながら人と

状況は、現在、国内各地の民俗でも見受けられるのではな

関わりを持たずに来ることは当然なかった。
菅原道真に仮託して記された『長谷寺縁起文』は、数あ

二〇一一年）において与喜山を取り上げているが、本稿で

探し求めて」
（
『岩石を信仰していた日本人』遊タイム出版、

筆者は以前「与喜山（奈良県桜井市）山中の『磐座』を

た山の歴史を保存する方法の一つを提示するものである。

いだろうか。本稿はこの与喜山を舞台に、歩かれなくなっ

峯に霊木を引き上げて庵を結んだところ、狩りをしに来た

に霊木を引き上げるべしという霊夢を見て、そのとおり東

たせなかった。ところがある日、東峯に三燈が灯り、ここ

思ったが、それから十五年間修業を重ねてもその願いは果

に漂着した。それを見た徳道が十一面観音を顕したいと

水によって流出し、多くの祟りをもたらしながら初瀬の地

る十一面観音が造立できたという。長谷寺から見て東にそ

藤原北家の祖・藤原房前と出会い、結果、長谷寺本尊であ

（５）

示した考えを優先するものである。
（一）文献調査―問題設定のために―

（６）

びえるのが与喜山で、三燈の故事から与喜山は三燈峰とも
称される。

二ヶ所目は、与喜山が聖なる山であることを説明する次

先述のとおり、与喜山を主題とする先行研究はないが、
長谷寺研究および長谷寺縁起の中で与喜山に関わる部分が

の部分である。簡潔にまとまっているため全文引用する。

東山腰隔河有鵝形石。天照大神影向坐而彼石上。其

見え隠れしている。一つ一つは落ち穂拾いのような作業と
なるが、ここを足がかりにして問題設定を始めたい。

石南有沓形石。春日大明神影向石也。此等神石北谷

山内無非所聖衆修行地。此山則秘密荘厳之土。群仙

又有仙宮。凡不動伏魔而立瀧下。天人奉佛而居山上。

『長谷寺縁起文』
（以下、縁起文）は、研究者間で成立年

『長谷寺縁起文』

窟宅之地也。

腹に相当するだろう。ここに天照大神が石上に影向したと

東山腰とは、与喜山の腰にあたる部分、すなわち山の中

代に差があるが、今はおおむね十二～十三世紀で幅広く捉
（４）

一ヶ所目は冒頭で触れた長谷寺本尊の造仏縁起で、概要

いう鵝形石と、その南に春日大明神が影向した沓形石があ

えておきたい。与喜山の記述は二ヶ所で登場する。
は次のとおりである。近江国高島郡三尾にあった霊木が洪

るという。さらにこれらの神石の北の谷に仙宮があり、瀧

の神々が、初瀬の地のどの場所に鎮座しているかを具体的

通称『裏付』と呼ばれている部分だ。ここでは二十一柱も

ために、意図的にゼロから創られた神々であった可能性も

に記している。これらの神々が、初瀬の地の聖性を高める

あるが、筆者は『密奏記』の一部の記述のされかたから、

『縁起文』の二ケ所の記述は共通して、与喜山がいかに
仏にとってありがたい地であるかを強調しており、長谷寺

すべてが文献上で創作された神々というわけではないと考

下に不動が立ち、山上では天人が仏を奉じるという。

の聖性を荘厳するための一素材として、物語の本筋にエピ

いう特殊な構成を持つ。このような相互補完の関係から、

両書を読みあうことで、一つの完成した物語が仕上がると

取り上げながらも、おたがい記述の重複する箇所はなく、

はそれぞれ長谷寺本尊の造仏縁起という共通のモチーフを

雨神（アメノシン） 同谷ノ石ニ坐シ御ス下

ニ坐シ御ス上

光神（ヒカルカミ） 月弓尊也。東ノ山ノ北ノ谷ノ石

石ニ坐御ス北

陰神（カケルノシン） 伊弉冉ノ尊也。東ノ山ノ腰ノ

坐御南

陽神（ヒナタノシン） 伊弉諾ノ尊也。東ノ山ノ腰石

文庫本を引用しよう。

（８）

ち、与喜山に鎮座する四柱の記述にある。
『密奏記』金沢

えている。そのように考える理由が、二十一柱の神々のう

ソードを挿入するかのごとく機能している。
『長谷寺密奏記』
この『縁起文』とセット関係にあるとされる文献が『長

両書はほぼ同時期の制作と考えられている。
『縁起文』に

谷寺密奏記』
（以下、密奏記）である。
『縁起文』
『密奏記』

比べ、
『密奏記』は神々にスポットを当てた記述が多く、

鍋倉（ナヘクラノ）神 東ノ山ノ頂ニ坐シ御ス

『密奏記』には数々の写本が伝わっているが、最古のも

それを長谷寺の縁起に組み込もうとする意図が窺えること

のがこの金沢文庫本（正和四年、一三一五年）である。後

（７）

から、
『密奏記』は『縁起文』の神祇編テキストとも評価

世的な注釈が一切付け加えられていないこともあり、これ

されることがある。
それが顕著なのが、
『密奏記』の裏側に後世加筆された

細について検討が加えられる機会は少なかったように思わ

従来の研究において、この陽神・陰神・光神・雨神の仔

とは疑いない。

な写本に内閣文庫本（応仁元年、一四六七年）があり、こ

がもっとも原本に忠実と目されている。もう一つの代表的
ちらは金沢文庫本にはなかった注釈がいくつか付け足され

れる。陽・陰・光・雨という神名は極めて簡素なもので、

也。東山ノ北ノ谷ノ石ニ坐シ御ス上

天照大神弟月イ日神也 光神（ヒカルカミ） 月弓尊

東山腰石ニ坐御ス北

天照大神母 陰神（ カケルノシン ） 伊弉冉ノ尊也。

東山腰石坐御南

天照大神御父 陽神（ヒナタノシン） 伊弉諾ノ尊也。

完全さも極めて非体系的である。このちぐはぐさを覆うが

ような日本神話の神へ擬せる記述すらないことで、この不

弓尊に擬せようと説明を加えているものの、雨神にはその

も陽神・陰神・光神にはそれぞれ伊弉諾尊・伊弉冉尊・月

的ではない。特筆すべきは、注釈なき金沢文庫本において

信仰の色が濃い。読み方もカミだったりシンだったり体系

人格化・物語化がなされておらず、石に坐すといった自然

（９）

ている。内閣文庫本における四柱は次の通りだ。

天照大神蛭イ住子也 雨神（アメノシン） 同谷ノ石

余すところなく彩られ、雨神にもとうとう蛭子神という神

ごとく、内閣文庫本では陽神・陰神・光神・雨神に注釈が

金沢文庫本と内閣文庫本との大きな違いは、傍線部の

話体系の中での位置付けが与えられた。これは却って、そ

ニ坐御ス下
記 述 の 有 無 に あ る。 内 閣 文 庫 本 の 奥 書 に は、 明 徳 二 年

れまでの陽神・陰神・光神・雨神の体系化が不十分だった

箔をつけるためゼロから創作された神だったなら、このよ

もし陽神・陰神・光神・雨神が、長谷寺縁起上で初瀬に

ことの裏返しとも言えるだろう。

ている。傍線部はあくまでも墨書の注釈なので、朱点およ

うな非体系的かつ不一致な記述にはならないと考えられ

―一三九六）が書写した時に、朱点を加えた旨が明記され

（一三九一年）
、
『密奏記』の原本を長懐権僧正（一三四二

び朱色の注釈とは異なる位相にあり、朱点と同時に打たれ
）

た注釈かどうかは即断できない。しかし、少なくとも注釈

る。そもそも神名に最初から陽・陰・光・雨を使わず、伊

（

を持たない金沢文庫本より後代に追加された文言であるこ

10

弉諾尊・伊弉冉尊・月弓尊・蛭子神を前面に通した方が洗

ことは、どのような意味を持つのだろうか。

してそれらが揃いも揃って、与喜山の山中に鎮まるという

ところで、陽神・陰神・光神・雨神とは別に、
『縁起文』

練されている。そうしなかったということは、逆に陽神・

が記した鵝形石・沓形石も『密奏記』に登場する。
『裏付』

陰神・光神・雨神が長谷寺の信仰世界の外にいた在地の神々
であり、それを後付的に長谷寺の影響下に組み込もうとし

の部分に「則東山当中心、有鵝形石。是天照大神御影向石
）

11

別の視点を持つ文献として、永観二年（九八四年）に源為

さて、ここで『縁起文』
『密奏記』の描き出す流れとは

『三宝絵』

形石の南に沓形石は位置しない。

『密奏記』が記す位置と矛盾はないが、
『縁起文』が記す鵝

る鵝形石・沓形石・掌石の位置関係は図１のとおりであり、

右に掌石があるとする。現在、與喜天満神社境内に現存す

ると書く一方、『密奏記』は鵝形石を中に置き、
左に沓形石、

形石の位置関係だ。
『縁起文』は鵝形石の南に沓形石があ

いないが、
『密奏記』にはある。もう一点は、鵝形石と沓

る。一点は掌石の存在だ。掌石は『縁起文』には書かれて

『縁起文』と同内容に見えるが、厳密には二点のズレがあ

右有掌石。太玉命坐石也。
」とあるのがそれである。一見、

（

也。此神石於中貴。左有沓形石。天児屋根命御影向石也。

た産物であることを意味しているのではないだろうか。そ

図 1：鵝形石 ･ 沓形石 ･ 掌石の位置関係（１２）

）

『密奏記』
は十二～十三世紀制作と推測されるのに対し、『三

長谷山口坐神社が記載されていることからも揺るぎない。

式』神名帳において、
与喜山に鎮座したとされる堝倉神社・

にはならない。すでに与喜山が信仰の山だったことは、『三

（

宝絵』は永観二年（九八四年）と、少なくとも百年以上も

いうなれば、当時、長谷寺が座す小泊瀬山は仏の領域で

憲が著した
『三宝絵』
を取り上げる。下巻に
「長谷の菩薩戒」

『三宝絵』が先行することから、十一面観音造仏伝承の原

あり、堝倉神社・長谷山口坐神社が座す与喜山は神の領域

宝絵』に先がけて延長五年（九二七年）に完成した『延喜

型と言える内容は『三宝絵』にある。話の大まかな流れは

だった。十世紀時点で、長谷寺は自らの信仰世界の中に、

ある。『縁起文』
において徳道は東峯に霊木を引き上げたが、

それは『三宝絵』には与喜山がまったく登場しない点で

こからは、与喜山を一定の力を持った存在として評価し、

誕生しなかった」というキーフレーズに仕立てている。こ

文』では、与喜山を「そこに引き上げないと長谷寺本尊は

与喜山を組み込んでいなかったのである。その後の『縁起

『三宝絵』では「今の長谷寺のみね」に霊木を移したとだ

）

長谷寺の信仰世界の一役割を担わせようとしたことが読み

するとよいだろうか。一つの解釈は、十世紀時点で、与喜

後半と考えられている。上下巻に分かれ、上巻の第十一話

年代は『縁起文』
『密奏記』より後で、最下限で十三世紀

奏記』を引用するという構成をとっていることから、成立
）

山は長谷寺にとって本尊造立縁起に登場させるほど重要視

（

されていなかったという理解のしかたである。ただしそれ

「 天神成神後居住當寺被抜悪心業事付白山権現御影向事 」

『長谷寺験記』
（以下、
験記）は、
その序文に『縁起文』
『密

『長谷寺験記』

15

は、与喜山が当時ただの存在感のない山だったという意味

与喜山が『三宝絵』に登場しないことをどのように解釈

情報ということになる。

（

取れよう。

）

け書かれる。
「今の長谷寺のみね」とは長谷寺が建つ小泊
14

て、東峯の霊木引き上げは後世に『縁起文』で挿入された

（

瀬山となり、東にある与喜山とは厳密には違う。したがっ

がある。

『縁起文』
『密奏記』と共通しているが、細部に明確な違い

と題された十一面観音造仏伝承が語られている。
『縁起文』

13

16

出会い、瀧蔵権現が道真に地主神の座を譲り、仏法守護の

骨子は、道真の霊が扮する翁と初瀬の地主神・瀧蔵権現が

の地主神となったかを説明する物語となっている。物語の

が、與喜天満神社祭神の菅原道真がどのようにして長谷寺

ば、今地主である道真も、鎮座地を長谷寺そのものをとせ

す長谷寺そのものとはせず初瀬川上流としていたのなら

が読み取れる。本地主である瀧蔵権現が、本拠地を仏の座

の地まで出張して、衆生に仏法強化の助けをしてきたこと

瀬の地主神として君臨していたことと、その地から長谷寺

二文からは、瀧蔵権現は元来、初瀬川上流に住みながら初

仏の住む山と神の住む山を住み分けたという考えを
『験記』

地として
「よき」
地と言ったから与喜の神名と地名が起こっ

においても見ることができる。
『三宝絵』で長谷寺の信仰

たという由来を伝える。この物語をもって、瀧蔵権現を本

物語の中で、瀧蔵権現と道真は長谷寺境内の瀧蔵社で会

世界の外に置かれていた与喜山が、
『縁起文』で与喜山の

ず、長谷寺から離れた与喜山を神の住む地としたという構

話をしている。瀧蔵権現が道真に地主神の座を譲る際、道

力を頼りにして造仏するようになり、
『密奏記』で与喜山

地主と呼び、道真すなわち与喜天神を今地主と呼ぶように

真がどこに鎮まるべきかという問いに対し、瀧蔵権現は長

の神々を長谷寺の世界に組み込み、
『験記』で長谷寺を守

図が成り立つ。つまり、離れた場所から長谷寺を加護し、

谷寺境内ではなく、
「東ノ山」の大なる松を指さす。長谷

なる。

寺から見て東の山に当たり、現在、與喜天満神社が鎮まる
）

る地主神の宿る山として与喜山を再利用したのである。

（

のは与喜山の麓であることから、
「東ノ山」が与喜山のこ

『泊瀬神秘之事』

の奥書があり、初瀬の地の地名の由来を項目別に紹介する

時代は下る。
『泊瀬神秘之事』は天正九年（一五八一年）

という体裁をとる。本書は与喜山の別名として「大泊瀬

）

よい問題である。その手がかりとなるのは、
瀧蔵権現が
「我

（

レ昔ヨリ此ノ山ノ地主トシテ此ノ河上ニ住キ」
、
「本居ノ山
）

山（太泊瀬山）
」と「八色岡（ヤシホノ岡）
」を挙げており、

（

ヲ出テカカル憤閙ノ塵ニ交ル」と述べる部分である。この

与喜山を薦めたのか。伝承構成上、これはもっと注目して

なぜ、瀧蔵権現は長谷寺が建つ小泊瀬山ではなく、東の

とを指すのは一目瞭然である。

17

18

19

大神・春日大明神・八幡大菩薩の三神が影向した時、八色

金胎両部の曼荼羅とみなすという。八色岡の由来は、天照

いわく大泊瀬山を陽ノ嶺、小泊瀬山を陰ノ嶺とし、両山で

寛永十五年（一六三八年）の制作と判明している。絵図の

が『長谷寺境内図』である。作者は狩野織部佐藤原重頼で

きたが、その具体的な位置を絵図の面から明らかにするの

これまでの文献で、与喜山中に数々の聖跡が記録されて

『長谷寺境内図』

の雲が立ち上ったことからこの名があるという。
あるいは、

主題は長谷寺であるが、
右手に与喜山の西側を描いており、

他書には見られない固有の情報を有するため紹介したい。

この山の麓に八海の相があることからこの名があるという

）

與喜天満神社背後の山中にＡ～Ｅの五か所の注記がなされ
（

説も併記している。

にいう鵝形石・沓形石・掌石と同一物を指すと考えて問題

ウセキ」と記し、まとめて三玉石と称している。
『密奏記』

彼らが影向した石の名を「カキヤウ」
「 クツカタ 」
「 シヤ

Ｅ「此所神石あり」

Ｄ「仙宮のたき」

Ｃ「北ののぞき」

Ｂ「大はつせ因曼荼羅胎蔵峯」

Ａ「三燈のだけ」

ている。

ない。ただし、掌石に八幡大菩薩が影向するという本書の

に記された
「此等神石北谷又有仙宮。
凡不動伏魔而立瀧下。
」

記述がある。与喜山に滝があるという記述は、
『 縁起文 』

ら由来し、因曼荼羅胎蔵峯は『験記』に記載がある。Ｃは

も与喜山の別称である。三燈は『縁起文』の三燈の故事か

その尾根のさらに北の谷に記されている。Ａ・Ｂはいずれ

この注記はいずれも與喜天満神社背後の尾根ではなく、

を彷彿とさせるが、『縁起文』の滝は「北谷」にあるといい、

荒々しい岩崖が屹立する様子が描かれ、そこを「北ののぞ

る滝がある。Ｄの「仙宮のたき（滝）
」である。これは『縁

き」と記している。この「北ののぞき」の下に描かれてい

本書が記す滝は別場所を想定する必要がある。

また、本書には「瀧 八色ノ岡ノ山ノコシニ有」という

記述は、
『密奏記』が記す太玉命とは異なっている。

天照大神・春日大明神・八幡大菩薩の三神については、

20

のではないか。現地の実際と照らしあわせる際、絵図とは

言えども本図の視覚的な位置情報は役立つことだろう。
『豊山玉石集』

宝暦十年（一七六〇年）
、長谷寺の宿坊の一つである月

輪院の住職・祐厳の手による文献。題名が示すとおり、豊

山長谷寺の当時の多種多様の情報を収載しており、与喜山

記された仙宮に該当するもので、仙宮は神仙の住む霊地で

起文』において「北谷又有仙宮。凡不動伏魔而立瀧下」と

が記すとおりだが、与喜山から天照大神が「出現した」と

とあり、天照大神が鵝形石に影向したのはこれまでの文献

わく
「天照太神此山より出て玉ふ故に一名を日出山といふ」

一つ目は、与喜山の一名を日出山と呼ぶことである。い

についても、本書にしかない貴重な記述が残されている。

あることを示す表現と解釈してよい。なお、この滝とは別

いう表現は新しい。天照大神が与喜山に現れ、その後、別

）

に『長谷寺境内図』の右下、すなわち与喜山の東側にもう

（

一つ滝が描かれており、これを多羅尾滝という。立地は山

神・雨神の二柱に相当する。
『長谷寺境内図』はこの二柱

の神石の存在に触れているのは『密奏記』のみであり、光

えていない。
『長谷寺境内図』に先行する文献で、北の谷

の東麓であるため、この比定は間違いである。それは『長

のだが、先述のとおり多羅尾滝は北の谷にはなく、与喜山

を指し、北の谷の「仙宮の滝」を多羅尾滝に比定している

のたまへり」と述べることである。本縁起とは『縁起文』

二つ目は、多羅尾滝について「本縁起に瀧の下に立つと

大神の遷座を物語る記述として興味深い。
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のどちらか、ないしは両方を「神石」とまとめて注記した

Ｅの「此所神石あり」の注記は、具体的な石の名称を伝

は多羅尾滝のことであろう。

の地へ出ていったという意味も表すとしたら、これは天照

一部拡大（２１）

の腰と言ってよいことから、
『泊瀬神秘之事』が記す「瀧」

図 2：『長谷寺境内図』

二柱の御神影向石年久しく標柱あることなしもき

と場所を示し、補足説明として次の貼紙が付されていた。

の上川上より與喜社へ登る磴（いしさか）の右の方なり」

された一項が存在すること。いわく「山の腰に在り玉葛庵

三つ目は、
「去來諾尊 陽父 去來册尊 陰母 影向石」と題

奏記』の陽神・陰神が「幕末に至ってもその信仰の命脈を

二〇一四年）においてすでに言及されている。横田は『密

志「長谷寺周辺の石と神々」
（
『大阪大谷国文』第四十四号、

本影向石の存在については、拙稿に先がけて、横田隆

することから、同一のものを指すと判断してよいだろう。

の陽神・陰神である。祭神も山の腰という立地も両書一致

が鎮まるという。この記述から思い出すのは、
『 密奏記 』

この影向石には、去來諾尊（陽父）と去來册尊（陰母）

かず、古老傳へいふ、專譽僧正當山に移り給はぬ己然、

保っていた」ものの、この二柱が『密奏記』
『豊山玉石集』

谷寺境内図』が二つの滝を併記することから明らかだ。

荒廃におよびし頃、或石工彼石を割りて物の用にたて

の二文献にしか見られないことから、
「鵝形石などと比べ

江戸初期の『長谷寺境内図』では、まだ与喜山中の聖跡

んと、鑿を入れしに其人忽ち悶絶せしときき侍りぬ

について比較的豊富な情報が収録されていた。それが江戸

となん。余此集をよみてここに感あり、こたび注連を

其影向石並粧坂の粧石評決の上標柱を立つる者也

後期の『豊山玉石集』においては「北の谷」の「北ののぞ

れば、それは一本の細い線をたどるような歴史だったので

この貼紙は『豊山玉石集』本文の制作年からは時代が下

き」
「仙宮の滝」
「神石」の記述は失せ、
「山の腰」におい

曳き標柱を立てにきぬ、後哲余が志を添えて其朽ちん

り、文久四年（一八六四年）
、歓喜院聖元が本書に付した

ても歓喜院聖元が影向石の記憶の忘却化を憂う状況となっ

はないだろうか」
とし、「神々の信仰に対する一種の温度差」

ものである。この影向石に長らく標柱がなく、石工の祟り

た。その懸念は的中し、現在、この影向石の存在は地元で

が見えると評価している。

伝承も付帯するので、今後のために聖元が注連縄と標柱を

頃ほひには必ずかくし玉はんことを乞ひねがふと云。

整備したという内容である。この時、近くにある「粧坂の

忘れ去られている。

文久四年甲子年 大仲年預頭歓喜院聖元

粧石」にも標柱を立てたことが署名からもわかる。

）

このように、江戸初期と後期の間で、与喜山の聖跡の一

素地は半ば完成していると評価してよい。

先述の日出山の記述もあることから、初瀬元伊勢伝承地の

いると思われるからだ。それに加え、
『豊山玉石集』には

（

部が忘却されていく過程にはどのような要因があったのだ

あわせて強調したいのは、
『豊山玉石集』より前に著さ

な、どこかからどこかへ移る途中に影向したという内容と

にある。粧坂は現在も化粧坂の名で知られており、
『長谷

は違い、天から地上に初めて降臨したのが初瀬与喜山の鵝

れた『三宝絵』～『長谷寺境内図』の期間において、元伊

粧坂

形石であるという伝承構成になっているため、取り違えて

勢伝承の記述は見当たらないという点だ。天照大神が影向

大日媛命皇大神を戴き奉り、倭国彌和の御室の嶺上

はいけない。特に、初瀬の地名・旧跡を数多く列挙した安

寺境内図』の絵図内でもすでに「けはひ坂」と記されその

宮より、宇多の秋志野宮に御幸し玉ふ時、此坂の上

土桃山時代の『泊瀬神秘之事』においてすら、元伊勢伝承

存在は知られていたようであるが、
『豊山玉石集』で初め

なる石上に水の溜りたるにて粧ひし玉ふ故に坂の名

を記す場所も由来も登場しないのは決定的である。当時か

した鵝形石の記述はあるものの、これは元伊勢伝承のよう

とすといふ。又此坂いかなる由にや古より婚禮の者

江戸時代初期まで初瀬に元伊勢伝承は存在せず、その後の

つ同書が選び漏らすことはないだろう。
以上を踏まえると、

ら元伊勢伝承が初瀬にあったのなら、
「神秘之事」を銘打

を倭国彌和の御室の嶺上宮より、宇多の秋志野宮へ御幸し

）

た折、粧坂の粧石にたまった水を利用して化粧したという
（

なる。上書きされることで、それ以前の歴史は下層に埋も

ここにおいて、初瀬の新たな歴史が上書きされたことに

化が急速に進んでいったものと推測される。

『倭姫命世記』の普及により、江戸後期には初瀬の元伊勢

注目すべきは、大日媛（倭姫命）が皇大神（天照大神）

通らずとなん、此坂伊勢参宮の本道となる。

て次のような詳らかな記述が登場する。

ろうか。この問いに対する一つの仮説が、
「粧坂」の記述
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部分だ。これは、初瀬の地が元伊勢伝承地の一つである磯

『倭姫命世記』が江戸時代に広く知れ渡った影響を受けて

てよいだろう。磯城厳樫本宮の名こそ出ていないものの、

城厳橿本宮（伊豆加志本宮）だったという説の原型と言っ

23

な力が加えられた。新たな力の前に、与喜山の力は以前ほ

後期になり、初瀬の地の聖性を荘厳する元伊勢という新た

谷寺境内図』においてもその位置を維持してきたが、江戸

その力を大いに活用された与喜山は、
『初瀬神秘之事』
『長

れ、記憶に忘却がかかる。
『縁起文』
『密奏記』
『験記』で

考えるにあたって重要な論点としたい。

たという情報は、堝倉神社ひいては与喜山の信仰の成立を

いたというが、祭神の墳墓が頂上ではなく裾部に存してい

奏記』によると、堝倉神社は元来与喜山の頂上に鎮座して

い、現在はその正確な位置もわからなくなっている。
『密

治十五年に長谷寺当局と地元民の手により破却されたとい

もう一つは、厳樫家所蔵の古文書の問題である。岡田は

ど希求されなくなり、初瀬の表舞台から退く一歩を踏み出
したのだと理解することができるだろう。

初瀬門前町にある厳樫家（屋号・鍵屋）において、著者・
長谷寺普門院の仏僧・岡田杲師が長谷寺の地主神につい

した写真が存しており、
全文を今に伝えている。そこには、

はすでに昭和十五年頃に紛失に遭っていたが、古文書を写

題名・制作年不明の古文書の存在を知った。古文書の原本

て考察した「豊山長谷寺の地主神（鎮守）に就て（其一

地の古跡を訪ねたことで確信したと記されていた。また、

岡田杲師「豊山長谷寺の地主神（鎮守）に就て」

其
」
（
『 豊 山 学 報 』 第 四 号・ 第 五 号・ 第 六 号、
･ 二・ 其 三 ）
一九五八年・一九五九年・一九六〇年）から、与喜山に関

その古跡の詳細を『御旧跡考』という書に著したとも記す。

載される式内社であり、現在は祭神を大倉姫命とし、与喜

一つは、堝倉神社の問題である。
『延喜式神名帳』に記

真に宣長が作者なのか、この作者が初瀬の地で元伊勢の地

と似通うことから、この古文書の作者を宣長としている。

岡田は、本居宣長が初瀬に立ち寄った時に残した別の筆跡

初瀬の地が元伊勢伝承地の磯城厳橿本宮であることを、現

わる論点を新たに二点提起したい。

山西裾の素戔雄神社境内に合祀されている。合祀前の堝倉

であることを確信した古跡とは何なのか、
『御旧跡考』と
）

は実在するのかなど、これも大きな論点である。

（

神社の旧社地は鍋倉垣内という場所にあり、与喜山の山塊

鶯墳と厳樫家古文書については、岡田以後、誰も初瀬の

の南西端に位置する。岡田はこの旧社地に「鶯墳」と呼ば
れる大倉姫命の墳墓があったことを記している。鶯墳は明
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情報を含むことから等閑視はできないだろう。

が残っていないので扱いが難しいことはわかるが、重大な

歴史を論じる上での検討材料としていない。いずれも現物

とは具体的にどういう状態なのか、やはり文字情報では限

トル、高さ一、一メートル」という。しかし丸石が重なる

石は巾二、
一メートル、
高さ三〇センチ。
上石は巾二、
一メー

界がある。このように、せっかく他書にない夫婦石の情報

を載せながら、記録不足のためこの石の所在も現在不詳と

これだけではどこのことか特定できず、文化財の記録資料

ると「与喜山の南側中腹、天然林の中にある」というが、

書かれていないため取り上げておきたい。松本の報告によ

このうち、
「夫婦（みょうと）石」だけは、他書には一切

いる。紙幅の都合上そのすべてに言及することは省くが、

石」
「化粧坂のおはぐろ石」
「落神の屏風岩」が調査されて

山周辺の磐座として「泊瀬石」
「鵝形石」
「沓形石」
「夫婦

が市内の磐座を文化財として記録したものである。 与喜

員会、一九七六年）は、桜井市教委の助力を得ながら松本

に当たっているという点だ。厳樫俊夫は初瀬生まれの地元

年十二月二十三日）は初瀬の郷土史家・厳樫俊夫が案内役

述もない。唯一のヒントとなるのは、調査当日（一九七五

この夫婦石の名称がだれから聞いたものであるかなどの記

う名称の類似性は注目してよいだろう。ただ残念ながら、

た名前であるなら、
『密奏記』の陽神・陰神と夫婦石とい

れは傾聴に値する。夫婦石が本当に地元で語り継がれてき

が、夫婦石はその残影であるまいか」と指摘しており、こ

＝の南の腰石に坐すという陽神と陰神の所在はわからない

ただ、松本は「
『長谷寺密奏記』の中で、東山＝与喜山

いう歴史の消失を迎えている。

という性質を持つ本書に分布地図さえ収録されていないの

の名士なので、名称の信頼性を保証する一材料にはなるだ

松本俊吉『桜井の古文化財 その二 磐座』
（桜井市教育委

松本俊吉『桜井の古文化財 その二 磐座』

は致命的な欠陥である。せめて写真があればいいのだが、

ろう。
藤本浩一「長谷寺と天神山」

他のほとんどの石は写真が掲載されている中で、なぜか夫
婦石に限って写真を掲載していない。唯一、夫婦石の寸法
は丁寧に記されており、丸い巨石が上下に重なり合い、
「下

同書の巻末に収められた「全国磐座一覧表」によると図３

道案内により、与喜山中で四か所の磐座を報告している。

天神山は与喜山の別称である。藤本は、先出の厳樫俊夫の

谷寺と天神山」と題された一項（五五―五七頁）がある。

藤本浩一『磐座紀行』
（向陽書房、一九八二年）に「長

地点の頂部にあり、「本伊勢」と彫られた「鳥居」と「狛犬」

「四の磐座」
は
「三の磐座」
から
「直線距離で二百メートル」

う。ここには「一対の石の狛犬」も存在するという。

の山側に大きな岩群」が「十余り」見えるのがそれだとい

その「十メートルくらい下に細い道」を「十分」進むと「右

と大岩があり、
左は切り立つ谷」になっている地点に至り、

が建ち、昔から「のぞき」という名前で呼ばれているとい

のとおりである。
各磐座の詳細を見ていこう。
「一の磐座」
は山辺にあり
「与

う。これは『長谷寺境内図』に記された「北ののぞき」と

以上のことから、「一の磐座」は三玉石、「四の磐座」は「北

喜山天神」の「石段下の左方には磐座と見える岩が三体あ

ののぞき」と古文献との照合ができるが、他は現段階では

同一地点と推測される。
頂部というのは山頂の意ではなく、

次に、
「二の磐座」は中腹にあり「一方を谷に接して祀

不明と言うほかない。また、二・三・四の磐座には石灯籠・

尾根上という解釈が適切だろう。

られている岩群」で「石灯籠」と「石の玉垣」を有し、「五

る」と記すことから、鵝形石・沓形石・掌石の三玉石を指

輪塔の下三輪」
のように
「三個の石」
が重なっているという。

玉垣・狛犬・鳥居といった祭祀設備が付随しているという

すと考えて間違いない。

「三の磐座」は頂部にあり、「長谷寺を一望できるところ」

が、それはいつどのような経緯で設けられたのかも追究す
る必要がある。

から「平らな道」を「十五分」歩くと「右の山土の間に点々
図３：与喜山磐座一覧（藤本「全国磐座一覧表」より）

（二）現地踏査

前節では、
与喜山中の聖跡が複数の文献で記録され続け、

図 4：与喜山踏査分布図（国土地理院の電子地形図（基盤地図）に筆者追記して掲載）

現在も祭祀設備を残す場所があるらしいことを確認した。

それに対し、
与喜山の登山道は未整備の状態が長らく続き、

先述の聖跡が山中のどの地点に遺存しているかについて、

正確な記録はなされてこなかった。与喜山中の実情が不明

瞭になることで、与喜山が有してきた歴史の実際も不明瞭

となるのは当然で、それが今の与喜山の未研究という状況

につながっているとすれば健全な状況とは言えない。

こ の よ う な 問 題 意 識 に 基 づ き、 筆 者 は 二 〇 〇 二 年 ～

二〇一七年の間に、十回にわたって山中の踏査を行った。

その結果を図４のア～ハに分けて報告することで、与喜山

の歴史の風化あるいは混同を防ぎたいと思う。

ア地点は、二〇〇二年踏査時に上化粧坂から与喜山頂上

（シ地点）
を目指した時に確認した岩石群である。このルー

トは国土地理院二万五千分の一地図にも登山道として点線

表記されてきたが、現実は各所で倒木が尾根上を塞ぎ、途

中から踏み跡は完全に消失している。そのような道なき道

の途中、與喜天満神社の東方、標高三百メートル等高線付

その中に、三体の岩石が直線状に配された一群があり、

近で多数の岩石群が散在するのがア地点である。

その最も上方に位置する岩石は、まるで鏡餅のように下石

低い規模でありながら、非常に印象的な外形をしているこ

ル。幅は共に約二．五メートルを測った。大人の身長より

上石は高さ約一メートルで、合わせて高さ約一．五メート

に上石が乗る構造をしている。下石は高さ約五〇センチ、

ように理解をすればいいのか検討すべき課題である。

囲う石垣が形成されている事実は看過されがちだが、どの

一回り大きく、沓形石・掌石に切り合うように神社社殿を

てられ、旧状が一変した。鵝形石より沓形石・掌石の方が

形石の周囲に玉砂利が敷かれ、磐座であることの掲示も立

イ（與喜天満神社）～オ（素戔雄神社）間は裏参道となっ

とは否めない。三体のうち、真ん中の岩石は直方体状で高
さ・幅共に約二メートル、一番下方の岩石は平石状で幅約
結論から先に述べると、前述の松本俊吉『桜井の古文化

イカーの間で自然と踏み跡や目印が付けられるようになっ

向かい側（山側）が登山口である。登山口と言っても、ハ

門前町再興フォーラムが設置した立札がある。この立札の

ており、そのちょうど中間地点のエに、ＮＰＯ法人 泊瀬

（一九七六年）にある「夫婦石」は、与喜
財その二 磐座』

一メートルとなる。

山各所を巡った筆者が見るかぎり、この鏡餅構造の岩石が

たレベルである。

素戔雄神社がある川上地区からこの裏参道を登ると、石

最も類似している。
「与喜山の南側中腹、
天然林の中」
で
「丸

段の途中で二手に分岐する地点があり、左手の石段を上る

社の表参道石段に至る。右に進むとカ地点に到着し、ここ

い巨石が上下に重なり合」う形状で「下石は巾二、一メー

には現在何もないが長谷寺および門前町を一望する小高い

トル、高さ三〇センチ。上石は巾二、
一メートル、高さ一、

イは與喜天満神社の社殿の位置であり、長い石段を登っ

尾根端になっており、若干の平坦地が形成されている。註

と與喜天満神社行きだが、右手を進むとすぐにまた左右に

た上にある。与喜山の腰に当たる部分（東山腰）と形容し

２５で触れたように、ここが各種文献の伝える堝倉神社の

一メートル」という計測値までほぼ一致し、否定的要素が

て差し支えない。この社殿に向かって左下、ウ地点に鵝形

分岐し、左を進むと与喜寺（廃寺）の横を通り與喜天満神

石・沓形石・掌石の三玉石が現存する。二〇〇九年頃まで

旧社地・鍋倉垣内と推定される。岡田杲師が伝えた鶯墳は、

ないことから、ア地点を夫婦石と比定しておく。

は苔のむすままであったが、二〇一〇年に訪れた時には鵝

れと思しき不自然なマウンドや岩石は確認できない。

るが、標石と共に破却されたという話のとおり、現地にそ

カの北東に広がる竹藪地帯にあったのではないかと思われ

いい、ここを「箱庭」と呼ぶ人もいる（第四節参照）
。

からない。ただ、かつてはここから長谷寺がよく見えたと

の眺望は、生い茂る樹木に遮られてほとんど麓の様子はわ

）

エの登山口からつづら折りの踏み跡を十五分前後登る

地点で二股に踏み跡が分かれる。右手の踏み跡はそのまま

ると本格的に山頂尾根に取りつく斜面登りとなり、そのコ

ケから東へ足を進めて三分ほどは同標高だが、五分もす

（

と、キ地点において、下三輪と形容された重岩を玉垣と石

かけて多数の露岩群が存在し、特に東斜面のいくつかの巨

やや平坦面となっている。この平坦面から谷の東側斜面に

キ地点のすぐ東のク地点は谷状地形が広がり、谷の下は

れも特筆すべき特徴・規模はない。祭祀設備の痕跡も見当

く。シの与喜山頂上には多少の岩塊は散在しているが、ど

る。立地的にも形状的にも印象的なため存在を報告してお

こにドルメン状と形容することも可能な巨岩の構造物があ

山頂尾根に通じ、サ地点は山頂尾根の最南端であるが、こ

岩は、
キの「二の磐座」の規模を凌駕する。興味深いのは、

の尾根の北に形成された谷は、『縁起文』『密奏記』
が記す
「北

これと対照的に、山頂尾根の西斜面、すなわちケの箱庭

たらないのが山頂だ。

なっている。むろんこれらの下三輪は自然の転石・亀裂で

の谷」であり、この中に祭祀の跡が見られる。コ地点の二

かし、等高線（同標高）を保ちながら道なき道を進んでい

股の左を進むと、しばらくは細い踏み跡が続くが、倒木や

くと、約十分後にス・セの尾根へ辿りつく。ス・セには特

じゅうぶん形成されうる構造物であるが、重要なのは人工

キ・ク地点から五分も登るとケ地点である。ケは与喜山

か自然かではなく、この外見が見た人にどのような思いを

の山頂尾根から西に張り出した尾根の先端部であり、尾根

筆すべき規模の巨岩群がそれぞれ形成されており、特にセ

斜面の流出などにより、やがて踏み跡は不明瞭になる。し

はほぼ同標高で細長く平坦面が広がる。ケから長谷寺方面

想起させたか、そもそも認識されていたかである。

重岩があり、キとクで似たもの同士がセット関係のように

この東斜面の巨岩群を登りつめた位置にも下三輪のごとき

磐座」とすべての記述が一致する。

灯籠でまつった場所に出会う。藤本浩一が報告した「ニの
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の巨岩群の頂部にはキ・クで見たような下三輪構造を見せ

石鳥居には「本伊勢」の三字が彫られており、これは藤本

矛盾しない。チ地点は瘤状に地面が高まっており、その瘤

の「四の磐座」の写真の様子や記述と合致する。そして、

からあふれるように複数の巨岩が積み重なっている。巨岩

これは『長谷寺境内図』が描く「北ののぞき」の位置とも

スから引き続き同標高を守りながら北斜面を進み続ける

の一つ一つは直線的な断面を持ち、自然の亀裂によるもの

る重岩がまたあり、注目に値する事実である。しかし、い

と、ソに僅かに隆起する尾根がある。ただ、この尾根は形

ずれも祭祀設備は付随していない。

成範囲が狭く、岩盤の露出が二ヶ所に認められるものの、

できる。コの二股からタ地点まではほぼ同標高であり、二

このソからさらに北に進むことで、タ地点へ来ることが

感覚では峰上の景観であり、瘤の上に立つと、南西には長

いる。
「北ののぞき」は与喜山の西中腹ではあるが、現地

る。頂部の岩塊には明らかに人為的な噛ませ石もなされて

だろうがブロックのごとき集積構造の印象を見る者に与え

地点間で迷わなければ約二〇～三〇分の距離である。タ地

谷寺、北西には初瀬の山々を望むことができ眺望は極めて

「北の谷」の中では特筆すべき規模ではない。

点は特徴的な形状の立岩が存在し、この立岩の基部には別

けては数十メートルの切り立つ崖となっており、その名の

恵まれている。それに加えて、瘤の北斜面から西斜面にか

この立岩から北側の斜面下を見下ろすと、そこには十数

の岩塊が重なっている。

の隣に建てられた石碑で「元伊勢完成由来」の題を持つ。

ここには二つの文字資料が残されている。一つは石鳥居

とおり下をのぞくこともはばかられる険所である。

見える。詳細は写真８の通りで、これは藤本浩一が『磐座

体の岩群が露出し、その裾部に狛犬が設置されているのが
紀行』で収録した「三の磐座」の写真と合致する。藤本撮

タ地点（三の磐座）から尾根を西に下りていくと、チ地

シ テ 祭 祀 セ ヨ 」ト ノ 神 意 ニ 依 リ 下 記 ノ 人 々 ノ 協 力 ニ

ニ依リ「此ノ山ハ元伊勢最後ノ地ナル故ニ元伊勢ト

昭和二十年八月十六日山本コノヱノ代ニ神ノ告ケ

以下、引用する。
）

影の写真では一対の狛犬がまつられていたが、現況は正面
（

点で石鳥居・石灯籠・狛犬を擁する祭祀の場に遭遇する。

向かって右側の狛犬が土台を残して欠落している。
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杉髙講 山本コノヱ教会主

の入った岩塊も有するものの、祭祀設備は見られない。ツ

メートルを超す岩塔の景観をもつ。頂部には鋭角的な亀裂

の岩塊に分かれ、合間から樹木が繁茂しているため、十

講元 重走由太郎 ※以下四十名順不同で名前が続く

地点は『長谷寺境内図』に「此所神石あり」と注記がなさ

依リ昭和三十七年十月十四日完成ス

もう一つの文字資料は、
「北ののぞき」を構成する岩の

ツ地点のすぐ下方は谷間となっており、ここには転石・

れた場所と位置が近い。

のである。刻字の筆致や言葉運び、カタカナの使い方など

落石が集積し、ささやかながら沢が流れている。図４に示

一つに「天狗鏡岩處ヲ守ル 靈權之神」と刻まれているも
を見るかぎり、これも「元伊勢完成由来」を建てた杉髙講

したとおり、
「北の谷」は複数の尾根と谷間で形成されて

ので、それは杉髙講という組織によるものだったことが窺

与喜山中の諸祭祀設備の整備はほぼ同じ時期になされたも

物と思しき名前を両地点に見出すことができたことから、

名連なるが、ここにも中川善作の名を確認できる。同一人

方、
「元伊勢完成由来」の石碑には杉髙講の信者名が四十

差がある。
『縁起文』に「此等神石北谷又有仙宮。凡不動

地点も沢の合流地点であり、ここに約一メートルの沢の落

も祭祀の痕跡は見当たらない。テ地点からやや下がったト

巨岩の規模もツ地点に比肩する広大なものであるが、ここ

点は、巨岩の裾部から水が染み出る湧水点となっており、

二つの沢の合流地点にテ地点とト地点がある。まずテ地

接続することを確認済みである。

おり、数多の沢は最終的にひとつの小川となり、初瀬川へ

が刻んだものと推測される。
キ地点の「ニの磐座」にも灯籠と玉垣が整備されている

える。登山道が消えて久しいことからもわかるように、杉

伏魔而立瀧下」とあり、
『長谷寺境内図』に「仙宮のたき」

が、この玉垣の奉献者名に中川善作という名が見える。一

髙講による祭祀は途絶えているようだ。

いて落差を持つ沢はト地点でしか確認できないことから、

とある滝は、位置的にテ～トの谷に相当する。この谷にお

ツ地点に一大巨岩群がある。巨岩というより岩壁と形容し

筆者はここを仙宮の滝の候補地と推定したい。

チ地点（北ののぞき）から南西に斜面を下って行くと、
た方が正確かもしれないが、風化・浸食により岩壁は複数

一メートルの落差は滝と呼べるほどの規模ではなく、
『長
谷寺境内図』が描くような堂々とした滝姿でもない。が、
同図に描かれた多羅尾滝（ハ地点）も絵図上では極めて長
大な滝姿ながら、実際の多羅尾滝は大規模な落差を持って
いるわけではない。滝に限らず、与喜寺の下の崖や長谷寺
の縮尺など、同図は写実だけを目的とした作品ではなく、
「仙宮の滝」も願主の指示に応じて誇張表現を描いたこと
は十分に想像できる。ただし、筆者がここを訪れたのはい
ずれも晴天時のみなので、雨天あるいはその翌日は異なる
姿を見せるし、現在と往時の水量や景観が同じと言えない
ことも付言しておく。
ナの尾根と二の尾根も踏査したが、ナの位置に巨樹がそ
びえ、ニの位置に船形の岩塊があるものの、他に両尾根で
特筆すべきものはなかった。
ヌの谷とノの谷にも小落差が存在し、いずれもそこに沢
が流れている。テ～トの沢と下流で合流し、初瀬川の水源
の一つを形成する。このヌとノの間はやや傾斜が緩やかに
なっており、そこに比較的後世の造作と類推される石垣が
残っている。石垣の上方斜面には露岩群がみられるが、何
のために築かれたものなのかは不明である。不明であるが

)

写真４： サ 巨岩

写真２：キ「二の磐座」

ゆえにその存在を記して後考に供したい。

写真１：ア 夫婦石

写真３： ク 巨岩群 下
( 三輪部分

写真７： タ「三の磐座」頂部の立岩

写真５：ス 巨岩群

写真８： タ「三の磐座」裾部

写真６： セ 巨岩群 下
( 三輪部分

)

：チ 刻字 写
( 真中央

)

写真

写真

：チ石鳥居

：ツ 巨岩群

10

12

写真９：チ「北ののぞき」

写真

11

元
･ 伊勢完成由来

写真 ：テ 湧水点 巨
( 岩裾部

写真 ：ネ 石垣

13

15

)

写真

写真

：ト 沢の小落差

：ハ 多羅尾滝

14
16

（三）聞き取り調査

江戸後期以降、忘却の一途かと思われた与喜山に、ある

時期、祭祀の再整備がなされた痕跡を山中各所で確認し

た。この再整備の動きについて詳しく記録した文献はいま

だない。文献上で辿れないのであれば、地元で文字化され

ていない情報を、話者がいるうちに収集することが急務と

なるはずである。与喜山を整備した杉髙講についての情報

と、地元の方が知りながら文字化されていない与喜山の

情報を収集することを主たる目的に置いて、二〇一三年・

二〇一四年・二〇一六年に分けて、初瀬門前町において聞

き取りを行った。本節でその摘要を収めておきたい。

一、厳樫侃一さんのお話（二〇一三年十月三十一日）
）

）
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は辿れない。与喜山に関わる資料は心当たりがない。

（

・自宅には二百年ほど前の文書ならあるが、三百年以上前

違うが、七代ほど遡れば同門になる。

・初瀬の郷土史家として著名であった厳樫俊夫氏とは家が

造を続けている。

（

・厳樫家十一代目の当主。妻が初瀬で唯一、出雲人形の製
28

だし約一九九〇年代に亡くなっており、息子さんがその後

ても歴史に詳しい方で地元の祭礼などにも明るかった。た

走由太郎氏は知っている。旅館 花水館の館主である。と

知らない。ただし、杉髙講の講元として刻字されている重

・杉髙講の「元伊勢完成由来」の石碑や、杉髙講の存在は

・与喜山に小学生の頃、遠足で一度だけ登ったことがある。

ための道もあった。熊は出ないが猪はよく出る。

・長谷寺の裏山には戦前まで国旗が掲揚されていて、その

・
「二の磐座」には幽霊が出るという話がある。ここの前

ない。杉髙講を「すぎたかこう」と発音する。

市から来た女の人を教祖にした新興宗教。今は活動してい

・
「二の磐座」に灯籠や玉垣を整備したのは、三重県名張

あり、そこから「二の磐座」に行くのは比較的簡単。

キノコを採る時がある。登る時は神社の裏から登れる道が

・与喜山には年に一回ぐらいしか登らない。シメジなどの

ののぞき」なる場所がある。

・山中には「北ののぞき」だけでなく「東ののぞき」
「南

）

危険な場所なので状況はあまり知らない。山中にある磐座

・山中に狛犬がまつられた場所があるのは知っているが、

を通る時は必ずお祓いをしている。
写真を撮ると線が写る。

（

）

を継いでいる。

与喜山中は不穏なところだから近寄らないほうがよい。

（

二、 川 上 区 長 豊 森 さ ん ご 夫 妻 の お 話（ 二 〇 一 三 年 十 月

長谷寺を箱庭のように眺められたから。

・
「二の磐座」
から登り切ったところを
「箱庭」
と呼んでいる。

）

三十一日。主に奥様にお話しをうかがう）
いずれも存命ではなく、私達の一世代上に当たる。

は、おそらく下照姫（鍋倉神社祭神）が最初に降臨した磐

座で、しだいに麓の磐座に下りてきたのかもしれないが、

三十一日、二〇一四年一月三日、二〇一六年三月二十三日）

三、與喜天満神社 金子清作宮司のお話（二〇一三年十月

・
「元伊勢完成由来」
に書かれた
「元伊勢最後ノ地」
の部分は、

を出すので、特定の立場には寄らないようにしている。

これはあくまでも可能性である。いろんな人がいろんな説

呼んでいた。とうの昔に亡くなった。

山本コノヱ氏のことは覚えている。カミサン（神さん）と

（

・
「元伊勢完成由来」に刻まれた名前の数名を知っている。
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・
「元伊勢完成由来」の存在は知らないが、杉髙講教会主・

30

・杉髙講の玉垣や灯籠の奉献者に東京や但馬の地名が混

いという山本コノヱ氏の信念によるものではないか。

元伊勢伝承の本来の記述とは違う。元伊勢最後の地とした

る。「のぞき」
と同じ場所か違う場所かは記憶が定かでない。

崖になっている場所で、友達が落ちかけたことを覚えてい

一緒に与喜山の「チビンチビン谷」という場所へ行った。

・杉髙講については一新興宗教のことで、山中に本来ある

使っているからだろう。

・
「元伊勢完成由来」に連なる名前は、初瀬の人で大半を

日。主にご主人からお話をうかがう）

五、大和屋オーナーご夫妻のお話（二〇一六年三月二十三

ざっているのは、初瀬出身者が外に出ていった後の地名を

磐座のこととは切り離して考えたい。

占めており、全員亡くなっている。

入禁止と言ったことがある。 それから誰も入らなくなり、

を取っていた。最後に入ったのは三十年前。長谷寺が立

道が消えたのもそのためかもしれない。

・与喜山には昔、何度も登ったことがある。シイタケなど

・山本コノヱ氏を覚えている。山本さん、神さん、拝み屋

・
「のぞき」
を知っている。
「のぞき」
は一ヶ所しか知らない。

四、福持さん（與喜天満神社前に住む八十歳代女性）のお

さんと呼んでいた。

話（二〇一六年三月二十三日）

・門前町の郵便局よりさらに下った辺りに山本氏の家が

他の場所は聞いたことがない。

た時が講のピークだったのではないか。山本氏は晩年病気

あった。今はない。

で寝込み、そうしたらみんな離れていった。山本氏が色々

がお金を出し合った。おそらく「元伊勢完成由来」を建て

してこれを飲めと言っていた。私も母に言われて山本氏の

なことを当てるから周りが群がった感じだった。山本氏が

・山本コノヱ氏は「のぞき」を整備したが、山本氏の信者

家へ行き、ヨモギの粉末をもらったことがあった。苦かっ

が多かった。体調が悪いと、山本氏はいつでもヨモギを潰

た。どんな方だったかまでは覚えていない。

亡くなったと同時に、講の後を守る人はおらず消滅した。

・子供の頃、体調が悪い人がいたら山本氏の家に行くこと

・与喜山中の「のぞき」を知っている。子供の頃、友達と

・山本氏の家の中には祭壇のようなまつる場所があった。

・与喜山では椎の実が採れる。また、夏にはマムシが出る。

「のぞき」以外に、これはという場所は知らない。

に「長谷寺が見えるから」と連れられて登ったことがある。

・
「のぞき」を知っている。結婚前（約四十年前）
、ご主人

忘却され、二度と復元できない歴史となりうる。周縁の歴

く、伝える文献も話者もいなければすぐにこの講の歴史は

わけ、このような周縁に属する歴史は関心を持つ人も少な

は初瀬の地が通った歴史であることに変わりはない。とり

しれないが、言うまでもなく歴史に軽重は存在せず、これ

杉髙講を一新興宗教の一言で閑却することもできるかも

（四）杉髙講の信仰史

タヌキ、イノシシ、サルもいる。

史こそ、せめて研究者は寄り添って保存する姿勢でありた

六、吉野館の女将さんのお話（二〇一六年三月二十三日）

した。引き寄せられるような何かがあるのでは。与喜山も

い。そのような意味で、当時を知る人がいる間にこの講

・昔、子どもが化粧坂にふらふら歩いて行って怖い思いを
山の中は暗いイメージがある。
七、與喜天満神社の表参道鳥居前に住む、戦前生まれのお

踏まえた上で、
「元伊勢完成由来」本文に検討を加えてい

二十年後、同じように聞ける話とは思えない。聞き取りを

の情報を聞き取り、記録できたのは幸いだった。十年後、
ばあさんのお話（二〇一六年五月二日）

ビン谷」
。蛇でも転がり落ちていくような谷だから、近づ

・与喜山の中で覚えている場所は「のぞき」と「チビンチ

元伊勢最後ノ地」という内容である。註２４のとおり、初

日付設定と考えるのが適切だろう。特異なのは「此ノ山ハ

十六日という日付は終戦の翌日であり、宗教的・象徴的な

まず、山本コノヱが神の告げを受けた昭和二十年八月

こう。

くなと母親に言われていた。チビンチビン谷は、
「のぞき」

瀬の地が比定されている磯城厳樫本宮は、
『 倭姫命世記 』

とは少ない。枯れ木を拾いに行き、
それを燃料にしていた。

・与喜山に登ったことはあるが、昔のことで覚えているこ

と同じ場所か違う場所だったか、よく覚えていない。

によると元伊勢の最後の地ではないからだ。このように正

人であった。地元の方の話からは、当時、初瀬のある程度

了したらしく、次世代に受け継がれることはなかった。こ

の方が山本を認識し、頼っていた様子が窺える。しかし、

のこと自体が山本のカリスマ性を示しており、杉髙講は、

これほどの組織力を持った杉髙講も、山本の死去と共に終

神の告げから十五年以上の歳月が流れ、昭和三十七年十

昭和四十年前後の瞬間風速なのである。

統の元伊勢伝承からは、やや外れた主張をしている特徴が

月十四日、山本を教会主に据え、四十名以上の名が連なる

ある。

杉髙講によりこの石碑は完成する。
そして、
与喜山中の数ヶ
）

れを持ちこめる登山道があったことを示すが、それでも尾

所に石鳥居・狛犬・灯籠・玉垣などを設置した。当時はそ

の先に、狛犬や石鳥居を運搬している。当時でも到達が困

巨木や斜面を手で支えながらでないと歩けないような獣道

岩石の場ばかりを整備したのかということである。現在、

筆者がもう一点注目するのは、杉髙講がなぜ与喜山中の

（

根と谷をいくつも縦断した地点であり、このような不便な

名張急送株式会社」の刻銘があり、名張との関係を伝えて

伊勢完成由来」の隣に建てられた石鳥居には「三重名張

たということになる。この証言を裏付けるかのように、「元

三重県名張市から戦後のタイミングで初瀬に来て居を構え

うち、与喜山に精通した地元の人の知識によりもたらされ

外部出身の山本の知識というより、山本を支持した信者の

の人の間だけで伝えられてきたような場所である。これは

録されていない存在であり、
「のぞき」という呼称で地元

そもそも「北ののぞき」が、
『長谷寺境内図』にしか記

難な場所だっただろう所に目をつけた理由は何か。

いる。そのような、いわば部外者と言える山本が、初瀬の

たものだったのではないかと推測される。
「仙宮の滝」は

上げて与喜山を整備したのではなく、地元で口伝えされて

地で名士である重走由太郎などを講に連ね、しっかり地元
山本自身に求心力があったことは疑いなく、彼女はヨモ

きた聖跡をピックアックして祭祀の場としたのではない

整備されていなかったことからも、杉髙講は古文献を調べ

ギをすりつぶして病人に与え、占い事も当てる拝み屋の一

にも受け入れられた決め手は何だったのだろうか。

また、聞き取りによれば、山本は初瀬の生まれではなく、

地を整備するその信念には並々ならぬものがある。
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）

昭和の与喜山整備という出来事は、このような歴史的背景

口伝されていた与喜山の聖跡の残滓だった可能性がある。

の磐座」
「四の磐座（北ののぞき）
」は、当時、初瀬でまだ

この仮定に立つと、杉髙講が整備した「二の磐座」
「三

に至る中での中継地が初瀬であり、記述から考えて初瀬に

の時間軸で考えると、第三日目は榛原から出発して多武峰

が宣長ならば、書いたのはこの時ということになる。日記

第三日目に初瀬を宣長が訪れている。厳樫家古文書の作者

旅した時に記していた日記であり、全十日の行程のうち、

（

である。明和九年（一七七二年）
、宣長が伊勢から大和へ

に山本コノヱという引力を加えて引き起こされたもので、

滞在していたのは おそらく朝九時頃～午後三時頃までの

か。

それはひいては、与喜山という山の吸引力を語る一側面に

約六時間といったところだ。少なくともこの間に長谷寺境

内各所・牛頭天王社・玉蔓庵・與喜天満神社などを巡って

いる。早足の見学でもこれで三時間はかかるだろう。残る

三時間足らずで、厳樫家を尋ね、道案内を受け、厳香斯之

本を見つけ、さらにその返礼として厳樫家に厳樫家古文書

を書き残すという一連の作業ができただろうか。

とから、中心に位置する実地とは、与喜山の一帯となる。

口坐神社）
・豊秋津姫命（両部山）があると書いているこ

の実地を確認したという。その左右には手力雄命（長谷山

し求めたところ、闇夜に灯を得たかのように、厳香斯之本

古文書によると、作者が厳樫家の当主に尋ね、古跡を探

静に初瀬を見ており、これも厳樫家古文書の中で書かれる

長は初瀬の旧跡すべてが真実とは限らないという立場で冷

差を感じざるをえない。さらに『菅笠日記』において、宣

厳樫家古文書の中で貫かれている厳香斯之本への追究熱と

だ。
元伊勢伝承地に思いを巡らす一文がないという事実は、

について気にしている様子が一つも書かれていないこと

しかも気になるのは、
『菅笠日記』にはこの厳香斯之本

ここでポイントとなるのが、宣長が著した『菅笠日記』

居宣長と推定している。これについて検討を加えたい。

作年不明の厳樫家所蔵の文書であり、岡田杲師は作者を本

厳樫家古文書は第一節で紹介したように、著者不明・制

（五）本居宣長『菅笠日記』と厳樫家古文書の検討

なりうるとまで考えている。

34

跡比較の判断基準も具体的には言及されておらず、厳樫家

盲目的な書き方とはやや距離を感じる。岡田杲師による筆

外の可能性もあろう。

作者の場合は、探訪の時間が限られていないため鵝形石以

を厳香斯之本とみなした可能性を支持したい。宣長以外が

いずれにしても、先述したように初瀬の元伊勢化は江戸

古文書の作者が宣長か否かは筆跡比較をもって判断される
べきだが、本稿でいくつかの疑問を提示しておくことで本

者が厳香斯之本と確信した場所とははたして何だったのか

ところで、作者が誰かという論点とは別に、古文書の作

名乗ったという。法住は享保八年（一七二三年）～ 寛政

た「厳樫大明神」の掛け軸があり、江戸後期から厳樫姓を

うか。厳樫家には長谷寺第三十二代能化法住僧正の書い

付けた言説の一つが、厳樫家古文書だったのではないだろ

後期になって急速に普及したものであり、この動きを根拠

ということに対しても私見を述べたい。たとえば厳香斯之

十二年（一八〇〇年）の人物であり、厳樫を名乗ったのも

資料の今後の取り扱いの参考となればと思う。

本の字義で辿るならば、神聖な樫の木の下を意味する。ま

）

さか『験記』に記された「東の山の大松」ではあるまい。

この頃ということから、
『豊山玉石集』
、
『菅笠日記』
、そし

満神社を訪れていることが明記してあることとも矛盾しな

実見は可能だったと考えられる。
『菅笠日記』には與喜天

ある。そして、鵝形石であれば初瀬に半日滞在の宣長でも

ることは、堝倉神社・長谷山口坐神社など他の神の鎮座地

た在地の神々の可能性が高い。この神々の位置を確定させ

第一節で述べたように、元来、長谷寺の信仰世界の外にい

『密奏記』に「東山腰石坐」と記された陽神・陰神は、

（六）陽神・陰神

元伊勢伝承が形作られたことを裏付けていよう。

て厳樫家古文書と同時期に当たり、すべてこの時期に初瀬

（

松と樫では木の種類が違う。
では、與喜天満神社境内の鵝形石を案内されて元伊勢の
実地と確信したのか。
『縁起文』にはすでに登場している
鵝形石であるが、宣長が訪れる十二年前の『豊山玉石集』
でも同石は天照大神影向石と記されており、宣長が訪れた

い。仮に厳樫家古文書の作者が宣長だった場合は、鵝形石

時にも名所旧跡の一つとして知られていた可能性は十分に
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との関係を考える上でも重要となる。

（

）

い。よって、夫婦石と陽神・陰神とは名称の類似性はある

される場所であるが、第二節の踏査報告のとおり、カの周

つく。ここは鍋倉垣内で堝倉神社旧社地・鶯墳があったと

に通ずる石段を右手に行くと、図４のカ地点の辺りに辿り

登る磴の右の方なり」とある。川上地区から與喜天満神社

を再び引くと「山の腰に在り玉葛庵の上川上より與喜社へ

玉葛庵はオの素戔雄神社近くにかつてあった旧跡であり、

は、『豊山玉石集』は「玉葛庵の上」とも記していることだ。

的な解釈にとどまるが、筆者がそれに加えて強調したいの

４のキ・ク地点の巨岩群があるからだ。これだけだと恣意

は「磴の左」であれば与喜山の山側に当たり、そこには図

の右」と誤写した可能性を指摘している。そう考える理由

そもそも、
横田隆志は、『豊山玉石集』が「磴の左」を「磴

ものの、それぞれ別のものを指すと考えざるを得ない。

辺には陽神・陰神に比定できる岩石が見当たらない。明治

「玉葛庵の上」は「磴の左」でなければ成立しない。そし

）

時代の鶯墳破却運動の際に陽神・陰神も破壊されたと解す

地として適切であると考えている。キ・クの間には谷が形

以上の検討から、筆者はキ・ク地点が陽神・陰神の候補

て実際、キ・クは玉葛庵の上を登った位置に当たる。この

欠点は、
『豊山玉石集』が本石の位置説明に川上～與喜天

成され、その谷の両側に多数の露岩が見られるため、この

それではア地点の夫婦石を、陽神・陰神と同一物とする

満神社の裏参道という、アからあまりにも離れた場所を使

中のどれが陽神でどれが陰神と指摘することは現時点では

辺りは尾根上でもないため山腰と呼んでよい立地であり、

用している点である。アが陽神・陰神であるなら、與喜天

避けるべきだろう。あえて踏み込むなら、杉髙講がキの下

『豊山玉石集』で石工が割ろうとした話が付帯してもおか

満神社の表参道を起点に説明して然るべきだろう。また、

解釈はどうだろうか。ここも山腰と呼べる立地であり、上

夫婦石は高さ二メートルに満たない岩石であるため、伝承

三輪状の重岩に玉垣を囲いまつったという背景に、地元の

方の鏡餅状岩石を陰神に当て、下方の立方体状岩石を陽神

上からも石工が用材として割ろうとする規模とも言えな

しくない巨岩の規模でもある。

（

ることもできるが根拠はない。

そこで、陽神・陰神の詳細な位置を示す『豊山玉石集』
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に当てることが形状的にもできる。しかし本説の致命的な
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一部だけに伝わっていた陽神・陰神の記憶があったのかも
る。

下は方角ではなく高さの上下関係を指すものと理解でき

ののぞき（四の磐座）
」の上に位置することから光神に比

以上の二点を積極的に評価すれば、
「三の磐座」は「北

しれない、という憶測を書くのが限界だろう。
（七）光神・雨神

定でき、
下に位置する「北ののぞき」を雨神に比定できる。

る聖なる谷である。北の谷は巨岩累々の一帯であり、すべ

ここは「北ののぞき」
「仙宮の滝」という旧跡をも内包す

谷寺境内図』の「此所神石あり」という記述と響き合う。

の神で、雨神は、水をたたえる「仙宮の滝」との関連性

親和性を持つ。その点から、光神は陽光差し込む尾根立地

るかは未知数だが、光神は陽光との親和性、雨神は水との

光神・雨神という神名にどれほどの意味が込められてい

繰り返すが一つの可能性である。

てを含めて仙宮と見ることもできる。この岩群の中から光

も言及できる。
「仙宮の滝」をツ～ト地点と推定した場合、

『密奏記』で光神・雨神は「北ノ谷ノ石ニ坐」とあり、『長

神・雨神を特定することは困難であるが、できるかぎりの

もう一つの鍵は、光神が北の谷の「上」にあり、雨神は

げる基礎的研究であるため、内容については事始めの段階

本稿は、歴史的検討が加えられてこなかった与喜山に捧

おわりに

ついて、もう一つの可能性も指摘しておいた。

ているため、雨神の神格にもふさわしい。雨神の候補地に

テとツに一大巨岩が存在し、特にテの巨岩は湧水点を兼ね

一つの検討材料となるのは、杉髙講が北の谷で「三の磐

推測を施すほかない。
座」と「四の磐座」を整備していることである。陽神・陰
神で適用した論理――というほどの論理性もない憶測にす
ぎないが――を当てはめれば、それぞれが光神・雨神のい

同谷の「下」にあるという『密奏記』の記述だ。陽神・陰

を脱していない。

ずれかに相当する可能性は示しておく。

神は南北で位置関係を記していたことを考慮すると、上・

い」山だとイメージされていることだ。与喜山で幽霊が出

畏怖に近いものかもしれない。が、それは長谷寺が入山禁

与喜山に鎮まる堝倉神の鎮座地の変遷や鶯墳の問題も考

止にしてからの影響が強いようである。それ以前は、何回

これは与喜山が神聖な山とみなされることの裏返しで、

譲った瀧蔵神、与喜山の新地主となった与喜天神という大

も登ったことがあるという方や、夫婦で登ったという話、

る話や、迷いの山といった不安げな様子が感じ取られた。

きな存在もいる。
『密奏記』裏付には初瀬に総数二十一柱

察がいまだ及んでいない。早期に手力男社に転化した長谷

もの神々が名を連ねている。これらを考慮して初めて与喜

遠足で与喜山に登ったことがあるという話も聞いた。

山口神も看過できない。与喜天神に初瀬の地主神の座を

山の力なるものが見えてくる。愚見もあるが紙幅も費やし

れば道が消え記憶の消失は著しく、五十年前には祭祀の対

混同され、復元できなくなる。とりわけ、山は歩かれなけ

新しい歴史の前に、記録されない記憶は急速に消え失せ、

景が変わるのを目の当たりにしてきた。日々生み出される

この十年の間で與喜天満神社も境内の再整備が進み、光

と見たい。時代が変われば、与喜山は「聖衆修行地」
（
『縁

の山と呼ばれるゆえんも、時代の流れによる人の心の反映

ろう。つきつめれば、与喜山に幽霊が出るという話や迷い

れは入山者の増加や山中に手を加えた行動に対する反動だ

気だっただろうし、長谷寺が入山禁止と言ったのなら、そ

講が勝手に山中に祭祀設備を置いたのもそうした時代の空

かつて、与喜山は地元の人足が入った場所だった。杉髙

象だった場所でさえ、今は地元の方の記憶から断絶してい

起文』
）
「断惑修善ニ與喜イル地」
（
『験記』
）だったのである。

たので、これらについては後の検討課題としたい。

る状況だ。そのような状況下で、現在の与喜山の記録保存

【註】

を本誌上で行う機会をいただけたことに感謝したい。物理
的に文化財が破壊される時だけになされるのが記録保存で

（１） 逵日出典『古代山岳寺院の研究 一 長谷寺史の研究』
（巌南堂

、
教民俗学大系１ 仏教民俗学の諸問題』名著出版、一九九三年）

書店、一九七九年）
、阿部泰郎「長谷寺の縁起と霊験記」
（
『仏

はなく、世代の隔絶が進む現代こそ、破壊が表面化してい
ない間の記録保存が求められるだろう。
今回、
地元の方の聞き取りから感じたのは、
与喜山が「暗

諸説ある。長谷寺本尊の十一面観音を造り、長谷寺十一面観音

『縁起文』では斉明天皇二年（六五六年）生まれとされ、没年は
（５）

堂を建てたとされる人物（打田澪子「徳道」
『国文論叢』第三十

「特集 長谷寺研究」
（
『国文論叢』第三十六号、二〇〇六年）
、片
岡直樹『 長谷寺銅板法華説相図の研究 』
（ 中央公論美術出版、

世利益。曳霊木於彼峯可造佛像」
「佛木引上東峯結菴備香花」
（塙

（６）該当箇所を引用する。
「聖人夢東峯三燈傍有恠人曰。三燈表三

六号、二〇〇六年）

二〇一二年）ほか
（２）与喜山は長谷寺の寺領として伐採が禁止されてきたため、貴重
な天然林の姿を残している。国指定天然記念物「与喜山暖帯林」

保己一編著、太田藤四郎編補『続 群書類従 第二十四輯 釈家部』

として、動植物学の観点から『奈良県史跡名勝天然記念物調査
抄報』第６輯（奈良県教育委員会、一九五五年）が発行されて

続群書類従完成会、一九六〇年訂正三版）

『長谷寺縁起文』天照大神・春日明神誓約
い。前掲 藤巻和宏「

（７）
『縁起文』
『密奏記』の研究については藤巻和宏の諸論文が詳し

いるが、歴史学的アプローチによる研究は見当たらない。

て―第六天魔王の登場と『長谷寺密奏記』との照応―」
（
『国文

譚をめぐって―第六天魔王の登場と『長谷寺密奏記』との照応

（３）藤巻和宏「
『長谷寺縁起文』天照大神・春日明神誓約譚をめぐっ

学研究』第百二十七集、一九九九年）

―」
（一九九九年）ほか

館の展示図録であり、ここに金沢文庫本の『裏付』部分が写真

與喜天満神社の秘宝と神像―』
（二〇一一年）は奈良国立博物

（８）奈良国立博物館編・発行『特別陳列 初瀬にますは与喜の神垣―

（一九九九年）において、
『縁起文』に十三世紀にならないと登

収録されている。

をめぐって―第六天魔王の登場と『長谷寺密奏記』との照応―」

（４）藤巻和宏は前掲「
『長谷寺縁起文』天照大神・春日明神誓約譚

場しない思想的要素が見られることなどを根拠に十三世紀後半

『長谷寺密奏記』の諸本と注記」
（
『古典遺産』第五十
（ ）藤巻和宏「

文論叢』第三十二号、二〇〇二年）

（９）打田澪子「内閣文庫本『長谷寺蜜奏記』―翻刻と解説―」
（
『国

の制作を推定している。一方、上島亨「中世長谷寺史の再構築」
（
『国文論叢』第三十六号、二〇〇六年）は藤巻説のテキスト誤
読や十三世紀要素と呼ばれるものがそうとは限らない点を批判
し、『縁起文』を鳥羽院御時の嘉承二年（一一〇七年）～保安
元年（一一二〇年）の間と推定している。

四号、二〇〇四年）

10

（ ）前掲 打田澪子「内閣文庫本『長谷寺蜜奏記』―翻刻と解説―」
（二〇〇二年）
（ ）土井正『與喜天満神社』
（私家版、一九九七年）

）
「今の長谷寺のみね」は小泊瀬山・大泊瀬山を含めた泊瀬山全

教説話集』
（平凡社、一九九〇年）

（ ）源為憲著・出雲路修校注『東洋文庫五一三 三宝絵 平安時代仏

（

（

体を指した可能性もあるが、それは都合のよい解釈だろう。
）
『密奏記』では、徳道は伊勢神宮の力を借りて十一面観音を顕

したように、
『縁起文』では与喜山の力を借りた。十一面観音
造仏に必要な力は文献によって異なっている。
（ ）註５で述べたように、
『縁起文』
『密奏記』の成立年代は研究者
間で諸説並び立っており、
『験記』もその影響を受けて年代が
前後している状況であるが、おおむね十三世紀初期説と十三世
紀後半説に分かれる。
（ ）塙保己一編著、太田藤四郎編補『続 群書類従 第二十七輯下釈

（

家部』
（続群書類従完成会、一九五七年訂正三版）を参照した。
）
「東ノ山ニ大ナル松ノ有ケル所ヲ指テ。彼ノ松ノ本ハ因曼荼羅

ノ峰トシテ断惑修善ニ與喜イル地ナリ。
」
（前掲『続 群書類従
第二十七輯 下 釈家部』一九五七年訂正三版）とあり、因曼荼
羅峰は与喜山の別称としても知られる。

（

）横田隆志「天理大学附属天理図書館『泊瀬神秘之事』
」
（
『 大阪

（ ）長谷寺文化財調査室の甲田弘明による同絵図の模写と解説（土

大谷国文』第四十一号、二〇一一年）

19

（ ）前掲 奈良国立博物館『特別陳列 初瀬にますは与喜の神垣―与

推測とのことである。

の「燈」は、虫損のため明確には読み取れないが、残画からの

の回答による（二〇一一年）
。同博物館によれば、
「三燈のだけ」

居正『白髭神社』一九九九年改訂版）
、および奈良国立博物館

20

（

（ ）天照大神が現在の伊勢神宮に鎮座する以前、近畿地方を中心に

十五日アクセス

二〇一六年五月
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/944211/1

（ ）
「豊山玉石集」
（国立国会図書館 近代デジタルライブラリー）

改変。

喜天満神社の秘宝と神像―』
（二〇一一年）所収図を筆者が加筆

21

22

）
『倭姫命世記』に記された元伊勢伝承地の巡幸歴は次の通りで

碑が残る。

近くに「元伊勢 磯城伊豆加志（嚴橿）本宮伝承地域」を示す石

複数の宮を転々としたという伝承。与喜山麓の長谷山口坐神社

23

倭国 笠縫邑

ある（関係する部分のみ）
。

24

11

13 12

14
15
16

17

18

但波 吉佐宮
倭国 伊豆加志本宮
木乃国 奈久佐濱宮
吉備国 名方濱宮
倭国 彌和乃御室嶺上官
大和国 字多秋志野宮
現在、初瀬は三番目の伊豆加志本宮の伝承地とされているが、
『豊山玉石集』は六番目から七番目の遷座途中に初瀬を通過し
たことを示す伝承内容となっている。これはすなわち、
『 豊山
玉石集』成立時点では、初瀬の元伊勢伝承が現在の形になる途
上状態であったことを示す。
（ ）松本俊吉「堝倉神社」
（式内社研究会編『式内社調査報告 第三
巻 京畿内３』皇學館大學出版部、一九八二年）では、堝倉神社
の旧社地を次のように記す。
「 舊社地は現在の與喜天満神社表
参道中ほど、社殿に向かつて左側にあつた廃與喜寺下から傳玉
葛庵跡に通じた小径の中ほど南側にあつたといふ」
（ ）踏み跡はところどころ不明瞭であるが、二〇一六年現在、エの
登山口からシの山頂にかけて、どなたかによって赤いテープが
要所ごとの樹木に貼られており、これを辿ればほぼ間違いなく
山頂までは登ることができる。

（

）
「三の磐座」の狛犬の場所を長年見つけられなかったが、高橋

） に よ る と、 奥 様
（ http://www004.upp.so-net.ne.jp/itsukashi/

は二〇一四年に亡くなられたとのことである（二〇一六年五月

二十一日アクセス）
。出雲人形の製造は風前の灯である。

」
）前掲 岡田杲師「豊山長谷寺の地主神（鎮守）に就て（其三）

（一九六〇年）によると厳樫侃一さん宅には厳樫家古文書があ

り、前述のとおり現在は紛失しているが写真が残ると思われる

が、手間をかけることになるのでそれには触れなかった。

（ ）花水館館主の重走さん（息子）からもお話をうかがいたいと思

（

（ ）奥様が店主だった「お抹茶いつかし公式ホームページ」

を表したい。

確認でき、本稿に間に合わせることができた。記して深く謝意

克幸氏からの情報提供により、二〇一七年三月三〇日に現地を

27
28

29

（ ）古文献や口碑として伝わるものなのか、金子宮司の一種の造語

の数年でも大きく変化している。

館は取り壊され、会えないままとなった。初瀬の話者環境はこ

ったが、二〇一三年時点は不在でお会いできず、その後、花水

30

（ ）金子宮司自身は「二の磐座」とは呼んでいないが、当地を指す

なのかは、お話の中では判断できなかった。

31

名前が宮司の中でも決まっておられないので、筆者が便宜上、

32

25

26

藤本浩一使用の名称に置きかえた。
（ ）藤巻和宏「長谷寺と瀧蔵権現」
（
『神道宗教』第二一五号、二〇

（ ）
『菅笠日記』については、奈良女子大学学術情報センター

の旧跡も顕彰・整備したのも肯ける。

の証左とされる旧跡であり、元伊勢整備を核とする杉髙講がこ

手を広げていたことがわかる。豊秋津姫神社址も磯城厳樫本宮

その活動範囲も、与喜山側だけではなく対岸の長谷寺側にまで

伊勢完成由来」完成から七年後も山本氏の足跡が辿れるほか、

五月吉祥日 主管者 山本コノヱ」と刻銘があるという。
「元

麓の豊秋津姫神社址に石鳥居があり、その柱に「昭和四十四年

〇九年）によれば、与喜山と初瀬川を挟んだ西岸、両部山西南

33

（ ）前掲「お抹茶いつかし公式ホームページ」

アクセス）
。

ライン公開および翻刻を行っている（二〇一六年五月二十三日

）が原文のオン
（ http://www.lib.nara-wu.ac.jp/nwugdb/k017/

34

（ ）二〇一〇年以降、與喜天満神社が社務所前に男女岩、三玉石西

）
（ http://www004.upp.so-net.ne.jp/itsukashi/

35

（二〇一四年）
（ ）前掲 横田隆志「長谷寺周辺の石と神々」

らに増えた。後世、さらに混乱をきたす恐れがある。

側に男女（夫婦）岩をまつっており、同名・類似名の岩石がさ
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