
はじめに～熊野古道の魅力～
今夏まで丸三年間、和歌山県で勤務する機会を幸い

にも与えていただき、その間、公私ともに様々な得難い
経験をさせていただいたが、この中でも特に、和歌山
が誇る世界遺産、熊野古道を取り上げたいと思います。
一言で「熊野古道」といっても、一本の道というわ

けではなく、紀伊半島西岸の田辺から紀伊半島を横断
して熊野三山に至る「中

な か へ ち

辺路」や、紀伊半島西岸を海
岸線沿いに通行する「大

お お へ ち

辺路」、高野山と熊野本宮大
社の2つの霊場を結ぶ「小

こ へ ち

辺路」などがあり、熊野古
道はこれらの参詣道の総称となっています。
熊野古道はその全体が2004年に世界遺産に登録さ

れたところですが、その登録名が「紀伊山地の霊場と
参詣道」となっていることからも分かるとおり、参詣
道である熊野古道に加えて、「吉野・大峯（金峯山寺、
大峰山寺など）」「熊野三山（熊野本宮大社、熊野速玉
大社、熊野那智大社など）」「高野山（金剛峯寺など）」
の3つの霊場がまとめて世界遺産として登録されてお
り、和歌山県・奈良県・三重県の3県をまたぐ広い範
囲にわたっているところが、日本に所在する他の世界
遺産と比べても特徴的な点となっています。
さらに特徴的なのは、特定の建造物や地域ではなく、
霊場と参詣道を取り巻く「文化的景観」がキーワード
になっている点です。紀伊山地に形成された3つの霊
場とそこに至る参詣道が、「古来以来、自然崇拝に根
ざした神道、外来の仏教、その両者が結びついた修験
道など、多様な信仰形態が育んだ神仏の霊場であり、
参詣道とともに広範囲にわたって極めて良好に遺存し
ている比類のない事例」であり、「それらが今なお連
綿と民衆の中に息づいている点においても極めて貴重」
という点が世界遺産登録の際に評価されています。
神秘的な大自然の中で神道と仏教の信仰に触れ、ス

ピリチュアルな体験ができることなどから、近年、外

国人、特に欧米の観光客に人気が出てきており、世界
的に有名な旅行ガイドブックである「ロンリープラ
ネット」の2018年版において、「紀伊半島」が世界
で訪れるべき地域の第5位に選出されています。
私も時間を見つけては、前述の中辺路や小辺路のほ

か、熊野三山のうち熊野那智大社と熊野本宮大社を結
ぶ大

おおくもとりごえ

雲取越・小
こくもとりごえ

雲取越など、多くの熊野古道を歩きま
したが、道で行き違う人の多くが外国の旅行客であ
り、外国人からの人気の高さが伺えました。
このように近年、世界的な評価が高まる中、2019
年には世界遺産登録15周年を記念して、世界遺産の
「価値の継承」と「さらなる魅力の発信」のため、多
くの各界の著名人が名を連ねる「高野・熊野を愛する
100人の会」が発足するなど、更なる盛り上がりを見
せているところです。

図：熊野古道全体図

色々と歩いた熊野古道の中でも、ここでは特に印象
的であった「大

おおみねおくがけみち

峯奥駈道」を紹介したいと思います。

和歌山、修験の道を行く
～熊野古道「大峯奥駈道」～

前・和歌山県財政課長　長畑  匡紀 和歌山県PRキャラクター
「きいちゃん」
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大峯奥駈道は、世界遺産に登録されている3つの霊場
のうち、「吉野・大峯」と「熊野三山」を結ぶルート
で、他の熊野古道は熊野三山へ参拝するための「参詣
道」という色が強いのですが、この大峯奥駈道は山伏
たちの「修験の道」。「修験の道」にふさわしく、紀伊
半島の背骨である紀伊山地の標高1200～1900mの
山々を縦走し、距離にして約90キロ、累積標高は
7000m超の日本屈指のロングトレイルとなっていま
す。伝説によれば修験道の開祖とされる役

えんのおづの

小角が8世
紀に開いたとされ、道中には75の靡

なびき

と呼ばれる修行
場があり、この道を踏破する「奥駈」は修験道の中で
も重要な修行とされているそうです。以下、令和の初
めにこの修験の道「大峯奥駈道」を縦走した実際の道
程に沿って、その魅力をお伝えしたいと思います。

1～2日目：霊場「吉野・大峯」
和歌山県南部の熊野本宮大社へと繋がる大峯奥駈道

の始点は奈良県の吉野。吉野山に位置する金
きんぷ せ ん じ

峯山寺は
山岳信仰の霊地であり、修験道の中心的寺院です。吉
野山から山上ヶ岳までの一帯は金峯山と称され、早く
から皇族や貴族の信仰の対象となっていたそうです。

吉野から山上ヶ岳までは日をまたいで概ね8時間ほど
の時間を要しましたが、その間の道中には茶屋跡が多
く残っており、過去の隆盛が伺えます。山上ヶ岳の頂
上に位置する大峯山寺は修験道の最も重要な聖地と
なっており、その威厳のある堂々とした本堂を前にす
ると身が引き締まります。また、山上ヶ岳の周辺は、
現在もなお宗教上の理由で女人禁制となっており、実
際にその周囲には「女人結界門」なる門が設けられて
いる日本でも珍しいエリアとなっています。

写真　山上ヶ岳山頂、霧中の大峰山寺

和歌山は徳川御三家・紀州徳川家のお膝元であり、
徳川家康公を祀る「関西の日光」紀州東照宮がありま
す。和歌山の春の風物詩は、毎年5月に行われる紀州
東照宮の例祭・和

わかまつり

歌祭。和歌祭のハイライトは、紀州
東照宮の名所である108段の急勾配の石段、通称「侍
坂」を、神輿を担いで降りていく大迫力の「神輿おろ
し」です。白装束を身にまとった担ぎ手が「チョー
サ、チョーサ」と大声を張り上げながら、1トンを超
える神輿を上下左右に大きく揺り動かしながら石段を
降りていく勇壮な姿は圧巻です。私も地元の方々のご
好意で担ぎ手に混ぜてもらいましたが、あまりの重み
に命の危険を感じるほどでした。
紀州東照宮が完成した翌年（元和8年（1622年））

から続くこの和歌祭は、令和4年（2022年）で400
周年を迎えるため、それを祈念して、400年の式年
大祭が計画されているところです。令和2年の和歌祭
は残念ながら中止となってしまいましたが、式年大祭
が盛大に執り行われることを祈っています。

写真　和歌祭名物「神輿おろし」

コラム1　和歌山の春～紀州の大祭、和歌祭～
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山上ヶ岳を過ぎると、そこから6～7時間程度の距
離にある行

ぎょうじゃがえりだけ

者還岳を目指すことになりますが、その名
が示すとおり、行者還岳の南側は行者が引き引き還す
ほどの絶壁の鎖場が続く難所になっています。雨中泥
にまみれながら避難小屋まで辿り着き、そこで疲れた
体を一晩休めることにしましたが、同じ小屋内の人々
も雨中の山行で体力奪われ皆疲れ切っている様子であ
り、修験の道の険しさが感じられました。その中に外
国人の姿があり、話を聞いてみると、カナダ人の兄妹
で、日本で働く兄のもとへ妹がはるばる尋ねて来たと
のことで、外国人の目にもこの大峯奥駈道は魅力的に
映っているようでした。

3日目：弥山・八経ヶ岳～釈迦ヶ岳
次なる目標地点は弥山と八経ヶ岳であり、弥山は奈

良県天川村の南東部に位置する近畿地方では人気の登
山スポットで、頂上には宿泊可能な山小屋やトイレが
整備されていて、多くの登山客でにぎわっています。
弥山から30分ほどの八経ヶ岳は標高1915mの近畿最
高峰であり、西日本では数少ない日本百名山のひとつ
です。その山頂には大峯奥駈道の第51番目の靡があ
り、私が訪れた時は、多くの観光客が景色を楽しむ
中、山伏装束で身を固め、法螺貝を携えた一人の行者
が祈りを捧げており、現在もなお古式に則って行われ

る修験道の修行を垣間見ることができました。

写真　八経ヶ岳山頂の山伏

八経ヶ岳を過ぎると、次は日本二百名山のひとつ、
釈迦ヶ岳を目指すことになります。八経ヶ岳から釈
迦ヶ岳に至るまでの道は、大峯奥駈道の中でも屈指の
難所とされており、絶壁を上り下りする鎖場が続きま
す。この難所を乗り越えて辿り着く釈迦ヶ岳の山頂に
は、文字どおり釈迦如来像が鎮座しています。像の大
きさは2メートルを優に超えており、吉野に住む力持

夏といえば海。和歌山の海といえば、県南部の紀南
地方にある海水浴場「白

しららはま

良浜」が有名ですが、県北部
のメインビーチは磯ノ浦。地元の人々からは「イソ
コ」の愛称で親しまれているこのビーチは、海水浴場
としてだけでなく関西地方ではサーフスポットとして
有名であり、週末になると「なんば」や「和泉」など
の県外ナンバーで駐車場は溢れ、活気づきます。何百
人ものサーファーや海水浴客がひっきりなしに訪れる
この海も、一年に一回だけ無人になる時があります。
和歌山県サーフィン連盟が主体となり、毎年9月の第
1週目の日曜日にビーチクリーンイベントを開催して
おり、その時間帯は、どんなに天気が良くても、どん
なに良い波があっても、誰一人海に入ることなく、
「いつもお世話になっている大切な海に感謝の気持ち
を込めて」ビーチの清掃に励みます。私もこのイベン
トに参加しましたが、このような地元の方々の地道な

取組が礎となって、自然を大切にする心が育まれ、海
水浴やサーフィンを気持ち良く楽しむことができるの
だと実感しました。

写真　磯ノ浦でのビーチクリーンフェスタ2019の様子。
誰一人海に入らず皆でビーチの清掃に励む

コラム2　和歌山の夏～磯ノ浦～
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ちが大正時代に独力で山頂まで運んだとの逸話が残っ
ています。この釈迦ヶ岳は二百名山に選ばれているだ
けのことはあり、山頂からの眺望は素晴らしく、360
度の紀伊山地の大パノラマが楽しめ、天気が良ければ
遠く三重県の熊野灘も望むことができます。

4日目：南奥駈、行仙岳
釈迦ヶ岳を過ぎてからようやく後半戦の始まりで、

釈迦ヶ岳以南は、大峯奥駈道の中でも特に「南奥駈」
と呼ばれるエリアになります。この南奥駈からは段々
と水場が少なくなるため、その間は給水や食事に必要
な水を荷物として運ぶ必要があり、疲れた足にずしり
とこたえます。道中の持経ノ宿という休憩所の近くに
数少ない水場があり、その水場は400mほど谷を下っ
たところにあるのですが、疲れた体で急な谷を往復1
キロ近く上り下りするのは厳しかろうと、地元の人々
がボランティアで水をタンクに汲んで宿まで持ってき
てくれていました。地元の方々の善意から、熊野古道
への深い愛着が感じられます。
釈迦ヶ岳から丸一日歩いたところにある行仙岳の付

近で雹や雷雨に見舞われたため、日の入り直前に近く
の山小屋に駆け込み、そこで一泊することになったの
ですが、聞けば、この立派な山小屋は「新宮山彦ぐ
るーぷ」という和歌山県南部の新宮市で結成された自
然保護団体が、浄財を募って建設したのだそうです。
小屋の中の壁には元財務大臣の故・塩川正十郎先生の
写真が飾ってあるのですが、この団体が小屋の建設費

用の寄附を募った際に、塩川先生が多大なる応援・貢
献をされたという縁で、写真が飾られているとのこと
でした。この「新宮山彦ぐるーぷ」は、明治維新後の
神仏分離令・修験道廃止令により廃れて荒廃していた
南奥駈の道を再興し、その環境保全・整備に取り組ん
でいる団体ですが、その南奥駈再興の一環でこの行仙
岳にある山小屋を建設されたそうです。このような地
元の団体の方々のたゆまぬ献身があってこそ、世界遺
産の道が良好な状態で維持され、快適に歩くことがで
きる環境が残されていることに敬意を表したいと思い
ます。

写真　行仙岳山小屋

5～6日目：大斎原、熊野本宮大社
行仙岳を過ぎるといよいよ終盤に差し掛かります。
笠捨山から地蔵岳に至る鎖場や絶壁沿いの道が続く最

和歌山の冬の祭りと言えば、毎年2月6日に県南部、
紀南地方の新宮市で行われる「お燈

とう

祭り」です。熊野
速玉大社の摂社である神

かみくら

倉神社で行われるこの祭り
は、勇壮な火祭りとして知られ、その起源は1400年
以上前の飛鳥時代にまで遡るといわれています。神倉
神社には這って登るくらいの急峻な538段の石段が
あり、祭りでは、白装束に身を包んだ約2000人の男
たちが、火のついた松明を持ってその急勾配の石段を
暗闇の中、一番を目指して猛スピードで駆け降りま
す。もともとは旧正月に行われており、新年に新たな
火を迎え入れる祭りだったそうで、南紀に春を呼び込
む風物詩となっています。

写真　お燈祭りでの神倉神社山頂の様子

コラム3　和歌山の冬～「火祭り」お燈祭り～
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後の難所を過ぎ、玉置山を越えれば熊野本宮大社はあ
と一息のところです。玉置山から5時間ほど歩いたと
ころで、山の木々の隙間から、熊野本宮大社のある熊
野川流域が見えた時の感動はひとしおでした。熊野古
道の中辺路には「伏

ふしおがみおうじ

拝王子」という史跡があり、はる
ばる中辺路を歩いて熊野本宮大社がようやく見える場
所だったことからそこで参拝者が伏して拝んだそう
で、それが名前の由来になったとされていますが、ま
さにそれと同じように、伏して拝みたい気持ちになっ
た瞬間でした。

写真　山の合間から見える旧社地・大斎原

現在の熊野本宮大社は熊野川近くの小高い山の上に
ありますが、これは明治22年の大水害にあったのち
に移転されたものであり、それまでは、熊野川・音無
川・岩田川の3つの川の合流点にある「大

おおゆのはら

斎原」と呼
ばれる中州に位置していました。上四社・中四社・下
四社の合計十二社の社殿があり、現在の8倍もの規模
を誇っていたそうですが、現在はそのうち、水害で
残った上四社を移築したものとなっています。当時の
参拝者は川を歩いて渡り、冷たい水で身を清めた後に
中洲にある熊野本宮の神域に入っていたそうです。私
もその昔の習わしに則って、川を歩いて渡り、身と心
を清め、熊野本宮大社への参詣を果たすことができま
した。

写真　熊野川を歩いて渡る

おわりに
大峯奥駈道の山行は、6日間で合計50時間超の行

程であり、体力的にも精神的にも厳しいものでした
が、道中では世界遺産・熊野古道の豊かな自然と歴
史、地域の人々に脈々と受け継がれている文化やその
精神を一遍に体感でき、非常に有意義な時間となりま
した。大峯奥駈道に限らず熊野古道は、必ずしも一気
に歩かなくとも、途中入山・下山できるルートも多
く、その一部を切り取って楽しむこともできます。
熊野詣が盛んだった中世の時代では、後白河上皇が

34回、後鳥羽上皇が28回も熊野へ参詣していたとの
ことで、鎌倉後期からは武士や民衆の参詣も盛んにな
り、旅人の切れ目がなかったことから「蟻の熊野詣」
と例えられていたそうです。身分や階級を問わず、多
くの人々の憧れの対象となっていた熊野に、ぜひ一度
足を運んでみてはいかがでしょうか。
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和歌山県観光PRシンボルキャラクター
「わかぱん」
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