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 熊野は、標高の低い山が幾重にも入り組み、それが海岸近くまで続いている。この山の総数は、3

千とも 3 千 5 百ともいわれる。小さな山の底を一つ抜けると、次の山並みが半開きの扇のように出現

する。それが何度も繰り返される。地図がなければ、自然の迷路である。迷路を抜けることは、それ

じたいでプロセスである。一つの迷路を抜け、次の迷路に入りまた抜ける。この感触は独特のもので

ある。巨大な山に登り頂上に到達し、まるで目標に到達したかのように達成される登山がある。苦難

を乗り越え、一つ一つの手順を目標への到達に組み込み、そこに到達すれば大半の課題が達成される。

また尾根の縦走のような眺望的な視界の移りゆきを満喫する移動もある。鳥瞰的な見晴らしが次々と

移り変わることを楽しむのである。これらに比べれば、迷路を繰り返し抜けていく移動は、 終的に

どこかに到達することを目標としてはいない。またパノラマ的な眺望を獲得しているのではない。迷

路はやがて終わることもあれば、場合によっては終わらないこともある。また迷路の途上に、さまざ

まなものに遭遇することもある。それが滝であったり、巨大な岩であったりする。熊野の基本は、ファ

ンタジーである。 

 

 

１、何が起きるのか 

 迷路のさなかの風景には、いくつもの特異的な特徴がある。迷路を抜ければ繰り返し視界が開ける

が、開け行く視界は、どこか映像のようで、まるで日常の現実性とは異なったものである。映画の一

コマのように現実性が成立している。だがこれが現実なのである。こうした現実性に自分自身の経験

を釣り合わせるためには、いくつもの文化的な装置が必要となる。それが文化の蓄積となる。 

迷路のさなかで出現する風景は予測が効かない。富士山の頂上のように到達点に到れば、どのよう

な眺望なのかは予期のなかにある。そしてその予期にふさわしい風景に感動するのである。感動の予

兆が満たされる。それが確かな現実感となる。湯の峰から熊野本宮に到る古道で、下りの山道を降り

ていくと、木々の隙間から眼下に水の流れが感じられる。それがどのようなものであるかはわからな

い。大きな池のようなものか、ダム状のものか、それとも流れの緩やかな幅広の川面なのか、その時

点ではわからない。しかもそのわからなさは、平地に出るまで続く。そしてそれが川幅 100 メートル

近くもある熊野川の蛇行点であることが突如わかる。 

キーワード：熊野大社、熊野古道、南方熊楠、場所の喚起力 
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 古道は気が付いたときにはすでに始まっている。バスで古道の近くまで行き、歩行を開始する。民

家の生活圏の範囲を進んでいく。南方熊楠の下宿した民家跡も看板付で残っている。そして気が付い

たときにはすでに古道に入っている。明確な区切りがないことは、実はどこで始まったのかもはっき

りしない。本当はバスに乗っている間にもすでに始まっていたのかもしれない。観光用に作られた石

段は、人工的に保存されたもので、この保存はごく 近になされたことである。一般に迷路の中の通

路は、始まりも終わりもない。迷路に彷徨こむとき、開始はつねに追憶のなかにしかない。それは厳

しい上り坂であったり、道路脇の巨大な杉の木であったりする。それらは実は迷路のランドマークで

しかない。というのもすでにそれ以前に迷路は開始していたのである。変化率や突発的な事象は、つ

ねに記憶のなかで区切りを形作る。 

 このあたりは修験道のような厳しい修行を行う者たちがいたことが知られている。だが自然条件か

ら見て、ここでは厳しい修行を行うようなことはできない。靴と服装にもよるが、それほどの厳しさ

がないために参詣者が数珠のように並ぶ「蟻の熊野詣」が成立している。どちらかと言えばハイキン

グコースなのである。いったいこの山並みに人は何を求めて、入り込んだのかとも思う。いくつもの

尾根を移り行き、別の尾根に入り込み、ときとして目標地点から隔たり、また気が付けば目標地点の

すぐ手前まで来ていた、というようなことが起こる地形である。本宮に到るためにもいくつもの筋道

がある。 

 迷うこと、通過することは、経験の基本である。知であれば、迷うことを試行錯誤だと呼び、通過

することを経験だと呼んでいる。迷うことも通過することも、何かを獲得することではない。 終的

な位置から見てそこへと向かうことが、知の習い性となってしまっており、それ以外のあり方を満喫

することができない。多くの場合、ともかくわかりたいのである。わかったときにはすでに終わって

いるはずなのだが、それを感じ取る余裕さえない。どこまでも通過点であるような知は、「無限性」

に対しても生じる。ある場所まで行ってもなお先があるという事態である。これは無際限性であって、

ここに生じる迷いは、一時的な気迷いである。熊野で生じる迷いは、まとまりもなく取り留めもない。

だが気迷いではなく何かは確実にある。 

 熊野古道と呼ばれるもののもともとの道筋は、実はよく分かっていない。山の中の道は、二、三年

人が通らなければ山に戻ってしまい道が失われる。幹線道路が整備されて以降、多くの古道は失われ

たはずである。千年にわたって利用されてきた熊野古道の実際の道筋はいまでもよく分からない。痕

跡の残る一部の道筋を現在のハイキングコースとして活用しているというのが、事実に近いのだろう

と思える。 

湯の峰から本宮にいたる古道の登り道で、70 歳半ばと思える老夫婦を追い抜いた。長男と思える

若い男と三人連れで歩いている。足の達者な老婆が、一人前を歩いている、長男は老人の足元を気遣

い、「そこは危ない」「そこは端を歩いて」と細かな配慮を向けている。老人はあらん限りの集中力で、

もう少しで終わる登り坂を乗り切ろうとしている。20 メートルほど先を歩いている老婆は、ときど

き振り向いて、老人のよたよたした歩みを見て微笑んでいる。老人が老婆に向かって「馬鹿にしただ
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ろう」とにこやかに言う。老婆は、「馬鹿にはしていませんよ。ただおかしいだけ」と微笑み返す。お

そらくこうした場面が、古道の風景なのである。気負い立って登るのでもなく、また苦行を自分に課

すのでもない。ほどほどの苦しさの負荷のもとで、はじめて感じられる快があり、はじめて見えてく

る局面がある。それが古道である。 

これらの道が、伝統的に「辺路」と呼ばれるのも、どこか似つかわしい。これらの多くは、2000 年

に「熊野参詣道」として史跡として国家登録され、2004 年に「紀伊山地の霊場と参詣道」としてユネ

スコに世界遺産登録された。道とは境界のことであり、切り別れる分岐線である。それによって視界

が決まる視界線である。道には石畳のある個所もあるが、それによって立派な道路になっているとい

うわけでもない。道の多くは、実は水の通り道でもある。おのずと水の流れる窪地を、道として活用

している。紀伊半島のように降雨量の多いところでは、自然条件から石畳が必要にもなる。 

 この地帯の地層は、火成岩と火山灰からなる。山並みのいたるとことに小さな絶壁があり、巨岩が

ある。一面小さな植林による杉の木がある。そのなかに巨大な杉がいくつもあり、列をなしている。

那智大社の石段は、こうした火成岩から切り出されたものである。また巨大な滝が成立するためには、

滝の落ち口あたりには硬い岩盤がなければならない。そうでなければ滝が崩れてしまう。 

岩には独特の感度がある。新宮の本家とでも呼ぶべき神倉神社は、山頂の巨大な岩をベースにして

成立している。見てくれがヒキガエルに似ているので、「ゴトビキ岩」と呼ばれており、かなり遠く

から見ることができる。この山を中心に「神倉神社」ができそこから社屋を移すように速玉神社が作

られたために、そこを「新宮」と称している。新宮は本宮との対名称ではない。 

ゴトビキ岩 

 

山頂の岩は、数万年単位の時の流れにもびくともしていない。造山運動の奇跡的な偶然によって、

出現した山頂の岩である。人間の造ったものは、スカイツリーのように例え身の丈をはるかに超え出

て、圧倒的な高さを誇るものであっても、どもまでも人事の延長上にある。スカイツリーは迫力はあ

るが、奇跡はない。精密な計算はあるが、偶然の意匠はない。手続きの気の遠くなるほどの繰り返し

はあるが、由来の不連続な不明さはない。岩は大地から植物のように生え出ている。ただし成長や崩
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壊のサイクルのオーダが植物とはまったく異なっている。岩の変化のオーダは、数万年から数十万年

だろうか。そして人間にはこのオーダの時間の流れをそれとして感じ取ることは、ほとんど困難であ

る。岩を感じ取ることのなかに、この地の自然環境の霊感の一つがある。これは崇高さを求める自然

崇拝とは異質なものである。 

 この地で育ちいくぶんかこの地を生活圏としてきたものと、ただ訪問してしばらく滞在したものと

では、受け取りに大きな違いがでることも、この地の特徴だと思われる。観光地化している場所では、

こうしたギャップは一般に小さいのだろう。熊野は多くの人が入りこむが、観光地という印象がない。

那智熊野大社の古道で、台湾人のツアー客とすれ違った。海外からの日本へのツアーとしては、かな

りこだわりのあるツアーである。那智の滝は、日本 大の落差を誇っているが、この世のものとはか

けはなれた圧倒的な迫力があるのでもない。観光でないとすれば、何を求めて多くの人がこの地に

やってくるのか。日本古来の文化に触れる、ということでもない。文化的遺産に触れるのであれば、

奈良や京都がふさわしい。熊野がある時代に文化全般の中心地であったことは一度もない。精確には

「何かの中心」という位置を占めることは一度もなかった。文化的遺産としては、つねに訪れるとこ

ろであり、そして通過し、去っていくところである。熊野は基本的に「通過地」であり、通過するこ

とで も多くの側面を晒してくれる場所でもある。そのためここで育つものとは、受け取りにかなり

の違いが出る。新宮で育ち、しばらくここで暮らしていた小説家中上健次の『紀州 木の国・根の国』

には以下のような記述がある。 

 

  紀伊半島の紀州を旅しながら、半島の意味を考えた。朝鮮、アジア、スペイン、何やら共通する

ものがある。アフリカ、ラテンアメリカしかり。それを半島的状況と言ってみる。大陸の下股、陸

地や平地の恥部のようにある。半島を恥部、いや征服する事の出来ぬ自然、性のメタファーとして

とらえてみた。いや、紀伊半島を旅しながら、半島が性のメタファーではなく性という現実、事実

である、と思った。たとえば一等 初に降りたった土地、新宮。その土地で半島を旅する男、私が

生まれ、十八歳まで育ったので、これまでも新宮と覚しき土地を舞台に小説を書いたが、そこを征

服する事の出来ぬ自然、性の土地だと思った事はなかった。熊野川は女の性器、膣のようにある。・・・ 

  紀伊半島、紀州とは、いまひとつの国である気がする。 

  まさに神武以来の敗れ続けてきた闇に沈んだ国である。熊野・隠国(こもりく)とはこの闇に沈ん

だ国とも重なってみえる。この隠国の町々、土地土地を巡り、たとえば新宮という地名を記し、地

霊を呼び起こすように話を書くことは、つまり記紀の方法である。(七-八頁) 

 

 中上健次の小説作品になぞらえて、紀行文をこうしたメタファーで語り続けることはできる。紀行

文も地続きの中上健次の小説世界だと感じられる。ただ通過するものにとっては、それもいくぶんか

無理な比喩のように感じられる。岩や入り組んだ山々の生成は、生物学的な生殖の生成とも、人間的

な生殖とも、さらに違っている。古事記には、たしかに国作りを生殖になぞらえて記述していく箇所
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がある。その記述は、露骨なほど明白で、男神イザナギと女神イザナミが、生殖をつうじて国作りを

しようとするのである。「わしの身はできあがり、できあがって、ついできすぎの、あまったところ

が一つある。このわしの身のあまったところを、そなたの身のたらぬところに刺しふさいで、国土を

うみ出そうとおもうがどうじゃ。」このイザナギの言葉に、イザナミは応えて天の御柱の回りを回る

のである。だが出現の奇跡は、性以外にも無数にある。 

 ただし何か暴力性の出現しそうな雰囲気は、この地にはある。鮮やかすぎるほどの光の量がまたた

くまに途絶えて、急に雨が降りだしたり、いつもは水量の少ない熊野川が、小さなきっかけで氾濫し

たり、上流の十津川周辺で山崩れが起きて、突如人災的なダムや湖ができたりするところである。実

際に数年前、この地を通過した台風のおかげで、にわか作りのダムができたことがある。ダムとは一

般に水を堰き止め、放置しておけば流れてしまう水を保存し、飲み水や灌漑用の資源として活用する

仕組みである。ところが偶然に出来上がったダムは、決壊すれば濁流となる。自然にできたダムは、

水流の変化率を大きくする装置として作動する。一時的にとどめて一挙に流れる水は、それだけで人

間の制御能力を超え出てしまう。川の中州にあったかつての本宮社殿が鉄砲水に流されたのも、上流

の苔と呼ばれるあたりの土地が崩れ、それがダムとなり一気に決壊したために起きている。 

海に反射する光の量も圧倒的で、それがひとたび陰れば重くのしかかるほどの澱んだ海面となる。

だが雲が消えれば、台風一過のような洗われた光の量となる。湾の面積も狭く、山も低い。だが落差

が大きく、変化率が大きい。この変化率の大きさが、繰り返し胸騒ぎを引き起こす。新宮は、材木の

集積場でもある。山間から切り出した材木を、熊野川を筏を組んで下り、河口付近に集積した。その

時期新宮は交易の拠点であった。そしてほとんどの場合、そうした場所では、利権の争いが生じる。

そうした潜在的な暴力性の似つかわしい場所でもある。 

この暴力性の感情面での物語化は、恨みの理解を超えた凝縮であろう。安珍、清姫伝説の初期形態

は、熊野を舞台にしている。二人の僧侶が熊野詣でにやってきて、一人は年若くイケメン僧侶である。

その夜、宿の主である寡婦が若い僧の寝所に潜り込み、契りを結びたいと迫る。若い僧侶は、日頃精

進を重ね、はるばる熊野権現に参るためにやってきた、今は意に添えないが、参拝が終われば帰りに

立ち寄るからと言い残して出立した。女は僧の帰りを待ちわびていたが、いつまで経っても戻ってこ

ない。そこで熊野帰りの人に尋ねるとすでに参拝を終えて帰ったという。裏切られたことを知った女

は、たちまち毒蛇となって二人の僧侶を追いかけ、お寺の鐘のなかに隠れた僧侶を焼き殺してしまう。

このお寺が「道成寺」である。これだけ激しい恨みも、どこか熊野に似つかわしいのである。 

 新宮には、過去の政治的遺産とでも呼ぶべきものがある。戦前の「大逆事件」は、天皇の暗殺を共

謀したという廉で、一斉に多くの人が摘発され、速やかに判決の言い渡された事件である。首魁とし

て、幸徳秋水の名前が教科書にも載っている。そのとき検挙された 24 名のうち 12 名は死刑であり、

12 名は無期懲役である。この 24 名のうち、6 名が新宮出身者か新宮在住者である。大石誠之助(1867-

1911、医師)、成石平四郎(筏師)は死刑で、高木顕明(僧侶)、峯尾節堂(僧侶)、成石勘三郎(雑貨商)、崎

久保誓一(新聞記者)は無期懲役である。熊野川の河川敷には、無宿、アウトロー、下賤が多く集って
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いたようである。大石誠之助は、彼らの治療や健康維持にあたっていたらしく、社会主義よりの文章

を地元の新聞や中央の新聞に書いている。新平民部落についての議論も残っている。かなり厳しい論

調の文章を書く人であった。 

1960 年代辺りから、大逆事件の再評価とともに、新宮を中心に大石誠之助の名誉回復の運動も起

きた。ここ数年の間に、大逆事件に関する数冊の本も出た。高知の四万十市出身の幸徳秋水が、何度

か熊野に立ち寄り、さまざまな相談をしていたことも事実である。それが共謀に問われた。1910 年

12 月 10 日に公判が始まり、1911 年 1 月 18 日に判決が出て、1 月 23 日には刑の執行が行われてい

る。歴史的に見れば、日露戦争に負けたロシアで、皇帝ニコライ 2 世の叔父が暗殺されるという事件

が 1906 年に起きており、国家間の覇権を競う時代にあって、国家転覆の危機は国内外で現実のもの

となっていた。それに応じて、国家転覆に対しては、より厳格な法整備が進められていた時期である。

犯罪のフレームアップと呼ばれる仕組みは、法の設定によってより広範な犯罪を立件できるようにす

る枠組みのことである。 

こうした暴力性に隣接して、熊野周辺には、不気味さ、不吉さというものもある。この地域のシン

ボルマークは、真っ黒な「八咫烏」であり、参詣道両脇の子店では、大小さまざまな八咫烏の木彫り

が売られていた。科研エコ・フィロソフィーの研究助手である岩崎大君は、カラスは良く見ると「カッ

コイイ」のだそうである。その話を聞いたとき、私は彼を「変態」だと思った。どうも感性が違うよ

うなのである。カラスは知能も高く、場合によっては獰猛であり、腐臭を嗅ぎ付ける臭覚を備えてい

る。だがどうみても守り神のようにはみえない。あの真っ黒さでは、見てくれも悪い。ゴルフ場の芝

を剥ぎ、地中の芋虫をほじりだして食べるだけの知能はあるようだが、人間に役立っているようにも

見えない。ただ 1 日に何度か、雲の流れによっては、突如降雨が始まり、短時間で晴れ渡っていくよ

うな地形では、こうした八咫烏が、なんらかの気候変化のメルクマールになるのかもしれない。そう

だとしてもそれは、カラスがカッコイイということではないのであろう。岩崎大君はそれがカッコ良

く見え、カラス料理さえ長野県の片田舎には存在すると、一歩も引かない言動を続けている。ドイツ

の古いことわざに、「色と趣味については争ってはならない」というのがあるが、その通りなのだと

思う。 

 

 

２、開け行く場所 

 熊野本宮は、平地の神社である。これだけの低い山並みが続くところにも、偶然のように視界の開

ける平らな場所がある。川幅も広い。もともと熊野川、音無川、岩田川の合流する地点であった。奈

良から十津川沿いを下る道路と、高野山から下る道路(小辺路)が交差する地点であり、交易の中継地

であったのだろう。当初は川幅の広くなった熊野川の中州に、本宮はあった。これが明治 22 年の大

水害のあと、現在の高台の位置に移されている。この開けた地は、迷路が解かれ、謎の止む場所であ

る。移動するものにとっては、しばしの休養地であり、保養地である。かつて本宮のあった敷地は、
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そのまま囲いとなって維持されており、それが山間の地としては異様なほど広大な土地であることも

わかる。 

旧本宮跡 

 

こういう場所は、何がありがたいのかわからなくても、どこか「ありがたい」のである。私には、

どこを探しても自分のなかには信仰心のようなものはない。それでもこの「ありがたさ」の感触のよ

うなものは感じ取れる。この感じをうまく伝えることは容易ではない。一切の宗教性を交えず、この

「ありがたさ」を語ることは容易ではない。宗教性から語ったのでは、物事が焦点化し、話がまとま

りすぎてしまう。しかし宗教性と無縁なのでもない。西行に「何事のをはしますとは知らねども/かた

じけなさの涙ながるる」という歌があるが、こういう感じなのである。 

明確な宗教性とたんなる休息場のはっきりとした境目のないひろがりのなかに、熊野本宮がある。

近くには、川湯温泉と湯の峰温泉という保養地もある。この開け行く土地に、どの程度の大きさの社

殿が釣り合うのかは、よく分からない。ただしこの場所が、多くのものを語らせ、多くのことを実行

させてしまうことだけは感じ取れる。平安朝の才女和泉式部に「熊野にまうでけるに、さわり/にて奉

幣かなわざりけるに/晴れやらぬ身の浮雲の棚ひきて/月のさわりとなるぞ悲しき」という歌があり、

伏拝王子の跡を示す石碑のとなりに、供養塔もある。だがこれは後世の作り物なのであろう。作り物

には伝承がともない、それによって作り物の現実性が形成されるが、作り物でもどこか「ありがたい」

のである。 

 はっきりとした宗教性のなかでの伝説は、「捨て聖」と呼ばれた一遍上人であろう。鎌倉幕府の倒

幕計画が発覚して、後鳥羽上皇たちはまたたくまに捕えられてしまう。承久の乱(1221 年)である。後

鳥羽上皇は隠岐に流され、朝廷側についた地方豪族も成敗された。四国の豪族河野氏も朝廷側につい

たために、一遍の大叔父、叔父も処罰され、幽閉や斬首となった。一遍の父は処罰を免れている。一

遍は天台密教、浄土教の修行を行い、また神祇にもつうじており、日々修行に励んでいた。修行には、
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どこかで転機が来る。一遍の場合、それが熊野との出会いである。 

もともと河野氏は、愛媛に拠点を置き瀬戸内海の海上交通を仕切っていた地方豪族であり、有事の

際には水軍を組織し、いわゆる海賊であった。平時には、物資の輸送、漁業を行っていた。承久の乱

にさいしては、河野氏と熊野別当(熊野水軍)は、ともに朝廷側に付いたのである。それを機に、父河

野通広の命により一遍は出家し、智真の僧名を受け、大宰府や肥前清水で修業を積んだが、父の死後

しばらく還俗している。 

 その後智真は信州の善光寺に詣でて参籠し、二河白道図を模写し、それを故郷の庵室にかけて念仏

三昧を続けた。そしてやがて家事一切を整理し、所有物をすべて周囲の者に分け与え、故郷をあとに

する。そのとき高野山から熊野に入るのである。 

 一遍は中辺路で一人の僧に出会う。一遍はその層に念仏札を渡そうとする。ところが「一念の信心

おこり侍らず、うけば、妄語なるべし」と断られてしまう。このあたりが分岐点となる。一切の経典

を信じてなお、信心の起こらない状態に対して、さらに教えを届かせなければならない。信、不信を

選ばす、浄、不浄を嫌わず、さらに心を心として届かせなければならないのである。そして本宮証誠

殿に百日参籠し、その様が残されたのが、「聖絵」である。こうして時宗が誕生する。 

 こうした霊感や局面の変化が起こりうる場所として、熊野本宮が機能したというのはそのとおりな

のであろう。なにかが起こりそうな雰囲気にあふれているのである。もっともこの感触は、立ち寄り、

過ぎ去るものにとっては、随分と異なるものとなる。新宮で育った中上健次も、本宮はただ通り過ぎ

ていくところであった。 

 

  本宮の神社が明治 22 年の水害によって流され、熊野川のやや上流の現在の場所に移った、とそ

の本宮に入って初めて知った。その元の神社跡に行ってみる。「明暦丙申立」と裏にある石碑に、

「禁殺生穢悪」とあった。神社の中で、殺生や、穢れや、悪を禁ずるとの意味であろうが、紀伊半

島の土地土地を経巡る途中の私には、それはことさら眼についた。つまり、楷書でしっかりと書き

彫り上げた石碑の筆づかいから、その筆を持って文字を書く人間の、自信とおごりに対する驚きと、

反感だった。自然は、八百万の神々はそんなになま易しくはない。自然はもっと生き生きとある。

そう思った。神々は一度や二度、打倒されてもなおもぞろぞろと生きながらえてある。自信とおご

りとは、つまり堕落のことだろう。本宮という神の場所ではなく、碑に文字を書いた人間、それを

建立した者の人為が、この本宮という場所を、閉塞させている、と思った。神の場所とは、貴と賤、

浄化と穢れが環流し合って、初めて神の場所として息づく。(126 頁) 

 

 文化はいずれにしろ新たな境界を引く装置である。そこには悪や穢れを外に区分し、その内を聖地

として区分する仕方は、ごく初歩的なものであり、また単純なものである。その区分がまさに新たな

内外の還流を作り出す。聖なるもののなかに魑魅魍魎が出現し、聖なるものが悪として出現し、また

聖なるものに帰りゆく。貴と賤の区分が起こり、浄化と穢れが区分され、それが新たな境界と還流を
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作り出していく。新たに設定された内外区分の落差が大きければ、そこに違和感も生まれ、繰り返し

語りの言葉が紡がれる。 

 本宮は、生活が豊かで、文化にも富んでいた。宮仕えのものたちが多く流れ着いていた。周囲に比

べて暮らしやすい所だという印象を受ける。基本的には、山間のなかの不連続点なのである。疲れれ

ば、峠を登り湯の峰に行くことができる。湯の峰は、硫黄泉の温泉であり、この硫黄泉は草津温泉の

濃度に匹敵する。神経が底の底まで眠ってくれる。眠りが深くなり、通常眠っていない神経まで眠っ

てくれる。年齢的にうまく眠れなくなっている私にとっては、ありがたい温泉である。視察の 2 日目

の夜は、「てるてや」という民宿に泊まった。「照て姫」の伝説から採った名前だと民宿の女将さんは

言っていた。この民宿はもともと湯の峰に一軒しかない理髪店であり、店主が亡くなって以降、家屋

を改造して民宿を始めたという。そこにチェコ人とおぼしき二人連れが、同宿していた。大きなリュッ

クサックをもっているので古道での山越えは難しい。バスで移動するには、外国人には難しい場所で

ある。 

一大観光地である草津とは異なり、ゲームセンターのようなものも、ピンク系の飲み屋も、カラオ

ケスナックもない。夏の終わりの時期であったが、朝の空気が透明である。純粋な湯治場に近い。旅

館の下駄の感触が、温泉に浸かると変わってくる。硬い木に足の裏を乗せ、下駄の木の反発を感じ取

ることができる。浴衣の感触も変わる。顔を触ると、皮膚がつるつるになっていることがわかる。皮

膚表面の老廃物が、一挙に押し出されて、流れてしまっている印象なのである。温泉好きには、しば

らく逗留したい場所である。三世代ほど前には、温泉好きの田山花袋も泊まっており、それが文章に

なって残っている。 

 田山花袋は瀞八町から本宮を目指して進んでいるが、途中道に迷い、十津川の岸辺に出て、川沿い

に本宮に向かっている。雨にも降られ、相当に難儀しているようである。 

 

  本宮に来た時には、そのいやな雨がまた降り出した。 

  それに足が非常に疲れていて、もう歩くに歩けないくらいであった。よほど、本宮に泊まろうか

と思った。しかし、三十町行けば、湯の峰温泉があると言うので、せめて温泉にでも暖まって、一

夜ゆっくり寝れば、それで疲労も休まるだろうと思って雨にしょぼしょぼ濡れながら歩いて行った。

ところが、この三十町が行っても行っても容易にやって来ない。小さな峠を上って下りるとまた一

つ峠がある。それをやっとの思いで越して、下にさびしいしかし温泉場らしい湯の峰温泉を発見し

た時には、私は故郷にでも帰って来たようななつかしさを覚えた。(『温泉めぐり』178-9 頁) 

 

 当時は靴も服装も山越えにふさわしいものではなかった。それに雨にも降られている。そんな状態

でとぼとぼと歩いたのだろう。それはそれで厳しい道のりである。昨今は、温泉と言っても掘削技術

が発達して、どこにでも温泉を掘りだすことができる。私のうちの近所にも、三か所温泉がある。ど

れも秩父山系の鉱泉性のもので、のんびり浸かりたい時にはこの温泉、ぐっすり眠りたい時にはこの
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温泉というように使い分けしている。私の場合、通常眠っていない神経を眠らせるのが目的なので、

毎週温泉を活用している。湯の峰や草津の硫黄泉が、神経を休めるにはよいことは、長い間の経験か

らわかっている。本宮は、湯の峰とセットであり、十分に睡眠が取れた後の新宮は、あふれるほどの

光のなかで泰然としている。 

 

 

３、迷路の博物学者 

 熊野の名物の一つが、田辺在住の南方熊楠(1867-1941)である。履歴を見る限り、一度も正規の職

に就いたことがなさそうである。書くものも大半が書簡であり、個々の問題に対してともかくも尋常

ではない執念で調べ上げ、書き残した博物学者である。資料の大半は、熊楠記念館ならびに別棟に残

されている。小さな問題にもいちいち主張のある人で、だからといって大きな構想で、自分の世界観

を提示するような人ではない。そうした世界観で議論を組み立てないことが熊楠のスタイルである。 

そのつどぶつかっている事象に対して、ともかくもその場面で語れることをできるだけ突込みがある

ように語ってみる。これの繰り返しであり、事実の細部へのこだわりと、不必要なほどの細かさへと

進む勢いが圧倒的特徴となっている。書きながら勢いのついてしまう文章であり、勢いに任せて進ん

でしまう文章である。そのため残された資料は、むしろ迷路のようになってしまう。あるいはクモの

巣状に広がった無作為の線に似ており、遠くの枝まで行ったかと思うと、ごく手前の葉っぱのなかに

潜り込んだり、高い枝から垂れ下がったりしている。 

南方熊楠顕彰館 

 

 どの著作でもよいのだが、ここでは熊楠の主張内容にはかかわらず、事象にぶつかるさいの熊楠の

言語的経験の動きのモードについてだけ考察する。『原本翻刻 南方二書』は当初柳田國男によって

自費出版されていたが、柳田による加筆訂正もあることから、元の草稿が復刻されたものである。日

露戦争後の 1906 年(明治 39 年)6 月に出された勅令第 220 号「神社寺院仏堂合併跡地ノ譲渡ニ関スル

件」によって、各地で一村一社に神社を統廃合する動きが起きて、さまざまな波紋が生じた。行政的
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には、日露戦争後の地方行政の統合整理施策だが、それに便乗して、神社の木を伐採して売り払い、

また利権を巧みに利用して、利益を出そうとするものが出るのはやむないことである。これに熊楠が

公然と反対し始めるのは、明治 42 年頃であり、地元紙に「神社合祀」反対の意見を発表し、翌 43 年

9 月には県吏田村某に面会しようとして乱暴狼藉を働いた廉で、18 日間警察に拘留されている。明治

44 年に植物学者松村任三宛に書簡を送り、現状の告発を訴えたのがこの書簡である。熊楠の意向は、

神社統合にともなう無作為な森林伐採によって、多くの動植物が死滅していることを危惧したものだ

が、三年におよぶ熊楠の反対運動は功を奏したようには見えない。ただし書き残されたものは別であ

り、熊楠の資質が良く出てもいる。全体として圧倒的な饒舌なのである。書簡ではあるが、他人に何

かを言い伝えるという文章ではない。この書簡を送られた側も、何かを伝えようとしていることはわ

かるが、総体として何を訴えているのかがよくわからない。文章全体に漢文調の名調子が残っており、

調子が上がると言語のリズムだけで書き進めてしまうようなところが多々ある。 

  

  然るにこれも俗吏等むちゃくちゃに、神社の威厳を持つには神林を掃除すべしと厳命し、さらで

なに落枝、枯葉を盗み焚料としたき愚夫共、得たりかしこし官の御言定なりとて、神林といふ神林

へは悉く押しかけ、落葉をかき取り、土を減らし、又小き鋸を持行き少々づつ樹木を挽き傷け、扨

枯木となれかかると忽ち枯損の候ありとて之を伐り去るなり。(11 頁) 

 

 この文章を何度か音にして読んでみればわかるのだが、どうみても現代で言う講談調であり、耳で

聞いたときの勢いの心地よさで読ませてしまうような文章である。少なくとも森林の伐採の現状を精

確に伝えるのに、ふさわしい文章ではない。そして全編こうした文章で書ききってしまうのである。 

 描かれた事柄に、重要性のレベル分けがほとんどなく、小さな問題も大きな問題も、ひとしなみに

並置されている。それどころが現代的に言えば、たんなる週刊誌ネタのような話から、それなりに重

要な事柄まで、ほとんど区別なく並んでいる。これが博物学だと言えばそうなのだが、その場合でも

リンネ以前の無作為に何でも集めてくる博物学の時代の特徴を帯びている。しかもこの週刊誌ネタの

ような話が、事実かどうか確かめようがないが、どうにも面白おかしく書いてある。つまり実名入り

のガセネタのような書き方なのである。熊楠の描いた地方誌(新聞)の記事を見ても、過度に面白おか

しく書いてしまう傾向がはっきりと出ている。 

 

  此等の大社七つ斗りを、例の一村一社の制に基き、松本神社とて大字磐田の村役場のじき向ひな

る小社、もとは炭焼き男の庭中の鎮守祠たりしものを男の姓を採りて松本神社と名け、それを合祀

し、跡のシビの木林を濫伐して村長、村吏等が私利をとらんと計り、岡大字七十八戸斗りの内村長

の縁者二戸の外悉く不同意なるにも関せず、基本金五百円より追い追い値上げして二千五百円迄積

上げたるを、態と役場で障へ止めて其筋へ告げず、五千円迄上がりし際村民に迫り絶対(体)絶命に

合祀せしめんとするに、其村に盲人あり、此事をかなしみ、小生方へ二、三度云ひ訴へ来る。(22-
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23 頁) 

 

 どうにも劇画タッチで書き過ぎており、こうした行分が植物種の維持を訴える当時の東大教授への

私信のなかにかなりの頻度で含まれてしまっている。正直に言えば、受け取った側も困る内容である。 

政策レベルの議論と現地で実際に起きてしまうことには、大きな隔たりがある。現地で起きることに

は、それなりに経済的動向がはっきりと出る。そこには利に敏いものもあれば、それに対応するもの

もある。またそれに反対するものもある。その狭間で、多くの植物が失われるのであれば、植物学者

であれば、別の場所への植え替え保存がただちに浮かぶ手段である。ところが熊楠は、そうした対応

ではなく、木を切る現場に行き、実力行使で伐採を止めようとする行動をとっている。多くの場合、

筋違いの行動である。ある意味で狂気じみたスタンドプレーである。そして熊楠がそれを行うと、ど

うやらぴったりとイメージが合うのである。 

森林を伐採してしまえば、そこに生息する多くの生物が失われるのは事実である。だからと言って、

植え替え保存の手段がないわけではない。熊野のような亜熱帯性の気候では、変種が生まれやすいの

も事実であり、森林のわずかの条件を換えれば、そうした変種がことごとく失われてしまう可能性は

ある。そしてひとたび失われれば、簡単に回復できないことも事実である。そういうときには、保存

林を確保するのが通常の手段であり、実際にそれなりに確保も出来ている。 

 書簡の文面を見る限り、植物や生態系の保存を一切考慮せず、ただひたすら木を伐り出すものたち

への思いの伝わらなさの思い余った部分が文章に溢れている。しかしこの文章で他人に明確な事実と

意向を伝えることは難しい。伝えることよりも、何か思いの丈を書き出した文章である。もちろんそ

こには熊楠の該博な知識が盛り込まれてはいる。しかし事柄の整理や論理と言えるほどのものが見え

ない。文書を書きながら思い浮かんだことを次々と書き出していくスタイルに近い。機能的に有効に

なるように書き綴った文章ではなく、むしろ機能化する以前に留まり続けるスタイルである。そのた

め迷路のような記述にならざるをえない。そして熊楠はそうした記述を、莫大な書簡で繰り返したの

である。 
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Fantastic Roads: Kumano 

 

KAWAMOTO Hideo 

 

Kumano is a place that has a power of arousing something.  There are some 3,500 small 

mountains in the district having a lot of large and small shrines in it.  It is a place with so great 

an arousing power that attracts so many people that it is called "Kumano pilgrimage" and there 

for people experience a flushing arousal of sensation.  This is what they call "Kumano Ancient 

Road".  The area around here seems to be a treasury of biodiversity among other similar 

Japanese regions.  Since the mountains are not particularly steep, they are not suitable for 

ascetic training.  But it can be felt that there is something there to sufficiently make up for such 

disadvantage.  There are some 70 thousand shrines all over the nation, but, among them, those 

called "Hachiman" shrines account for the largest portion.  Often famous warriors are enshrined 

in these Hachiman shrines.  Kumano Taisha shrine used to be located in a holm, and once at a 

time of torrential rain, the upstream water was backed up by the sediment caused with the 

surrounding collapse, and the subsequent washout of the sediment swept away the shrine at one 

blow.  Therefore, the shrine is now situated on a hillside.  There are overwhelmingly bright 

lights coming from the seashore.  It's very windy and the high reflectance of light from the sea 

surface makes the light look like dancing.  Here Kumagusu Minakata spent most of his life.  

Uninhibitedly and with no reserve at all, he wrote a vast amount of articles like bogus information.  

There is the Minakata Kumagusu Museum, where a lot of materials on him are collected.     

 

Keywords：Kumano Taisha, Kumano Kodo, Minakata Kumagusu, evocative power of place 

 

 


