
三嶋大社にて 内田一成、那須勲 ギャラリートーク 

 

――みなさまこんにちは。Jewel of japan 那須勲作品展を期しての特別対談にご来場頂きま

してありがとうございました。本日は聖地・レイライン研究家の内田一成氏をお招きして

「富士へ連なる伊豆の聖地」と題して、三島大社にもまつわるお話を伺いたいと思います。

那須勲様、内田一成様、よろしくお願い致します。 

 

那須：ではまず私から改めて本日のゲスト：内田一成さんのご紹介をさせて頂きたいと思

います。 

 レイラインという言葉を聞かれたことがあるかと思いますが、内田さんは、レイライン、

つまり聖地と聖地を結ぶ線であるとか、個々の聖地の関係性において研究をされている方

です。 

 地方に行かれると色々な宝物が埋まっているのですね。地域活性を考えられている人で

「うちにはなにもないんだよね」という方がおられますが、内田さんからすればお宝だら

け。非常に長いこの日本の重層的な歴史の中にたくさんの人の祈りとその系譜があったり

するんですね。そういうものを見つけ出して観光の開発などもされている方です。 

 また登山もされている方です。面白いのですが、その中で印象的だったのが、山登りを

されていて、あるところでは力がみなぎって走れたり、あるところで力が抜けてしまった

り、ということを何度も経験されたことがあったそうで、それは自分だけかなと思ってい

たら、他の人も皆同じような状況だったそうです。なぜか力がみなぎったりなぜか力が抜

ける、という現象が起きているということに気がついた。これはどうも土地に原因がある

んだろうと調べると色々なことがわかってきた。 

 特にこの三島および伊豆半島においては内田さんは伊豆急とタイアップして観光開発を

され色々調査をされているのですね。その中で大きな修験道、昔の伊豆辺路(いずへじ)と

いう調査をされていまして、その中でもこの三島という土地が神ごとの祈りの結節点にな

る場所となっていて、その要の場所ということだったらしいんですね。そういったことで、

今回私がここ三島で、ということでお願いした次第です。 

 私は装身具ということで、ファッションではなく神とつながるツール、宇宙とつながる

ツール、というか、非常に精神性の高いアイテムとして、その文脈の元にできることがな

いか、と活動しているのですが、祈りというテーマでは非常に親和性があるので仲良くさ

せていただいています。 

 もう一点、内田さんはバハ 1000 というカリフォルニアの砂漠を走るレースがあるので

すが、それに二輪で参加されたり、やはり二輪でタクラマカン砂漠を走破されたりしたす

ごい冒険家なんですよ。僕もパリダカに出たりしたことがあり共通の知人がいたりするん

です。そういうことで聖域の話と海外の冒険話という共通点があって結構盛り上がる点が

あって、最近特に仲良くさせていただいている、友人といったらおこがましいですが、僕



の先輩なんです。 

 そんな感じで、古の日本の土地々々にある物語とかその土地々々で紡いできた祈りの物

語とかを現代にどう紐解いていくかということで内田さんとお話ができたらと思っていま

す。まずはレイラインの説明等々からしていただければと思います。よろしくお願いいた

します。 

内田：よろしくお願いします。 

 いま那須さんにご紹介いただいたところが全体のことなのですけれども、レイラインと

音で聞くと幽霊の霊という字を想像して、霊ラインと思われる方がよくいます(笑)。もち

ろん、幽霊や霊魂の霊ではありません。 

 レイラインは、英語なんです。綴りは leyline です。例えば一年のある特定の日の太陽の

陽が射し込んでいく、その方向に聖地が並んでいくといったことをいいます。で、光の道

といういい方もするんですけれど、今の英語だと光は ray ですね。ley は今の意味だと草原

とか広い大地いう意味になります。けれど英語の古語では ley も光と言う意味があって、

さらにもう一つ、禁足地という意味でもあります。神社の御神体山などで、禁足地という

言い方がされますよね。足を踏み入れてはならない場所、重要な聖地というわけです。 

 レイラインが指す光というのは、冬至とか夏至、春分、秋分という、一年の区切りの日

に、朝日と夕日が射す光が関係していることが多いんです。 

 あまり気にされたことがある人は少ないと思いますが、神社の参道の真ん中に冬至の夕

陽が落ちていくように設計されていたりもする。その先に、また関係する神社がある。実

はそういうところがたくさんあるんですね。 

 かつては、そういうことを土地の人はみんな知っていて、冬至に、参道に落ちる太陽を

拝するお祭りが行われていたりしたわけです。ところが、そういったことが廃れてしまっ

ているのが現状です。神社の宮司さんも、まったくご存知なかったりする。そうしたこと

を、発掘というか再発見というか、GPS や電子コンパス、デジタルマップといった最新の

デバイスを使って測量をして、確認していく。それが私がしていることなんですね。 

 そうすると、そこの参道はぴったり冬至の入日の方向を指しているんですよ、みたいな、

構造がはっきりわかってくる。三嶋大社さんも境内が広いですけれども、例えば参道がど

っちを向いてるか、本殿からみてこっちにある摂社の方向は何を指しているか？ 境内の

中を見ていくだけでも記号が隠されているんです。まずそういうところから読み解いてい

って、それが何を意味しているのかということを掘り下げていくと、その土地の本質とい

うか聖地性というか、そんなものが見えてくるんですね。 

 例えばそこに伝わっている由緒とか、町の郷土史などを照らし合わせていくと矛盾があ

るケースがあって、この由緒や歴史は後から取ってつけたものだなということが明白にな

ったりする。逆に不明になっていることが見えてくることもある。平安時代に、延喜式(え

んぎしき)といって、いろんな作法や格付けを決めた文書が作られるんですけど、その中に

神名帳(じんみょうちょう)という神社の格式を記したものがあります。この三嶋大社もそ



うですが、そこに記された神社は延喜式内社とか式内社とうたったりしてます。その延喜

式神名帳に記された神社でも地方の小社などは、1000 年も経つうちに、どれがその神社な

のかわからなくなってしまっているところもあります。それが、レイラインという観点で

見ると、このライン上にあるのは、この神社だから、これが式内社だったんじゃないかな

どと推定もできます。 

 ところで、神社仏閣は普通はどっちを向いているかご存知でしょうか？こちらの三嶋大

社はどちらを向いていますか？北を背にして南を向いていますね。それは非常にノーマル

な形なんですね。ほとんどが南に向かっているんです。それは北極星を背にするという意

味があるんです。北極星というのは天の中心にあって、それを背にしているということは

この世の中心地、この辺りの中心ですよ、という意味がある。 

 天子南面す、という言葉があります。例えば中国の皇帝の玉座、日本の天皇もそうです

けれども、玉座というのは北極星を背にして必ず南に向いているんです。で、その玉座に

座るものは宇宙の中心でしかも永遠ですよ、というそういう意味なんですね。 

 そんな背景があって、神社は南向きがほとんどですが、それ以外に東向きというのもあ

ります。本殿はノーマルな南を向いていて、東から参道で入ってくるというケースもあり

ます。これは何かというと春分秋分の朝日を意識したものなんです。これは、かなり仏教

的な影響を受けた形ですね。 

 仏教でいう浄土、東の浄瑠璃浄土から日が昇り、西方浄土へ沈んで行く、真東から昇っ

た太陽が真西に沈んで行く、それで、春分秋分、お彼岸の中日ですね。真東から太陽が昇

ってきて、その光が参道を真っ直ぐ進んでくる。それは、ご先祖様が今この世にやってき

ましたという印なんです。そして、真西に没する太陽を見届けて、西方浄土へ帰っていく

ご先祖様を見送る。とそういうイメージを伝える構造ですね。 

 あともう一つ、方位で典型的なのは冬至と夏至を意識しているケースです。例えば冬至

の朝日、夕日、夏至の朝日、夕日を意識した参道もあります。これは、端的に言うと、縄

文遺跡の上に建っている神社であるケースがほとんどです。 

 縄文時代の祭祀遺跡に特徴的なストーンサークルというものがあります。環状列石とも

言いますが、一年の始まりが冬至、そこで太陽が出てぐるっと回って夏至でピークを迎え

て冬至でまた太陽が元に戻る。そのサイクルを春分秋分も含めて、中心から見て太陽がそ

の日に出没する方向に石柱を立てて目印にしたものですね。イギリスのストーンヘンジが

有名ですけれど、じつは日本にもたくさんあります。 

 冬至と夏至を意識した神社というのは、そんなストーンサークルの記憶を残している神

社なんです。縄文時代にストーンサークルが築かれて、そこで太陽祭祀が行われていて、

時代が下るとそこに古墳ができた、さらに小さな祠が置かれたりして、今の神社のような

体裁に発展してきた。よく、御神体山といって、特徴的な山を背にした神社がありますが、

その多くは、神社から見ると、冬至や夏至の太陽がその御神体山の頂上に沈む形になって

います。それは、縄文時代に同じ光景が見られたストーンサークルの名残り、その記憶を



受け継いでいるからそんな形になっているわけですね。だから、その場所自体がとても重

要で、後々の聖地もそこにレイヤーしていくんですね。 

 ところで、こちらの三嶋大社ですが、先ほど、南を向いているのでノーマルな形といい

ましたが、じつは正確に方位を測ってみると、真南からは若干ズレています。方位角とい

いますが、真北を 0 度として一周 360 度。真南なら 180 度です。この三嶋大社で本殿を背

にして、真っ直ぐ伸びた参道の方位角を測ると 170 度、電子コンパスを手持ちで測ってい

るので、完全に正確ではないですが、角度を読み取ると 170 度、171 度くらいになります。

つまり、真南から 10 度くらいずれています。 

 これを許容範囲と見るかどうか微妙なところですが、地形をみると、広い平地に立地し

ていますから、ピッタリ 180 度に向けることは難しくないわけです。これが斜面や入り組

んだ地形だと、真南に社殿を向けて、参道を真っ直ぐにできないこともあるので、やむを

得ず少しずらすということがあります。ところが、三島大社は南面させるのに難しいこと

はないのに、10 度ずれている。とすると、この 10 度のずれには意味があることになりま

す。じつはこれが今日の話の肝になるんですね。 

 デジタルマップを使ってこのずれの先に何があるのか、たどっていきます。すると、ず

ーっと伊豆半島を縦断していきます。そして、ある神社にぴったり突き当たります。下田

よりちょっと北、河津にある河津来宮神社です。この三島大社と河津来宮神社を結ぶ直線

に絡みつくようにして下田街道が通っています。そして、下田街道が最終的に行き着くの

は下田の白浜神社なんです。これが何を意味しているかというと、三嶋大社の祭神である

三島神が辿った道なんですね。 

 三嶋大社と伊豆は非常に関係が深いんです。富士山とも関係が深く、富士山、三嶋大社、

伊豆、この一帯に見られる信仰が三島信仰です。三島神が辿った道というのは、三島信仰

の道ともいえるんです。また、三島信仰は来宮信仰とも重なります。ですから、河津来宮

神社なんですね。 

 また、これは伊豆辺路とも深い関わりがあります。伊豆辺路は修験の道ですね。最近、

伊豆の海岸を一周する非常に古い修験のルートの痕跡が見えてきまして、その研究が進め

られています。これは、奈良時代にはすでに完成されていました。四国遍路ももともとは

辺路なんですね。海岸沿いの辺の道という意味です。辺路が遍路になっていくんです。四

国遍路は、空海が優婆塞(うばそく)として修行した道を元に、弟子たちが整備して、今の

八十八箇所という形になった。それが江戸時代の中期ですから、伊豆辺路のほうがずっと

古いわけです。これにも、三島神が重なってくる。という、そんな感じなのですが、すみ

ません、一人で喋って。 

 

那須：いえいえ、三島神がどこからきたのか、面白いですね。 

 

内田：そうですね、レイライン的に見るということは、神やそれを信仰する民族が辿った



道筋を推理していくことで、それが明白になっていく醍醐味が味わえるんです。ところで、

三島信仰のルートは諸説あるわけですけれども、あくまでも方位という所だけに限って推

論して行くと、三島神が三宅島から渡ってきたという説があって、その三島信仰の道…レ

イラインといってもいいわけですが…は、この説に非常に符合するんです。 

 三宅記という、三宅島の古い伝承を集めた記録があるんですが、この三宅記に三宅島と

伊豆半島がどういう風にできてきたかという話が載っています。 

 それは、伊豆の国焼き、島焼きというエピソードで、天竺から一人の王子が海を渡って

やって来るというところからはじまります。王子は伊豆に住みつこうとするんですが、こ

こは土地が狭い、だから土地を広くしたい。それを富士の大神様に相談します。富士の大

神様は、ここは海の底から土を掬うと、焼けた岩が出て来る。それで新たな土地ができる

と教えてくれるんです。それで海の底を掬ったら焼けた岩が盛り上がって伊豆半島ができ

伊豆諸島ができて行く。これには順番があって、初島が一番最初にできて、そして神津島

……と続く。そんな三宅記の逸話は、地学的な伊豆地方の成り立ちにぴったり合うんです。 

 どういうことかと言うと、日本列島は、おおまかにいうと太平洋プレートと大陸側のプ

レートの二つの上に乗っているですけれど、伊豆半島だけは、全然違うフィリピン海プレ

ートに乗っているんです。このフィリピン海プレートは南から日本本土に向かって押し寄

せてきてるんですね。今の伊豆半島は、1000 万年前は遥か彼方の南海に浮かぶ島々で、そ

れがフィリピン海プレートに乗って北上してくる。そのとき、太平洋プレートと干渉して

いるので火山島ができて、その火山島群が日本の本土にぶつかって、くっついたのが伊豆

半島なんです。 

 伊豆七島から小笠原にかけての島々は、さらに北上していて、本土に近づいているんで

すね。だから、伊豆諸島や小笠原の島や海では、今でも火山活動が盛んなのです。また、

伊豆半島は本土にずっと押し付けられているので、その境に山脈ができるわけです。それ

が富士箱根火山帯ですね。 

 三宅記に出て来る、天竺の王子がやってきて海底から土を掬って、そこから焼けた岩が

持ち上がって伊豆半島と伊豆諸島ができたという話にピタッと合うんですね。 

 伝説や伝承が地学的な知見と一致するというのは、自然と共生してきた少数民族などに、

よく見られますね。たとえば、ネイティヴアメリカンやアボリジニの人たちが風景を見て

物語を語りますよね。あれもただ単に、三つピークがあるからスリーシスターズだって言

ってるわけじゃなくて、そのバックボーンは、ここの土地がどうやってできてきたかって

いう歴史とつながっているんですね。単純に地形を見て、あれは妹でこっちがお姉さんで、

みたいな思いつきではなくて、そこに土地の成り立ちを読んで、物語を作っている。 

 アボリジニには、ソングラインという伝承があります。オーストラリアの先住民である

彼らは、オーストラリア全域にソングラインという見えない道のネットワークがあると考

えているんです。個々の道にはそれぞれ固有の歌があって、アボリジニたちが旅をしたり

狩りで荒野を行くときには、その道の歌を歌いながら行く。すると歌の中のなんとかの谷



が実際の地形と合っていたり、ここで動物が水を飲んでいた、なんていう節に対応すると

ころでは、砂を掘ると水が出てきたりする。 

 

―アボリジニには文字はなかったんですか？ 

 

内田：文字はなかったんです。だから口承伝承が発達したんですね。ネイティヴアメリカ

ンもそうですけれども、そういうもので過去の知見を正確に繋げてきた。三宅記に伝わっ

てきたことも、同じように太古から口承で伝わってきたものでしょうね。 

 話が大元に戻りますが、レイラインもそうした口承伝承と同じようなものだと思うんで

す。文字ではなく、誰にでもわかるランドマーク、聖地の配置として残す。だからの聖地

に刻まれた記号が解釈できれば、物語を辿り、正確な歴史を知ることができるわけです。

三嶋大社の向きが南から 10 度傾いているのは、文字がなくても見れば分かりますよね。

南中の太陽がずれているわけですから。で、この先を行けば三島の神様のやってきた道を

辿れるんだ、という方向指示の記号になっているわけです。 

 下田街道沿いには、三島神社と名のつく社がいっぱいあるんですが、その向きにはパタ

ーンがあります。これは二通りあって、三嶋大社を向いているか、三宅島を向いているん

ですね。伊豆は地形が複雑ですから見通しはほとんど効かないんですけど、なぜか、正確

に三嶋大社や三宅島の方を向いている。GPS で測ってみてもとても精度が高い。これは不

思議ですね。とにかく、下田街道はそんなふうに三島神の痕跡というか記憶が刻まれてい

るわけです。 

 で、話を進めますと、一つにはプレートの移動と衝突によって生み出された火山を崇め

る信仰、火山信仰が起こり、その神様としての三島神があるわけです。それから、伊豆半

島の特に東側ですけれども、こちらには来宮が多い。河津の来宮がありますよね、それか

ら伊豆高原に八幡宮来宮神社というのがあり、それから熱海の来宮神社ですね。来宮は文

字通り神様が海からやってきてそこに鎮座しましたという意味ですね。来る宮が一般的な

表記ですが、紀州の紀と書かれていることもある。これは、紀州からやってきたという意

味ですね。また、樹木の木と表記されていたこともある。これは木製の船でやって来たと

いう意味でしょう。さらに貴いの貴と書くこともあった。これは、貴い人あるいは神がや

って来たという意味でしょう。三宅記には、三島神は天竺の王子とありますから、貴い天

竺の王子が、紀州を経由して木の船に乗ってやって来たというふうに解釈できます。 

 いずれの来宮も、必ず、今ある社から見わたせる海岸に、神が上陸した場所という伝承

地があります。 

 また、河津の来宮も八幡宮の来宮の神様も、手に負えない呑兵衛だったとも伝えられて

います。社のある高台から、酒を飲みながら海を見ているんですね。そして、沖合に船が

通りかかると、これを止めてしまう。風を止めてしまうんです。すると船は先に進めない

から、仕方なく、風待ちのために岸に来ますよね。すると、その船のところに降りていっ



て……降臨してといってもいいですけど、酒を出せとせがむんですね。そうして、常に酒

があるので、日がな一日酔っ払っている。 

 河津の来宮では、酒精進鳥精進という風習があります。冬至の前後一週間、河津の来宮

神社の氏子さんたちは酒を飲んじゃいけない、鳥を食べちゃいけないんです。これはその

呑兵衛な神様と関わりがあるんですね。 

 ある時、河津の神様が沖を通る船を例によって止めたわけです。それはたくさん酒を積

んでいたんですね。でみんな徴発して飲んじゃったんですね。そのうち気持ちよくなって

山の方の野っ原で気持ちよく眠ってしまった。と、気がついてみると野火がついて、自分

が火に取り囲まれていたと。神様なんだから死ぬことはないと思うんんですけれど(笑)、

このまま火にまかれてはまずい死んでしまうと思ったんですね。でも、どうしようもない。 

 さすがに諦めかけたとき、海のほうから鳥の大群が飛んで来ました。その鳥たちは、海

にザブッと入って羽に水をいっぱいつけて、来宮の神様の周りに飛んで来て、燃え盛る野

火の上でバタバタっと羽を振るったんです。すると、羽から水が飛び散って、火が鎮火し

て神様が助かった。来宮の神様は、鳥に命を救われたんですね。それで、河津の来宮の氏

子さんたちは、鳥は来宮の神様の命の恩人だから食べないようにしようと。さらに、酒が

失敗のもとだから、これも控えようと。それが酒精進鳥精進です。それなら、ずっと酒も

鳥も断てばいいのにと思うんですけれどね(笑)。伊豆高原の八幡宮来宮の神様もまったく

同じ呑兵衛です。 

 伊豆半島の東海岸には、今でも神様が上陸してきています……正確に言うと、仏様なん

ですけど。1998 年に下田の白浜の近くにある板取浜で、近くにある民宿の女将さんが、観

音様の木像が流れ着いているのを見つけます。このまま浜に置いておいたら波にさらわれ

ると思って、とりあえず波打ち際から遠いところに上げて置いたんですね。ところが、そ

のことをすっかり忘れてしまった。 

 その夏、台風が何回かやってきて、そういえば岸辺に観音様をあげといたんだと、思い

出して、見に行ったんです。そしたら、何度も波に洗われているはずなのに、まだそこに

あったのです。それで、女将さんは、この観音様はここに居着つきたいんだ、って思った

んですね。そこで、板取浜の向かいにある竜宮島という小さな島の中腹に安置しました。

でもこれだけじゃ申し訳ないなと思って、小さな祠を作ってその中に納め、白浜神社の宮

司さんに頼んでお祀りしてもらったのです。これは、まさに来宮信仰の始まりの形ですよ

ね。例えば、浅草浅草寺の本尊も漁師が打った投網に引っかかってきた仏像ですしね。昔

は神仏習合だったので、仏像が祀られて、それが神様として信仰されるようになるケース

もあったわけで……板取浜の竜宮島も、200 年くらい経つと立派な聖地になってですね、

年に何万人も参拝客が来るようになるんじゃないかと思います(笑)。 

 伊豆東海岸は色々なものが流れ着きました。仏様だけじゃなく、日蓮も頼朝も流されて

きましたしね。いろんなものが流れ着きやすいんですね。 

 来宮神社の神様が呑兵衛だという点も、じつは三島の神様につながるんです。といって



も、三島の神様が呑兵衛だというわけではないんですけど。 

 三嶋大社には、神様が二柱祀られています。事代主(ことしろぬし)神と大山祇(おおやま

つみ)神ですが、大山祇神はどういう神様かご存知ですか？ これは、山の神ですね。山の

水が里を潤して、作物を育む。豊穣神、すごく大事な神様ですね。また、恵比寿神と同体

とも言われて、商売の方がお祀りしてます。また、もう一つ、重要な一面があるんですが、

これは酒蔵の神、酒を醸す神様なんです。来宮の神様と三島の神様はお酒というキーワー

ドでもつながるっていう事なんです。だんだんこういろんなものがつながってくるわけで

すね。 

 で、もう一つ、伊豆辺路とも三島神はつながります。先ほども少し触れましたけど、四

国の遍路ももともとは辺路だった。熊野古道に中辺路とか大辺路がありますけど、熊野も

古いので、元の言い方が残っているんですね。辺路はへりの道、四国もそうですが海岸線

に沿って辿りながら修行をしていくわけですね。伊豆辺路は、伊豆の海岸線を辿って修験

者たちが修行をしました。天城のあたりは天と地の境という事で山の稜線をずーっと巡る、

これも辺路と言います。今のお遍路っていうと、背中に同行二人と書いた白装束を着て、

空海とともに行くっていうそういうスタイルになってますけれども、大元は修験者たちが

非常に厳しい修行をしていたところです。例えば洞窟の中にこもってその中で、百万遍お

経を唱えたり。 

 空海もそんな修行を重ねていて、高知の足摺岬にある御厨人洞(みくろど)で、ずっとお

経を唱えていたんです。虚空蔵求聞持法(こくぞうぐもんじほう)といいますが、それを百

万遍唱えるとあらゆる知識が一瞬にして流れ込んでくるといわれていて、その修行を行っ

ていた。そして、百万遍を唱え終わった瞬間に、天から金星が降ってきて空海の口の中に

飛び込んで、悟りを開いた。空海伝説のクライマックスともいえる有名な逸話ですね。 

 空海は、本名を佐伯真魚(さえきのまお)と言いますが、このときまでは、真魚でした。

満願成就して御厨人洞の先をみると、そこにあるのは空と海のシンプルな世界だった。し

かし、それが全てだと悟って、自らを空海と名乗るようになったわけですね。昔はそうい

うふうに海岸壁の洞窟にこもってずっとお経を唱えるという修行が一般的で、伊豆にもそ

ういう修行者がたくさんいたわけです。 

 この伊豆辺路というのは、入口と出口がはっきりしているんですね。どこかというと、

入り口は熱海の伊豆山神社、出口は富士山なんです。伊豆山をスタートして、伊豆半島の

海岸線をぐるっとひと回りする。余力がある人は天城の山々も巡る。そして、西伊豆の根

元まできたら次どこに行くかというと、ここ、三嶋大社なんです。ここから富士山に向か

っていく。三嶋大社は伊豆辺路の要になるんですね。 

 富士山に向かった修験者は、富士山の裾野を多分ぐるりと回ったんでしょう。中には登

拝した人もいるでしょうね。そして、最後には、深い洞窟に入って修行して、そこから出

てきて生まれ変わる。最後の修行は、富士山の裾野のどこかの溶岩窟で行ったんでしょう

ね。富士吉田の近くの船津には、すごい樹形洞窟があります。大木を溶岩が押し流して、



固まっていくときに、包み込んだ木が燃えて、溶岩の中がきれいなトンネルのように空洞

が残った。ああいうところに籠もって修行をしていたんでしょうね。それは、黄泉の国に

通じるトンネルでもあり、生まれ変わりの産道でもあった。 

 伊豆山の神話が記された走湯山縁起には、伊豆辺路のルートのことがはっきり書かれて

います。伊豆山神社から胎蔵界に入って胎蔵界の伊豆半島をぐるっと巡って、三嶋大社に

たどり着く。すると今度は、金剛界に入る。金剛界というのはあの世ということですね。

胎蔵界の胎は、胎児の胎です、胎内めぐりってありますね。いったん生まれる以前に戻る

というイメージですね。伊豆山から生まれる以前に戻り、さらにあの世を巡って、富士山

の麓の洞窟から生まれ変わって出てくるというわけです。これは、方位にも表れているん

です。伊豆山神社は海を向いているのですが、これは北東方向で南西を背にしている。こ

の南西方向は富士山なんです。伊豆山神社は正確に富士山を背にしているわけです。伊豆

辺路の入口と出口を結ぶと、直線、レイラインが現れるといことでもあります。 

 

―そうした修験の修行はいつまで行われていたんですか？ 

 

内田：明治維新の直後に修験禁止令が出んですが、そこまではかなり続けられていたよう

です。その後スポッと何もなくなってしまったんですね。ところが、今いろいろなところ

で復活してきてます。那須さんも三日間の峰入り(みねいり)を経験されましたよね。 

 

那須：はい、非常に面白いプログラムで、内田さんがおっしゃったように山を歩いて行く

んですけれど、ある中で滝に打たれるプログラムがあったり、ある時は松を燻して、咳き

込む中で死の間際を経験するというような修行があって非常に綿密にプログラム化されて

いるんですよね？ 

 

―那須さんは、どちらで修行体験を？ 

 

那須：出羽三山、山形ですね。そこの先達(せんだつ)とも内田さんはお付き合いがあり、

今日いらしている H さんも修験の大ベテランで色々されている方です。 

 

内田：今、峰入り修行の体験をされる方は多いですよね。三日間でも非常に深いというか

新鮮な体験ができますよね。 

 

那須：そうですね、山を歩くっていう行為自体はシンプルなんです。言葉を発してはいけ

ない、黙々と歩くわけですけれどもその時にいろいろな気づきがあるわけですよね。葉っ

ぱの緑が美しいな、とシンプルに感じたり、そこにいる虫と自分のつながりを感じたり、

大地を踏みしめるということに意識が行ったり、それは十人いたら十人感じ方が違う。と



いうことで、みなさんそれぞれのステージで感じるものがあると思うんですね。 

 近代国家になってから、感じるということがおろそかになっているんで、今の若者にそ

ういう体験をさせるプログラム、プランがないことが、修験が静かなブームになりかけて

いる原因じゃないか、と思います。ところで、伊豆の天城と海岸沿いの辺路のルーツの違

いっていうのはなんかあるんですかね。 

 

内田：ほとんど同時期に行われていたみたいですね。だから両方やる人が多かったんじゃ

ないでしょうか。天との際にある山の稜線に行くのと、海との際である海岸沿いは、とも

にあの世との接点ともいえるわけで、でも、雰囲気はかなり違うから、両方を体験するこ

とで、より超常意識というか変性意識のような感覚が持てたんじゃないでしょうか。数ヶ

月、あるいは数年、そうした環境に身を置くわけですから、体験の密度とか質とかも相当

なものだったと思いますね。 

 一説には空海も伊豆辺路を巡ったと言われています。下田の海蝕洞には、空海が彫った

と伝えられる岩に刻まれた文字もあります。 

 そうそう、一番肝心なことを忘れていました、伊豆辺路は、役行者(えんのぎょうじゃ)

が開創したと伝えられています。修験道そのものの開祖ともされている人ですね。役行者

は元は大和葛城山で修行をしていたのですが、その験力があまりにも強く、疎まれて朝廷

に讒言されます。安倍晴明は鬼や魍魎を式神として使ったといわれていますが、役行者は

それらはもちろん、神そのものも手足のように使ったというのです。朝廷は、その讒言を

受けて、役行者を伊豆大島に流します。 

 伊豆大島に流された役行者は、島送りなどなんのその、験力を発揮して、海の上を走っ

て伊豆山の麓に渡り、そこに温泉を湧き出させます。それが今でも残る走湯(はしりゆ)と

いうわけです。先ほど走湯山縁起の話をしましたが、この縁起には役行者の逸話が主に書

かれています。 

 伊豆葛城山てありますよね。これはまさに役行者が開いたものです。役行者が修行した

大和葛城山を伊豆にも開いたというわけです。 

 また、伊豆半島の南の方は賀茂郡ですが、役行者は賀茂氏の人なんですね。京都に上賀

茂下鴨神社がありますが、その賀茂です。これは山城国の守り神ですが、もとは大和を中

心とした地域が本拠の祭祀一族です。この賀茂氏は、北は京都に、そして南は紀伊半島の

南部にまで続いていきます。熊野本宮は賀茂県主(かものあがたぬし)を祀っています。こ

の賀茂も同じです。この賀茂県主は、神武東征で先導役を務めた八咫烏(やたがらす)の末

裔という伝承が残っています。 

 そんなふうに、紀伊半島の突端にまで賀茂氏の痕跡があって、今度はぴょんと伊豆の南

に賀茂郡が現れる。なんだか不思議な気がしますが、これは黒潮のルートなんですね。紀

伊半島と伊豆半島というのは、黒潮という新幹線のような海流でダイレクトに繋がってい

るんです。太地のくじら漁師は、黒潮を黒瀬川といって恐れましたが、くじらを深追いし



て黒瀬川に乗ってしまうと、そのまま伊豆半島のほうに流されてしまうわけです。そのま

ま上陸できればいいのですが、半島に着けないと、今度は還流する流れに乗って、太平洋

の真ん中へ連れて行かれてしまいます。 

 南伊豆に賀茂郡があるのも、役小角が伊豆大島に遠流となるのも、紀伊半島と伊豆半島

を繋ぐ黒潮のルートを暗示しているわけです。 

 この三嶋大社も奉斎する宮司さんは賀茂氏ですね。平安初期に、京都から三島大社を奉

斎するために移られてきた。三島には独自の暦が伝えられてきましたが、これは陰陽師的

な性格も兼ねた賀茂氏が伝えてきたものですね。 

 

那須：賀茂氏は、ここから北上はしないんですか？ 

 

内田：あまり北上はしていないようですね。 

 

―賀茂はいろいろありますけれど 

 

内田：そうですね、賀茂もありますし、加えるという字を書く加茂もあります。他にも表

記はたくさんありますね。でも、ルーツは同じです。 

 面白いのは、徐福伝説というのがありますけれど、その徐福伝説のルートと思われるも

のが、賀茂氏のルートとだぶってくるんですね。 

 

那須：その徐福伝説について、説明していただけますか。 

 

内田：はい、徐福という人が、秦の始皇帝の時代にいました。秦の始皇帝とは中国全土を

初めて統一した王ですよね。それで、王よりも上の皇帝という称号を使うようになった。

始まりの皇帝です。始皇帝は、この世のあらゆるものを手に入れ、英華を極めたわけです。

でも、ただ一つ手にしていない物があった。それは不老不死です。 

 その始皇帝がただ一つだけ手に入れられなかった不老不死をもたらしてくれる妙薬を見

つけるために、東海の彼方にあるとされた蓬莱山を目指して船出したのが、徐福の船団で

す。徐福は、もともと斉(せい)という国の人で、斉は秦に征服されてしまうのですが、科

学とか宗教が進んでいたところで、農業国であった秦は、斉の王族や貴族を重用したんで

す。方士……陰陽師とか仙人のようなものだった徐福は、始皇帝に自分は不老不死の妙薬

を手に入れることができると言って取り入るんですね。 

 史記にも乗っている話なのですが、徐福は、６千人とか 3 万人とかいう数の若い男女と

職工……技術者ですね……を集めて大船団を組んで中国大陸から東へむけて船出したと伝

えられています。この話に対応するような形で、日本には徐福がやってきたという伝説が

各地にあります。その中で、とくに有力な場所として若狭湾に突き出た丹後半島があげら



れます。そこに徐福の上陸地とされるところがあるんです。 

 話が少し元に戻りますが、賀茂氏の由来について、秦氏の系統だということはわかって

います。秦氏の中で、とくに祭祀を担う人たちが賀茂氏でした。秦氏は渡来民として有名

ですよね。一説には、秦氏は秦からやって来た徐福の末裔だという話があるんです。秦が

祖国だから秦氏を名乗ったというわけです。 

 徐福の一行が、丹後に着いたとしたら、蓬莱山を目指して、そこから南下を始めていき

ますね。もしかすると、南下の過程で、大和葛城山を蓬莱山だと思ったかもしれません。

でも、そこには、不老不死の妙薬はない。そこで、ずっと南下していくと、ついには、紀

伊半島の端まで辿り着く。熊野に新宮というところがありますが、そこには徐福の墓とさ

れものがあります。ここは、丹後からみると真南に当たります。そして、この南北のライ

ンには、点々と秦氏、賀茂氏の痕跡が残っているんです。京都の上賀茂下鴨神社もそうで

す。役小角も賀茂氏ですね。 

 新宮で、またまた海に出くわした徐福の一行は、さらにここから船出した。すると、船

団は当然黒潮に乗って伊豆に来るわけです。そして、賀茂氏の中で、伊豆の南に定着した

人たちが住んだところが賀茂郡と呼ばれるようになる。また、北上した一団もいて、彼ら

は伊豆半島を縦断して、ついに富士山の姿を見るわけです。それが、三島あたりだったん

じゃないでしょうか。富士山は不死山。蓬莱山であったのです。 

 夢が膨らみませすね。そんなふうに考えていくと。方位に着目して、その先に何がある

ってたどっていくと徐福伝説という話にすごくリアリティが出てくるんです。辻褄があっ

てくる。全部ね。富士吉田には宮下文書というものが伝わっています。それは徐福文書と

も呼ばれ、徐福の一行がついに富士山の麓に着いて、ここに古代都市を作った、という話

が記されています。一般的には、宮下文書は偽書として、史学の世界ではまったく相手に

されていないんですけど、方位、レイライン的な観点からみると、あながち偽書として簡

単に片付けてしまうことはできないわけです。 

 

―徐福は中国に戻らなかったのでしょうか？ 

 

内田：はい。じつは、最初から戻るつもりはなかったのです。 

 

那須：ここに内田さんのオリジナルな発想がありますね、徐福は誰だったのかっていう。 

 

内田：はい、徐福とはどういう人物だったのか、どうして秦の始皇帝は除福を信用して、

巨額の資金を渡し、何万という人を連れて行くのを許したのか。そんな謎を突き詰めてい

くと、徐福とは誰だったのかがおぼろげに浮かび上がってきます。 

 

那須 : それは、誰なんですか? 



 

内田: それは、先のお楽しみということで(笑) 

 

那須：ところで、三島大社の参道が、真南から 10 度傾いて、指しているのは白浜神社で

したね？ 

 

内田：はい、その白浜神社の祭神は伊古奈比咩命(イコナビネノミコト)という女神ですが、

この神様は三島神の妃神なんです。三宅島から夫婦で渡ってきて、いったんここに鎮座す

るんですが、三島神だけ別れて北上して、三嶋大社に鎮座します。そのルートが下田街道

ですね。 

 今までお話してきたように、最終的に、三島で焦点が結ばれてくるんですね。ここには、

もしかすると、日本にとっても中国にとっても古代史最大の謎である徐福伝説を解明する

何かがあるかもしれません。 

 

―ありがとうございます。 

 


