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【はじめに】 

私が登山を始め、2年が経過しようとしています。最初は体力維持を目標に、平

成 31 年 1 月 1 日より、自宅近くの低山から軽い気持ちで始めた登山でした。しか

し、九州百名山の存在と、登山に対する思いが某常務と一致したことをきっかけに、

平成 31 年 3 月下旬より、本格的に登山に向き合うことになりました。最初は仕事

においても山に行くことが多いので、楽勝だろうと高を括っていたのですが、すぐ

にその鼻っ柱は折られてしまいました。本当に登山は舐めたらいけんですね。 

 

人はなぜ山に登るのだろうか？これはいつの時代にも登山に対する命題です。

「登山の誕生（小泉武栄：中公新書）」には、三つのことが記されています。一つ

は何かを征服したいという欲望、二つ目は未知への憧れ、三つ目は冒険愛である。

もちろん、この私自身も同じ思いを持つ人間の一人なのでしょう。なんたって、わ

ざわざ重い荷物を背負い、猛暑の中あるいは極寒の中でさえも、すき好んで登山を

するわけですから（笑）。実は登山したものにしかわからないご褒美が、そこにあ

るのです。長い間、山なんかあえて登ることはないと豪語していたこの私を、ほぼ

毎週どこかの山頂に立たせることとなった「登山」について感じたことを、このコ

ラムで伝えていくことができればと思っています。 

 

さて登山される方なら、山でよく「神社」「お寺」をよく見かけると思います。

特に登山を始められたばかりの方は、なぜこんなに山と「神社」「お寺」が密接に

かかわっているのだろうと疑問に思われている方も多いのではないでしょうか。 

私自身、神社仏閣には元々興味があったのですが、登山を始めてから山岳信仰と

いう言葉に少しずつ興味を持つようになりました。 

山岳信仰とは、山に神々が宿るとし崇拝する信仰のことです。国土の 7割以上を

山地が占める日本に住む人々にとって、山は水や木、動物と言った生きるために大

切な物を届けてくれる反面、火山噴火や土砂崩れなどといった恐ろしい災害ももた

らす、まさに神のような存在だったものと考えられます。 

 少々前置きが長くなってしまいましたが、これから山岳信仰で著名な山をテーマ

として、登山の楽しさや厳しさについても私見を交え、私なりの思いを記していき

たいと思います。 

 

【一の巻】 

まず、最初にどの山を取り上げるか、これは非常に悩むところでした。日本第一

の霊山と言えば、「富士山」が、満場一致で認めるところだと思います。また、中

国・四国・九州では、「大山」「石鎚山」「阿蘇五岳」が思い浮かぶでしょう。しか
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し、これらはすべて日本百名山に載っている山々であり、私自身がまだ足を運んで

いない山もあります。そのような理由から、手始めとして山口と九州百名山を中心

にご紹介していきます。 

 

さて、今回ご紹介するのは、福岡県田川郡添田町と大分県中津市山国町にまたが

る、標高 1,199m の英彦山（ひこさん）です。英彦山は、耶馬日田英彦山国定公園

の一部をなしており、日本二百名山の一つでもあります。北岳（1,192m）・中岳

（1,188m）・南岳（1,199m）の 3つの峰があり、最高点は南岳にあります。 

また英彦山は、羽黒山（山形県）・熊野大峰山（奈良県）とともに「日本三大修

験山」に数えられ、山伏の坊舎跡など往時をしのぶ史跡が残っています。山伏の修

験道場として古くから武芸の鍛錬に力を入れ、江戸時代の最盛期には数千名の僧兵

を擁し、俗に「彦山三千八百坊」といわれ、大名に匹敵する兵力を保持していたと

いわれています。 

私が英彦山を訪れたのは 2019 年 8 月 31 日。豊前坊登山口（高住神社駐車場）に

車を置き、九州自然歩道をしばらく歩いた後、奉幣殿から中岳山頂の上宮へ続く表

参道コースを通り、南岳～鬼杉～鹿の角～南岳～中岳～北岳～望雲台～豊前坊登山

口までの約 10km の工程となります。 

 

 

登山ルートは、ヤマップデータを引用 
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お盆は過ぎたとはいえ、朝 6時過ぎ

でもまだ暑い盛りです。脱水症状を起

こさないように、水分を山ほど背負い、

豊前坊登山口よりスタートしました。

しばらくは、なだらかな九州自然歩道

沿いの道を歩いていきます。九州自然

歩道は、九州 7 県にまたがる総延長

2,936.9km の長距離自然歩道です。と

ても快適な散策路です。 

 

豊前坊登山口から約 3km、1 時間弱で奉幣殿に到着しました。 

奉幣殿は、修験道時代の霊仙寺の大講堂で、現在の建物は、元和 2年（1616 年）

小倉藩主細川越中忠興によって再建されたものです。桃山建築様式で、以後小倉藩

主によって修復されて現在国の重要文化財に指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奉幣殿に御参りしていこう          階段地獄 

  

これから山頂まで、ほぼ階段が続きます。実はこれが地味にきつい。階段は、人

の歩幅のことは考えてくれません。これこそ修験の道、自分自身の鍛錬と思えばな

んてことはない？しかし、これだけの石段を作ったのは驚きです。先人たちのパワ

ーに感服します。 

 

登山口をスタートしてから約 2時間、中岳山頂に到着しました。山頂には、ま

だあまり人影はありません。 

上宮は、神武天皇が御東征の時、天村雲命（あめのむらくものみこと）を遣わ

されて祀られたと伝えられていますが、現在の社殿は天保 13 年（1842 年）に、

肥前藩主鍋島斉正によって奉建されたものです。しかし、現在までに約二百年の

九州自然歩道 
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月日が経過し、施設はひどく痛んでいました。（現在、英彦山神宮修復保存にかか

る奉賛金を募集中です） 

 

 

英彦山神宮（上宮） 

 

 

中岳山頂標識 

 

英彦山は、古来から神の山として信仰されていた霊山で、御祭神が天照大神（伊

勢神宮）の御子、天忍穂耳命（正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命：マサカツアカツカチ

ハヤヒアメノオシホミミノミコト-北岳）であることから「日の子の山」即ち「日

子山」と呼ばれていました。 

嵯峨天皇の弘仁 10 年（819 年）詔（みことのり）によって「日子」の２文字を

「彦」に改められ、次いで、霊元法皇、享保 14 年（1729 年）には、院宣により「英」

の１字を賜り「英彦山（ひこさん）」と改称され現在に至っています。 
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英彦山は、中世以降、神の信仰に仏教が習合され、修験道の道場「英彦山権現様」

として栄えましたが、明治維新の神仏分離令により英彦山神社となり、昭和 50 年

6 月 24 日、天皇陛下のお許しを得て、戦後、全国第三番目の「神宮」に改称され、

英彦山神宮になっています。 

南岳から約 20 分、標高で 250m ほど下ると、とても特徴的な岩盤の露頭に遭遇し

ます。材木石といい、火山で噴出したマグマが急冷し固まった時にできた安山岩の

柱状節理です。材木を積み重ねたようにみえることから、材木石と呼ばれています。

英彦山に伝わる鬼杉伝説によると、鬼が社を建てようとして伐り出した材木の残り

がこの岩になったといわれています。 

 

 

材木石（安山岩の柱状節理） 

 

材木石からさらに約 20 分、標高で 150m 下ると、

鬼杉伝説の鬼杉があります。 

鬼杉は、奈良時代から生育しており、木の周囲は

約12.4m、高さは上半分が倒れた現在の状態で約38m

あります。国の天然記念物に指定されており、「森の

巨人たち百選」にも選ばれています。 

 

鬼杉から籠水峠、鹿の角（1,071m）を経由し、再

び中岳に戻りました。豊前坊登山口を出発してから、

ここまでに 6 時間 30 分が経過しています。ちょう

どお昼前でしたので、一段低い広場では、何組かの

登山客が昼食をとっていました。 

私も行動食を少し口に入れ、早々と北岳に向かい

ました。中岳山頂から北岳までは、鞍部地形で比較
鬼 杉 
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的高低差の少ない縦走路となっており、20 分弱で到着しました。北岳山頂部は、磐

境（禁足地）となっており、神仏習合時代からの聖地として立ち入りが禁じられて

います。 

 

 

 北岳山頂の禁足地 

 

北岳からは、豊前坊登山口まで下りが続きます。ここはロープや鎖場、滑りやす

い石畳が多く、ちょっと気を抜くと、あっという間に尻もちをついてしまいそうで、

とても気を使いました。ここまでで、スタートから 6 時間 30 分が過ぎ、そろそろ

疲労が出てきていますが、この後、いよいよ本日英彦山登山のラスボスである、望

雲台に挑むことになるのでした。 

 

望雲台に向けて歩いていくと、すぐに第 1の鎖場が出現します。傾斜は急で岩も

滑りますが、足をのせるところに合わせたように微妙なくぼみがあり、鎖を使えば

さほど難しいクライミングではありません。しかし高所が苦手な私にとっては、と

ても下をみる余裕はありませんでした。 

 第 1 の鎖場 天国への階段      第 2 の鎖場 崖の右側は地獄… 
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第 1の鎖場を登りきりホッとする間もなくすぐに第 2の鎖場が出現します。右側

は崖になっており、奈落の底です。もし躓いたらと考えたら怖くなり、一歩一歩意

識して歩いていました。 

第 2の鎖場を経過して 3分足らずで第 3の鎖場があります。ほぼ直壁の崖をおよ

そ 10m 登っていくと… 

 

 

第 3の鎖場 最後の壁 天国まであとわずか… 

 

望雲台のてっぺんに到達しました！周囲に広がる絶景にはとにかく感動します。 

しかし、望雲台の上は幅 30 ㎝ほどのスペースしかなく、右足を踏み外すと先ほ

ど登ってきた第 3 の鎖場に転落、左足を踏み外すと約 130m の断崖絶壁に転落の二

者択一状態。魂抜かれそうになる前に下山しました（笑）。 

望雲台にきて思ったのは、一体誰がここにステンレスポールを取り付けたのだろ

うということでした。私は絶対に受注しません！！施工業者さんありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

望雲台からの展望        望雲台の下を覗くと魂抜かれる 
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望雲台の緊張から約 15 分で、ゴールの豊前坊登山口に到着しました。 

ここには高住神社があり、その主祭神は豊日別大神（とよひわけおおみかみ）と

いい、豊前と豊後の国の守護神であるとされています。人々の病苦を救い、五穀豊

穣、牛馬安全などの国造りの基盤となる農耕の神として、古くから崇められていま

した。この主祭神以上に有名なのは、日本八大天狗の一人であり、九州の天狗の頭

目とされる豊前坊天狗であり、この神社に祭神の一柱として祀られています。神社

のある英彦山は九州随一の修験道の修行場であり、その関連から天狗の住まう聖地

とされたものと考えられています。 

豊前坊は配下の天狗を使って、欲深い者に対しては子供を攫ったり家に火を付け

たりして罰を与え、心正しき者には願い事を聞き届けたり身辺を守護したりすると

されているそうです。もし周囲に欲深い人がいたら、天狗様にお願いすれば成敗し

てくれるでしょう（笑）。 

余談ですが、那覇基地に所属する航空自衛隊第 304 飛行隊（愛称：テング・ウォ

リアーズ）の部隊マークは、英彦山に棲むと伝えられる、天狗（英彦山豊前坊）が

デザインされています。「天狗の如く山河を超え、鎮西の空を飛翔することの象徴」

を意味し、発足当時の第 8航空団司令のアイデアによるそうですので、沖縄に行か

れることがあれば、会うことができるかもしれませんね。 

 

以上、一の巻では英彦山の山行をご紹介させていただきました。今の私の登山は

ピークハントが目的なので、周囲のランドマークにはあまり目を向ける余裕はあり

ませんが、九州百名山を制覇した後は、旬の山を楽しむ方向に転換する予定です。 

今後も不定期に掲載していこうと思いますので、お時間のある方は覗いてみてい

ただけるとしあわせます！ 
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