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－Legend around “Wakasaji, Nochiseyama-Mountain” and its Romance－ 
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ABSTRACT 

This paper is the sixth article on my own series dissertations “Cave and Manyoshu”, which 
has appeared on the annals since 2011. And the stage of this series is Nochiseyama-mountain 
which located Obama city, Fukui Prefecture. Representative poet of Manyoshu, 
Otomono-Yakamochi and his wife have exchanged love poet, which promise a future marriage 
in honor as the name of this mountain・Nochise (meet future). There is a small cave at the foot 
of this mountain. In the cave, which is enshrined Nun (named Happyakubikuni) who lived at 
800 years old. Manyo poet and also Happyakubikuni legend have been passed down from 
generation to generation by 1200 years or more. It is a description of inspection of the small 
cave of the foot of a mountain that produced Nochiseyama conveying romance of Manyo in the 
present age and Happyakubikuni legend as follows. 
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1.はじめに 

 「洞窟環境ＮＥＴ学会」紀要に連載している「万葉集と洞窟」の第 6 回の舞台は、福井県小浜市の若狭道であ

る。万葉集の編纂者とされる大伴家持（おおとものやかもち）と、その妻となる坂上大嬢（さかのうえのおおい

らつめ）との間で交わされた贈答歌に、「後瀬山」（のちせやま）という、小浜市街地南部に横たわる標高 168ｍ
の小山が登場する。その名にちなんで「後にはきっと逢いましょうね」と、固い契りを交し合った象徴としての

意味合いが込められている。その山の麓には、人魚を食べて八百年間、若さを保ち続けたという不老不死伝説の

八百比丘尼（はっぴゃくびくに、やおびくに）が籠り、食を断って入定（入滅）したと伝えられる小さな洞窟が

ある。今は人の手が加えられ、観光スポットとして知られているが、元は日本海岸特有の激しい地層の変化の中

でできた海食洞窟である。若狭は海の幸を朝廷に献上する「御食国」（みけつくに）として知られ、古くから大

陸文化を都へ伝える中継地として、また、都と地方を結ぶ交通の要衝として栄えた。家持が国守として越の国（富

山）に赴任し、大嬢とともに都に帰任した時にも通ったであろう道でもあり、今年（2017 年）で 1266 回目を迎

えた東大寺二月堂のお水取りの若水は若狭から送られているとされる。少し時代を下がると、海の幸を都へ運ぶ

鯖街道の出発点となり、戦国時代、後瀬山には多くの武将たちが城を築いた。万葉の恋歌と不老不死伝説は、こ

うした若狭道が紡いできた彩り豊かな歴史の序章である。以下は万葉のロマンを今に伝える後瀬山と、八百比丘

尼伝説を生んだ山裾の小さな洞窟の検分記である。 
 

２.万葉歌 

かにかくに人は 言
い

ふとも 若狭
わ か さ

道
ぢ

の 後
のち

瀬
せ

の山の 後
のち

も 逢
あ

はむ君（巻 4 737） 

〈人はとやかく言っても、若狭道の後瀬の山、という名のように、きっと後にはお逢いしましょうね。わが君よ〉 
 後に大伴家持の正妻となる坂上大嬢が家持に贈った歌の 1 首である。これに対し、家持は次のように返してい

る。 

後瀬山後も逢はむと思へこそ死ぬべきものを 今日
け ふ

までも 生
い

けれ（巻４ 739） 
〈後瀬山という名のように後には必ず逢おうと思えばこそ、死ぬはずのところを今日まで生きてきたのです〉後

に詳述するが、後瀬山は福井県小浜市の市街地の南にある小高い山で（写真 1）、万葉集に登場するのはこの 2
首だけである。2 首とも実際の山を詠ったものではなく、大嬢は「後」という言葉を引きだし、印象付けるため

の「序」として用いている。また、家持も「枕詞」

として後瀬山を受けている。後瀬山は若狭の国府に

近い街道筋にあって、旅人を通して、遠く離れた都

にもその名が伝わっていたことがうかがえる。2 人

ともこの歌を詠った時、後瀬山を見たこともなかっ

たが、奇遇にも後にそろって仰ぎ見ることになる。 
序とか枕詞とか後世の解説風に言えば、技巧を弄

した歌のようにも受け取られかねないが、「きっと逢

いましょうね」「そのために生きてきたのだ」と、思

いのたけをストレートにぶつけ合った、いかにも万

葉らしい恋歌である。「男も女も両手を広げ、愛情を

体で示しながら、駆け寄り抱き合おうとする情熱後

瀬山恋歌だ」（「万葉の歌 人と風土 15」、山口博著）。次章で述べるとおり、家持と大嬢は従兄妹同士であり、

写真 1.小浜港から見た後瀬山。市街地のすぐ南にある 
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互いに初恋相手として見初め合った後、いったん別れ、数年の後に再び愛を交わすようになった。この歌はその

ころ、やり取りされた一連の贈答歌である。家持 22 歳ごろかと思われる。 
 

3.大伴家持と坂上大嬢 

大伴家持（718～785 年）は、「洞窟環境ＮＥＴ学会」紀要 5 号（2014 年）でも触れた通り、万葉集の編纂者と

され、万葉集で最も多い 473 首の歌を載せている。大伴家は古来、天皇の身辺を守護する武の名門で、父は大宰

府師などを務め、大納言まで昇進した旅人（たびと 665～731）。歌をよく詠み、大宰府時代筑紫歌壇を形成、

万葉集にも 78 首を載せている。嫡男として生まれた家持は母を早く亡く

し、叔母の大伴坂上郎女（さかのうえのいらつめ）に育てられた。17、8
歳ごろから 10 年間、聖武天皇の側近に仕える内舎人（うどねり）を務め

た後、天平 17 年（745）、28 歳で従五位下に叙せられ、正式に貴族の仲間

入りをする。翌天平 18 年（746）6 月、越中国（富山、石川県）国守に任

じられ、7 月に赴任する。越中での 5 年間に歌人としての新境地を開き、

名実ともに万葉を代表する歌人としての地位を不動のものにしていった。

晩年は波乱続きで、政治的には恵まれないまま 68 歳で生涯を閉じる。 
内舎人時代を中心に恋多き青春を過ごし、残された万葉歌から華やかな

女性遍歴をうかがい知ることができる。そのあまたの女性の中で、坂上大

嬢は初恋の人であり、曲折を経たのち生涯の伴侶となる特別な存在である。 
坂上大嬢は、大伴旅人の弟にあたる大伴宿奈麻呂（すくなまろ）と、同

じく旅人の異母妹になる坂上郎女の間の長女で、家持とは従妹同士の関係

になる（図 1）。生没年は不詳だが、家持より 3，4 歳年下であったと思わ

れる。元北海学園大教授、小野寺静子氏の「大伴家女流歌の研究」による

推定では大嬢の誕生は養老 5 年（721）で、家持より 3 歳年下としている

（注 1）。本稿ではこの推定年齢に従って論を進めていきたい。大嬢は万

葉集には 11 首の歌を残しているが、すべて家持との相聞贈答歌である。 
以下、歌に沿って二人の愛の遍歴を辿ってみよう。 

家持の歌で、年次が次判明している最初の歌は「初月
みかづき

の歌」の題詞が

ある次の歌で、坂上郎女ら数人の歌とともに、天平 5 年（733）の項にまとめられている。 

振 E

ふ り

AAE仰 E

さ

Aけて AE若月 E

みかづき

A見れば一目見し人の AE眉引 E

まよびき

A思ほゆるかも（巻 6 994） 
〈振り仰いで三日月を見ると、一目だけ見た人の引き眉が思われることよ〉 
 家持この年 16 歳、一目見た相手がほかならぬ大嬢であり、これが二人のなれ初めの歌であるとする説が多い。

しかし、初恋の歌にしてはあまりに大人びており、初々しさに欠ける面がないとは言えない。それに比べてこの

1 年前、天平 4 年の作と推定される 
大伴宿禰家持の坂上家の大嬢に贈れる歌一首 

わが 屋外
や ど

に 蒔
ま

きし 矍
な で

麦
し こ

いつしかも花に咲きなむ 比
な ぞ

べつつ見む（巻 8 1448） 
〈私の庭に蒔いたなでしこの花が咲くのは何時だろう。美しいあなたに見立てて眺めたいものだ〉 
なでしこは家持が大好きだった。可憐な花が、まだ、花開く前の初々しさがのこる大嬢にぴったり。初恋らし

い清潔感にもあふれている。時に家持 15 歳、大嬢 12 歳である。               
大嬢がこの歌に直接応えたものは残っていないが、家持に贈った最初とみられるのが次の歌である。 

図 1.大伴家関係系図 

大伴家持・坂上大嬢の系図

大
伴
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大伴の坂上家の大嬢、大伴宿禰家持に 報
こた

へ贈る歌 4 首（巻 4 581～584） 

生きてあらば見まくも知らず何しかも死なむよ妹と 夢
い め

に見えつる（581） 
〈生きておれば逢うこともあるかも知れないのに、どうしてあなたは「死んでしまうだろう、妹よ」などと夢に

見えたのですか〉 

大夫 E

ますらを

Aもかく恋ひけるを AE手弱女 E

た わ や め

Aの恋ふる A E 情 E

こころ

Aに AE比 E

たぐ

Aひあらめやも（582） 

〈立派な大夫であるあなたが、こんなに私を恋していらっしゃることは分かりましたが、か弱い女の私の恋し

く思う心と比べものはなりませんわ〉 
題詞に「報へる」とあるが、それに相当する家持の歌は見当たらない。歌の内容からして最初の出会いから相

当進んだ状況での歌であろう。家持のなでしこの歌から 1 年後として大嬢 13 歳ごろと思われるが、13 歳にして

は出来過ぎ、母親の坂上郎女の代作ではないかとする説が有力だ。坂上郎女は、ことに旅人の妻亡き後、大伴家

を仕切るゴッドマザー的存在で、家持・大嬢の結婚問題にも少なからぬ影響を及ぼしている。 
このように若くして、というより幼くして恋歌を交

し合った二人だが、程なくして別れることに。再び相

聞歌を贈答するようになるのは、6 年後の天平 11 年

（739）8 月ごろ、家持 22 歳、大嬢 19 歳ごろのこと

だ（注 2）。表題歌の「後瀬山恋歌」を含む 35 首もの

やり取りが万葉集に載っている。特に家持から大嬢へ

の歌が 27 首と圧倒的に多い。復縁後 1 年ほどたった

ころには 2 人の関係も安定し「後に逢はむ」と誓い合

った通り、大嬢は晴れて正妻の座に着くことになる。 
 

４.後瀬山 

「後瀬山恋歌」を交わしたとき、2 人とも実際にこの山を見たことはなく、都にいてその名を聞いていただけ

だった。しかし、奇遇にも家持は 7 年後の天平 18 年（746）7 月、国守として越中に赴任する祭、また大嬢は 3
年後の天平勝宝元年（749 年）暮れごろ、いったん帰京していた家持に同行して越中へ向かう際、北陸道（若狭

道）を通ったとみられる。また、天平勝宝 3 年（751）、家持にとっては 5 年、大嬢には 1 年 8 カ月ほどの越中

暮らしを終え、8 月 5 日に国府を出発、帰京の途に就くが、その時も同じコースを辿った可能性が高い。 
当時、都から越中へ向かう北陸道の旅は 10 余日の行程で、三尾（現滋賀県高島市拝戸）か、少し北側の今津

（同市今津町）から近江・若狭の国境の山を越えて熊川（福井県若狭町）を経由（今の国道 303 号線）。若狭国

府（小浜市）からのルートと合流して敦賀に至り、海岸沿いに杉津を経由して再び内陸部へ。山を峠越えて 鹿
か

蒜
へ る

（可敝流、帰、とも。現南越前町）へ至るコースが一般的だったとみられている（注 3）。「熊川から北川の河谷

を国府のあったいまの小浜市へむかう若狭道もあった」（犬養孝 「万葉の旅 下」）とも言われ、家持らが越中

への行き帰りに若狭国府付近を通った可能性は極めて高い。とすると、現在の小浜の市街地のすぐ南にある後瀬

山を見たのは間違いないだろう。2 人が人づてにその名を聞き、熱い想いを託した「山」を目の当りにした感慨

は如何ばかりであったろう。小高い二つの峰が重なり合う柔らかい山容も、春日山、平城山といった都の山々を

思い起こさせるものだったのではなかろうか。 

写真 2.大伴家持像（左＝高岡

市・二上山）と当時の貴族の服

装（高岡市万葉歴史館の展示） 
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後瀬山は標高 168ｍ。ＪＲ小浜駅から南西へ 0.8 キロ。住所地としては小浜市伏原・大宮・男山・鹿島・浅間

一帯にまたがり、小浜（若狭道）のシンボルと

なっているが、上記万葉歌の後、その名が歴史

に登場するのは 8 世紀以上経った戦国時代のこ

と。大永 2 年（1522）、若狭国守護、武田元光

が山城を築いたことによる。若狭武田家が 4 代、

約半世紀にわたって統治した後、越前の朝倉義

景、織田信長の家臣・丹羽長秀、豊臣一族の浅

野長政、木下勝俊らが入城、それぞれ石垣を構

築、天守を造営するなどの改築を重ねた。関ヶ

原合戦後に入国した京極高次によって慶長 6 年

（1601）、別の場所に小浜城（雲浜城）の建築

が始まるまで約 80 年間、歴代若狭国守の居城

であった。  
山頂に御殿と称される主郭を置き、館を取り巻く稜線に群郭を配し、巨大な畝堀、竪堀、空堀やそれぞれの群

郭をつなぐ城道を備えるなど万全の戦闘配備体制が施されていた。昭和 63 年（1988）、小浜市教委が山頂の主郭

一帯を発掘調査した結果、再築の土塁や築山、礎石を伴う建物遺構を確認。青磁、白磁、陶器類などの遺物も出

土している。壮大な山城で、遺構の保存状態も良好であったことから平成 9 年（1997）5 月、国の史跡に指定さ

れている。 
また、山麓北側には二重の堀を巡らした守護館が設けられ、武田元光以来、各城主が平時はここに居住した。

堀を含め東西 110ｍ、南北 120ｍの広さだったという。この跡地が現在の空印寺（注 4、写真 3）境内にあたり、

その一角に八百比丘尼が入定したと伝えられる小さな洞窟が穿たれているのだ。 
 

 
 

写真 3.後瀬山の模型（左）＝定高寺所蔵。中央下（説明板の左）の白く見え

るのが空印寺の所在地。右は空印寺の薬医門（奥が本堂） 
 

５.八百比丘尼入定洞窟 

5-1.八百比丘尼伝説 

地図 1.小浜市中心部。ＪＲ小浜駅の南西 0.8km に後瀬山城跡 
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 洞窟を見る前に、その名前の由来となっている八百比丘尼伝

説について触れておきたい。 
八百比丘尼伝説を一言でいえば、「海の彼方に招かれて、土

産にもらった人魚の肉を食べた娘が八百歳まで長生きし、全国

を行脚した」という話である。北は福島、新潟から南は福岡、

熊本まで全国 27 都府県 115 カ所に伝承地として残っている

（図 2））。 
生まれ年も様々で、人魚の肉ではなく貝を食べた。白髪の老

女であった。若狭から来た。若狭へ行った…など、それぞれ微

妙な違いがある。ただ、伝説の大半が比丘尼の出生地を若狭国

であるとし、空印寺に古くから比丘尼の木像・八百比丘尼坐像

（写真 4.左）が伝わり、境内には入定したという洞窟もある

ことから、伝承の発祥地が若狭国小浜であるとするのが定説で

ある。また、生没年の有力説は、白雉 5 年（654）に生まれ、

宝徳元年（1449）京都に現れ、800歳で死去したとされる。有

力伝説の概要は以下の通りである。 
◇ 
むかし、若狭の国に高橋権太夫という長者がおりました。国中の

人たちを招いてご馳走して自慢しておりました。 

あるとき、「私の家にも来てください」と、海の向こうの主人から招かれて、権太夫は大喜びで船に乗って出かけました。

船の着いたところは、これまで見たこともない立派な屋敷でした。沢山のご馳走が運ばれて、権太夫は楽しく幾日かを過ご

しました。 

「「たいへんご馳走になりました。そろそろ国に帰ります」と言うと、「それはまことに残念です。これから珍しい料理を差し

上げようと用意していたところですのに」と、主人は残念そうに「これはわが家の宝です。おみやげにお持ち帰りください」と

人魚の肉を権太夫に渡しました。 

権太夫はお家に帰ると、もらったみやげを戸棚の中にしまっておきました。権太夫の娘は、そのみやげをこっそりと出し

て食べました。とてもおいしいので、みんな食べてしまいました。それから権太夫の娘は不思議に何年たっても美しい姿の

ままでいました。やがて、娘を知る人もなくなって、比丘尼となって旅に出ました。 

 

 

写真４.空印寺に安置されている八百比丘尼の木像と、洞窟前の石像。小浜

湾に面した海岸沿いにあるマーメイドテラスの人魚像（左から） 

 

国々をめぐって病気の人を治し、貧しい人を助けて田畑を耕し、川に橋をかけ、行くさきざきで椿の種をまき、花を咲か

せて、また旅に出ました。いつか、八百年の年月が流れていきました。 

図 2.「・」印が全国の八百比丘尼伝承地。小浜市

郷土研究会編「伝説資料集八百比丘尼」 
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比丘尼は生まれた若狭の国が懐かしく、ふるさとに戻りました。けれども、若狭の人もだれも知らぬ人ばかりでした。比丘

尼は「かねの音が聞こえなくなったら、私は亡くなったと思ってください」と言って洞窟に入りました。いつか、かねの音が絶

えて洞窟のまえの椿が咲きました。 

若狭の人々は、いつまでも若く美しかった比丘尼の不老長寿にあやかりたいと、お祈りしました。健康で明るく長生きで

きる願いをこめて、八百比丘尼と人々は呼んでいます。 

 
小浜市では、八百比丘尼伝説にちなんで、「伝説が生きる人、まち、未来」をテーマに平成 3年（1991）11月、

伝説ゆかりの全国 22 市町村に呼びかけて「八百比丘尼サミット」を開いた。長寿と健康の街づくり、伝説を生

かした地域活性化策を探ろうというユニークな催しで、専門家を招いて街づくりの課題を話し合い、改めて伝説

のナゾに迫るなど活発な討論が行われ、その詳細が 190ページに及ぶ報告書にまとめられている。上記の「八百

比丘尼伝説の概要」はその報告書に添付された説明を引用したものである。サミットでは「郷土の発掘・郷土史

の再発見 なぜ、八尾比丘尼は若狭なのか。伝説のナゾに迫る」という分科会もあり、郷土史家を中心に様々な

文献・資料に基づいた八尾比丘尼伝説についての討論も行われた。 

一方、同市ではこれに先立つ昭和 51 年（1976）4 月、小浜湾に面した海水浴場の一角に「マーメイドテラス」

を設け、比丘尼の長寿の元になったとされる人魚の銅像（写真 4.右）2体を設置。伝説の街をＰＲしている。 

 

5-2.洞窟の形状 

この八百比丘尼が入定（入滅）したとされる洞窟は、第 4章で述べた後瀬山の北側山麓、かつて歴代城主の守

護館跡、現在の空印寺の薬医門のすぐ左手にある。簡単な囲いがあるだけで、自由に出入りできる。「八百比丘

尼入定地」と刻まれた石碑（高さ 1.3m、台座 40cm、幅 35cm）を左に見て、2 基の灯篭（高さ 1.8m）の間の石畳

の道を 8.5m ほど進むと洞窟入口（写真 5）。その右手前に、右手に椿の枝を、左手に数珠を持った八百比丘尼の

石像（全高 1.4m、台座 40cm、幅 40cm）が安置されている（写真 4の中央）。 

 

 

写真 5.八百比丘尼入定洞窟は鬱蒼とした後瀬山の山麓にある（左）。洞窟入口正面（中

央）。「八百比丘尼入定地」と刻まれた石碑（右） 

 

洞窟の入り口は高さ 1.5m。幅は上部で 2m、下部で 1.3m。天井部分に厚さ約 50cmn の岩盤が蓋のように載せら

れている。全体に苔むして元々の洞窟のように見えるが後に補強されたものである。入口をくぐると徐々に天井

部分が約 2m と高くなる。幅 1m 足らずの道がやや下り気味に整備されている。入口から 7m の辺りまでは天井部

とともに、両側の壁もコンクリートで補強されている。正面に石碑が見えてくる（写真 6）。 



8 
 

 

 

 

 

写真 6.八百比丘尼入定洞窟の入り口と内部。途中まで両壁がコンクリートで補強され、正面に石碑。「八百比

丘尼」と刻まれている。石碑の奥はゴツゴツの岩肌（左から） 

 

洞窟断面のスケッチが下図（図 3）で、入口から 7m 奥に石の階段があって 50cm ほど深くなる。ここからが太

古の姿を伝える自然のままの洞窟である。天井部分も急に高くなっていく。階段部から 2m、洞窟入口から 9m の

地点に「八百比丘尼」と刻まれた石碑が建っている。石碑は高さ 1.75m、幅 88cm、厚さ 25cm で頂部が三角形に

なっている自然石。空印寺の現住職（第 42 代）岸本祐孝さん（58）の話によると、江戸時代初期、第 5 代住職

（日山良白大和尚）が建てたものと伝えられているという。石碑の周りはゴツゴツした岩肌がむき出しになった

ままの自然の洞窟で、高い所で 3.31m。中心部の奥行きは 3.8m、鋭くえぐられたような形の最深部は 5.7m にも

達している。人の手で補強された入り口付近と違って、洞窟深部は明らかに波浪などによって穿たれ海食洞窟で

あることが分かる。 

 

 

図 3.洞窟の断面。入口から 7m まで人工的に補強され、その奥は自然のままの洞窟。 
最深部は石碑の奥 3m 以上ある 

 

5-3.洞窟の成り立ち（海食洞窟） 

後瀬山を街のシンボルとする小浜の市街地は、北側の山地から南の小浜湾に向かって沈み込んでいく地形で、

北と南の標高差は歴然としている。湾に流れ込む北川と南川に挟まれた地域を中心に発展してきた。両河川から

流れ込む土砂と、逆に小浜湾からの潮流が運ぶ砂石の混じり合った沖積層として広がっていった。次ページの（図

4）は、小浜市教委が 2006 年 3月に刊行した「小浜市重要遺跡確認調査報告書Ⅱ」に掲載されている「小浜平野

拠点変遷模式図」で、陸地（白く表した部分）の微妙な広がり具合を捉えている。Ⅰ.Ⅱ.の 11 世紀（奈良～平

安初期）頃までは北川流域に国府津や国分寺が見える程度で、河川北側と南側の小浜湾に面した一帯は山（崖）

がほとんど直に海に入り込んでいるような状況だ。調査に当たった同市教委の西島伸彦、下仲隆浩氏（現観光課）

らは、「海岸部で港津機能が整い、現在に近い居住空間が生まれるのは中世（図Ⅲ.12～13世紀）以降だろう」と
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分析している。 

八百比丘尼入定洞窟がある後瀬山の山麓（図の左下Ⅴ.の「守護所」付近）も少なくとも古代までは、ほぼ海

面と接していた可能性が高い。湾内といえども、特に冬場荒波が襲う日本海、長い間の浸食によって、海食洞窟

が形成されていったものと見られる。 

洞窟入口がある空印寺付近の標高は現在約 4.2mで、直線距離で北へ約 300mの小浜湾の海岸線まで陸地が広が

り、民家が建っている（地図 2）。それだけ土砂の堆積が進み、陸地化していったことが分かる。空印寺（地図の

＋印）から東へ 100ｍほど離れた八幡神社付近には船着き場があったという言い伝えもあり、かつて付近が海抜

ゼロメートル地帯だったことは推測に難くない。 

ただ、後瀬山北側山麓には八百比丘尼洞窟と同じ

ような洞窟、もしくは洞穴は見当たらない。 

小さな洞穴はあったが、戦国時代の城郭工事やＪＲ

小浜線の工事などで埋没してしまったのでは、とい

う説もあるが、定かではない。 

 

このようにして出来た海食洞窟が何時頃、人の手によって補強され、現在のような形になったのか。正確な調

査は行われていないが、子供のころ、よく洞窟の中に入って遊んでいたという空印寺の岸本住職は次のように話

している。 

「洞窟は全体として今よりかなり小さく、入り口は大人が屈んでやっと入れるくらいの高さだった。岩が崩れ落

ちて危険なので補強工事が行われたのは、その頃、ざっと 50 年ほど前ではなかったかと思う。ただ、それは 2

回目の補強工事だったと聞いており、最初は何時頃だったかは分からない」。 

また、「当初、洞窟は山裾の木々に隠れてほとんど見えず、当時の若狭城主であった酒井家は、洞窟の存在を

むしろ隠そうとしていたらしい。しかし、地元にあった遊郭の遊女らが「長年、18歳の若さを保った」とい比丘

尼の噂を聞きつけ、あやかりたいとお詣りするうち、何時からともなく比丘尼入定地として定着、全国に広がっ

ていった。周辺敷地が整備され、椿が植えられたのは明治になってからだと聞いている。今のように自由に入る

ことは出来ず、門番が立って規制していた」とも言う。 

その後徐々に整備され、自由に出入りできるようになり、洞窟入口の八百比丘尼石像が安置されたのは昭和 62

図 4.小浜平野拠点変遷模式図 
地図 2.現在の後瀬山付近。＋印が空印寺 
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年ごろ。イラスト入りの看板などを立てて、観光スポットとして広く知られるようになるのは平成に入ってから

だという。現在、小浜市の観光地図には「八百比丘尼」伝説地」と明記され、シーズンには観光バスが立ち寄る

ことも少なくない。空印寺は拝観料が要るが洞窟は無料で入れる。 

 

6.おわりに代えて 

若狭は海の幸に恵まれ、奈良時代から海産物を朝廷に献上する「御食国」（みけつくに）とされてきた。平城

京跡などから出土した木簡には 贄
に え

（天皇の食膳に上げる食物）として若狭の鯛や貝類の荷札が含まれている。

また、製塩業が盛んで若狭湾岸には 70 カ所以上の製

塩遺跡が分布、木簡からも全国一，二の塩の貢進国だ

ったことが窺える。 

後に、京の都へ海産物を運ぶ道としてにぎわう「鯖

街道」もルーツは奈良時代にある。さらに、八百比丘

尼伝説や後瀬山恋歌と並ぶロマンあふれる行事とし

て今なお続いている「お水送り」について触れておき

たい。関西に春を告げる行事として有名な奈良・東大

寺二月堂の「お水取り」のお香水（こうずい）と呼ば

れるお水が、ざっと 90ｋｍ離れた小浜市の山中から運

ばれるのだという、その儀式で 2ある。若狭おばま観

光協会のＨＰによると、毎年 3 月 2 日午後 6 時過ぎ、

ＪＲ東小浜駅から南 2.8ｋｍの若狭神宮寺（小浜市神

宮寺 30－4）を出た白装束の僧や山伏姿の行者らがほら貝を吹きながら遠敷川（おにゅうがわ）を遡る。約 2ｋ

ｍ上流の鵜之瀬で、巨大松明を振り回し、大護摩が燃え盛る中、住職が送水文を読み上げながらお香水を遠敷川

に流す。それが 10 日間かけて東大寺に到達。二月堂前の若狭井から汲み上げられるという言い伝えだ。このお

水送りは天平勝宝 4 年（752）から行われている東大寺のお水取りと同時に始まったといい、1200 年以上途絶え

ることなく続いている。松明行列には一般市民も参加できる。 

 御食国といい、お水送りといい、若狭がいかに奈良の都と深く繋がっていたかを物語っている。同じ若狭道の

シンボル・後瀬山を舞台にした万葉の代表歌人、大伴家持・坂上大嬢の熱い恋歌も、若さを保ち続けて八百歳ま

で生きたという八百比丘尼の伝説も、1000年年以上の時を超えて歌い継がれ、語り継がれて来た。後瀬山はその

後の時代の流れに様々な変遷を辿るが、山裾の小さな洞窟には往古の姿が残っていた。観光スポットとして訪れ

る人は増えても、空印寺の敷地全体を含めて、史跡にふさわしい清澄なたたずまいは残されている。洞窟も自由

に入れるとは言え、保存状態は良好で、特に最深部には洞窟本来の神秘性が保たれていた。 

 

 

注1 小野寺氏が 1986 年、札幌大学女子短期大学部の紀要 7 に掲載した論文。坂上郎女を中心とした大伴女流

歌人群について、後期万葉の贈答歌の形成への関わりを詳述。その前提として、坂上郎女、坂上大嬢、

坂上二嬢、田村大嬢らの年齢推定を行っている。まず、履歴のはっきりしている大伴旅人や藤原武智麻

呂、藤原仲麻呂らの官位取得の年代、昇進に要した年数などから、坂上郎女の夫である宿奈麻呂の年齢

を推定。そのうえで、二人が結ばれたのは養老 4 年（720）、大嬢の誕生は翌 5 年、二嬢は 7 年と推定し

ている。 
注2 家持と大嬢がいったん別れた理由の一つは家持の女性関係にあるとされる。万葉集の巻 4 と巻 8 から、

写真 7.お水送りの神事（若狭おばま観光協会ＨＰから） 
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坂上郎女、大嬢母娘のほかに笠女郎、山口王女、中臣女郎、紀女郎など名前を明記、交際があったと思

われる女性だけでも 10 人に上る。ほかにただの娘子、童女とするだけの身分の低い女性も何人か登場す

る。また、ある「 妾
おみなめ

」との間には子どももあり、天平 11 年 6 月にその妾が亡くなった時、死を悼む歌

を 13 首つくっている。大嬢に対し、絶大な影響力を持っていた坂上郎女が、家持のこうした女性関係を

危ぶみ、遠ざけていたのではないかとされている。復縁も坂上郎女の思惑に添っている。妾が亡くなっ

た年の 8 月、当時坂上母娘が住んでいた竹田庄に家持を招いている。悲嘆に暮れていた家持を慰めると

いう名目だったが、以後大嬢との贈答歌が復活する。 
注3 古代人が通ったと思われる北陸道については「図説福井県史 古代

13 北陸道と北の海つ道」（福井県文書館）に記述がある＝右図参照。

また、万葉集には北陸道で歌ったと思われる「可敝流廻
か へ る み の

の道行かむ

日は 五
い つ

幡
は た

の坂に袖振れわれをし思はば」（巻 18 4055）〈可敝流の

あたりを通っていくときは、五幡の坂から手を振ってください。私の

ことを思ってくださるなら〉という家持の歌がある。家持が越中国府

に滞在中、都からの使者・田辺福麻呂が帰京する際に贈った歌とされ

る。地元では、鹿蒜―山中峠―杉津と続く山道を「万葉の道」とも呼

んで整備、ＰＲに努めている。 
注4 くういんじ。所在地＝小浜市小浜男山 2。数理位置：北緯 35 度 29 分

29 秒、東経 135 度 44 分 19 秒。武田元光が後瀬山山麓に置いた守護

館跡地にあり、初代若狭藩主、酒井忠勝によって建てられた健康寺を、

2 代目藩主忠道が寛文 8 年（1688 年）、伽藍を増築して空印寺とした。

曹洞宗。薬医門は市指定文化財。元の八百比丘尼像は火災で焼失、現

在安置されているのは“2 代目”という。 
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