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（ Ⅰ） はじめに  

    １９９９年の夏、四国を車で旅をした。特に四国遍路に興味を持っていたわけで

はない。日々の心理臨床の疲れを、四万十川の自然や道後温泉の湯で癒したかった。道す

がら、偶然にも歩き遍路の人たちと運転しながら何度か目が合った。何か不思議なもの（サ

イキ）を感じた。彼らを見て、１２００キロの道のりを歩くのだと思い、その行為が気に

なった。その後しばらくして、書店で藤田庄市著『四国八十八カ所』（学研）の本を手に



した。一気に読み終えた。そして、以前クライエントが描いた３０８枚のマンダラ描画と

四国遍路が何故かつながったのである。  
  当時，筆者は開業臨床心理士として「芦屋心療オフィス」を主宰し，心理臨床を中心

にキャリアを積んでいた。そこで筆者に影響を与えるほどのクライエントに出会ったので

ある。このクライエントは１年間の心理療法（サイコセラピー）でマンダラ描画を３０８

枚描いて終了した。筆者はこのクライエントが描いたマンダラ描画に感銘を受けた。アー

トセラピーの治療論としてマンダラ描画法１を開発していた筆者は，このクライエントが

描いた幾何学的なマンダラをエネルギー論とし捉えていた。このエネルギーを伝えるマン

ダラが，空海の世界につながり，四国遍路を自らの足で実践したいという心境に至った。  

  その年の１１月から翌年の１月にかけて２度四国に渡り，区切り打ちで「歩き遍路」

を始めた。徳島県が終わった時点で、お遍路を中断せざるを得なくなった。それは個人的

なことだが，子どものころから身体の不自由な姉が脳卒中で倒れ半身不随になり、介護の

生活が始まったからだ。筆者はキーパーソン（中心介護者）として４年ほど姉の介護をし

ていたが，それに加えて長年透析をしていた母も介護が必要になり寝たきりになった。介

護が二人になり２４時間体制になった。この状況は、お遍路に行かなくても、お遍路をし

ているかのような終わりのない修行の日々であった。しかし、日常の辛い出来事の中に、

人に優しくされたときは「お接待を頂いた」という言葉を自然に使うようになり、勇気づ

けられたことも多かった。人は人によって傷つけられるが、人によって癒されもする。二

人の介護で６年間が過ぎ、しばらく何も出来ない日々がかなり続いた。二人を見送り，こ

の介護体験から得た内容を論文２にまとめた。２００７年の春に、お大師さんに誘われる

ように四国にドライブに行き，偶然の成り行きから石鎚山の細い危険な道路を走ることに

なった。その道は高い山の際に作られた天空につながる一筋の光のようで，筆者を再びお

遍に誘っていように思われた。時が来たのである。  
  ２００７年１０月３０日に「歩きお遍路」の区切り打ち３を再開した。１９９８年に

は徳島県最後の第２３番札所「薬王寺」が打ち終わっており，今回は高知県から始めるこ

とが出来た。しかし，９年の時が過ぎれば，自分の身の回りの状況，自らの人生の課題、

研究者としての研究テーマのなども変化するのは当然のことであり、新たな気持ちで、１

番札所の「霊山寺」から始めることにした。今回のお遍路は「母と姉の供養」が目的で始

めた。しかし、歩きながら筆者の無意識から湧き出てくる声があった。臨床家であり研究

者としての筆者は「その声」を無視することができないと思った。その声は「遍路ころが

し」と呼ばれる、十一番札所藤井寺から十二番札所焼山寺の高低差が激しい山道で起こっ

た。この行程を通過するのは２回目である。前回通過したとき，山道の厳しさをよく覚え

ており、筆者は出発前の２週間毎朝１時間歩き、それに加えて摩耶山（神戸市灘区）に２

回登るトレーニングを行った。そのお陰で、６時間ぐらいで通過することができた。ただ

ひたすら歩きなら、気持ちがなえてきたときは「南無大師遍照金剛」を唱え続けた。１分，

２分，３分と。そうすることで，心身がおりなす「変性意識状態」が起こってきた。その

声とは、「お遍路は心理療法（サイコセラピー）である」という時空を超えた響であった。

その響きと共に，ユング派分析家の目幸黙僊先生（カリフォルニア州立大学名誉教授）が、

阪神淡路大震災で多くのものを失った筆者に語ってくれた「臨床家は自らを臨床せねばな

らい」という厳しい励ましの言葉を思い出した。誰もいない深い山の中は自我の境界がぼ



やけるには充分な状況であったと思う。母と姉の供養で始めたお遍路が，臨床心理士とし

て多くの人たちに「役立つことは何か」を考えさせられることが加わったのである。それ

から１年，２００８年１１月１０日に「結願」した。陽が落ちかけた八十八番札所の大窪

寺で，この１年間のお遍路のことが走馬燈のように浮かびながら暫くたたずんだ。翌朝宿

を出発し，４０数キロを歩き，夕方一番札所霊山寺着き，四国遍路という「円環の巡礼」

を終えた。そのとき，目には見えないが水晶のような透明な「数珠」が左腕にまかれ，お

大師さんの子どもなったというイメージが湧いてきた。お大師さんの弟子とは異なり，子

どもは未熟であり霊的に成長していかねばならない。これは実年齢と関係なく時空を超え

たトランスパーソナル的なリアリティである。このイメージを今後の生活に活かしたいと

思っている。そして，四国遍路を臨床心理学的に研究の対象にするならば，歩き遍路者と

して二巡目を回りながらの「参与観察」が絶対条件であると感じた。長々と「四国遍路に

おける臨床心理学的研究」を始めるにあたって個人的なことを含めて述べさせていただい

た。  

  四国遍路については様々な学問分野で研究されているのが現状である。本稿では，ま

ず２００８年１１月に愛媛大学で四国遍路研究のシンポジウムに参加した内容について述

べ，心理学領域を中心に四国遍路研究の現状を示す。次に，歩き遍路の体験過程が心理療

法の過程と類似した点があり，それらを比較し整理する。最後に，心理療法として成り立

つには自己変容が生じる３要素として「非日常」，「苦行性」，「神聖性」について，遍路と

心理療法を比較しながら，今後の課題を検討する。  
 

 

（Ⅱ） 四国遍路における心理学的研究の現状  

 
 １，四国遍路研究の動向  
 ２００８年１１月１日から２日にかけて，愛媛大学で「第１回地域史研究大会—四国遍

路研究の前進のためにー」が開催された。各領域の四国遍路研究を全体的に把握しょうと

研究者たちが集まった。この大会を主催した愛媛大学教授の内田九州男を中心に，これま

でに「四国遍路と世界の巡礼」に関するテーマでシンポジウムと研究集会を開催し，『四国

遍路と世界の巡礼』（法蔵館，2007 年）を上梓している。今回の公開シンポジウムでは，

文化人類学からは埼玉県立大学の浅井康広が「最近の遍路・巡礼研究の動向とその特徴」，

日本近代史から愛媛大学の内田九州男が「近世における四国諸藩の遍路統制」，コメンティ

ターとして民俗学からノートルダム清心女子大学の小嶋博巳が「巡礼史の立場から」両者

へのコメントを行った。門外漢の筆者にとって，かなり刺激的な発表と議論が展開された。  

 特に，浅井の発表は，これから遍路研究に参入する筆者にとって先導的な意味合いがあ

った。浅井の発表内容は，宗教学における巡礼研究，戦前戦後の四国遍路研究，最近の巡

礼遍路研究の動向とその特徴について語られた。その中で興味を抱いたのは次の２点であ

った。まず四国遍路研究が１９７０年代から８０年代にかけて，各領域の主要研究が出そ

ろったこと。次に，最近の巡礼遍路研究の特徴として，文化資源や世界遺産などのツーリ

ズムの視点をもつもの，３０代前後の若手の研究者の増加したこと，ポップカルチャーな



どの現代的擬人的「巡礼」の広がりである。この公開シンポジウムに参加することで，日

本における四国遍路の研究の一端を垣間見たことが出来た。  

 確かに先行文献を調べてみると，７０年代以降各領域の研究が急速に進んでいるのが分

かる。民俗学では武田明『巡礼の民俗』（1969），真野俊和『旅の中の宗教』（1980），  

真野の編著『講座日本の巡礼』第１巻「本尊巡礼」第２巻「聖蹟巡礼」第３巻「巡礼の構

造と地方巡礼」（1996）などがある。宗教学では，星野英紀『巡礼—聖と俗の現象学』（1981）

『四国偏路の宗教学的研究』（2001）がある。浅井（2008a）によれば日本宗教学会での巡

礼・遍路に関する発表をする研究者が年々増えているという。社会学では，前田卓『巡礼

の社会学』（1971），長田攻一・坂田正顕・関三雄（編）『現代の四国遍路—道の社会学の視

点から』（2003），佐藤久光『遍路と巡礼の社会学』（2004）『遍路と巡礼の民俗』 (2006)な

どがある。文化人類学では，浅川泰宏『巡礼の文化人類学的研究四国偏路の接待文化』

(2008b)がある。これらの学術的な研究は，札所寺院に関わること，遍路の起こりやその変

遷を歴史的に解明するもの，遍路の動向や変動を社会科学的にとらえるものなどが中心で

ある。他方，四国遍路に関するガイドブックや巡拝した遍路記などの本は毎年多数出版さ

れており，四国遍路への関心を高める役割を果たしている。  
 

 

２，心理学領域における四国遍路研究  
 心理学領域における四国遍路研究は，社会心理学者の藤原武弘，健康心理学者の福島明

子の二人だけしか行っていない。四国遍路の研究を心理学領域で最初に着手した藤原は「自

己過程としての巡礼行動の社会心理学的研究」と題して，１９９９年から２００３年まで

の間に６つの論文をシリーズで発表している。また，福島は歩き遍路体験を通して，２０

０４年に『大師の懐を歩くーそれぞれの遍路物語—』を上梓し，「遍路の意味空間と体験
過程」と題する論文を２００６年に発表している。 

 

 藤原(2000)は，心理学領域における巡礼研究について次の３つの側面から可能であると

説明している。 

 

 １ 文献研究 各巡礼の歴史，発生，巡礼行事の現象を調べることで，歴史的，比較文化 

  的視点から，各巡礼行の類似点，相違点を明らかにする。また小説や物語や美術に描 

  かれた世界の巡礼行動の意味を探るという理論的研究。 

 ２ 巡礼者を対象に大量の質問紙，面接調査を実施し，社会心理的側面から巡礼行動の 

  実態と心理構造を明らかにする。 

 ３ 巡礼体験者の深層心理学的側面をケース・スタディ法によって解明する 

 

 藤原の６つの論文のうち，臨床心理学における研究の範疇に入るのは，「四国遍路体験

者のケース・スタディ」と「四国遍路手記の内容分析」である。 

 「四国遍路体験者のケース・スタディ」（2000）は，歩き遍路体験者の遍路前と遍路

後の心理的変化に関する事例研究を行っている。方法論として，歩き遍路体験者で真言宗

の僧侶男性７名に対して個別面接方式で行っている。調査内容としては，①実体的側面と



して，年齢，出身地，回数，所要日数，経費，家の宗教，接待内容，遍路の目的，②心理

的側面として，遍路の動機，遍路中に感じたこと，辛いときの心の支え，遍路を終えて自

己の側面で変化したことなどを聞いている。これらのデーターを遍路体験者を input 変数

として巡礼行動への動機，output 変数としの巡礼行動の残効結果という二つの次元からパ

ターン化を行っており，横軸に宗教的動機の強弱，縦軸に僧侶と一個人の自覚変化として，

面接結果をもとに整理している。調査対象者が真言宗の僧侶だったので，霊場修行型が多

かったが，歩き遍路における行為に関して自己深化という面では共通性があり，巡礼過程

においては，精神の癒しや治療効果があるように思われると結論づけている。また今後の

課題として，日本の心理療法である森田療法と内観療法を取り上げ，「治療とは一種の自

己変容であるから，巡礼行動中の自己過程との類似点を明らかにする必要があろう」と述

べている。 

 「四国遍路手記の内容分析」（2003）は，１９９０年以降歩き遍路の体験を綴った手

記で，日記のように時間的順序で事実を記述した２１冊を選び，その内容分析を行ってい

る。取り上げた内容は，著者，著書，ページ数，出版社，出版年，性別，遍路時の年齢，

住所，遍路時職業，遍路前職業，信仰の有無，遍路のタイプ，遍路の時期，日数，遍路の

動機，接待，他者との相互作用，遍路より得たものを選んでいる。２１名の代表的なプロ

トコールは，定年前後の男性が多く，遍路年数は 59.4 歳，動機は宗教的なものではなく，

人生を再構築，自分の体力の限界に挑戦するといった自己拡大が巡礼の動機であり，現代

の遍路はいわゆる宗教的な動機にもとづくものはごく少数であると結論づけている。続い

て，巡礼行動の動機要因を外的要因と内的要因にわけ，KJ 法を用いて分析をしている。外

的要因として，「時間的なゆとり」，「遍路手記との出会い」，「外的なきっかけ」，内

的要因として，「修行」と「人生再模索」を含んだ自己拡大，「娯楽」，「健康」ののク

ラスターに分類している。また遍路経験を構造化するために，「おかげの自覚」，「自己

のこだわりからの脱却」，「人生観の確認」，「身体のポジティブな変化」，「課題の模

索」のクラスターに分類し，KJ 法での分析を行っている。その中でも「接待」は遍路に心

理的な変化を及ぼしていることについて言及していることは興味深い。接待による，他者

のおかげの自覚といった宗教的な体験は，接待を受けるという経験から由来するのではな

いかと述べている。 

  そして，お遍路は，健康面でも精神面でもプラスの効果をもらすので，一種の「巡礼

心理療法」と言えるのかもしれないと述べ，「巡礼心理療法」について次のように説明し

ている。 

 

      巡礼心理療法とは，一種の運動・精神療法である。精神活動と身体活動が 

     相互に作用し，両者を止揚しながら，螺旋状に自己内部に変容が生じる。まず 

     巡礼をしようと決断する。巡礼の動機は，内部の精神作用の働きである。次に 

     実際の巡礼行動をすることによる身体状態の変化を経験する。ポジティブ・ネ 

     ガティブな体験の両面がある。それが精神のレベルである自己にフィードバツク 

     し影響を及ぼす。最終的には自己像の変化によって，安寧状態がもたらされる 

     こと，それに身体の健康と精神の健康バランスをもった作用が治療への鍵である 

     ように思われる。（藤原，2003） 



 

  このように藤原は，歩き遍路体験が心理療法の新たな方法論として成り立つのではな

いかと「巡礼心理療法」を提唱していることは，今後の日本の臨床心理学に新たな光を示

唆する発言である。 

 

  次に，福島明子の 2006 年に発表された論文「遍路の意味空間と体験過程」について検

討する。健康心理学を専門とする福島は，人はなぜ遍路を歩くのか，また遍路は個人にど

のような心理学的意義をもたらすのかという研究設問をもとに，歩き遍路に対して参与観

察やインタビュを行っている。  

  １１名の歩き遍路者に対して，年齢，性別，職業，打ち方，遍路体験についての概要

をまとめ，その内の２ケースに関しての体験過程を詳しく記述している。１ケース目は大

学時代，北海道や東北地方をバイクで野宿しながら旅をしていた２３歳の男性。四国には

石鎚山を登るのが目的に四国へ旅にきた若者が，旅人から遍路者へと変化し，最終的には

一遍路者として結願する事例である。２ケース目は４５歳の僧侶の歩き遍路で，遍路者と

しての目的意識が明確なケースを取り上げている点が，実際の歩き遍路をする人たちを象

徴的に表しているように思われる。福島の研究の素晴らしさは，自らが歩き遍路で「結願」

しているがゆえに，体験的に遍路の意味を「知っている」という点である。「遍路では誰し

もただのお遍路さんだ。性別も年齢も職業も関係がない。素の人間だ。そんな私だけが研

究者として自分を残したままであるくことはできなかった」（福島，2004）。この視点から，

歩き遍路者による心理的・身体的・社会的効果を生む背景として３つのカテゴリーに分け

て整理している。まず遍路における外的的構造として，①地形・地理，②札所，③装束・

持ち物。次に内面的構造として，①霊場（巡礼地），②お大師信仰，③接待，④作法・ルー

ル，⑤日常と非日常の交錯である。さらに遍路者にとっての意味空間として，①受容的空

間，②修養的空間，③自由で護られた空間，④外界とのつながりを維持する空間について

述べている。歩き遍路を一巡した筆者が特に感心したのは，「遍路における体験過程」とい

う次の表１である。  

  



 

  表１によれば，体験過程を導入・準備期，不安・試行期，葛藤・危機期，自己探求・

安定期，統合期，移行期の６期に分けている。第１の導入・準備期では，情報収集をした

り，持ち物をそろえたり，歩きの練習をする。第２の不安・試行期では，霊山寺で白装束

に身を包み歩き始める。歩くペース，お寺での作法，地図を見てルートの取り方，宿の予

約や過ごし方などすべてが新しいことばかりであり，お遍路にコミットする。第３期は不

安・試行期が重なるように訪れるのが葛藤・危機期であるという。歩いてみれば，確かに

様々な困難を経験し，遍路を断念する危険性を含んでいる。この時期において，「困難に耐

え，あるいは乗り越える助けとなるのが遍路の外面的・内面的構造，意味空間である。地

元住民からの接待や声がけに和み，励まされ，そばを歩く同行の存在を同士としてこころ

強く感じる」と福島はいう。第４の自己探求・安定期では，遍路での参拝作法，お接待，

歩き方，ルートや宿の取り方などの慣習にも慣れ，遍路者らしい身体になり，歩くペース

も定まり，他の遍路者を客観的に眺め，周りの自然に目をやる余裕が出る時期であるとい

う。第５の統合期では，結願が近いことに気づき，お遍路が終わる寂しさを感じ，ゆっく

り歩こう，丁寧にお参りしょうなど，何気なくしていた行為に意味づけようとする時期で

あると説明している。第６期では，結願し自宅に戻るが，遍路直後は遍路の影響を相当引

きずっており，非日常と日常の境にいることから移行期と呼ぶことが出来る。そして，移

行期がすぎると以下の３つのタイプに分かれるという。①元の仕事や生活をするようにな

り仕事を探すなりして日常に戻っていき，遍路が思い出となっていく。②寝ても覚めても

遍路のことばかり考え，再び遍路を歩いたりする「お四国病」に陥る。③お遍路の関わり

をますます強めていき，先達になるなどなかば職業にする。このように福島は遍路の体験

過程を自ら歩いた経験よって，リアリティをもった内容として，整理している。  

 以上，藤原（1999,2003）と福島（2004,2006）の研究を臨床心理学に関わる点を抜粋し検
討した。伝統文化に支えられている四国遍路に関わる「個人」のこころのメカニズムに焦

点をおき，ケーススタディ（事例研究）から見えてくることを研究することは四国遍路研

究に新たな視点を投げかけるものと思われる。臨床心理学における四国遍路研究のキーワ

ードの一つは「関係性」である。人が癒されるには個のペルソナと影，個と自我，個と身

体，個と他者，個と社会，個と文化，個と環境（自然）の「つながり」が問題になるから

だ。  
 

（Ⅲ）「セルフセラピー」としての遍路  

 
１）心理療法と遍路の類似点  
 

  今回の四国遍路において，十一番札所藤井寺から十二番札所焼山寺の高低差が激しい

山道で，「お遍路は心理療法である」という時空を超えた響を聴いたことは意味がある出来

事であった。しかし，その反面，お遍路を開始し，四国に渡るたびに自分の内界に触れざ

るを得なくなり，筆者の無意識が開いてしまったのである。徳島県の「発心の道場」を終

え，高知県の「修行の道場」に入ると，無意識からネガティブイメージが耐えず沸き起こ



り，自分に向かい合っていた。四国での数日の区切り打ちを終え，関西に戻ってくると，

体調を崩すことを繰り返していた。１２００年の歴史のある遍路であり，歩きながら歴史

の時間の層に何度も入り込んだ気がした。ひょっとすると歴史を超えた死者とコンタクト

したのだろうかと感じることもあった。そのような無意識に動かされたときに「お接待」

を戴き，現実に引き戻されていた。愛媛の「菩提の道場」に入ると，不思議なほどネガテ

ィブイメージが遠のき，香川の「涅槃の道場」では，何度もお大師さんからのメッセージ

を受け取った気がした。このような筆者の体験からも，「お遍路は心理療法である」という

時空を超えた響きをまさに我が身で確認できた。そのことが腑に落ちたときに，心理療法

と歩き遍路の構造という表２の比較に気づいたのである。  

  

 

  心理療法を行う場は，面接室或いは治療室と呼ばれる一定の空間である。この空間は，

セラピストとクライエントがお互いの信頼関係を基本に，心理療法が行われるがゆえに，

クライエントのこころの変容が起こりやすくなる。変容の器となる面接室の役割は大きい。

それゆえ，開業臨床心理士の多くは器作りにエネルギーを注ぐ。筆者も分析家のシーラ・

クリスタルの教えに従い，部屋の自然環境（風水と気の場）を整える作業をしてきた（黒

木，2006）。クライエントは日常から面接室という非日常空間に入ってくる。この非日常空

間が，歩き遍路では四国という大地に相当する。その空間は地理，風土，気候などの自然

と１２００年の歴史と文化が含まれた空間である。その意味では四国は「肥沃なこころの

空間」といってよい。  

 心理療法での治療者は，専門教育を受けた臨床心理士或いは精神科医である生身の人た

ちである。お遍路では，「同行二人」といわれるように，目には見えないがリアリティのあ

る弘法大師空海が治療者の役割（導き手）となる。相談者と遍路者は「あなた」であり，



心理療法では「クライエント（来談者）」，四国遍路では「お遍路さん」と呼ばれる。そし

て，あなたを支えるサポータは心理療法或いはお遍路でも，親，兄弟姉妹，友人や知人な

ど愛情でつながった人たちである。お遍路ではお遍路仲間と地域住民による声がけや「お

接待」が加わってくる。  

 四国に入ると，空海が「大師さん」と呼称され，まるで身近な人のような暖かい響きが

そこにはある。そこからは四国の人たちのもつ生活と高い宗教性が一体化した側面を伺え

る。佐藤（2004）によれば，四国の人たちの宗教的な関心の高さにはいくつかの理由があ

るという。 その理由とは，まず大師は讃岐の国（香川県）の善通寺で生まれであり，四国

八十八カ所の霊場は弘法大師に縁の深い寺院が多く，大師にまつわる伝説も四国各地にあ

るがゆえ，大師の教えに多くの人が帰依し，遍路に出かける習慣があった。次に，道ゆく

遍路を歴史的に見ており，接待を施すことが，功徳となるという習慣が親から子へ，子か

ら孫へと受け継がれてきた土壌があった。これらの信仰と慣習が，四国の人々の遍路の多

さにつながっているという。また，佐藤は平成８年の４月から平成９年の３月までの一年

間，第５６番札所「泰山寺」で１２７４名に実施した調査を行い，遍路の地方別の遍路の

割合を抽出している。それによれば，四国地方が 49.3％，近畿地方が 20.5％，中国地方が

9.2％，関東地方 9,2％，中部地方が 5,6％，九州地方が 5,5％，その他の地方が 0.7％という

結果を出している。このことでも分かるように，２人に１人の遍路者が地元の人である（佐

藤，2004）。  

  治療の構造とは枠組のことを示している。心理療法における枠組とは，週に一回，５

０分間，費用の設定，予約やキャンセルの仕方，セラピーで守ることなどのことである。

それらを決めて治療契約を結ぶ。遍路における治療構造とは，八十八カ所の札所の巡拝，

各札所における参拝の作法４と読経の手順５，十善戒６と無財七施７の実践が自分を律する枠

組となり遍路を全うするための守りとなる。  
  心理療法における治療理論と治療法については，トランスパーソナル心理学の理論家

であるケン・ウィルバーの「意識のスペクトル論」を用いて説明する。意識のスペクトル

論とは，「人間のパーソナリティが一つの意識の多層的な顕現、もしくは表現である」とし

て意識のモデルを、物理学において電磁場が構造的に多層帯域をもっというモデルを用い

て提唱している（wilber,1985）。図１は四つの主要なレベルに分け意識の階層性を説明し

ている。 



  

   

 統一意識レベルとは宇宙、無限、永遠と呼ばれる一の世界であり、いかなる二元対立や

分裂もなく、世界そのものの状態、すなわち統一された意識状態を示している。これ分か

りやすく説明すると，妊娠中の母胎（胎内宇宙）の中で育っている胎児は，母子一体であ

り，「二にして一」の状態であるといえる。次に産道（超個的帯域）を通過し，母親の胎内

から誕生する乳児は，全有機体レベルでは、有機体（心身統合体）と環境（自然）の二元

に分化することで、時間と空間の中に存在し、自分と他者との境界線が引かれ、成長する

につれて個人的な意志が発達しはじめる。それに自我レベルでは自我と身体の二元に分離

することで、「私は身体をもっている」という心身を分けて考えるようになる。そして、ペ

ルソナレベルでは，受け入れられる側面をペルソナ（仮面）として，否定したい側面を影

の領域に抑圧する。そして，自分のアイデンティティを自我の一部に狭めることにより、

自分と思いこむようになるという。このように宇宙意志の高次のアイデンティティからい

くつかのレベルや帯域をへて、自意識に集約される狭いアイデンティティ感覚や意識の在

りようの状態に至るという。 

 斜めの線は、自己（自分或いは自我）と非自己（自分以外）を表し、たとえば仮面と同

一化している個人の場合、抑圧した自分の影の側面、自分の身体、環境としての自然が自

分とは関係がないように感じられる。それらは潜在的に驚異をあたえるものとして映り、

自己と非自己の境界は超個の帯域でこわれ、統一意識レベルで消滅するのだと説明してい

る。そして各レベルでの自己と非自己のつながりが切れていことがこころの病の原因にな

るという。こころの病を回復させるには，表層から深層へと各レベルで排除した非自己と

認識している影，身体，環境と「つながる」ことで，本来的な自分が回復されるという。



心理療法とは，自らが切り離した側面に気づき，受け入れ，つなげる作業をしているとい

える。 

 またウィルバーは，各レベルで起こっている問題を諸セラピーが取り扱っていると点を

整理した。各レベルにおいて、諸セラピーは有効である。フロイト派は主な動機を性のリ

ビドーに求め、アドラー派の分析は優越感への欲求に重点をおき、行動主義は環境からの

強化に目を向け成果をあげるという。このことは，個人の心理的なレベルによって有効な

セラピーが異なる点を明らかにしたのである。ウォルシュとヴォーン（１９８６）は，あ

らゆるモデルは自己正当化の傾向をもっており、問題が生じてくるのは臨床家や研究者が

そのモデルを支持すると思ったときで、それ以外の解釈やモデルを無視してしまうからだ

と警告している。トランスパーソナル心理学は，すべてのモデルの有効性を認め、排除す

るのではなく、統合する試みを行っている。 

 歩き遍路を心理療法としてとらえるならば，その治療理論はお大師信仰と真言密教の教

えであり，治療法は「巡礼」という行為を通しての自己変容に相当すると考えられる。治

療理論でいうお大師信仰と真言密教の教えは、１図でいうならば，統一意識のレベルに相

当する。治療法は「歩くこと」により，ペルソナレベルでの自問自答が起こってくる。「歩

き」による効果は，座って内省する「内観療法」８に類似している点がある。自我レベル

では，自我と身体との融合が起こってくる。歩くという行為を通して自らの身体を意識す

るようになる。また，歩く，食べる，寝るといった遍路における日常の繰り返しから心身

一如の視点が生まれてくる。全有機体レベルでは，歩きながら，私という有機体が自然の

中で活かされているという一体感が生まれてくる場合がある。そのように歩くという身体

化をとおして意識が浄化されることで，統一意識レベルであるスピリチュアルな領域に触

れる可能性がある。  

 病理に関しては，臨床心理学の領域では精神医学の概念を用いており，アメリカの精神

医学会で定めた『精神障害の診断と統計の手引き（Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders ，DSM-IV-TR（ 'Text Revision' of the DSM-IV））』を用いている。セラピーモデル

としての「遍路」に関する，病理をどのようにとらえるかは今後の課題としたい。  

 治療の過程については，心理療法では，インテーク面接（受理）で診断を行い，契約を

して心理療法が始まる。この診断を「見立て」という。心理療法は「見立て」と「見通し」

はキャリアを積むことでより的確になる「職人技」の世界である。また実際の現場では，

臨床心理士だけでは困難なケースが多く，精神科医との連携が重要になる。それほど難易

度の高いケースに出会うのが臨床心理士の実際の仕事である。インテークが終われば心理

療法に入っていく。週或いは各週に１回，５０分で心理療法は行われる。心理療法が始ま

ると初期，中期，後期と分け，クライエントのこころの病の回復の過程を考える場合が多

い。  

 歩き遍路における治療過程は１２００キロの行程を「歩く」ことである。一番札所の霊

山寺から八十八番札所の大窪寺に至るプロセスで心の変容が起こる。また，心の変容のプ

ロセスとして徳島県を「発心の道場」，高知県を「修行の道場」，愛媛県を「菩薩の道場」，

香川県を「涅槃の道場」として位置づけられている。実際に歩き遍路を終えた経験からす

ると，適切な象徴的な表現だといえる。このプロセスは，前述した福島の遍路における体

験過程の表１にある，準備期，不安・試行期，葛藤・危機期，自己探求・安定期，統合期，



移行期の６期に分けた内容がかなり的確に表現されていると考えられる。しかし，個人が

体験する内的変容は個人差があるがゆえに，今後ケース・スタディを通して検討する必要

があると思われる。  
 

 

 ２）自己変容を促す３つの要因  
 

  四国遍路は、弘法大師空海への信仰を基にした八十八カ所の札所を巡る巡礼である。

星野（2002）によれば，「巡礼とは日常空間と時間から一時脱却し、非日常時間、空間に滞

在し、神聖性に接近し、再び日常時間に復帰する行動で、その過程にはしばしば苦行性を

伴う」と定義している。この定義に関して，浅川（2008）は巡礼を特徴づけるものとして，
非日常性，神聖性，苦行性などがあり，日常と異なるがゆえに，そのプロセスにおける様々

な儀礼的要素が文化人類学や民俗学で注目されているという。筆者の歩き遍路体験からす

ると，巡礼の「非日常性」，「苦行性」，「神聖性」の３点は遍路者の心理的側面を理解する

のに重要なキーワードであると考えられる。それは，臨床心理士として，数十年間臨床を

活動の場としてきた筆者にとって，星野がいう巡礼の定義が心理療法の実践とかなり類似

していると考えられるからだ。以下，心理療法と四国遍路における自己変容の３つのキー

ワードである「非日常」「苦行」「神聖」の意味について検討し今後の課題を考える。  
 

 

①  「非日常」における死と再生  
 遍路の現実では，四国という空間に入り込むことで「非日常」が現れてくる｡特に四国の

雄大で変化に富む自然がそうさせる。また一番札所の霊山寺で，遍路者になるために白装

束に身を固める。白装束は非日常の時間と空間に入り込む儀式的な装置であると考えられ

る。それゆえ，白装束は死装束ともいわれる所以である。菅笠には「ユの梵字」，「同行二

人」，「迷故三界城 悟故十方空 本来無東西 何処有南北」の偈文（げもん）が放射状に

書かれており，この偈文は葬送儀礼に用いられる。また金剛杖は弘法大師の分身とされて

おり，もっとも丁寧にお遍路では取り扱うものである。この杖は卒塔婆（そとば）を表し

ており，過去においては巡礼の途中で行き倒れた場合，墓標の役割を過去では担ってきた。

遍路者が白衣を着て，菅笠をかぶり，金剛杖をもつスタイルは，シンボリックな意味で「死」

を表している。一番札所の霊山寺で真新しい遍路用具をそろえ，白装束に身を包むと「自

分ではないような」不思議な思いに駆られた人も多いのではないだろうか。四国という大

地と白装束を身に纏うことで非日常の扉が開かれるのがお遍路の世界である。また日常と

非日常の往来は，通し打ちと区切り打ちでは体験が異なると思われる。  

 心理療法において，日常を生きるクライエントは「相談室」という非日常空間に来室す

る。クライエントは身近な者にさえ話せない或いは話さないことをセラピストに語り，再

び日常の時空に戻っていく。そこでのセラピストはクライエントの内的世界を共に旅する

ツアーガイドのような役割をしている。もちろんラポール（信頼関係）がなくては成り立

たない。セラピストはクライエントの日常の諸問題，生きる意味，個を超えた問題などに

耳を傾けるながら非日常を旅するがゆえに，クライエントの自己治癒力が活性化され，自



己変容がおこる。自己変容は，古い自分から新しい自分に変わる「死と再生」のプロセス

である。  

  宮崎（1985）によれば，四国遍路とは「現世から非日常的な聖地（他界）を巡り，宗

教的人格を体得（即身成仏）して，再び現世に蘇ってくる」ことであるという。そして，

図２を示し，日本神話と四国遍路の他界における試練を対比させて説明をしている。この

図の構造の上段では，出雲神話における大穴牟遅貴命（オオナムチノミコト）が他界であ

る根の国に追放されて，様々な難行苦行の試練の末に，大国主命という神になり蘇ってく

る再生のプロセスが四国遍路と相似的であることを示している。これをユング心理学の視

点からとらえると，神話における元型的な働きとして捉えることができる。下段の四国遍

路では，日常生活から四国霊場という非日常（他界）に入る。この他界は弘法大師が存在

する聖地でもあり難行苦行の場でもある。その他界から蘇生して，日常生活へ再びもどる

ことを示している。また，出雲神話の他界における試練は，古代巫覡集団のイニシェーシ

ョン（通過儀礼）だといわれており，四国とその周辺では，遍路が青年たちの通過儀礼と

しての習俗があったという（宮崎，1985）。  

 

 

  このように，意識の表層では，四国遍路という巡礼の行為は意識の深層では非日常的

なリアリティの中で元型的な死と再生的な働きの通過儀礼としてとられている。巡礼の時

間構造は生活圏を離れ，聖地といわれる空間に滞在し，元の生活圏に戻ってくるというこ

とである。このことはすでに，ファン・ヘネップ（1995）の通過儀礼論，特に加入儀礼に

基づく「分離」「過度」「再統合」の三段階で説明されている。このことに注目したターナ



ー（1981）は，「境界前」「境界」「境界後」とよび，境界状態の過程について，境界以前の

日常生活の制度や役割などを解体し，別の秩序にもとづく状況が，全人的な交流による結

びつきを生み，社会構造は単純化され普遍的な関係が強調されるという。そこに現れる共

同性を「コミュニタス（communitus）」と名づけた。  

 次の図はファン・ヘネップの三段階を基本にして，筆者が考えた「日常と非日常の階層

図」である。  

  

 

   この図は日常と非日常の二つの世界に分かれており，１生活レベル，２移動レベル，３意識的

な修行レベル，４無意識的な修行レベルの４層に分けている。その４層での①準備し出発する， 

②行きの道中，③聖地での滞在，④帰りの道中，⑤帰着し日常に戻ることを示している。 今後は

事例研究を通して，各レベルでの意識の変化を調査することで，こころの変容のプロセスが浮かび

上がってくるのではないかと考えている。 

 

 

 ②「苦行」する身体  
 

 四国遍路では，徳島県の一番札所の霊山寺から，高知県，愛媛県を経て，香川県の八十

八番札所の大窪寺に至る巡礼である。全行程は徒歩で１２００キロあり，「結願」するには

４５日ぐらいかかるといわれている。図４は，四国四県の特徴を示したものである。  



  

 

 四国四県をつなぐ遍路道は，「四転説」９による仏道修得の４つの道場として位置づけら

れ，東の徳島県は「発心」，南の高知県は「修行」，西の愛媛県は「菩提」，北の香川県は「涅

槃」の道場として呼ばれている。  
  徳島県は，道徳や戒律を守り仏道へ向かうため遍路をはじめる「発心の道場」である。

霊山寺で「四国遍路 作法とお経の意味」の冊子をいただき，お遍路の心得について説明

を受ける。すべて新しいことからはじめ慣れていく過程である。最初の苦行は１１番札所

藤井寺から１２番札所の焼山寺の「遍路ころがし」といわれる険しい山道である。これは

イニシエーション（通過儀礼）として位置されている。幾つかの遍路ころがしの中で一番

厳しい場所である。２０番札所の鶴林寺と２１札所の太龍寺の山道から，２２番札所の平

等寺を抜けると，海岸沿いにでてくる。  

  高知県は，心身を使ってひたすら歩き続け，悟りに向かって苦闘し，遍路を続けるか

否かが問われる「修行の道場」である。２３番札所の薬王寺から室戸岬にある２４番札所

の最御崎寺まで，海岸沿いを歩きづづけて３日かかる。ひたすら歩くという修行が待って

いる。高知市内を抜けて３７番札所岩本寺。そこから足摺岬にある３８番札所金剛福寺ま

で，海岸沿いを歩いて３日かかる。金剛福寺から２日かけて山道を抜けて３９番札所の延

光寺に着く。  

  愛媛県は，苦闘から少し開放され煩悩を抱いたまま悟りに近づくといわれる「菩提の

道場」である，遍路にも慣れ，修行を進める道場として位置づけられる。４０番札所観自

在寺から宇和島を通過し２日かけて４３番札所の明石寺へ，内子を通り，山道に入り４４

番札所大宝寺と４５番札所の岩屋寺がある。この厳しい山道を抜けていくと，道後温泉に



近づく。筆者にとっては，「道後を超えれば結願に近づく」という思いがあった。そして，

石鎚山に近い横峰寺も遍路ころがしと呼ばれている。瀬戸内海の温暖の道を通り香川県に

入る。  

  香川県では，悟りに至るということだが，遍路の過程でその人なりの「腑に落ちる」

ことが起こる「涅槃の道場」といえる。ここまでくると，一気に打つならば，一週間ほど

で結願する行程である。終盤に近づくと，もの悲しいがゆえに丁寧に歩きお参りするよう

になる。６６番札所雲辺寺，８１番札所白峰寺，８２番札所根香寺など山道も険しい。８

８番札所大窪寺の近くの女体山は岩に施されたチェーンをつかみながら通過する難所であ

り，最後のイニシエーションの場所である。  

  実際に歩いてみると，四季折々の中で自然の猛威にさらされることが多いが，「発心」

「修行」「菩提」「涅槃」という４つの言葉が，四県の気候，風土，気質，にぴったり対応

するのが不思議でならない。通し打ちと区切り打ちでは随分現実感は異なると思うが心身

の苦行という点では今後の課題にしたい。苦行には身体的レベルと心理的なレベルがあり，

その奥には霊的レベルにつながっていると考えられる。  

 福島（2006）は身体的な側面に関して，遍路の前半では，「体力の不安」「荷物の重さ」

「歩きのペースとリズム」「足のマメ・筋肉痛」「疲労感」などが問題になると体験例から

示している。後半では，「遍路の身体になる（体力・体重）」ことを挙げている。遍路では，

時速４キロで８時間歩いたとしても３２キロである。一つの寺で読経や朱印などで３０分

はかかる。また休憩や食事などの時間を考えると，平均一日２５キロから３０キロぐらい

になる。日常の生活の中では，一日３０キロを歩くことはない。それゆれ，身体に付加す

る苦痛は予測できないことが多い。筆者は９年前にお遍路を始めた一日目に，両足裏に大

きなマメができた。足のマメの痛みは，歩いている時の方が楽であり，歩きを止めた時の

方が痛いという体験をしている。また後半になると歩くペースやリズムが出来る。筆者は

早朝６時には歩き始め，午前中に２０キロを歩き，午後から１０キロというペースがもっ

とも効率がよく，楽であった。同時に「遍路の身体」が出来上がるのは事実であり，体力

と脚力がついてくる。  

 心理的な側面（福島，2006）では，前半では，「参拝作法」，「ルートの取り方」，宿の予

約などすべてが新しいことばかりで慣れるだけで不安が高い。また「一人で歩く不安」や

本当に結願できるのかなどの迷いが生じてくる。そのような時，地元の人からの声がけや

接待などのサポートによって支えられる。後半には「一人であるきたい」「人生の振り返り」

「結願への期待」「感謝の念」「生き方の模索」などを挙げている。確かに，身体の苦行と

心理的な苦行はつながっており，時間の経過によって苦行のレベルが変化していく。その

意味では苦行に慣れ乗り越え，歩き遍路を続けるにはある程度の体力と強い信念が必要に

なる。  

  心理療法も四国遍路と同じように，心理療法の，前期，中期，後期とプロセスを分け

ることができる。一般的にいえば，前期ではセラピストとのラポール（信頼関係）を結ぶ

ことが出来て初めてセラピーが進展していく。クライエント一人では解決できないほど症

状や問題が複雑で固まった状態で心理療法を受けにくる。心理療法を受けるということは，

固まった状態が溶かされるので，心身に新たな症状が現れてくる。家族からすれば，心理

療法を受けて，悪くなったと映る場合が多い。例えば，親のいいなりになっていた子ども



が，自我に目覚めて反抗したり，腹痛，頭痛などの不定愁訴，病理が深ければヒステリー

症状（歩けなくなるなどの身体症状）が起こってくる。まさしく心身の苦行が起こるので

ある。中期になると，新たな思考，行動，ヴィジョンなどを模索し，自分らしく変化して

いく。人間関係も古い関係から新しい関係へと変化していく場合が多い。そして，後期に

なると自分で考え，決定して，行動できるように変化していく。心理療法の実際では，個

人の生育歴，環境的，病理性，人格などの問題があり，心理療法の過程を一般化すること

は難い。  
 

 

③「神聖」に触れる時  
 

 五来（1989）によれば，「四国遍路は弘法大師の偉大な霊力を信仰して，その恩寵を戴く

ために，大師の歩いた跡を歩くのだと信じられている。したがって，その間は同行二人で，

大師がいつも影身に添うてくれているといい，何か不思議な体験に出会うものである」と

いう。確かに四国を歩いて巡礼していると，金剛杖がお大師さんの身代わりであることや，

辛いときに「南無大師遍照金剛」と唱え続けると，お大師さんがそばに居るような気持ち

になる。また、お接待を通して地元の人たちの大師信仰の深淵さに触れる場合が多い。  
 では，真言宗の信徒でなければ，お大師信仰をもてないのだろか。いやそうではない。  

四国八十八カ所の寺院の多くは真言宗派であるが，天台宗，時宗，臨済宗，曹洞宗などの

宗派もあり，お大師信仰は宗派を超えた広がりがある点が弘法大師空海の魅力になってい

る。また，弘法大師空海は６２歳で入滅したのではなく入定し，今なお生きつづけており，

衆生を見守り続けているという「入定信仰」もお大師さんとつながるときのイメージを喚

起させる。  
 お大師信仰における「神聖性」について論ずるには，宗教と宗教性（宗教的，神聖性，

霊性）を分けて考える必要がある。笠原（1982）によると，宗教とは，教義，儀礼，組繊

の 3 つの要素が必要であり，その中で人間を超えたものと人間との関係が「体系」化され

たものをいう。また宗教性とは，宗教が成立する以前の状態で，人間を超えたものと人間

との「関係」を肯定し，体系を否定することとしている。これによれば，宗教性は誰の中

にもあることになる。特定の宗教に入信していなくても，祈るこころや日の出に手を合わ

せるような瞬時がある。このように自分を超えたものに自分を託す思いが宗教性（神聖性）

であると考えればよい。お大師信仰は宗教を超える宗教性の領域だと考えられる。  

 では，八十八カ所の札所にお大師さんは居るのだろうか。歩き遍路をすれば分かること

だが，「八十八カ所のお寺は，お遍路たちのあるく目標の場（枠組）であり，八十八の数珠

玉（寺）に意味を見いだすのか，それをつなげる見えない紐（プロセス）に意味を見いだ

すのかの違いである」（黒木，1999）と思われる。お寺に大師さんがいないというわけでは
ない。お大師さんに触れたお寺もあった。しかし八十八カ所のお寺よりもそれをつなぐ遍

路道にお大師さんと出会うチャンスが多い。お大師さんに触れるには「つながり」を感じ

たときである。四国の自然，お寺での勤行と祈り，地元の人たち，お遍路仲間にふれたと

きにお大師さんが現れる。このような関係性によってお大師さんのこころの働きが生じる

ときに宗教性（神聖性）に触れるといえる。それは「ありがたい」とか「感謝」の気持ち



が湧いているときなのである。  

 心理療法における宗教性（神聖性）とはどのようなメカニズムで起こるのだろうか。心

理療法をしていると、誰もがいくつかのテーマもって今生に生まれてくることに気づかさ

れる。それらのテーマは、各自が抱えた間題、症状、状況などの現象として表層に現われ

る。その現象を通して，深層に潜む自らのテーマに気づくことで、人格の成長と霊性の進

化が行なわれる。多くの人は，現状がいくら苦しくても、慣れ親しんだ状況、人間関係、

経済的安定、考え方、価値観に執着し，それらを手放してまで自由になることを拒み、苦

という世界をさまよいつづける。そして，その限界、言い換えれば自我が創り出す幻影に

気づいたときに、宗教的な次元へと引き上げられる体験をするように思われる。  

 

 

宗教的なる次元に近づくためには，内なるもう一人の「わたし」に気づくことである。私

たちが「私」と表現するとき，この「私」とは意識されている自分であり，外界と内界で

起こることをキャッチし，判断し、行動し、自分が自分であるとアイデンティファイして

い私であり自我のことである。もう一人の「わたし」とは、意識の奥に存在しており，自

分が何者で、どこから来て，どこに行こうとしているのかを知っている本来的な自分のこ

とを意味している。私たちはこのもう一人の「わたし」に時折ふれている。それは「何か

おかしい」「何か気がすすまない」「何かにハッと気づく」ような感覚である。そのような

ときには、頭で考える「私」から腹で感じる「わたし」が出現している。このもう一人の

「わたし」を，ユングは自己（セルフ）と呼んだ。ユングの心の構造を筆者がアレンジし

たものが図５である。ユングは心の構造を意識と無意識 (個人的と集合的 )に分け，意識を

つかさどる傾域を「自我」，意識と無意識の全体をつかさどる領域を「自己」として捉えて

いる。この自己のはたらきは、個人に内在する潜在性や可能性のチャンネルであり，自我

をも超えてより高次の意識性に向かって動いており，個性化の過程へと進んでいく。これ



を自己実現という。その過程は危険を伴うがゆえに，自我の強さが要求されてくる。また

ユングはセルフの自己実現に向かう働きをヌミノース（numinosum）体験と捉えた。ヌミ

ノースという言葉はフドフ・オットー（Rudolf Otto）が用い，絶対他者の体験として，『聖

なるもの』という著書の中で説明している。ユングはこのオットーの考え方を用いて，宗

教体験はこのヌミノースの体験であり，自己の働きとしてとらえた。ユングは初期のころ，

自己を神と同様な存在であると考えていたが，しだいに神と自已とは別に存在し，自己が

投影されたときのイメージと神の姿は同様であって，人間の意識としては区別することが

できないという考え方に変わっていく。そして，最終的には，神は存在しており，自己と

神は決して同じではなく，自己は神の恵みを運ぶ器 (チャンネル )であろうと考えたといわ

れている。この自己は，ヴェーダーンタ哲学ではアートマン（真我）、仏教では仏性、道教

ではタオ（道）という言葉で言い換えられるのではないだろうか。  
 

 

 

（Ⅳ）おわりに  
 

  この論文は、筆者の「四国遍路における臨床心理学的研究」の最初のものである。祈

りながら歩く遍路修行を、今度は論文という形で第一歩を踏み出した。結願して約１ケ月

間で書き上げたものであり、筆者に帰来する思考やイメージにも「お遍路病」に似た興奮

が混じり込んでいるかもしれない。また筆者の無意識の領域で何が起こっているのか分か

らないが，非常に涙もろくなっている。今は「涙腺失禁状態」と言って笑い飛ばしている。

今後、二巡目を歩きながら、本格的に遍路研究を進めたいと考えている。今回の体験を通

して、四国には弘法大師空海が生きており，四国の八十八ケ寺と信仰する地元の人々、そ

して破壊の少ない四国の大自然が一体となり、時空を超えて守られてきた稀有な日本の文

化遺産があるとの思いを深くした。どのような形で回ったとしても、多くの人に癒しや功

徳体験を与えてくれるこの空間に、一人の歩き遍路者として感謝と敬意を払うと共に、四

国遍路を世界遺産にする運動にもささやかではあるが関与していきたいと考えている。  
 

 

 付記  

 歩き遍路で「結願」できたのは，一年間国内留学の機会を与えて頂いた賜であり，大学

の教職員の皆様に感謝申し上げます。また留学先の大阪大学人間科学研究科教授の老松克

博先生には，お遍路中の心身の働きについて議論したり，「気」「曼荼羅」「四国遍路」のテ

ーマで講義を担当させて頂いたり，学生に戻った気持ちでたのしく研究させて頂き，心よ

り感謝申し上げます。また，阪大の人間科学研究科の教員と多くの院生から貴重なご意見

を頂いたことに感謝申し上げます。  
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（注）  
                                         
１  マンダラ描画法：芸術療法における描画療法の一種。直径（約 2３センチ）の円を描い  
     たＢ４サイズの用紙にクレヨン、クレパス、クーピー、色鉛筆，サインペン，  
     水彩絵の具などを用いて自由に絵を描く。筆者が考案している技法。  
２  論文：「介護家族の現実—キーパソンを理解してもらうためにー」『ホスピスと在宅ケア』  
     日本ホスピス・在宅ケア研究会 第 14 巻 3.. PP.224~230. （2006）  



                                         
３  区切り打ち：八十八カ所の札所を何回かに分けて打つことを「区切り打ち」という。  
     一度で打つことを「通し打ち」という。  
４  参拝の作法：１，山門で一礼をする，２，手水場で手と口を清める，３，本堂に参る  

    （⓵ローソクに火を点す ⓶線香を上げる ⓷納め札を納める ⓸お賽銭を上  

     げる⓹お経を読む）４ｍ大師堂に参る（⓵~⓹は同じ作法），５，納経帳などに  

     墨書や朱印をいただく，６，帰りに山門で本堂に向かって一礼をする  
５  読経の手順：「仏前勤行法則」を手にしながら，①から⑧の手順で読経を行う。①合掌  

    礼拝 ②開経偈 ③般若心経 ④ご本尊真言 ⑤光明真言 ⑥ご宝号 ⑦回向文  

    ⑧合掌一礼  
６  十善戒：身／口／意の３つの動作（三密、三業）による十の善事をいう。『倶舎論』で  

    はこれを受持することを十善戒という。弘法大師空海は「諸戒は十善を本とする」 

    と説いている。十善戒には次の十の守りごとがある。不殺生（ふせつしょう）殺  
    生するな，不楡盗（ふちゅうとう）盗むな，不邪淫（ふじゃいん）邪淫するな，  

    不妄語（ふもうご）嘘をつくな，不綺語（ふきご）おせいじを言うな，不悪口（ふ  

    あつく）悪口を言うな，不両舌（ふりょうぜつ）二枚舌を使うな，不樫貪（ふけ  

    んどん）貪るな，不瞋恚（ふしんに）怒るな，不邪見（ふじゃけん）よこしまな  

    ことは思うな。  
７  財無七施：仏教には，財施 (ざいせ )，法施 (ほうせ )，無畏施 (むいせ )という３つの布施の  
    行があるといわれている。財産がなくても、誰もが容易にできる布施の行を「無  

    財の七施」という。七施には次の７つの布施の行がある。房舎施（ぼうしゃせ）  

    自分の部屋を提供する，牀座施（しょうざせ） 自分の席をゆずる，身施（しん  

    せ）人を助ける，和顔施（わがせ）笑顔で接する，言施（ごんせ）思いやりのこ  

    とは，眼施（やさしいまなざし），心施（思いやりの心）。  
８  内観療法：日本の心理療法で吉本伊信が考案した。研修所に一週間こもって集中的に  
    おこなう「集中内観」が基本。内観のテーマとして，親に対して１，世話になっ  
    たこと，２して返したこと，３迷惑をかけたことの３点を正座して検証してい  
    く心理療法。  
９  四転説： 胎蔵界曼荼羅の中央に位置する「中台八葉院」がある。ろれは八葉の連弁を
模して仏菩薩が配置されており，四方の仏が悟りへの過程を段階的に表現しているといわ

れている。中央には大日如来が配され，東西南北に悟りを開いた如来。それぞれの中間に

は如来になる修行をしながら衆生を数句菩薩たちが配置されている。  


