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四国遍路における臨床心理学的研究 (2)
――遍路道空間と接待文化――

黒 木 賢 一

I は じ め に

筆者がインターネットで歩き遍路に関 してア ドバイスをした海外在住で日本人のSY
さんは,2012年 3月 のメイルで次ぎのように述べている。「その節は,大変お世話になり

ました。おかげさまで,八十八 ヶ寺院を廻 り,高野山にも参る事が出来ました。 7年ぶり

の日本で,初めての四国巡 りでしたが,遠 目で見る,空,海,そ して山々からエネルギー

をいただきながら,色々な経験を楽 しみました。 しかしながら残念だったのは,生活排水 ,

不法投棄,それに粗大ゴミが四国巡 りの至る所で,否応無 く目に飛び込んで来た事で した。

そして,多 くのお寺さんは,弘法大師の偉業や名前にぶらさが り,信心や感謝でなく,ま

るで営業最優先の様に感 じられた事でした。はて,空海さんは,何 とおっしゃるかな…

何れにせよ,我が身を振 り返 り, これからの人生を大切に丁寧に生きたいと思います。あ

りがとうございました。」

SYさ んのように,歩き遍路を行った人たちからよく聞 くことは,一部の営業優先の

札所への不満と不信感である。1200キ ロの遍路道は「点Jである札所と札所の間には「線」

でつながる遍路道がある。それを数珠でたとえるならば,「八十八ヶ所のお寺は,お遍路

たちの歩 く目標の場 (枠組)であり,八十八の数珠玉 (札所)に意味を見いだすのか,そ

れをつなげる見えない紐 (道 )に意味を見いだすのかの違いである」 (黒木,1999)。 S

Yさ んは遍路道沿いのゴミの不法投棄と札所の営業優先への姿勢に対 して失望 したとい

う。海外で在住 しているがゆえに環境問題に関して意識が高い。日本人の歩き遍路の多 く

はこのことについて語ることは少ない。 SYさ んのこの指摘の意味は大きく,四国遍路

道文化を世界遺産にする運動を展開する場合, このような環境問題と営業優先の一部の札

所の在 り方が問われるであろう。海外に住み,四国八十八 ヶ所を歩き,「我が身を振 り返

り, これからの人生を大切に丁寧に生きたいと」感 じたSYさ んにお大師さんのご加護

があったと信したい。

私たちは日常の生活の中で道 (道路)について意識することはほとんどない。道は自宅

から学校,職場,あ る特定の目的地など日常の活動に対するありも、れた空間でしかないか

らだ。遍路道のように公共性の高い道が私的物語 りに近づいたときに公的なものから私的

な意味合いをもつ。歩き遍路で四国の道を歩いていると,札所から札所につながる道空間

に物語があることに気づ く。では「遍路道Jと は何なのだろうか。本稿では, まず遍路道
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について様々な視座から道が何を語るのかを問い,次 ぎに遍路道で体験する「接待文化」

について述べる。

■ 1200キ ロの遍路道 と曼荼羅

四国遍路とは,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。大窪寺を打ち終えると霊山寺に戻 り,循環の巡拝が

完了する。その後,お礼参 りとして高野山奥の院に参詣するのが決まり事になっている。

全行程は 1200 km或 いは 1400 kmと も言われている。この距離を徒歩で「結願」するには

45日 か ら50日 ぐらいかかる。筆者が大学院で指導 した青木敬章の歩 きでの調査では

約 1200 kmだ という。時速 4kmで 8時間歩いても1日 歩ける距離は 32 kmで ある。筆者

が試みていた 1日 のスケジュールは,早朝 5時過ぎに起床 して,朝食を取 らず 6時前には

歩きだす。午前中に 20km,午後は 10bを基準に歩いていた。時には民宿や宿坊がなけ

れば,40km以上を歩 くこともある。出来るだけ午後は早 く宿に入 り,汗まみれの下着や

白衣を洗濯 して明日の準備に備えるのである。

(図 1)四国八十八ヶ所霊場

oテ :

『四国遍路のあゆみJよ り

四国八十八 ヶ所霊場の図 1を見てみると,四国の大地に点在する八十八 ヶ所の札所の多

くは沿岸部に沿 って数珠に似た円環の巡礼の道になっている。

徳島県の四国遍路は,第 1札所霊山寺から第23番札所薬王寺までのルー トで通 し打ちな

らば 1週間の行程である◇戒律や道徳を守 り仏道へ向かうための「発心の道場」 といわれ

高知(■佐 ,
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ている。霊山寺の売店で巡拝用品 (白衣・ 白ズボン・輪袈裟 。菅笠・ 金剛杖・納経帳 。経

本 。納め札・ 小型鞄 。ローソク線香など)を購入する。そして,四国遍路―作法とお経の

意味―Jの冊子をいただき,「授戒 (遍路の心得)Jを受ける。すべて新 しいことから始め

慣れていく。遍路の身支度をして, 自からを鏡で映すと自分であって自分ではない不思議

な感覚に陥る。霊山寺を出て歩き始める。第 2番札所は極楽寺14キ ロの距離,第 3番札

所金泉寺は26キ ロの距離,第 4番札所大日寺は50キ ロの距離 と札所の間隔が近いので,

歩き方や札所での作法を身につけるには丁度良い。第 6番札所安楽寺と第 7番札所十楽寺

には宿坊があり,多 くの歩き遍路はどちらかの宿坊で泊まる場合が多い。宿坊で泊まれば,

朝のお勤めがあり遍路の旅が始まったと自覚ができる。

最初の苦行は,第 11番札所藤井寺から第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。これは遍路のイニシエーション (通過儀礼)と して位置されている。

四国四県の遍路ころがしの中で一番厳 しい場所である。 1日 かけ疲れ切 った体で焼山寺に

辿 り着いたのに,納経所での第一声が「車ですか,歩 きですか」と,筆者は同じフレーズ

を今まで三度聞かされた。大きな荷物を抱え,疲れ切った姿を見れば「歩きJだ と分かる

はずだ。この質問は駐車料金を徴収するためであり,歩き遍路の人たちに評判が悪いのは

当然である。そして,山を下 り,平野部に出て,第 13番札所大日寺から第19番札所立江寺

を巡拝する。また山に向かい第20番札所の鶴林寺と第21札所の太龍寺の山道は「遍路ころ

がしJと言われている。第22番札所の平等寺を抜け,第 23番札所薬王寺に向かうと,視野

が一気に広がり海岸線が現れてくる。

高知県の遍路道の距離は長い。通 し打ちで歩 くならば 2週間かかる距離である。徳島県

とことなり高知県は大平洋の海岸線と照りかえす光の世界をひたすら歩き続けるのである。

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。

筆者は1998年 に徳島の一国参りを終え,高知県に入り,野江にある遍路宿「まるたや旅

館Jで高熱がでて,帰神 したことがある。この旅館の老夫婦は本当に親切な人たちで,熱
にうなされた筆者をご主人が甲浦駅まで送って くれた。現在は遍路宿を廃業 しているのが

残念だ。徳島県の第23番札所の薬王寺から高知県の室戸岬にある第24番札所の最御崎寺ま

で,歩いて 3日 かかる。ひたすら歩 くという修行が待っている。最御崎寺の手前に「御蔵

洞」がある。ここは弘法大師空海が求問持法を修行 していると, 日に明星が飛び込んでく

る体験をし,その洞窟から空と海 しか見えず, 自らを「空海」と名付けた場所である。そ

して,第 26番札所金剛頂寺を登 り下っていくと,海岸線の平地が続 く。土佐 くろしお鉄道

御免奈半利線沿いに北上する。高知市内に入ると第28番札所大 日寺から第36番札所青龍寺
へと巡礼 し西へ進んで行 く◇第37番岩本寺から足摺御崎にある第38番札所金円J福寺まで,

この行程も3日 間かかる。ここからルー トが二つに分かれ海岸線を北上するのか,来た道

を戻 り「真念庵」を通 り第39番札所の延光寺をめざすかによってルー トが異なる。

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」であり,歩 くことにも慣れ,心身に余裕が出てくる。第40番札所観自在寺から宇和島

を通過 し, 2日 かけて43番札所の明石寺へ行 く。そして内子を通 り,山道に入ると第44番
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札所大宝寺と第45番札所の岩屋寺がある。この岩屋寺は境内の中にいくつもの窟があり,

梯子を使って登る。古の行者はこのような場所で修行をしていたのである。そして厳 しい

山道を抜け,第 51番札所石手寺に着 くと,す ぐそばに道後温泉街がある。筆者にとっては,

「道後に着けば結願に近づ く」 という思いがあった。道後あたりで,全遍路行程の約 3分

の 2が終わったことになる。そこを過ぎれば,石鎚山に近い第60番札所横峰寺が標高745

メー トルの高さにあり「遍路ころがし」と呼ばれている険 しい札所に向かう。

香川県では,悟 りに近づ くということだが,歩き遍路の過程でその人なりに遍路の意味

を理解 し,幾つかのことが腑に落ちる「涅槃の道場」である。ここまで来ると,一気に打

つならば,一週間ほどで結願することが出来る。終盤に近づ くと,なんとなく心残 りにな

り,丁寧に歩いてお参 りしたいという気持になる。第66番札所雲辺寺は険しい山中を歩 く

が苦 しさはない。第77番札所善通寺は弘法大師空海が誕生 した地に建てられており, この

地からお大師さんの信仰が日本中に広がったのだと思いをはせる。第81番札所白峰寺,第

82番札所根香寺の山道も険しい。第88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。

四国四県をつな ぐ遍路道は,密教の「胎蔵界曼茶羅」で説かれている「四転説」による

仏道修行の 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J,

西の愛媛県は「菩提」,北の香川県は「涅業」の道場として呼ばれている。

図 2の胎蔵界曼荼羅の中央に位置するのが「中台八葉院」という八葉の連弁 (蓮の花び

ら)を模 して仏菩薩が配されている。東の宝瞳如来は,宝をちりばめた旗印の象徴で, 日

標に向かって進むことを現すがゆえに「発心」になる。南の開敷華王如来は,花のつぼみ

の開 くさまなので「修行」そのものである。西の無量寿如来は,悟 りの世界を実感する段

階と言われているがゆえに「菩提」の道場になる。の天鼓雷音如来は,天上の太鼓にたと

え,釈尊の説法を強調 した仏として「涅槃」にたとえられる。図 2は これらの菩薩や如来

の配置と発心 。修行・善提 。涅槃の各道場の意味合いを示 したものである。

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。徳島県の

「発心の道場」は八十八ヶ所を回り結願するという思いを胸に,「十善戒」を実践 しながら

歩 く。札所での作法や般若心経を読経するのもぎこちないが,発心の思いは固い。高知県

の「修行の道場」は,大平洋の荒々しい海辺の道をただただひたすら歩 くという修行その

ものであり,「歩 く行」 とはこのようなことを意味するのだと気づかされる。愛媛県の

「菩提の道場」は温暖な瀬戸内海の風景が遍路者の気持ちをなごませ,歩きに余裕と力を

与える。香川県の「涅槃の道場」では,結願に近づ くがゆえにすべてのことに感謝の念が

わいてくる。 この 4つの道場が,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

う点では変わらないであろう。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。
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Ⅲ 遍路道空間における遍路者

1)現代の遍路パターン

四国八十八ヶ所札所への巡礼には様々な回り方がある。旅行会社のツアーに入るのか或

いは個人で計画して巡礼するのかの 2つに分けられる。現代の遍路で最も多いのがバス遍

路である。旅行会社のツアープランでもバスツアー,タ クシーツアー (乗 り合い,貸 し切

り),歩きツアーに分けることができる。個人のプランで最も多いのは車遍路である。車

遍路が多いがゆえに,車で巡礼するガイドプックも数冊出版されている。

歩き遍路の場合,一回で回る「通し打ち」と何度かに分けて回る「区切り打ち」に分け

られる。また歩きに加えて公共機関利用する方法もある。また, 自転車やモーターバイク

を用いて回る場合も多い。

1,旅行会社のツアープラン

①バスツアー (日 帰り+1泊 2日 )

阪急交通社の新聞広告によると,団体バスツアーの「日帰り+1泊 2日 ツアー」で 1年

間12回で回るコースがある。巡礼の旅説明会を大阪 。神戸・ 京都 。奈良と近畿 4府県でお

こなっている。「四国八十八ヶ所札所お遍路の旅 3,980円 」と書かれた図 4の新聞一面広

告は目を引く。「全12回,四国霊場会公認先達又はお寺の僧侶が発着地より同行」,「これ

は便利39カ 所もの選べる発着地」,「朱印集めは添乗員が代行」,「 もちろん一人さま参加も

OK」 ,「一回だけのご参加もOK」「第一回参加の方に付いているお参り入門セット」と

魅力的なキャッチコピーが踊る。

全体の日程を見ていると,一番札所から開始して一年間で終わるようにプログラムが作
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(図 4)

られており,いつからでも参加ができるようになっている。基本的には何月からでもどの

札所からでも, 自由に参加できるようになっており, 1年 目に参加できなかった札所 も翌

年参加することができるシステムになっている。日程のペースについては,月 1回 が基本

である。スター ト月は 1月 , 3月 , 4月 , 7月 , 9月 ,10月 で, 日帰 りは 1～ 3回 目まで,

4回から12回 までは 1泊 2日 のツアーである。

第 1回 は 1番札所霊山寺～ 6番札所安楽寺,第 2回は 1番札所霊山寺, 7番札所十楽寺

～11番札所藤井寺,第 3回 は12番札所焼山寺～16番札所観音寺,第 4回 は17番札所井戸寺

～23番札所薬王寺, 4回 で徳島を回る。第 5回 目からは高知県に入 り,24番札所最御崎寺

～31番札所竹林寺,第 6回は32番札所禅師峰寺～37番札所岩本寺,第 7回は高知県の38番

札所金剛福寺～39番札所延光寺。愛媛県に入 り40番札所観自在寺～43番札所明石寺,第 8

回は44番札所大宝寺～51番札所石手寺,第 9回は52番札所大山寺～59番札所国分寺,第 10

回は60番札所横峰寺～65番札所三角寺,第 11回 は第66番札所雲辺寺 (徳 島県)。 香川県に

入 り67番札所大興寺～78番札所郷照寺,第 12回 は79番札所高照院～第88番札所大窪寺,そ
して徳島の 1番札所霊山寺に戻る。

お礼参 りとして13回 目が設定されており, 日帰 りで高野山の奥の院と金剛峯寺にお参 り

をする。また逆打ちプランや別格二十霊場めぐりも用意されている。

関西発着のバスツアーも阪急交通社以外にも, 日本旅行社,神姫バスなどがあり,四国

の発着の旅行会社 も数多くある。

②タクシー (貸 し切り。乗 り合い)

四国の旅行会社では,乗 り合いタクシーや貸 し切 リタクシーでのお遍路を企画 している。

乗 り合いタクシーでのお遍路は,8名乗 りのジャンボタクシーを利用 して,最小催行人数

は 4名 から募集 しており,先達資格をもった ドライバーが案内する。 1回 (11日 間)と 2
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回 (6日 × 2回 =12日 )で結願するコースがある。貸 し切 リタクシーでのお遍路は,一名

からの参加ができ,一回 (10泊 11日 ),二回 (5泊 6日 × 2),三回 (3泊 4日 ×3),四

回 (2泊 3日 ×4)と プランを用意 している。オーダーメイ ドプランだから自由でゆとり

あるお遍路をうたい文旬にしている。

③歩きを含むプラン

四国の旅行会社の中には歩きを取 り入れたプログラムを組んでいる。 6回で満願コース

の場合,東京,名古屋,北海道,仙台,広島,博多と全国各地から参加でき,四国現地集

散としている。 6回 ×10泊 11日 で結願する。また関西・ 四国・ 中国の各地から参加が可能

で,「歩きいいとこ取 りJを キャチフレーズで,歩 く距離は 1日 6～7kmと短い。また,

別の旅行会社は完全歩きツアーの企画をおこなっている。少人数 (一組 3名 まで,最大募

集人員はプログラムによって異なる)で実施 している。 1日 あたりの歩行距離は 25km～

30kmが 目安であり,経験豊富な先達が全行程を安全に同行ガイ ドし,宿泊も手配すると

いう内容である。

2,個人で立てるプラン

個人でお遍路に出かける場合,徒歩, 自転車,モーターバイク, 自家用車と様々な方法

で巡礼をする。その中で最も多いのが車遍路である。筆者の身近にも車遍路で結願 したの

は二組いる。夫婦で回るには車は便利なツールであり,運転に疲れればどちらかが運転す

れば良い。全行程は12日 程で回れる。札所には駐車場が整備さており,駐車場代金は有料

のお寺と無料のお寺がある。車遍路用のガイ ドブックが数冊出版されており,『 四国八十

八ヶ所クルマ巡礼― ドライプお遍路』(KG情報,2007)を 見てみると,か なり詳 しい道

路路地図,お寺の内容,宿泊施設の一覧など,使いやす くて分かりやすい内容になってい

る。

筆者は歩き遍路をしているので自らの体験を踏まえて個人プランについて簡単に述べて

みよう。筆者は区切 り打ちで回っているので, 2泊 3日 ～ 4泊 5日 ぐらいの予定が多い。

例えば, 3泊 4日 の行程で前回高知県の第39番札所の延光寺で打ち終え,JR宿毛から帰っ

たとすれば,今回は次きのようなプランになる。

1日 目 (月  日 曜日)

新神戸 (発)一 岡山 (7:08着 )一中村 (11:32着 )一 宿毛 (12:04着 )

宿毛 (高知県)一 (18 km)一 #40観 自在寺 (愛媛県) 泊

2日 目 (月  日 曜日)

#40観 自在寺― (40km)一宇和島  泊

3日 目 (月  日 曜日)

宇和島 一 (10 km)一#41 龍光寺― (25km)一 #42 佛木寺― (1lkm)一 #43

明石寺 卯之町 (夜行バス) 卯之町22:40発

日目 (月  日 曜日)
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神戸三宮 5:30着

このプランでは行きは新神戸から新幹線を利用 し,帰 りは夜行バスを利用 しいている。

帰 りはJRを 用いるならば卵之町駅から高松経由で岡山に出て,岡 山から新幹線という

ルー トもある。夜行バスは一 ヶ月前 ぐらいから予約 している方がよい。この行程だと 1日

目は到着が昼ころになる。筆者の歩 くスピー ドは時速 45kmで 計算 して,宿毛から第40

番札所観自在寺まで18キ ロあるので約 4時間かかる。札所が閉まるが午後 5時なので,間
に合 うと計算 している。宿泊は遍路宿或いは札所の宿坊で, 2食付きで6,000円 ぐらいで

ある。筆者は前 もって宿は予約をしている。一巡 目の時,宿 は到着時間等が予測がつかず,

前日或いは当日の昼頃に予約をしていた。このように個人プランはすべて自己管理のもと

で,プランが立てられる。

2,遍路行程の細分化について

遍路行程は札所 と札所をつなぐ遍路道で構成される道空間で構成されている。巡礼の道

としては,四国遍路の特徴は四国の大地に沿って円周を描 くように札所が配置されている

がゆえに,「 円環の巡礼」といえる。図 1を再度参照 してほしい。第 1番札所霊山寺から

第88番札所大窪寺を打ち終えると第 1番の霊山寺に戻る。そして高野山にお礼参りをする。

四国遍路のような円環型の巡礼はめずらしい。多 くの内外にある巡礼のほとんどは直線型

であり, 日本ではお伊勢参 りや善光寺参 りなど,海外ではエルサレム巡礼, メッカ巡礼 ,

サンティアゴ巡礼などがある。これらの巡礼は聖地に直線的に向かい,終わればその道を

戻る往復型がほとんどである。

遍路行程の細分化について「 日帰 リツアーJに注目してみよう。前述 した旅行会社のプ

ランでは,「 日帰 りと一泊二 日の日程」で月 1回のペース 1年で結願するツアープランを

提供 している。参加できない月が生 じても後 日参加できるシステムになっている。例えば,

土佐県の第24番札「最御崎寺」力)ら 第31番札所「竹林寺」を巡るツアーでは,高速道路と

の関係があり,第30番札所善楽寺,第 29番札所国分寺,第28番札所大日寺,第 31番札所竹

林寺,第 26番札所金剛頂寺,第 25番札所津照寺,第 24番札所最御崎寺の順序で巡礼をする。
これは神戸三ノ宮から明石海峡大橋を渡 り,淡路島から四国の徳島道を走 り高知へと向う
コースを取 っている。バス遍路は時間的制限が多いがゆえに,高速道路を中心に国道や県

道の道を選び,札所 も効率できに回るように考えているからだ。

入江 (2007)に よれば, 日帰 リツアーが盛んになると新 しい形態遍路道空間が一般化す

る傾向があるのではないかと遍路行程の細分化にめぐっての論考を述べている。次ぎの図

5は 2つの遍路道空間モデルを示 している。

循環道空間モデルは,通 し打ちで連続的に経験される遍路道の空間 (●は札所)を示 し

ており, 日帰リツアーでは断片的に経験される空間 (○ は札所)を示 している。

このように団体バスツアーの「 日帰 り+1泊 2日 ツアー」で一年間12回で回るコースは,

一番札所から開始 して一年間で終わるようにプログラムが作 られており,基本的には何月

から或いはどこの札所からでも参加することができる。このような巡礼システムは自由に
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(図 5)2つ の遍路道空間モデル

環状道空間モデル 枝状道空間モデル

参加が出来るメリットは大きい。

歩き遍路の区切 り打ちは,打ち終えた札所,駅,バ ス停など打ち終えた場所から始める

がゆえ,円環をつなげる作業になっている。では,第一番札所霊山寺から第八十八番札所

大窪寺の順打ち或いは逆打ちでなければ円環の巡礼にならないのかという疑間に対 して,

四国の人たちは,地元の札所かスター トさせ回り,そ の札所で結願 している。

3,「歩き遍路」と「乗 り物遍路」

長年四国遍路における年間の巡拝者数に関する調査がなく正確な数字が明らかにならな

かった。 しかし,平成 4年に西条市の秋山節夫さんが第64番札所前神寺本堂の納札を,平
成16年に愛媛県東温市の高井秀和さんが第58番札所の仙遊寺の納札を整理 した調査がお遍

路さんの人数に最も近い数字だと評価されている。この二人の調査は,全札所を結ぶ情報

誌『へんろ』に掲載された。平成 4年の秋山の調査によれば,一年間の納札の総数は約10

万 6千 5百枚であった。また高井 (2009)の平成16年の調査によると,一年間の納札の総

数は約12万 2千人であり,男性約 5万人に対 して女性は約 7万人だった。次ぎの図 6と表

1は二つの調査の比較を示 したものである。この二人の調査は異なる札所であることや調

査方法の違いなどがあるが, このような数字が示された意味は大きい。

年代別にみると六十代が圧倒的に多いのは平成 4年 と同じだが,次いで五十代が多かっ

た当時と比べ七十代が急増 しており,巡礼者を地域的にみると平成四年当時,四国,近畿 ,

中国の順であったが,今回の調査では地元四国が大幅に数字を減らして近畿と逆転 してい

ると述べている。

今回の二人の調査を比べるのは統計的には問題があるが,平成 4年から平成16年の間に

1万 6千人増加 していることになる。移動手段においては,パ ス遍路,車遍路,歩き遍路

の順であろう。地域的に見ると四国が大幅に数字を減らして近畿と逆転 している点に関し

ては,平成10年 (1998)明 石海峡大橋が開通 し,本州から四国への道路がつながり,バ ス

遍路を加速させたものと思われる。それによる70代が増加 したと考えられる。また男性約

5万人に対 して女性は約 7万人という数字はパス遍路に女性が多いことが伺えるのではな

いだろうか。

バス遍路の日帰リツアーは歩き遍路にくらべれば,準備が簡単で気軽に参加できるとい
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(図 6)

11～ 2021～3031～4041～5051～6061～7071～80 
跛壺

(表 1)

10歳以下 11～ 20 21-30 31-40 41-50 51-60 61～ 70 71-80 81歳以上

H4年
3,478 3,901 3.818 5,943 21,144 10.114

152

H16年
2.562 3,162 5.940 5,944 10,999 27,356 18.323

74 137 229

う特徴がある。インターネットで申し込み,住居の近 くの駅まで行けば,パ スが待 ってい

る。そのパスに乗れば四国第一番札所霊山寺に着き,必要なお遍路道具を購入 し,法話を

聞き四国霊場会の公認先達が作法や各札所のことについて教えて くれる。また朱印は添乗

員が代行 して くれる。昼食も用意 してくれ,何から何まで世話をしてくれる。その意味で

は,確かにお遍路に出かけるのだが,「 日帰 り観光」の感 じは否めない。 しか し,継続 し

て参加 した人たちは「顔なじみが出来ることが楽 しい」 という。

バス遍路と歩き遍路との違いは, 自分が計画をたて,乗車券を手配 して,四国に渡る。

白装束に着替え,荷物を担ぎ,遍路道を歩 く。その日の宿は前 もって予約するか当日電話

をかけるか,すべて自分で行わなければならない。その意味では遍路に関する「 コミット

メントJと遍路者としての「意識性Jの違いは大きいように思われる。バス遍路の利点は,

体が不自由であったり,高齢で体が動きにくい人たちにとっては,あ りがたいツアーであ

ることは間違いない。

パス遍路と歩き遍路の違いは,遍路者の「コミットメント」と「意識性」であろう。歩

き遍路者の場合は, より深 く遍路という非 日常世界,言い換えれば「神話的時間」に入 り

込む。遍路は聖地巡礼であるがゆえに,本来的には「修行J的要素がそこには含まれてい

る。第 1番札所の霊山寺では,遍路者になるために自装束に身を固める。白装束は非日常

歳
満

１０
未

%)
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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,自装束は死装束と

もいわれる所以である。菅笠には「ユの梵字J,「 同行二人J,「迷故三界城 悟故十方空

本来無東西 何処有南北」の掲文が放射状に書かれており, この掲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。遍路者が自衣を着て,菅笠をかぶり,金剛杖をもつス

タイルは, シンポリックな意味で「死」を表 していたからだ。平安時代の宗教者が修行 し

ていた行為が,江戸時代になると一般庶民により遊行 。物見遊山的要素が加わってくるこ

とで,四国遍路の大衆化が始まり,巡礼の意味が変化することになる。関 (2003)に よる

と,遍路者にとって移動は単なる移動ではなかった。遊行或いは物見遊山であっても,始

まりのときから修行感覚を潜在させていたのであって,それは,歩 くという苦行を前提に

しており,遍路の歴史は歩き遍路の歴史でもあると述べている。 しかし, 自らの身体を用

いた移動手段からモータニゼーションの発達による「乗 り物」の出現は,巡礼に対する意

識をよリー層変えることになったのは事実である。それは巡拝バスという大量輸送手段が

遍路の世界に参入することで,簡単に回れるようになったからだ。歩き遍路者の中にはパ

ス遍路者に対 して「スタンプ遍路」や「観光遍路」などと表現 し,歩 きこそが信仰心を示

す方法であるという遍路者 もいる。このように「一方では,遍路はあくまでも「修行」と

認識 し,それは「歩 くこと」でしか成就されない, と古来の伝統を引き継 ぐ立場があり,

他方では,弘法大師縁の霊場を巡 り,その功徳に接することが大事で,方法はどのような

形ではいいのではないかとする立場がある」 (関 ,2003)。 筆者は「歩きJに こだわってお

り,遍路道を歩いた時空を超えたお遍路さんたちに近づ くことで「神話的時間Jに入 りた

いと考えているからだ。 しかし弘法大師空海は「歩きであろうと,車であろうと,バスで

あろうと功徳はみな同じだ,ただ体験が異なるだけだJと言 うのではないだろうか。どの

移動手段であろうと,四国遍路に行こうと考え実行 したときにお大師さんからの「招待状J

を受け取ったと考えればよい。

2)遍路道空間

1,道空間のパースペクティプ

遍路道を歩いていると,道空間 (道 とその風景)について様々な気づきが起こってくる。

歩き遍路者にとっては,見知らぬ町の道なので,地図 (へ んろみち保存協会編)と遍路ス

テッカーをたよりに移動 しながら, 日の前の道を確かめながら歩いている。分からない場

合は,地元に人に聞けば親切に教えて くれる。三又路ではどちらの道を行けばよいのかと

迷い,地図で示されている郵便局や小学校が現れれば, この道で良いのだと意識 レベルで

チエックをする。 日常生活空間における道ならば無意識 レベルで反応 している。

長田 (2007)は ,行為者の視点から「環境」,「認知フレーム」,「表現Jの 3つのキーワー

ドをもとに道空間のパースペクティプについて,少 し長 くなるが次ぎのように述べている。
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①環境

身体の移動を可能にする幅と長 く奥行きをもち,三次元的視界において認知される物理

的な環境としての道がある。そこには身体を支える地面,舗装道路面や坂道, さらに歩道

や歩道橋,道路標識や信号機,電柱やバス停留所,商店や沿道の建築物,行 き交う人や車 ,

背景に見える,山,海,川など自然或いは人工的な建物などを構成する要素における「環

境」があるという。環境としての道空間においては,道を移動する人の視点からすると,

今いる場所から行き先との間に,例えば海岸の絶壁や高い山,山の峠や登り日,海 に突き

出る岬など,境界性にまつわる「誘惑と恐れJを合わせ持つ認知的フレームを作 り出す特

質があり,共同体において外部者と地域の内部者を媒介する境界領域を構成する。

②認知フレーム

ニ次元的視界で捉えられる道空間は主観的な動機,思想, コスモロジーを背景とする

「認知フレームJに よって社会文化的意味を持つ空間として構成されており,想像力によ

り事項を相対化 し,身体的な道空間の意味を想像的な次元へと変換するという。そして,

行為者から見た道空間の認知的フレームとして次ぎの 4つの特徴を挙げている。

A 道空間は行為者からのフィジカルな環境として,通行者及び沿道の人を含む身体的

景観分けて認識されている。 B。 道空間は移動する人の目的に規定される。交通ネットヮー

クの体系の中から通勤・通学ルー ト,買い物・遊歩道 。ジョギングルー トなど個人の生活

の行為や旅行などの移動手段と速度によるものがある。 C 通行者同士の固有のパーソナ

ルスペースを構成 し,他の通行者 (歩行者, 自転車, 自動車)な どの間に利用空間の違い

による排他性が生まれる。D 通行者と沿道の住民との相互関係として,マ ラソンや駅伝,

カーニバル,祭 りなどのイベントなどをあげている。

③表現

自らの想像力 と認知 フレームは,絵画や地図などに「表現」されて外在化するという。

表現としての道空間では,移動者の場合は行 く先々の景観を写真で取ったり,地図による

行き先の時間予測をする。また道路計画 。設計者の視点からは,交通ネットワーク体系と

しての道はモノ,人,情報の流通としてとらえ, また道の歴史的固有の意味を重視 し,宗
教的,環境的,文化的などの道イメージをもつ。

確かに道空間には長田が整理 した 3つの要素が多元的にまた重層的につながっており,

環境としての物理的な道の奥には個人が認知する視座によって道の意味が異なってくる。

歩き遍路をしていると,朝地元の小学生が歩きながら「おはようございますJと大きな声

をかけて くる。また中高生は自転車で行き交い声がかかり, こちらも挨拶をする。彼 。彼

女たちにとっては,お遍路と行き交うのは日常の風景の中に溶け込んでいる。 しか し,遍
路者にとっては非日常であり,そ の地域からすれば異邦人でもある。同じ道を歩いている

が異なるリアリティの中を生きている。そして,「 おはよう」というお互いの声がけだけ

が,異なる二つのリアリティを一つに結びつけている。
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2,「遍路道Jと「四国のみち」

一巡目の歩き遍路のとき,「四国のみち」 という標識がありそれを目安に歩いて何度か

道に迷ったことがあった。歩き遍路の筆者にとっては紛 らわし標識の一つだと感 じたこと

がある。

平成12年度遍路文化の学術整理報告書の『遍路道のあゆみ』によると,「四国のみち」

整備計画の発端は,1972年 (昭和47年)に四国四県知事会議で,愛媛県から四国八十八 ヶ

所を中心とした新 しいルー トの開発を提案 したことから始まると言われている。そして,

1977年 (昭和52年)に閣議決定された「第二次全国総合開発計画」の自然環境保全に関す

る計画課題を受けて,二つの省庁に独自の「四国のみち保全整備計画調査委員会」をつ く

り, 2年間かけて調査研究を行い, この 2つの旧建設省 (現在の国土交通省)ルー トと環

境庁 (現在環境省)ルー トがあり重なりながら,1980年より順次着手 した。環境庁ルー ト

が自然志向でハイキングコース用に作 られ,国土交通省が伝統 。文化志向で八十八ヶ所札

所を取 り込むようなルー ト計画で設計がされ,舗装された道路で自動車が通行可能である

という (長田,2003)。 このように二つの省庁は役割分担がされ,四国のみち整備を行っ

たのである。

次ぎの図は,建設省四国地方建設局作成の建設省ルー ト,環境省ルー トが記載された地

図であるこれを見れば分かるように同じ時期に,二つの省庁が委員会を立ち上げ, コンセ

プ トが重複 しないように官僚の縦型行政の思惑が読み取って見える。「四国のみち」整備

(図 7)四国のみち

①～⑬

建設省ルー ト

環境庁ルー ト

四国八十八 ヶ所霊場番号

(F四 国遍路のあゆみ」より)
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計画の発端は, コンセプ トのまったく異なる省庁が作 り上げた産物であり, この「四国の

道」が現実,地域の住民や観光にくる他府県の人たちにどれほど役にたっているのかが間

題である。

確かに建設省ルー トはある程度,車遍路やバス遍路用に考えられたのかも知れない。

しかし,歩き遍路からすると,図 7の建設省ルー トの徳島県を見てみると,第 11番札所

藤井寺から第12番札所焼山寺ルー トは車で山越え出来ないので迂回することになる。20番

札所鶴林寺はコースに入っていない。このように四国四県をこの地図で札所を丁寧に辿っ

てみると,建設省ルー トが八十八 ヶ所札所を取 り込むようなルー ト計画で設計がされてい

るように見えて,建設省の四国のみちと遍路道が重複部分の全体の50%強を考えると,道
路行政を中心に考えただけでなないかと疑いた くなる。

次ぎの表は,建設省ルー トの「四国のみち」と「遍路道」の延長割合の表である。

数値の左はkmで右()内は割合の%である。また重複部分の右の数値は「四国みち」

の延長に対する重複部部の割合を示 している。

(表 2)建設省ルー トの「四国のみち」と遍路道

四国のみち 遍 路 道 重 複 部 分

徳 島 県 2456  (198) 2158  (192) 1261  (182) 513%
高 知 県 4426  (357) 4301(382) 1672 (242)

愛 媛 県 3774  (304) 3439  (305) 2913  (421) 772

香 川 県 1744  (141) 1363  (121) 1074  (155)

四国全体 1,2400(1000) 1,1261(1000) 6920 (1000)

(「四国遍路のあゆみJよ り)

この表では,四県における四国のみちと遍路道の重複部分の割合がかなり異なっている

ことが分かる。高知県の378%と 愛媛県の772%と いうこのような大きな差は何によって

もたらされたのだろうか。

3,遍路道における「道案内」

遍路道を歩 くと,必ず目につ くのが道標と丁石である。江戸時代初期には八十八 ヶ所の

札所が選ばれ,四国遍路のルー トができたがゆえ,遍路者は道標を道案内に札所から札所

へ迷うことなく歩いたのであろう。道標には幾つかの形態がある。石柱に手形を刻んであ

るものが多 くあり,手形で「右」と「左Jを教えており,手の表情の豊かさが芸術的であ

り,ま た心理的に安心させる。図 8を見てもらえれば, この石柱に梵字,行 き先,年号な

どが刻まれている。道標の形態は,地蔵や大師像が刻まれたものもあり多種多様である。

丁石は仏石や石柱に丁数を刻んでいる。図 9を参照。丁 (町)は尺貫法の長さの単位で

10909m。 山地にかかるところから立てられている場合が多い。昔 も今 も遍路者は, この

丁石によって,高台にある札所まであと300m,200m100mと 厳 しい勾配の道を喘ぎな

がら登るときの指標となり,あ と少 しの距離だと,心理的に「頑張ろう」という気持になる。
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(図 8)

川田 (1996)は ,道標と丁石に関する研究を通 して遍路道整備の歴史的変遷があるとい

う。彼は第79番札所高照院から第85番札所八栗寺までの遍路道に建てられた道標と丁石を

すべて調査 して,道標が立てられた時期を表 3に まとめ,次 ぎのように述べている。

(表 3)道標が立てられた時期

へんろ道 江戸初期 江戸中期 江戸後期 明治 大正 昭和

高照院～国分寺

高照院～自峰寺

国分寺～自峰寺

自峰寺～根香寺

香西 ～根香寺

根香寺～国分寺

国分寺～一宮寺

根香寺～一宮寺

赤子谷～円座

一宮寺～屋島寺

一宮～法然寺～太田

一宮～別院～木太

屋島寺～八栗寺

１

７

１

１

１

２

２

７

　

５

　

１

１３

「講座日本の巡礼第二巻聖跡巡礼」より

江戸時代中期ごろから道標が立てられ始め,札所順に巡る遍路道から整備されていると

いう。また,江戸時代後期に入ると,急に道標の数が増え,主要な遍路道はさらに整備が

進み,遍路が盛んになると共に,札所間を様々に結ぶ遍路道が出来た時期であり,明治なっ

ても道標が立てられ整備が一層進み,ほぼ現代の形をとったという。

(図 9)
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現在では,道案内に関 して多 くの民間機関によって支えられている。その民間機関の一

つである宮崎建樹が代表を務めた「へんろみち保存協会」の活動は,歩き遍路のための詳

細な地図の作成, と遍路道の整備と復元作業,遍路橋の架設,道標の表示と遍路石の建立

などに取 り組んでおり,歩き遍路者が必ず購入するのが地図である。2010年 12月 に宮崎建

樹氏は亡 くなり,その意志は宮崎世紀氏に受け継がれている。

歩き遍路者が必ず購入する地図はへんろみち保存協会編の『空海の史跡を尋ねて 四国

遍路ひとり歩き同行二人 地図編』である。

■考の期 を0ねて

口0こ皓ι(と り歩き0,テニ人

′l

◎
へんろみち,″●力会●

この地図 (図 10と 図11)は 1990年 6月 に初版が発行されて以来第 9版 (改訂増補-2010
年 3月 )を重ね,変化する道路と道路周辺の店舗などが書き換えられている優れものであ

る。

地図には,歩行 。車両両方の遍路道,歩行だけの遍路道,車両の巡拝道,標高,遍路道

の通過距離,車両の所要通過距離,前の地図の終了点,次きの地図の開始点,四国八十八

ヶ所札所,起点霊場,番外霊場 。ゆかりの地,駐車場,信号のある交差点,旧来のへんろ

石,平成のへんろ石,遍路小屋,民宿・ ホテル, コンビニ・ 食堂,公共施設,地元タクシー

会社電話番号などが細かく記載されている。札所から札所の距離と時間が図ることができ,

途中の距離 も記載されている。文末には,遍路宿の宿坊・ 民宿・ ホテルなどの住所 。電話

番号,高速バスの時刻表などが記載されている。この一冊は歩き遍路者を安心させている。
へんろみち保存協会編の「地図」があれば,歩き遍路における多 くの情報が手に入る。

また。現代の道標は,へんろみち保存協会や他の民間機関のステッカーに変わっており,

そのステッカーを目安に歩いている。図12か ら14の ようなステッカーが道沿いの電柱,曲
がり角の壁など,歩き遍路が目につ くように貼 られている。このステッカーを目安に歩 く

と,札所にたどり着 くことができる現代の道標の役割を果たしている。これらのステッカー

(図 10-地図の表紙) (図 H―地図の内容 )
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(図 12) (図 13)

は歩き遍路者にとっては心強い案内役である。ステッカーが多 く貼 られている県と少ない

県があるので,やはりへんろみち保存協会編の「地図」を持参 している方が安心だ。

Ⅳ 「 お接待Jと いうシステム

1)お接待の意味

四国遍路における接待とは,地元の人たちが遍路者に金銭,飲食物,一夜の宿を提供す

る風習のことである。遍路者は接待を受けると「納め札 (氏名・ 住所・年月日を記 した紙

札)」 をお礼として手渡わたし,大師名号 (南無大師遍照金剛)を唱えるのが礼儀である。

お接待に関する習俗は,仏教の布施行の思想からきており,遍路者に接待することで,

功徳を積むことになる。仏教には,財施 (衣食などの財物),法施 (教えを説 く),無畏施

(恐れを取 り除 く)と いう3つ の布施の行があり, これらを三施 という。財物に恵まれて

いない人でも,布施を行う精神があれば誰にでもできる。『雑宝蔵経』には「無財の七施J

という教えが説かれている。それは眼施 (優 しいまなざしで接すること),和顔施 (穏や

かな顔つきで接すること),愛語施 (思いやりのある態度で言葉を交わす),身施 (自 分の

身体で奉仕をすること),心施 (他者に心をくばりたや共感をもって接すること),林座施

(喜 んで席を譲ること),房舎施 (風雨をしのぐ所を与えること)の七つの施 しである。

筆者は一巡目の歩き遍路で,特に徳島では,多 く人からお接待をいただいた。最 も印象
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に残 っているのは,遍路道沿いの家の前で老婆が 5円玉10枚をビニールの切れ端で通 して

まとめお金を戴いたことだ。筆者は,「 この人は年金生活をしているのだろうと。 この人

から50円 を戴 くことは忍びない」と感 じなから,納め札に住所氏名を書き渡 したことがあ

る。徳島を抜ける頃には,接待で戴いた金品は筆者に戴いたとものだと思っていたが,次

第に分かってきたことは,施 しを与える人の深層意識に潜むお大師意識が筆者のお大師意

識に対 して金品を通 して触れていることに気づいた。図15で は,接待する人の表層意識 レ

ベルをA深層意識 レベルA',遍路者の表層意識 レベルをB深層意識 レベルをB'で表 して

いる。お互いの表層意識 レベルでは, 日に見えるお接待 (金品)と お札 (納札)力 行ゞき交

うが,深層意識 レベルではお互いのお大師意識が交流 していると考えればよい。このこと

に気づいて以来,食べ物は道沿いにひっそり付んでいるお地蔵に供え,お金は持ち帰 り貯

めておき結願 した後,高野山の金剛峯寺の賽銭箱に入れさせて頂いた。四国は弘法大師の

霊力による果報や御利益を得るため,善行として接待文化が残されている唯―の巡礼の場

である。

(図 15)

(接待する人)

表層意識 レベル 'お
接待 (金品))

(お 礼 (納札)(

く―――――――――――――――>
お大師意識

深層意識 レベル

また,高知県の海辺の道を歩いているとき,私の姿を見た老婆が小走 りに近寄 り,筆者

に両手を合わせ拝み,金剛杖をつかみ,「次ぎの札所にこの100円 を入れてほしい」と頼ま

れたのである。拝まれると恥ずかしく一瞬とまどったが,弘法大師の霊力に触れたいとい

う必死さに驚いた。この場合 も遍路 している筆者に問いかけているのではなく,筆者の姿

の奥に象徴される弘法大師へ語 りかけたのである。

接待者は「金品Jを遍路者に施 し,遍路者はお礼に「納札」を接待者にわたす。前田

(1970)に よれば,納札を受け取 った接待者は, この納札を大切にしまっておき,後 日三

重に折 り縄に挟み玄関の裏側などに吊すことで,魔除けや盗難よけになると人々は信 じて

きたという。そして, この関係は「ギプ 。アンド・ テイク」の関係であり,接待者は遍路

者に品物を施すことにより,現世利益的であり,お接待は必ず しも無償の行為ではなく,

お大師さんからの返礼 (ご利益)を期待 している行為だという。

2)接待の形態

接待の形態について,前田 (1970)に よれば,①個人接待,②村民たちの集団接待,③
四国以外の人たちで組織される接待講がある。第一の個人接待では, 自宅が遍路道の近 く

(遍路者)

Ｂ

・↑
―
↓
　
Ｆ

Ａ

・↑
―
↓
　
″
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にありその前を通る遍路者に接待する場合と札所の境内や仁王門の前で接待をおこなって

いたという。

第二の集団接待においては,江戸時代には霊場付近の人々が遍路に接待する習慣が定着

したと言われている。各霊場に近い村落から集団でやって くる集団接待は,残存 している

が数が少なくなっていると言われている。集団接待が減少する理由として,バス遍路が増

え,こ の人たちが先を急 ぐために接待されることを好まなくなったこと,ま た各村落に様々

な娯楽が増えライフスタイルの変化によるものと指摘 している。

第二の接待講とは,四国県外で組織された講で,かなり広い地域から集まり参加 してい

る集団のことである。紀州接待講は伊都郡かつらぎ町を中心とした講で,毎年彼岸の終わ

りから約 1～ 2週間,二十二番札所の薬王寺の門前でお接待をしている。有田接待講は第

一番札所の霊山寺の境内で接待をする。また野上接待講は有田接待講と同じ接待所で 3月

の20日 頃から約 1週間接待をする。この和歌山県の 3つの接待講以外にも,戦前には数多

くの接待講が各地から四国へやってきたという。その中には和泉接待講が戦前までは,30
～50名の世話人が 3月 末から4月 にかけて一週間ほど,立江寺でお接待をしていたという。

筆者の歩き遍路の体験ではやはり,個人から頂いたお接待が圧倒的に多 く,次 ぎは地区

にある接待所 (有人,無人)である。その意味では,個人で行うお接待は数字上に現れに

くいという要因があるように思われる。

3)お接待をする人たちの動機

遍路におけるお接待に関する意識性は時代背景や社会の動向によって変化 している。次

ぎに示す1960年代の前田の調査,1991年の藤沢の調査,2001年の牟岐町お接待の会の調査 ,

この 3つの資料からお接待する人たちの動機について検証する。

まず前田 (1970)は 四国の人たちが江戸時代から熱心に遍路に対 して接待を行ってきた

のかを調査 しその結果を 4点でまとめている。

①難行苦行する遍路者に対する同情心によるため,

②遍路者に接待することは弘法大師に接待することであり,善根を積むことで功徳を得

るため

③祖先の冥福を祈り供養するため

④遍路に出るかわりに接待をして善根を積むため

これ以外に, 自分が遍路をした時に各地で受けた接待に対する返礼としての接待 (返礼奉

謝)があるという。

次ぎに藤沢 (1997)は ,1991年 4月 から8月 にかけて,15日 間をかけてお接待について

間き取り調査を行っている。調査対象は男性64名 ,女性24名であり,調査場所は納経所で,

主に納経の仕事をしている人やお坊さんに聞き取り調査を行い,接待の動機 (複数回答)

に関して下記の回答でり, 3%以下の内容は削除している。

1弘法大師への信仰 50,0%

2地区活動として 167%
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3願かけや願がかなったお礼 121%
4祖先が続けてきた 121%
5返礼のため 99%
6自分の身代わり 75%
最後に,青木 (2010)が牟岐町お接待の会の一人から直接入手 した2001年 に徳島県南部

にある牟岐町で接待活動を続ける「牟岐町お接待の会Jの会員50名 を対象にした参加動機

(複数回答可)に関する資料は下記のとおりである。

1ボ ランティアとして遍路を助けたいから 70%
2「お接待の会」に入ることを勧められたから 52%
3弘法大師への信仰のため 44%
4先祖や,家族などの供養のため 40%
5遍路に, 自分の身代 りとして,行ってもらっているから 10%
6お接待をしてもらったお礼 12%
7願かけや,願いがかなったお礼 2%
8そ の他 10%

このような「接待をする人たちの動機」を調査する目的は同じでも,調査地,対象者,

調査方法などにより,異なった結果がでてくることは否めない。本稿では異なった方法論

の 3つの資料から,浮かび上がってくる接待する人たちの動機について整理する。

前田の調査は1960年 代であり,高度成長の時期で経済的或いはモノによって,生活が豊

かに成ることを目指 していた時代である。1991年藤沢の調査と2001年牟岐町お接待の会の

調査は日本経済のバブル崩壊 (1989)後であり,何事にも内向きになっていった経緯があ

る。また藤沢の調査対象は,主 に納経の仕事をしている人やお坊さんたちであり,お寺に

関わる仕事をしているという意味では,特殊性があると考えられる。接待側の分類として,

地区が400%,個 人が217%,接待講20,0%,そ の他が183%と なっている。牟岐町お接

待の会に調査では,牟岐町で接待活動を続けている会員50名 を対象にしている。

この3つの調査から共通して,浮かび上がってくることは,①お大師信仰 ②地域活動
(ボ ランティア)③身代わり,④祖先に対する供養,⑤返礼などが接待する側の動機であ
る。

お接待に関 して,「遍路者に施 しをすることで功徳が得 られる」 という弘法大師への篤

い信仰によって支えられている。この項目では,前田も言及 しており,藤沢の調査では50

%,牟岐町お接待の会の調査では44%の結果が出ており,接待に関する動機づけの中核と

なっている。またこれは「祖先がつづけてきた (藤沢の調査 :121%)Jと いう内容と関

係がある。代々親から子へと伝えられてきた信仰があることが伺える。

90年代の藤沢の調査における「地区活動 (167%)」 と2000年代の牟岐お接待の会の調

査における「ボランティアとして遍路を助けたいから (70%)」 とは同じ地区活動でも意
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識性が異なっているように思われる。藤沢の調査では昔からの地区活動として行っている

接待講としての活動或いは村おこし的効果を期待 したケースもあるという。地区活動は昔

ながらの集団的な村意識的な拘束性があり,ボ ランティア活動とは主体的に関わる個人的

な自由性がある響きを持 っている。青木 (2010))に よれば,「牟岐町お接待の会」の会員

は,の 2人 1人 は第二者によって「お接待の会Jに入ることを勧められてボランティア活

動を始めており,おそらく,歩き遍路の人たちに出会っているうちにボランティア意識が

高まり70%の メンパーが歩き遍路者に対 して,役立っていると感 じ支援 したいという気持

ちになったと分析 している。また接待は,気軽にできる善行であり,良 い気持ちになる行

為であり,受け入れてもらいやすいボランティア活動という意味合いが強 くなりつつある

ことも見て取れるという。

「身代わり」に関 しては, 3つの調査 (前 田の言及,藤原調査 :77% 牟岐のお接待

の会調査 :10%)か ら伺える。「自分 も遍路に出たいが,それができないので自分自身に

代わってお大師様をお参 りしてほしいJと いう意識かからくるもので,遍路に出る代わり

に接待をして善根を積むのである。この行為は接待者と遍路者の相互扶助的な考えかたで

ある。「祖先に対する供養」に関しては,牟岐お接待の会調査によれば,40%の人たちが

回答 している。接待という善行を行うこと自体が祖先に対する供養になると素朴な信仰の

形態であると思われる。「返礼」に関 しては, 2つの調査 (藤原調査 :799%,牟岐のお

接待の会調査 :12%)か ら伺える。接待者がお遍路をしたとき,接待を頂いた体験を通 し

て接待をするという返礼をするという循環の思想がそこにはある。

ここで一つ注目せねばならない項目は,60年代の前田の調査における「遍路に対する同

情心Jをお接待の動機として上がっているが,前沢の1991年の調査,牟岐町お接待の会の

2001年 の調査ではこの項目は削除されている。「歩き遍路」を中心 とした時代から「バス

遍路」や「車遍路」に変わったことによる,遍路の回り方の手段や日減 らしや難病などの

理由による時代性の変化の中で,お遍路は同情するような内容では無 くなったのであろう。

青木 (2010)は ,2009年に遍路者に対 して,接待提供者側にたって「お接待をお提供す

る理由を推測 してもらっている。その結果によると,お接待動機である「お大師信仰Jを

挙げる歩き遍路は70%,「 ボランティアとして遍路を助けたい」という動機を挙げるもの

が63%,「 代理参拝」48%,「遍路者への同情心Jを挙げる遍路者が33%であり,あ とは

「先祖供養」「返礼・報酬」と続 く。この調査から分かることは,接待者の接待の動機と順

位が遍路者の推測とほぼ同じであることは興味深い。ただ異なることは「遍路者の同情

(33%)」 があると,歩 き遍路者は推測 している。時代の変化やバス遍路や車遍路が増えた

としても,歩き遍路者たちはやはり遍路は「行」に近いものがあるがゆえに,地域の人か

ら同情されていると受け取っている。 しか し,接待者からはお遍路に対 して同情すべきも

のでは無いという歩き遍路者に対する意識の差がある。

V お わ り に

本論は遍路道空間とその空間で行われるお接待について整理 した。遍路道を, 1日 30キ
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口から40キ ロ歩いていると,時空を超える意識状態に陥ることがある。それは,江戸時代

に多 く建て られた行き倒れた無縁仏の墓,道標や丁石などに意識が向き,歩 く時である。

歩きながら「歴史 という時間の層」,言い換えれば,過去 。現在・ 未来が一つになる時空

があるように思われる。私たち平成12年を生きているが,空海が生きた平安時代 との時空

とが一つの「今 。ここ」での空間の中に入 り込んで くる。JalneS(1968)に よれば,私た

ちの日常の目覚めている意識がすべてではな く, ごく一部のタイプであって, きわめて薄

いスクニーンに隔て られ,そ れとは全 くことなる意識状態が潜んでおり,そ のような意識

の存在に関心をもたな くても人生をやり過 ごすことが出来る, しか しそれを無視するなら

ば失 うものも多いし,薄 っぺ らい人生を生きるのだと語 っている。歩き遍路では時空を超

える意識体験を通 して,異なる遍路空間,神話的な時間に入 り込むことができる。それは

ダライ 。ラマが語 る「世俗の リア リティ (=俗世,モ ノ的)Jと「究極の リア リティ (=
聖性,ス ピリュアル)Jの 2つ リア リティを往復することを意味 している。
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