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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
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『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
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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
心身 の苦行 とい
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′
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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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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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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)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
の
か ら 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
回 (6日 × 2回 =12日

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 (高 知県)一 (18 km)一 #40観 自在寺 (愛 媛県)
2日 目

(月
(月

宇和島
明石寺
日目

(月

)

泊

日 曜 日)

#40観 自在寺― (40km)一 宇和 島
3日 目

宿毛 (12:04着

泊

日 曜 日)

一 (10 km)一 #41 龍光寺― (25km)一 #42 佛木寺―
卯之町 (夜 行 バ ス) 卯之町22:40発
日 曜 日)

(1lkm)一 #43
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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

四国遍路 における臨床心理学的研究 (2)
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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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61〜 70

71‑80

21,144

10.114
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81歳 以上

152
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5.940

74

5,944

10,999

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
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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
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

本来無東西

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
パ
ドを もとに道空間 の 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。

