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四国遍路 とは,徳 島県 の第一 番札所霊 山寺 か ら,高 知県,愛 媛県を経 て,香 川県 の第八
̀う

十八番札所大窪寺 に至 る八十八 ヶ所 をめ ぐる,全 行程 1200bの 巡礼である。大窪寺 を打
ち終 えると霊 山寺 に再 び戻 り「循環 の巡拝」 を終える。 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 りにな ってい る。 四国四県をつ な ぐ遍路道 は,密 教 の「胎蔵界曼
荼羅」 で説 かれている「四転説」 による仏道修行 の 四つの道場 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J,北 の香川県 は「涅 槃」
の道場 として呼 ばれている。徳 島県 の「発心 の道場」 では結願 を目指 し「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 ることに次 第 に慣 れ,発 心 の思 いを堅 く
抱 く。高知県 の「修行 の道場」では,太 平洋 の荒 々 しい海辺 の道 をた だただひたす ら歩 く
とい う修行であ り「歩 く行」 の意味 に気 づか され る。愛媛県 の「菩提 の道場」では,温 暖
な瀬戸内海 の風景 が遍路者 の心をな ごませ歩 きに余裕 が 出て くる。香川県 の「 涅薬 の道場」
では,結 願 に近 づ くがゆえにす べ ての ことに感謝 の念が湧 いて くる。 この仏道修行 の 四つ
の道場 に点在す る八 十八 ヶ所 の各札所 には,そ れぞれの歴史が刻まれて い る。
四国霊 場八十八 ヶ所 の形成 については,元 禄 3年 (1690)に 真念 が刊行 した『 四国偏礼
功徳記』 に,「 tヽ づれ の時,た れ の人 とい う事 さだかな らず 」 と記述 さている (伊 予史談
会,1981)。 元禄 の頃 で さえ,八 十 八 ヶ所 の霊 場 がいつ誰 によ って定 め られたかが分 か ら
ないのである。 しか し,真 念 は弘法大師 の弟子 である真済 (800〜 860)が 大師 の入定後 に
遍礼 したことか ら始 ま ったのではないか と推測 して い る (伊 予史談会,1981,浅 井 ,2004)。
また,真 念は四国 に名所旧跡 が多 い中で札所 を八十八 と定 めた話 として次 ぎのよ うに述 べ
ている。 それは仏陀 がつ きつ めた「 四諦」 (苦 諦 ,集 諦 ,滅 諦 ,道 諦 )の 真理 によれば
苦 の原因 は煩悩 の 中 にあるという「 集諦」 があ り,我 執 や世間体 による「見惑」 とい う煩
,

悩 がある。 この煩悩 は八 十八使 があ り, この数 を とって八 十八 ヶ所 と定 め, これを巡礼す
る ことで煩悩 を断減す るによる数 であ るのではないか とい う。現代 の研究 において も

,

「 現行 の八十 八 ヶ所が さだめ られたのはいつい かな る経過 においてなのか, さ らには八 十
八 とい う数 その ものが何故選ばれ たのか,等 々の問題 に対 して も同時 にこたえな ければな
らな いはずであろうし,そ れについ ては今 の ところ何 ひとつ あきらかに しえない状況 にあ
る」 (真 野,1980)と い う。四国遍路 は弘法大 師 の ゆか りの地 を巡 る「聖地巡礼 」 で ある
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といわれているが,歴 史的 に四国霊場 は多様 な信仰 が複合 してお り,多 層的 に発展 し形成
されていると多 くの研究者 が認 めている。前 田 (1970)に よれば,四 国八十八 ヶ所 の霊場
の うち,現 在 で も天台宗 が四 ヶ寺 ,臨 済宗 が二 ヶ寺 ,曹 洞宗 が一 ヶ寺 ,時 宗 が一 ヶ寺 あ り
,

かつ ては40番 札所観 自在寺 は天台宗 ,49番 札所浄土寺 は浄土宗 ,51番 札所石手寺 は法相宗
四県に一 ヶ寺 ある国分寺 は華厳宗 であ った とい う。 また四国八十八 ヶ所 の札所 の多 くは真

,

言宗 の札所 であ り,古 来 か ら四国遍路を歩 くのは真言僧 が 多 く,高 野聖 な どは行商 をかね
て盛んに遍路を したがゆえに,四 国遍路 は弘法大師 の ゆか りの地を め ぐる巡礼 と して形成
された とい う。 四国遍路 は真言宗 の開祖 である「空海Jと 宗派 を超え た伝説上 の「 お大師
さん」 に支 え られた聖地であるがゆえに,宗 派 にとらわれず四国 の地 に多 くの遍路者 が赴
くのではないだろ うか。本稿 では八十 八 ヶ所 の各札所 について の歴史や言 い伝 えな どにつ
いて,徳 島県 (阿 波)の 23ヶ 寺 について述 べ る。今後,高 知県以降 の札所 について 随時論
文 と してまとめる予定 である。
Ⅱ

徳 島県 (阿 波 )の 23ヶ 寺

遍路 の旅 は鳴門か ら西に延 びている撫養街道 (現 在 の県道 12号 )が 最 も便利なルー トと
して古 くか ら発達 して いた。現在 は,明 石海峡大橋 を渡 り淡路 島へ,そ して大 鳴門橋 を通
り四国 へ入 るルー トが一般的 だ。 図 1の 徳 島 (阿 波)の 23ヶ 寺 の地図を参照 してほ しい。

(1番 札所霊 山寺 か ら10番 札所
が並んでいる。吉野川 を北岸か ら南岸 に渡 り,第 11番 札所藤井寺 か ら阿波 一 番

この撫養街道沿 いはお遍路 の足慣 らしである「 十二 十 ヶ所
切幡寺 )」

の難所 が「遍路転 が し」 と呼 ばれ 内陸部 に入 った第 12番 札所 の焼 山寺 へ至 る道がある。焼
山寺 か らは山を下 り平野部へ,第 13番 札所大 日寺 か ら第 17番 札所井戸寺 までは札所が集 まっ
(図
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1)霊 山寺 の仁王 門

ている。徳島の市街地 を通 り,第 18番 札所恩 山寺 と第 19番 札所 立江寺を打 つ と山 に向か っ
て歩 く。第20番 札所鶴林寺 と第21番 札所 の太龍寺 は山頂 にあ り,阿 波 の三大難所 の「遍路
ころが し」 といわれている。 山頂 か ら第 22番 札所平等寺 へ下 り,第 23番 札所薬王 寺 へ 向か
うと視界 が広 が り,海 が見え て くる。
神戸 か ら第 1番 札所 の霊 山寺 に行 くには,筆 者 は神戸三 ノ宮 か ら高速 バ ス に乗 り,明 石
海峡大橋 を渡 り淡路島を南下 し,鳴 門大橋 を渡 り四国に入 る。高松 自動車道 の鳴門パ ーキ
ングで下車 して,10分 ほど歩 けば霊 山寺 に着 く。写真 1の 霊 山寺 の仁 王 門を くぐると,正
面奥 に本堂が見え,左 手 には鐘楼 と多宝塔 があ り,右 手 には美 しい鯉が泳 ぐ泉水池 が 印象
的 だ。本堂前 では不動明王な ど十 三仏 が遍路者 を迎えて くれ る。寺 は聖武天皇 (在 位 724
〜479)の 勅願寺 として行基 (668〜 749)Dが 開 いた。御詠歌 は「霊 山の釈迦 の御前 に巡 り
来 てよろずの罪 も消え失せにけ りJと うたわ れて い る。 弘仁 6年 (815)に 弘法大師が こ
の寺 で21日 間 の修法を行 っているとき,釈 迦如来がイ ン ド (天 竺)の 鷲峯 山で説法 してい
る姿を イメー ジし,釈 迦如来 の姿を刻 んで本尊 に した と言 われている。天竺 の霊 山を和国
に移す という意 味 で,山 号 を竺和 山,寺 号 を霊 山寺 と して,四 国霊場 の第一 番札所 に定 め
たのである。人 々の幸 せ を願 い四国霊場 の開設を思 い立 ったといわれている。
図 2の 寂本 の『 四国遍礼霊 場記』 によれば,本 堂,大 日堂 ,大 師堂 ,阿 弥陀堂,天 神 が
配置 されている。 また奥 の院 として大麻比古神社を隣 に載 せている。大麻 比神社 (阿 波一
宮)は ,霊 山寺 の裏 山麓 (阿 讃 山脈 )に 位置 してお り大麻山の 中腹 にある。寺 の奥 の院 が
神社 であることが不思議 に思 われ るか もしれ ないが,明 治維新政府 の神仏分離政策以前 は
1)行 基 奈良時代の僧。朝廷か らは度 々弾圧を受 けたが,民 衆 の強 い支持 を背景 に活動 した。聖武天
皇に抜擢 され奈良大仏 の建立の責任者 に抜擢 された。東大寺 の「四聖」 の一人である。
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神仏習合が残 ってたか らである。八十八 ヶ所 の札所 には必ず奥 の院 がある。奥 の院 とは霊
場 の発祥地 を示 してお り,寺 社 においては神仏 が祀 られているのは,山 頂 や岩窟 な どの場
所 であ り,開 創 の根本を規定 し,札 所 とは別格 の威厳を備え た聖地 の ことを意味 して い る
(中 山,2004)。

五来 (2009)に よると,霊 山寺 が 1番 札所 にな ったのは,信 仰上 の 問題 ではな く,本 土
よ り四国に渡 るの は鳴門市 の商業港 の撫養 が最 も便利であ り,そ の一 直線上 に達す ること
が出来 るとい う交通上 の利点か らと,阿 讃 山脈 の南麓 には十 ヶ寺 の札所 が集 ま って お り 1
日で巡 拝 できること も 1番 に した理 由ではないか と述 べ ている。
霊 山寺 は遍路 を始 める人 と遍路 を結願 した人 が 出会 う札所である。本 堂 の横 にある売店
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―』 の冊子を
いただ き,遍 路 の心得 につ いて教 えを受 ける。遍路 の身支度 を して, 自分を鏡 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 と,大 海原 に掘 り出
された気持 ちにな り,期 待 と不安 が広が る。
第 2番 札所 の極楽寺 は霊 山寺 か ら1,4キ ロの距離 で,民 家を通 り抜 けた ところに朱色 の
仁王門が現れ る。手水場 の近 くにお大師 さんが植 えたとされる樹齢約 1200年 の長命杉が そ
びえ立 ってい る。42段 の石段 を上 ると正 面 に本堂 があ り,右 奥 に大師堂がある。寺 の開基
は行基 である。縁起"で は,弘 法大師 は21日 間『 阿弥陀経』 を読誦 し修法 中 に阿弥陀如来
が現 れ,そ の姿を刻 み本尊 にす ると光を放 ち海 まで達 した とい う。 その光 は,漁 業 の さま
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たげにな ったので,本 堂 の前 に小山を造 り光 りを遮 ったことか ら,山 号 は「 日照 山」 になっ
た といわれている。
第 3番 札所金泉寺 は極楽寺 か ら26キ ロの距離 で,朱 塗 りの仁 王 門を くぐり,境 内 の赤
い欄千 の大鼓橋 を渡 ると正面 に本堂,大 師堂は本堂 の右手前 にある。美 しい多宝堂 は天 正
10年 (1582)に 焼失 しその後 に再建 された とい う。行基が開基で,当 時 は金 光明寺 と呼 ば

れて いた。 また学問寺であ り「 経 所 坊」 とい うところで講義 が行 われていた。後 に,弘
法大師 が境 内 に湧 く泉 か ら黄金を見 つ けた こ とか ら金 泉寺 と改名 した と伝わ っている。御
詠歌 は「 極楽 のたか らの池を思 へ ただ,黄 金 の泉 すみたたえた る」 である。 中山 (2004)
によると,御 詠歌 の内容 は札所本尊 の霊験 を謳 った もの,巡 礼 の感動 ,功 徳 ,願 意 を詠 ん
だ もの,仏 典 の教理や寺社 の縁起を解 くものが多 いがゆえに,仏 に捧 げる讃辞 の歌 であ り
,

札所参拝 の勤行 の最後 に歌 う五七五七七 の御詠歌 とい う形式で仏を念 じて死 者 の成仏を願
うことは功徳があると信 じられ たとい う。
第 4番 札所大 日寺 は,黒 谷川上流 の 山の 中 に入 った ところにあ り黒谷寺 とも呼 ばれてい
る。 山沿 いの道を抜 けると朱塗 りの 山門 がある。 正面 に大 日如来を安 置 す る本堂 があ り
,

右手 には大 師堂がある。開創年代 は不詳。伝承 によれば,弘 法大師が当地で修法 していた
時 に大 日如来を感得 し,そ の姿を刻 んで本尊 に した。江戸時代 に万人講を組織 して復興 し
た寺 だと言 われている。 この万人講 とは,少 額 の寄付を多 く人 か ら集 めることで,皆 の功
徳を倍加 させ ることである。寄付す る人が一万人 な ら功徳 は一万 だ とい うのが万人講 の考
え方 であ り,共 同体全体 の所有 であ り,功 徳 も分 け合 える し維持を みんなでできると考 え
出 された (五 来,2009)。

この札所 は,著 名な四国大学 の教授 であ り密教美術作家 の真鍋

俊照氏 が住職を している。
第 5札 所地蔵寺 の境 内の 中央 に樹齢約八百年 のイ チ ョウの古木 があ り,そ れを中心 に左
手 に本堂,右 手 に大師堂 が配置 されてい る。寺 は弘 仁 12年 (821)嵯 峨天皇 の勅願 によっ
て 弘法大師が開創 した とされ る。 その後 ,宇 多天皇 (在 位887〜 97)の 時代 にこの寺 の住
職 であ った浄函 が,熊 野権現 の神託 によって刻 んだ延命地蔵菩薩 の胎内 に本尊 の勝軍地蔵
菩薩を納 めた。勝軍地蔵 は悪 行煩悩 の軍 を斬 るとい う仏 の ことであ り,戦 国時代 に三 好氏
の保護 を受 け,武 人 の信仰をあつ めた。 また, この寺 は「羅漢 さん」 で有名 で「五 百羅漢」
で知 られ る奥 の院がある。羅漢 とは,釈 迦 の弟子 で修行 の末 に悟 りを開き,修 行僧 として
最高位 を得 た僧 のことである。
第 6番 札所安楽寺は山号 を温泉山 とい うように,昔 か ら温 泉 が湧 いているのを弘法大 が
見 つ け,弘 仁 2年 (811)に 堂字を築 き,本 尊 の薬師如来 を安置 したのが寺 の始 ま りと伝
わ ってい る。多 くの歩 き遍路者 は第 1番 札所霊 山寺か ら約 17 kmの 地点 でその 日の宿 を と
る ことにな る。江戸時代 , この寺 は藩主 か らお遍路 に宿 と食事 を提供す るよう指定 され
「 駅路寺」 の役を担 っていたが ゆえ,現 在 で も宿 坊 があ リラジウム鉱泉 の大 きな風 呂 が完
備 されている。宿坊 で泊 まれば,朝 の お勤めがあ りお遍路 の旅 が始 ま ったのだ と遍路者 と

2)縁 起 神社仏閣の沿革や由緒,そ こに現れ る功徳利益などの伝説の こと。
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2)十 楽寺 の 山門

しての 自覚 がで きる。

2)が 目に入 る。 山
門を入 ると100体 ほどの水子地蔵 が並 んでいる。石段 を登 ると正面奥 に本堂,左 手 に大師
堂があ り,大 師堂 の登 り日左手 にある「 治限疾 目救歳地蔵尊Jは 目病 にご利益 があるとい
第 7番 十楽寺 は,中 国風 の朱塗 りと白 い漆喰 の鮮やかな山門 (写 真

われている。開基 は弘法 大師 で, この地 で阿弥陀如来 を感得 し,そ の姿を刻み本尊 とした。
平安時代 の高僧 の源信 (942〜 1017)は 『 往 生 要 集』 に極楽浄土 には十 の楽 しみがある
と記 している。御詠歌 は「 人間 の八苦 を早 く離れなば至 らん方 は九 品十楽」。凡夫 の四苦
八苦を逃れ,光 明輝 く十 の楽 しみが得 られ るようにと山号 は光 明山寺号 は十楽寺 と定 めた。
平成 19年 に近 代的 なパ リアフ リーの宿坊 がで き,歩 き遍路 に とっては 6番 と 7番 の札所 に
宿坊 ができ宿 の心配がな くな った。
第 8番 札所熊谷寺 は田園 の一 本道 に高 さ13メ ー トルの 四国最大 の 山門がポ ッリと建 って
い る。境 内 は山に向 か って坂道 を上 り本堂 へ,42段 の階段 を上 が ると大 師堂 に着 く。石段
の両端 には多 くの 1円 玉がおかれ,男 性 の厄除けのた めだ とい う。開基 は弘法大師で,大
師 の修行 中 に熊野権現 が現れ金 の観音菩薩 を置 いて立 ち去 った とい う。大師は千手観音像
を刻み,そ の胎内に観音菩薩 を納 め,本 尊 に したと言 われている。御詠歌 は「薪 と り水熊
谷 の寺 にきて難行す るも後 の世 のため」 であ る。 その 由来 につ いて五 来 (2009)は , この
寺 には「 千部法華会」 という儀式 があ り,山 岳修行者 が法華経 を読んで いた形跡を もとに

,

法華経 を実践す ると迫害を受 けるが,法 華経 の行者 といわれ る持経者 がいたと『 梁塵秘抄』
を ひ もとき説明 し,薪 取 りや水汲みは苦行 の一環であ ったとい う。 四国霊 場 は弘法大師信
仰一 色 に見え るが,本 来 は 日本 の原始信仰 や古代信仰 が古層 に眠 っていることが この御詠
歌 か ら も伺 え る (藤 田,1996)。
第 9番 札所法輪寺 の周辺 は水 田が広が り,地 元 の人 は「 田中の法輪 さん」 と呼 んでいる。

「 四国八十八 ヶ所 (1)J

(写 真

3)焼 山寺 山道 への入 リロ

山門か ら石 畳を歩 くと本堂が,右 手 に大師堂 があ り, こぢん ま りと整 った境内 はこころを
な ごませ る。弘法大師 が像長80し ‖1の 釈迦如来 の涅槃像 を作 って本尊 に した と言 われてい
る。
「寝釈 迦」 を本尊 に して い るのは,八 十八 ヶ所 の札所 の 中で この寺 だ けであ りめず ら
しい。
第 10番 札所切幡寺 の 山門を くぐると急勾配 の333段 の長 い石段 があ る。終盤 の33段 の女
厄除け坂 と42段 の男厄除 け坂 を上 ると正面 に本堂 がある。寺 が伝 え る縁起 は,村 に機織 り
娘 がお り,立 ち寄 った弘法大師 が繕 いための布 を求 めた ところ,娘 は織 っていた布 を惜 し
げ もな く切 って差 し出 した。大師 は千 手観音菩薩 を刻 んで贈 り,娘 を得度 させ,灌 頂 を受
けさせ ると,娘 が千手観音 にな った とい う◇ 山号 は「得度 山」,寺 号 は「切幡寺」,院 号 は
「灌頂院」 である。
第 11番 札所藤井寺 は,東 西 に流れ る吉野川を北岸 か ら南岸 に渡 り,鴨 島町 の 山麓 にある。
小川沿 いに小 さな仁王 門 があ り,石 段をのば り境 内 に入 ると藤棚 が 目にはいる。堂内 の天
井 に描 かれた晩 みを効 かせた「雲龍 」 は必見である。縁起 には開創 は弘法大師で,三 方 を
山で囲まれ渓流 の清 らかに地 に,薬 師如来 を刻み, この像 を本尊 と して,堂 字を建 立 した。
寂本 の『 四国遍礼霊場記 』 には「今 は禅者棲息 せ り, これに依 って今 の堂其 の宗 の風 に作
れ り」 と記 されてお り,こ の時代 にはすでに禅宗 の寺 にな っていた ことが分 か る。
第 12番 札所焼 山寺 へ行 くには,藤 井寺 か ら12 mmの 「 遍路転 が し」 と呼ばれ る難所で
山の起伏が激 しく 6時 間 ぐらいか けて辿 り着 く。図 3を 参照す れば山の高低差 が分 か る。
標高約 700メ ー トルの 山中 にある焼 山寺 へ の道 (写 真 3)は ,歩 き遍路 の イニ シエ ー シ ョ
ンとしての場 であると考 えればよい。 開基 は修験道 の開祖 とされる役小角 で,修 行道場 と
して開 き,蔵 王権現 を祀 ったことに始 まる。伝説では, この地 に毒龍 が棲 んでいて火を吹
ま ろ
き,全 山が火 の海 であ った。 これを弘法大師が水垢離 を し,水 輪 の印 (摩 慮)を 結 び真言
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3)藤 井寺 か ら焼山寺 へ の高低差

(「

四国 の道 よ空 よ海 よJよ り)

を誦す ると火が消 えたので毒龍 の退治 にでか けた。す ると毒龍 が大師 に襲 いかか ったとき

,

虚空蔵善薩が現れ毒龍を岩屋 に閉 じ込 めたとい う。大師は虚空蔵 菩薩 の像 を刻んで本尊 と
して,山 号 は「摩慮 山」,寺 号 は火 の 山 にちなんで「焼 山寺」 とした といわれている。 こ
のよ うに,各 札所 には弘法大師 の超 自然的な力 に魅惑 され,多 くの不思議 な現象を通 して
霊験諄 が生 まれたのである。現代 にあ っては,日 常的 にあ り得 な い常識 を越えた不思 議 な
物語 は荒唐無稽 の ように思われ るか もしれな い。 しか し,五 来 (2009)は , このよ うな霊
験調 の奥 には歴史的事実 がか くされて いると言 い以下 の ように説 明 している。当時,山 の
神秘性 を守 ってい る人 たち (山 人 )力 ヽ
お り,「 穣れ た体 で 山 に入 ると山神 が怒 るJと 言 わ
れていた。 それは,山 人 とはシンポ リックには山神 =毒 龍 であ り,山 人が許す ことがで き
る精進潔斎 と修行 による能力を示 し,山 人 を納得 させねばな らなか ったか らである。 山人
に対 して密教行者 が行力を示す ことで,山 人 を従属 させ,従 者 として食物を運ばせ 食事係
とした。 それが三面大黒天であ り厨 (台 所 )の 神 の ことであ るとい う。
第 13番 札所大 日寺 は,焼 山寺 か ら平地 に向けて下 り,鮎 喰川沿 いに歩 けば 6時 間 ぐらい
で着 く。森 の 中 にある一 宮神社 と県道 を はさんだ向かい側 に建 ってい る。縁起 によると

,

弘法大師 が護摩修行 を して い ると,紫 雲 が舞 い降 りて大 日如 来 が姿を現 し,大 日如来 の像
を刻み本尊 に した。後 に,一 宮神社 の別当寺 にな リー 宮寺 と呼ばれ,寺 を境内に移 し十 一
面観音 を本尊 といわれている。
第 14番 札所常楽寺 は大 日寺 か ら鮎喰川を渡 った田園地帯 に建 ってい る。 50段 の石段 を登
ると山門はな く,「流水岩 の庭Jと 称 され る自然 の大岩盤 が波 の ように広 が って お り,本
堂 へ と続 く。写真 4を 見 ると, ゴ ッゴ ッ岩 の境 内 と本堂を覆 うよ うにそびえ立 つ アララギ
の霊木が立 ってい る。 その木 の股 に置 かれた石 の大師像 が置 かれてお り親 しみを こめて

「 四国八十八 ヶ所 (1)J
(写 真

4)常 楽寺 の境 内

「 アララギ大師」 と呼 ばれて い る。弘仁 6年 (815),弘 法大師 が この地 で修法 を して いる
時,弥 勒菩薩 が現 れ大師に説教を した。大師 は霊 木 にその姿 を刻み,堂 字を建 立 し安置 し
たとい う。
第 15番 札所国分寺 の風格 の ある山門を入 ると正面 に入母屋造 りの本堂 が建 っている。天
平 13年 (741)聖 武天皇 は諸国 に命 じ,天 下太平 を願 う国分寺 を全国 に建 てた 中の一つで
ある。開基は行基で天皇 か らの勅命を受 けて堂字を建立 した。 山門 の近 くに礎石 が一つ 置
かれている。 この礎石 は,表 面中央 に円形 の窪 みがあ り,当 時 の七重塔 の基 とされて い る。
時代 が変わ り,F四 国遍礼霊場記』 には「 小堂 一 宇薬師 の像 を安 じ,一 潰露 の客僧 ,苔 径
の月を友 とし,竹 窓 の風 にひと り臥。鳴呼」 と記 されてお り,す でに小堂一 宇 しかな く薬
師如来を清貧 の客僧 が一 人寂 しく守 っているとい う当時 の様子を描 いている。奈良時代 か
ら時を経 ることで,江 戸初期 の寺 自体 の栄枯盛衰 を表 して い る。本 堂 の右手前 には大師堂
と鳥枢沙摩明王堂があ る。 この明王 は械れを払 い清浄す る仏 さまで,糞 尿 まで も食 べ て し
まうとい うことで,禅 宗 では便所 にTEら れて い る。
第 16番 札所観音寺 の 山門 は狭 い道路 を挟んで商店街 に面 して い る。 山門を くぐると目の
前 に本堂 がある小 さな札所 である。天平 13年 (741)に 聖武天皇 の勅願寺 と して創建 され
た。弘仁 13年 (816)に ,弘 法大師 が千手観音菩薩 を彫 り本尊 とした と言 われて いる。観
音寺 に伝 わ る霊 験諄 と して,大 正 2年 (1913)に 盲 目の遍路 が 開眼 した,ま た 明治 27年

(1894)邪 悪な女 が姑 を火 のつ いた薪 で叩 いて虐待を した報 い として,大 やけどを した と
い う話 が伝わ っている。
第 17番 札所井戸寺 の縁起 の開創 は,聖 徳太子或 いは弘法大師 とも言 われてお り,正 式名
は明照寺 という。本尊 の七仏薬師如来座像 は聖徳太 子,脇 仏 の 日光・ 月光菩薩 は行基 の作
であ り弘法大師 が十一 面観音菩薩を刻 み安置 した といわれ る。水不足 で困 っている村人 を
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5)恩 山寺

見て,手 に した錫杖で一 夜 の うちに丼戸 を掘 った と ころ精水 が湧 きだ したのが「 面影 の井
戸」 であ る。 これにちなんで寺号を井戸寺 に した。 その井戸 は本堂 そばにある 日限 り大師
堂 の 中 にある。 この井戸 に 自分 の姿を映 し出 し,そ の姿を石で彫 ったのが「水大師」 で

,

日時を限 って参拝す ると願 いが 叶 うとい う信仰か ら生 まれたのが 日限大師だ。水面 に 自分
の姿 が映 るか否 か井戸 をのぞいてみてはど うだろ うか。水 神 が井戸 にいるとい う信仰か ら
,

水 が信仰 の対象 にな り,そ れが大 師伝説 に移行 した のである (五 来 ,2009)。
第 18番 札所恩 山寺 (写 真 5)は ,井 戸寺 か ら徳島市 内を通 り約 20キ ロの道 の りである。
寺 は山の 中腹 にあ り,山 門を くぐり参道 を登 ってい くと,石 段 の途中 に大師堂 と御母公堂
が並んで建 ってお り,登 りきると本堂がある。 山門 の少 し上 には母 の王依 御前 の入 山を記
念 して大師が植え た伝 え る ピラ ンジュ (唐 木 )が ある。本来,女 人禁制で入山す る こ とが
で きなが,大 師 は秘法 を修 して禁制を解 き,母 を迎え入れ た。 それゆえ,山 名 は母養 山 と
い う。御詠歌 は「子 を生め るその 父母 の恩 山寺 訪 らひがたきことはあ らじなJと いい
父母 の恩を思えば, この寺 を訪れ る こ とは簡単 なことであ るとい う意味である。縁起 は聖
,

武天皇 の勅願 で行基 が厄除けの薬師如来座像 を刻 んで本尊 に した と言 われている。
第 19番 札所 立江寺 の周辺 は,門 前町 とな って お り,静 かな町並 みに溶 け込 んで建 ってい
る。縁起では,聖 武天皇 の勅願寺 で行基が光明皇后 の安産 を祈願 して一 寸八分 (約 5 5cm)
の延命地 蔵を刻 み,安 置 した といわている。後 に弘法大師 が,本 尊 があま り小 さいので紛
失 を恐れ,

6尺

(約 18メ ー トル)の 地蔵菩薩 を刻 んで胎 内 に納 めた といわている。 この

寺 は八十八 ヶ所 に四箇所 ある「 関所寺」 の一つで ある。関所寺 とは邪心 の あるもの は必ず
見破 られて罪 を受 けるとい う寺 の こ とをい う。 これは心理 的な関所 の ことを意 味 している。
この寺 では,悪 女 お京 の「 肉髪付 きの鐘 の緒」 の話 しが有名 である。江戸時代後期 ,岩 見
の国 (島 根県)出 身 お京 は,大 坂 の色町で男 と出会 い脱走 して国で夫婦 になったが,密 夫

「 四国八十八 ヶ所 (1)」

(図

4)太 龍寺 か ら鶴林寺 へ の道

(「

四国 の道 よ空 よ海 よ」 よ り)

(愛 人 )を つ くりその男 と二人 で夫 を撲殺 して しまう。 二 人 でお遍路 に出かけ この寺 を訪

れ,本 堂で参拝 した ところお京 の髪 が逆立 ち鐘 の緒 に絡みついた。 い くらもが いて も髪 の
毛が取れず,住 職 に 自 らの過 ちを懺悔 す ると,鐘 の緒 に絡 みついた黒髪 を頭皮 ごと切 る こ
とで命は助か った とい う。 この ことを切 っ掛 けに二 人 は寺近 くの土地 に住 み地 蔵菩薩 を信
仰 したとい う。 この黒髪 は小 さな「 黒髪堂」 に納 め られてお り,覗 いて見 ると,頭 皮 につ
いた色あせた黒髪 がひっそ りと置 かれて いた。
第20番 札所鶴林寺 は標高570メ ー トルの 山頂 にあ り,第 12番 札所 の焼 山寺 ,第 21番 札所
の大龍寺 と並んで,阿 波 の三 大難所 ,遍 路 ころが しの一つである。図 4を 参照 す ると険 し
い 山道 が続 いているのが分 か るだろう。 山門 には,運 慶作 と伝 え られ る仁王像 の前 に木彫
りの鶴 が立 っている。 山間を入 り長 い石段 を登 ると,左 右 に青銅製 の二 羽 の鶴 に守 られた
本堂 がある。高 さ 3メ ー トルの右 の鶴 は,羽 を広 げ天 に向か って飛 びたつ ような動的な姿
であ り,左 の鶴 は くちば しを閉 じ静的な姿である。 この二 羽 の動 と静 の鶴 は陰陽その もの
である。寺 は弘法大師 の 開基 とされ,大 師 が修行 中 に来 山 した とき,杉 の古木 の上 に 2匹
の鶴 が とま り,黄 金 の小 さな地蔵菩薩 を守 っているのを見た ことに始 まる。大師 は新 たに
大 きな地蔵菩薩 を刻みその胎 内 に納 めて本尊 とした といわれて い る。本尊 の一本造 りの地
蔵菩薩 は,平 安期 の仏像 で国 の重要文化財 に指定 されている。 この地蔵菩薩 には別名「 矢
負 い地蔵」 を呼ばれている。一 人 の猟師 が猪 を射止 め,そ の後を追 ってい くと地 蔵菩薩 に
矢 が突 き刺 さ って い るの を見 て ,猟 師 は懺悔 して地 蔵菩 薩 にお仕 え した とい う。 藤 田
(1996)に よると,猟 師 が射 か けた獲物 を追 うと仏 であ った とい う話 は 山岳霊場 における
話 として よ くあ り,山 人 の宗教者 が仏教化す るプ ロセスが このよ うな伝説 に潜 んでいると
い う。
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6)薬 王 寺の厄 除 け石段

第 21番 札所太龍寺 は標高618メ ー トルの太龍 ↓山の 山頂付近 にあ り,弘 法大師24歳 の作
様 に膀 り撃 じ,t州 室戸岬に勤念す ,谷 響 きを惜 しま
べ
ず,明 几l来 影すJと 述 ている。阿波 の大滝嶽 によ じ登 り修行 し,土 佐 の室戸 岬 で大声で

『 三教指帰』 の序文 に,ド 阿 国 焙

念誦 していると,御 仏 の霊応 を感得す ることがで きた と言う意味である。若 き 日の弘法大
師 が,一 人の沙門か ら授 か った「虚空蔵求聞持法Jを 大滝嶽 (舎 心 ヶ嶽)で 行 った と言 わ
れて い る。虚空蔵求間持法 とは,虚 空吉薩 の真言 を 100万 回唱えれば,す べ て の こ とが 晴
記できるとい う密教 の秘法である。 この寺 は桓武天皇の勅願 によ り,弘 法大師が開基 した。
本尊 は虚空蔵菩薩で, 寺号 は修行 中の大師を守護 したとい う大 きい龍 にちなんでつ けた と
い う。境内 にある詩仏 堂 の天丼 には龍 の絵 が生 き生 きと描かれてお り,一 見す る価 llAは あ
る。
第 22番 札所平等寺 の二王 門 には赤 ,黄 ,緑 ,紫 , 自色 の五色 の大 きな幕 が掛 か って お り
大師堂 に も7L色 の幕 が架 か ってい る。弘法大師 が この地 へ や って くると五色 の雲 が現れ梵
,

字 が 出現 し,薬 師如来 の姿 にな ったので,如 来 を刻んで堂字をたてた。 その とき,水 を得
ようと地謳iを 掘 ると,乳 のよ うな水が湧 き出た。 これを 「 白水 の井戸Jと い う。 この井戸
は本堂石段 の左側 にあ り,「 弘法 の水Jと 知 られ万病 に効 くと言われて いる。
第 23番 札所薬 王寺 は徳 島県最後 の札所 で, ウ ミガメの産卵地で知 られ る日和佐海岸 の近
くに位置 してい る。神亀 3年 (726)聖 武天皇 の勅願 によって行基が開基 した と伝承 され
ている。 弘仁 6年 (815)弘 法大師が42歳 の時 に厄除 けを祈願 して,薬 師如来 を刻んで本
尊 に した と言われて い る。薬王 寺 は厄 除 けの寺 と して全国的 に も名高 い。女坂 が33段 ,男
坂が42段 ,真 っ直 ぐに伸 びた石段 には 1円 アル ミ硬貨 を置 いて厄 払 いをす る。写真 6を 見
れば階段 のすみに置かれて い る硬 貨 が分 か る。 この よ うな祈願法 は第 10番 札所切幡寺,第
22番 札所平等寺で も行 われて い る。男坂 を上 りつ め ると正面 に本堂,左 手 に大師堂がある。

「 四国八十八 ヶ所 (1)」

本堂 か ら楡祇塔 までの石段 は61段 で還 暦 の厄坂 である。高 さ29メ ー トルの朱 と自の鮮や か
な喩祇塔 は薬王 寺 の象徴的 な建物 であ り,真 言宗 の経典 の『 喩祇経』 の教理 を形 に表 した
ものである。
Ⅲ

お

わ

り

に

現在 ,NHKの 大河 ドラマで「平清盛Jを 放映 している。清盛役 の松 山ケ ンイチが朝廷
を中心 とす る平安 の世を武士 として生 きる苦悩 を描 いてい る ドラマである。筆者 はこの ド
ラマを見 なが ら,弘 法大師空海 が生 きた平安時代 をイメー ジしなが ら見て い る。画面 か ら
見えて くるセ ビア色 の埃 っぽい時代 ,政 治 と文化 ,人 の意識性 と関係性 , 日常生活な ど
,

若 き沙門空海が熊野や四国 の地で修行 を して いた ことを想像す る。空海 が修 行 した時代 か
ら1200年 とい う時を超え,四 国 には「 遍路」 という修行 システ ムが現存 して いる。 一つひ
とつ の札所 が時空を超 え,現 在 の札所 にな っている。 それ らの札所 に伝承 された縁起 や霊
験諄 な ど,無 意識 に潜む 日常的 があ り得 な い不思議 な物語 がそこはある。 お大師 さんのカ
を借 りて,実 際 の 目に映 る「表層 の札所Jと 目に見えない不思議 な物語 が潜む「深層 の札
所」を同時 に行 き来す る ことが「聖地巡礼」 として の四国遍路である。次回は高知県 (土
佐)以 降 の札所をま とめる予定 である。
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