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はじめに（本研究の目的と動機） 

 

2007年 10月 11日の朝。高松自動車道を走る高速バスを鳴門西停留所で降り
た筆者は，四国八十八ヶ所霊場の第 1 番札所霊山寺（りょうぜんじ）へ向かっ

ていた。慎重に天候を選んで出発したはずだったのにバスが大鳴門橋を渡る頃

から小雨がぱらつき始め，買ったばかりのポンチョを着るまでも無い降り方で

はあったが幸先の悪いスタートに若干の不安を感じながら歩いていた。程なく

して到着した山門は幾度となく目にしたことがあるにもかかわらず，これまで

とは違ったものに見え「この山門をくぐった瞬間から本当の旅が始まる予感」

がした。同時にあたかも山門の向こう側が彼岸であるような錯覚を覚えた。そ

して，山門とその両側に立つ仁王像に深々とお辞儀をして，筆者の２年にわた

る遍路の旅は始まったのである。 

この頃，父の三回忌を終えたばかりであったが，父の死は筆者を遍路に誘っ

た最も大きな原因となっていることに間違いない。息子の目から見える父は，

およそ信仰心のかけらも持ち合わせていないようではあったが，遺品の中にあ

った四国八十八ヶ所の納経帳のほとんどのページは御朱印で埋め尽くされてい

た。安らかな最期は，各札所の巡礼をほぼ終えた満足感・安堵感も影響してい

るように思えて仕方が無かった。父の棺には，御朱印が押された「南無大師遍

照金剛」の白装束と先の納経帳が収められ，父はそれらに守られながら旅立っ

た。その時から，頭の片隅に四国八十八ヶ所巡礼（＝遍路）のことが一角を占

めるようになった。 
その後，父の一周忌を終えた頃に放送が開始された NHK 教育テレビ「趣味
悠々～初めてのお遍路」の視聴を経て，実際に歩き遍路をやってみようという

思いが膨らんできた。そして，2007 年 7 月 22 日に筆者が居住するマンション
内で起こった飛び降り自殺を契機にして，亡くなられた居住者と父の供養を兼

ねてようやく遍路に出る決心がついた。まとまった休暇が取得できたこともお

遍路に出るために後押しした格好となったため，人生の午後を迎えた自分自身

のこれまでの歩みを振り返る目的も同時に持っていたように思う。この人生初

めてのお遍路では区切り打ちを体験し，徳島県の札所 23 ヶ寺を巡る距離約
160kmの行程を 7日間かけて歩き通した。徳島県の各札所を総称して「発心の
道場」と呼ぶことがあるが，「菩提心」を起こすような高尚なものではなかった

ものの，思い立って決心する程度の「発心」としては頃合いの歩き遍路のスタ

ートとなった。 

その遍路によって自分自身の「何かが変わった」と感じた。四国遍路は日常

から切り離された空間であり，その体験から遍路には自己変容に導く要因があ
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るのではないかと思わせるものがあった。それは筆者が学び始めた心理カウン

セリングと共通するものが存在するように感じた。遍路には山道のみならず遍

路者を苦しめ宗教的修行と呼ぶに相応しい難所が多い。今にして思えば，歩き

遍路においては孤独な状況下で肉体的にも精神的にも追い込まれた状態にあり，

食事も他者からの問いかけもどのような施しもすべて抵抗無く吸収できる，例

えるなら「乾いたスポンジ」のようである。このために他者から受ける施しや

親切が身に沁みてありがたく感じるのかも知れない。 

本論文では，藤原（2001）が示唆する「遍路で苦労している時の他者サポー
ト」に着目して自己変容との関係を分析し，遍路がもたらす精神的な癒しや心

理的な治療効果についてその関係性を明らかにすることが目的である。まず，

第 1 章では一般的な巡礼行動と四国遍路の構造や特徴について述べる。次に，
第 2 章では四国遍路特有の慣習である「お接待」についてその歴史とお接待の
提供者から採取したアンケートに基づいて遍路に与える影響について検討する。

そして，第 3 章以降では遍路者へのアンケートを通して得られた結果より，遍
路における自己変容においてお接待が及ぼす影響とその他の要因を探る。 

 

 
第 1番 霊山寺本堂（筆者撮影） 
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第１章 遍路について 

 

第１節 巡礼とは 

 世界中に見られる巡礼（Pilgrimage）行動は信仰を目的として聖地を参拝す
るという宗教的な意味合いを持つものが多い。世界においてはキリスト教三大

巡礼のひとつであるスペインのサンティアゴ・デ・コンポステラやフランスの

ルルドなど，日本においても西国三十三所や坂東巡礼など枚挙にいとまがない。

これは，巡礼が世界の多くの宗教で重要な宗教儀礼となっていることの現れで

あるとも言える。星野（1987）によると「巡礼は居住地である日常空間，俗空
間を一時離脱して非日常空間，聖空間に入り，そこで聖なるものに近接・接触

し，その後，再びもとの日常空間，俗空間に復帰する行動である」としており，

日本においては旅の原型であるとも述べている。この旅と巡礼には共通点が多

く見られるものの，両者には差異も存在する。旅は俗世的であり，目的地への

到着が優先されるためその過程は軽視されるが，巡礼は宗教的動機や目的を持

ち目的地への過程が重要となっている。つまり，巡礼においては修行性が重要

視されることが多いのである。 

 一方，これら巡礼行動は一種の通過儀礼と見なすことができ，Gennep, A. V.
（1909）の名著『通過儀礼』は，これまでの位置からの「分離期」，中間の境界
上にある「過渡期」，そして新しい位置への「統合期」を表す儀礼が観察される

ことを広範な事例から体系づけた研究となっている。また，Turner, V.（1974）
は，その研究を発展させて人間関係の基本的様式には二つの対照的な様式があ

ることを指摘し，一方を構造，他方をコミュニタス（Communitas）と名付け
た。これら構造とコミュニタスについて星野（1987）は自著において次のよう
に説明している。 

構造とは，日常世界の人間関係であり，分業に基づく役割と地位の体系のことである。

そこでは人間はその全体性を保持するというよりも，それぞれが担った役割や地位によ

って支配される。それに対してコムニタスにおいては，日常的な役割や地位から解放さ

れた人間がトータリティを回復し人間らしさ(human kindness)を獲得することができ
る。ターナーは，通過儀礼の推移の段階にコムニタス性が特徴的に見られることを指摘

した。こうした立場に立ちながら，ターナーは巡礼に限らず宗教儀礼全般に亙ってこの

コムニタス性を見出そうとするのであるが，巡礼もコムニタス性を顕著に表出する代表

的な宗教儀礼であるという。 
 

また，多様な巡礼を分類することを試みて，「集団型‐個人型」「限定型‐解

放型」「円周型（経巡り型）‐直線型」の類型があると指摘しており，その他に
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も「静寂（修行）型‐激奮（祭り）型」などの類型も考えられることを示して

いる（星野,1987）。 
「集団型」とは，「リーダーの指導のもとに団体を組んで聖地巡礼する」場合

を指し，聖地におけるさまざまな物語などを知るためにもリーダーやガイドの

重要性が高いことから団体を組織して聖地巡礼を行うことは巡礼者に利便性を

与えている。他方，京都や奈良などで多く見られる「個人型」には条件があり，

それまでに何度もその聖地を訪問した経験があること，あるいは巡礼者が事前

に情報を入手できる状態にあることが必要となっている。 

また，メッカ巡礼を行うことができるのはモスレムのみであり，聖地巡礼へ

の参加資格が限定されていることより「限定型」と分類し，これに対して日本

の伝統宗教の多くの神社仏閣については，巡礼の資格を問われることは無く「解

放型」に分類されるが，星野（2001）では，「閉鎖型‐開放型」と表現を変えて

いる。次に，日本では馴染み深い四国八十八ヶ所遍路や西国三十三所観音巡礼

などはその軌跡から「円周型」に，熊野詣や伊勢参りは「直線型」に分類して

いるが，これも，星野（2001）では，「複数聖地型‐単一聖地型」としている。 

同じく四国八十八ヶ所遍路や西国三十三所観音巡礼は哀感を持った静かな修

業的性格を有することから「静寂型」とし，民衆によってなされた伊勢参りに

おける「お陰参り」に代表されるような祭りに近い巡礼は「激奮型」と名付け

ている。 

 次に，古くから伝わる日本の巡礼のひとつである四国遍路について見ていく。 

 

第２節 遍路とは 

遍路１の始まりには諸説あり，遍路者の間では「弘法大師が 42 歳の厄年の時
に開創したのが四国八十八ヶ所」と言われているが，それを裏付けるだけの客

観的論証は存在しない。しかし，古くから辺路（ヘジ）信仰と呼ばれる海岸沿

いのミチを巡っていく辺路修行は存在しており，遍路の起源となっていると考

えられている（頼富・白木, 2001）。また，この巡礼行動が「四国巡礼」という
言葉を用いずに，何故「遍路」と呼ばれているかについても，諸説あるが定か

ではない。一説には辺路（ヘジ・ヘチ）から出発して「辺」の字を嫌い弘法大

師の灌頂名である「遍照金剛」の一文字を使って遍路としたとも言われている。

このように成り立ちには不明な点が存在するものの，弘法大師にゆかりのある

四国八十八ヶ所の札所を順次に参拝する遍路は，お大師信仰の広まりとともに

古くから民衆の信仰を集めてきた。よって，遍路という名の巡礼行動は四国八

十八ヶ所を置いて他に指すものはなく，「遍路」に冠として「四国」を付けなく

とも混同するおそれはないが，当論文では先行研究などの表現を踏襲して「四
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国遍路」を用いることとする。 
遍路の行程は選択するルートにもよるが，第 1 番札所の霊山寺（りょうぜん
じ）を起点とし，札所番号の小さいものから大きいものへと順次に回り，88 番
札所の大窪寺から再び 1 番札所に戻ると凡そ 1,200km になる（図 1 参照）。札
所を巡る手段としては，道路網の整備や交通機関の発達に伴いバスや鉄道，ま

た自家用車やタクシーな

どを使い効率的に巡る遍

路者が多い中で，徒歩や

自転車を使って巡る遍路

も存在しており，徒歩で

あれば 40 日前後の長期
間を要するものとなる。

また，これに加えて別格

20 霊場や番外霊場２まで

回れば，1,400kmの行程
になるとも言われており，

徒歩であればさらに一週

間前後の期間を要するこ

とになる。             図 1 歩き遍路の行程例 
四国遍路の行程距離については，1687年に真念が書き記した『四國邊路道指
南』というガイドブックの後書きに示していることを近藤(1982)や頼富ら（2001）
が明らかにしており，これによると八十八ヶ所の札所のみを巡拝する行程を選

べば「三百四里半」余りになると記されている。ただし，当時の一里は国によ

ってその長さが異なることから，その違いを考慮した上で現在のメートル法に

換算すると表 1のとおりとなる。 
 

表 1 江戸時代の四国遍路行程距離 
  里(ｱ) 町(ｲ) 

一里当り 
町数(ｳ) 

町数(ｴ) 
=(ｱ)*(ｳ)+(ｲ) 

メートル法換算距離(km) 
=町数(ｴ)＊0.109km 

阿州（現徳島県） 57.5  3 48 2,763 301.2 
土州（現高知県） 91.5    50 4,575 498.7 
豫州（現愛媛県） 119.5    36 4,302 468.9 
讃岐（現香川県） 36.0  5 36 1,301 141.8 
合   計 304.5      12,941 1,410.6 

(近藤(1982）『四国遍路研究』p197.  および頼富ら(2001）『四国遍路の研究』p122.より作成) 
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この時代でも横堂（番外札所）を巡れば「四百八十八里」になると言い伝え

られていた模様で，時代は変われども行程距離の捉え方が複数あることは共通

している。 
また，愛媛県生涯学習センター（2003）によると遍路者の年間総数は 2002
年（平成 14年）の推計で 13万人と見られている。 
 

表 2 霊山寺記帳ノートによる月別歩き遍路者数の推移（1993～2002年） 

 
（出典：愛媛県生涯学習センター（2003） 『遍路のこころ』 p 279.） 

 
その内，徒歩遍路者の数は増加の一途を辿っており，表 2 に示すとおり徳島
県鳴門市にある第 1 番札所霊山寺に置いてある記帳ノートから調査した統計に
よると 2002年（平成 14年）では 2,555人と，1993年（平成 5年）と比較する
と 6 倍近い伸びを示している。しかし，藤原（2000）も指摘しているとおり，
徒歩による遍路は苦行や孤独を伴うものであり負の強化因を伴う行為を目指す

こととなるために，この増加を学習心理学の理論で説明を行うことには難しさ

を伴う。また，単年度の調査ではあるが，同じく愛媛県生涯学習センター（2003）
が行った歩き遍路数を男女別，年代別に調査したものを表 3に示す。 
これによると，男女比はおおよそ 3:1の比率となっており，年代別では，男性
は，60代が 30％で一番多く，20代が 25％，50代が 19％と続く。やはり，時
間的・経済的余裕がある年代が多いことがわかる。女性は，50代が 31％と一番
多く，60代が 23％，20代が 20％と続く。20代の男性は夏 8月が圧倒的に多い。
長期休暇を利用した学生遍路の増加が推定される。また 60 代男性が多いのは，
定年後の生き方など転機を求める姿のようにも思える。季節別では，春（3・4・
5 月）が 32.2％で最も多く，秋（9 ・10・11 月）は 29.5％，夏（6・7・8 月）
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は 24.6％，冬（12・1・2月）は 13.7％で最少である。やはり昔から俳句の季語
にあるとおり，遍路の季節は春が圧倒的に多いようである。 

 
表 3 霊山寺記帳ノートによる 2001年の月別歩き遍路者数 

 
（出典：愛媛県生涯学習センター（2003） 『遍路のこころ』 p 280.） 

 
次節では，歴史学・宗教学・民俗学・社会学など各領域での遍路研究と合わ

せ，数少ない心理学領域での遍路研究を概観してみる。 
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第３節 遍路研究の概観 

 遍路研究においては歴史学・社会学・宗教学・民俗学の各領域での研究が 1970

年代から 80年代にかけて熱心に行われており，現在においても読み継がれてい

る名著が多い。社会学においては前田（1970）の『巡礼の社会学』が有名であ
り，これ以降の遍路研究において頻繁に引用文献に挙げられており，遍路研究

を志す者のほとんどがこの著作に目を通していると言っても過言ではない。 

また，民俗学では四国を活動拠点としていた武田（1979）の『巡礼と遍路』
があり，四国遍路各札所の縁起や霊験譚などを中心に据えて遍路の諸相を明ら

かにしようと試みている。また口べらしや業病のために廻国する弱者遍路の存

在には四国の「ホスピタリティの良さ」が要因にあることを指摘しており，お

接待の習俗を新しい視点で見ることで説明しようとした姿勢は現在のお接待理

解の源流になっている。 

歴史学の分野では，近世特に江戸時代の四国遍路について史料の掘り起こし

から行い綿密に歴史の再構成を試みた近藤（1982）の『四国遍路研究』がある。
特に京都東山知積院の高僧であった澄禅の日記写本を宮城県塩竈神社で発見し，

それを翻刻として全文掲載しているが，江戸時代の四国遍路の様子が良くわか

る一級の史料となっている。 

最後に，宗教・民俗学の領域における五来（1989）の『遊行と巡礼』では民
俗学の手法を用いて宗教としての四国遍路を読み解いており，辺路修行を出発

点として発展してきたことが詳しく述べられている。 

時代は下って世紀の変わり目である 2001年前後から，遍路ブームの高まりと

ともに研究領域・研究者ともに徐々に増えてきている。頼富・白木（2001）が

宗教学・民俗学の領域で丹念に史実を拾い上げた『四国遍路の研究』や，同じ

く宗教学領域で Turner, V.の主張するコミュニタス論への反論を含め，構造論の
観点で四国遍路という巡礼を見つめなおし近現代の遍路の諸相をまとめ上げた

星野（2001）の『四国遍路の宗教学的研究』，社会学領域で前田の行った研究を

３０年の時を挟んで同様の調査を実施した佐藤（2004）の『遍路と巡礼の社会

学』などが注目される。また，愛媛県生涯学習センター（2003）が四国の地域

学という視点から歴史や現代の遍路の諸相を量的データなどによってまとめ上

げた『遍路のこころ』は，その２年前の『四国遍路の歩み』とともに大変な労

作となっている。また，文化人類学の領域では，浅川（2008）の『巡礼の文化

人類学的研究』があり，遍路において接待を提供する地域の古老への詳細な聞

き取り調査や，弘法大師の霊験譚を掘り起こすフィールドワークを通して接待

文化を問い直す素晴らしい研究となっている。 

心理学の領域においての研究は，まだ 10年ほどしか経過していない。その数
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少ない研究の中でも，世に出ている報告は藤原（2000,2001,2002,2003,2006）
や北村・秋田（2000），福島（2004a,2006），黒木（2009）しか見当たらず，心
理学領域での研究は緒に就いたばかりと言わざるを得ない。しかも，北村・秋

田の研究は遍路における心理療法的な効果の存在を示唆しただけにとどまり，

その後の研究が報告されていないために，実質的な研究者としては藤原，福島，

黒木の三人しか存在しないことになる。 

このうち藤原は，1999 年から 2003 年にかけてシリーズものの研究を行って
おり，巡礼心理療法を提唱している（藤原,2003）。 
 

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，内部の精神作用のはたらきである。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ックし影響を及ぼす。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

のバランスをもった相互作用が治療への鍵であるように思われる。 

 

ここで言う巡礼心理療法とは，これまでにどの研究者も検討したことの無い

新しい発想であり，今後の理論構築が待たれるところである。また，藤原（2003）
は，巡礼心理療法の治療の鍵となる要因として以下の 6項目を挙げている。 
 

１）内観による自己分析の深化 。それを促進する巡礼行動の環境的な条件は日常生活か

ら切り離された，非日常世界であり，内観法や森田療法による遮断状況と類似してい

る。 

２）セラピストは固定的ではない 。地元の人々，寺の僧侶，宿泊所の人々，そして同じ

巡礼者。それらの人々の背後にいる，潜在的な，治療者は，弘法大師かもしれない。

「同行二人」という言葉がその存在を物語っている。巡礼中に遭遇する他者との相互

作用，特に地元の人々からの「接待」によるポジティブな情緒体験（感謝，喜び）。

初めての体験で，こんな慣習があるとは遍路をするまで思ってもみなかった，意外性

故の感激。遍路で苦労している時の他者サポートはとりわけ報酬価が高い。接待の影

響で「自分は生かされている」という仏教的感覚の体験を会得。おかげの自覚と自己

の脱却は宗教体験ではないか。しかし，遍路者本人たちは星野（2001）も指摘してい
るように，宗教的体験であると認じているわけではない。 

３）困難な限界状況を克服，試練の克服による自信や自己高揚感 。困難な環境条件とし

ては，雨，険しい山，迷子，身体条件としては，長距離歩行から生じる豆（ﾏﾏ）や，

筋肉痛，身体疲労。 
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４）規則正しい生活 。単調性がもたらす睡眠，快食。 

５）歩くという行為 。運動。単純歩行。身体を動かすことのメリット。 

６）四国全体を曼荼羅と見立てるコスモロジー（世界観） 。 

 

そして，藤原（2006）はこれらの考え方を整理し，巡礼心理療法の背後に潜

む心理的なメカニズムとして図 2の通り図式化している。まず，「遍路を始めよ
う」と考える精神活動からスタートし，実際に「お遍路さんになった」という

内面的な自己定義をすることとなる。そして「歩く」という身体活動が始まる

と肉体的・精神的苦痛に後悔を覚えることも出てくるが，そこで諦めずに札所

を進むにつれ精神活動と身体活動の相互作用により徐々に双方の活動レベルが

上がってくる。その過程の中で，厳しい気象条件や難所と呼ばれる道のりを乗

り越えるという困難な事態の克服により自己像も変化していく。つまり，自信

や自尊心の獲得，自己効能感の増大というポジティブな精神活動が表出してい

くのである。さらに，他の遍路者や地元住民とのコミュニケーションや相互作

用によって自己開示や自己呈示につながり，特に四国遍路独自の慣習である「お

接待」がコミュニケーションの媒介となって双方の活動のレベルを上げていく。 

この図によると，遍路道中における「歩き」というシンプルな身体活動と，

そこでの内的洞察を含めた精神活動が相互作用し心的な変容をもたらすという

考え方は遍路を体験したことのある筆者にとってイメージしやすい内容となっ

ている。また，そこに接待を通じた他者からの多様な援助を通じてポジティブ

な情緒体験が生まれ，さらに相乗効果を生む構図も良く理解できる。一方で，

筆者の遍路体験から言え

ば，心的変化や変性意識

状態と呼ばれるものは螺

旋状に上がることによっ

て徐々に生まれてくると

いうよりは，何かの刺激

をきっかけにして心の奥

深いところから呼び起さ

れて突然ステージが上が

るようなイメージの方が

より理解し易い。 

      図 2 巡礼心理療法のメカニズム 
（出典：藤原（2006） 「巡礼‐四国遍路を中心とした巡礼行動の 

経験的価値‐」『観光の社会心理学』 p 152.） 
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また，福島（2006）は遍路の心理学的意義を検討することを目的とし，個人
に焦点を合わせた質的データの収集と分析に力を注いでおり，著者自身が徒歩

で遍路しながら，フィールドワークの手法を用いて徹底的に徒歩遍路者に視点

を合わせた研究を行っている。その中では，徒歩遍路者の体験過程を段階毎に

追跡することで遍路の意味空間との関連付けを行いつつ，仏教思想の「四転説」

を用いたメタファー３と対比させて遍路の各プロセスと結びつけながら表4に示
す明快な表にまとめ上げている。 

 

表 4 遍路における体験過程 

 

（出典：福島（2006） 「遍路の意味空間と体験過程」 『お茶の水女子大学人間文化論叢』,9, p407.） 

 
この表で使われている「四転説」に由来すると思われる「○○の道場」とい

う表現は現代の遍路者であれば日常的に使っているものであるが，その導入・

普及時期は明らかになっていない。星野（2001）や頼富ら（2001）によると，
江戸中期の古地図等にその一端を窺わせるものがあるが，広く使われるように

なったのは第二次世界大戦以降であるという解釈が妥当だという。しかしなが

ら，「○○の道場」という表現は遍路の体験過程における遍路者の心的変化の様

子をうまく表しており，遍路の意味空間と結びつけたこの表は筆者の体験を含

め徒歩遍路を経験したものにとってみれば理解し易いものとなっている。その

体験過程を 6つの段階に分け，それぞれ 1）導入・準備期，2）不安・試行期，
3）葛藤・危機期，4）自己探求・安定期，5）統合期，6）移行期，として各プ
ロセスを説明している。また，日常から非日常の世界へ入り込み，再び日常へ

戻って行くというプロセスは，Gennep（1906）が述べる通過儀礼の過程とほぼ
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共通している。 
この通過儀礼の過程を用いて心理過程を説明しようとする考え方は，黒木

（2009）の研究についても見られるが，図 3 に示す通り体験過程における意識
のレベルを階層的に表すことで構造分析し立体的に表現している。この図では

日常と非日常の二つの世界に分けて，日常を生活レベルとし，非日常を移動レ

ベル・意識的修行レベル・無意識的修行レベルの３層に，計４層に分けて説明

を試みている。さらに遍路を行うことによって，遍路者は分けられた層の深い

部分にまで到達し，再び日常へ移動することによって円環的なプロセスを経る

という遍路行動を説明している。つまり，それぞれのプロセスにおいて①準備

し出発する，②行きの道中(分離)，③聖地での滞在（過渡），④帰りの道中，⑤
帰着し日常に戻る（再統合），を示している。 

 
図 3 日常と非日常の階層図 

（出典：黒木（2009）四国遍路における臨床心理学的研究（１）『大阪経大論集』,59(6), p68.） 

 
また，心理療法と四国遍路に共通し自己変容を促す重要なキーワードとして

「非日常性」「苦行性」「神聖性」の 3つを挙げている。「非日常性」では，心理
療法における「相談室」と四国遍路における「四国霊場」という二つの非日常

的な世界を例示し，自己治癒力の活性化により自己変容に導くプロセスを説明

している。「苦行性」では，四転説におけるメタファーを適用した四国遍路の体

験過程を身体的・心理的な苦行を伴うものとして捉え，それを乗り越えたこと

による自己変容できるものとしている。また，「神聖性」では「自分を超えたも

のに自分を託す思い」を抱いた時に現れるものと説明している。 
 
筆者はこれら先行研究で得た四国遍路における自己変容のキーワードと自ら

の遍路体験から特に「お接待」に注目している。四国遍路において，古くから
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継承されてきたこの「お接待」という風習は他の巡礼と大きく異なるものとな

っており，白木（1994）によると巡礼における接待とは「一般の人々が巡礼に
対して金品を与えたり，歩き遍路を車に乗せたり，自宅の一室を善根宿として

泊めたりといった無償の行為を行うことであり，これによって一般の人々が間

接的に巡礼に参加し，功徳を得ることができるとされる」と説明している。次

章では，この「お接待」について遍路の中でどういう経緯で生まれ，そして継

承されてきたかをその歴史を踏まえながら見ていく。また，お接待の現状につ

いて，お接待を提供する側から見た思いをアンケート結果から検証するととも

に，筆者の歩き遍路の体験から現代のお接待の実情を見ていくこととする。 
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第２章 遍路とお接待 

 

第１節 遍路とお接待の源流 

 前述したとおり，古くから辺路（ヘジ）信仰と呼ばれる海岸沿いのミチを巡

っていく辺路修行が存在していたものと考えられており，そのミチ沿いに住ん

でいた者の中に「マレビト（客人・来訪者）」に対する民間の信仰があったこと

は確認されている（頼富ら, 2001）。 
特に地下水を汲み上げることを知らなかった古の人々にその方法を教えた他

国の技術者はマレビトとして信仰され，四国遍路では彼らはすべて「弘法大師」

となったようである。これらから「弘法清水」の伝説が生まれ，「弘法大師が杖

などを突き立てた所から井戸水や池泉が湧き出したという」場所が四国各地に

多く存在する。土佐藩では，藩で掘った井戸にもかかわらず弘法大師が掘った

ことにならないように，井戸に命名するとともに大きな記念碑を立てたことも

あるという（山本大, 1984）。 
また，水以外にも和三盆糖（さとうきびから作られる砂糖の一種）の製法技

術をもたらすなど技術の継承にもマレビトは貢献している。このように古くか

ら生きていくうえで必要不可欠な水や技術をもたらしてくれる他国の技術者を

厚くもてなす風習が生まれ，これが四国遍路におけるお接待の起源となり，お

大師伝説と結びついて現在まで受け継がれてきていると考えられるのではない

だろうか。 
これらは，昔の西洋のホスピタリティに見られるようなホストとゲストの関

係（Give&Take）に良く似ている。ゲストは遠く離れた土地の珍しい話や技術
を持ってきてくれる存在であり，この見返りとしてホストはゲストに宿泊や食

事を与え歓待する。この二者関係が現在の遍路が形作られる前にもあったこと

が想像されるのである。 
 
第２節 勧善懲悪の教訓を含んだお大師伝説 

 四国で「大師」と言えば弘法大師空海を指す言葉であり，他のどの大師（例

えば，伝教大師最澄など）を指すものではなく，親しみを込めて「お大師さん」

と呼ぶことが多い。真言宗の開祖として有名なだけでなく，三筆の一人として

数えられる書家としても，また満濃池の改修を指揮した技術者としても名を馳

せており多方面にその才能を発揮したスーパースターである。 
 四国の人々が遍路者に対して手厚い施しを提供する背景には「遍路者に接待

するのはお大師に接待するのと同じことである」との考えが存在する。このた

め偉大な功績を残したお大師さんに畏敬の念を抱き，お接待を提供する側の気
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持ちは「施しを授ける」というより「もらっていただく」という献上するよう

な意味合いが強くなり，ホスピタリティの相互満足度がより高くなる要因があ

るように思う。 
このように接待を提供する者にとってお大師さんへの畏敬や憧憬の念が内的

な動機付けになることがある一方で，「苦行している遍路者に進んで施しをしな

いと良くないことが起こる」という言い伝えによる外的な圧力によってお接待

を半ば強制されるようなこともあるようだ。そのひとつが右衛門三郎（または，

鉢塚衛門三郎）の伝説である。 
 

四国八十八ヶ所の霊場開創後に空海は天長元年（西暦 824年）に巡検したことになっ
ている。空海は近くの小庵（文殊院）に身を寄せ付近に托鉢に出る。富豪だが強欲非道

の右衛門三郎の屋敷にも再三にわたって托鉢をしたが追い返され最後には右衛門三郎に

竹箒で撃ちつけられると大師が持っていた鉄鉢は八つに割れて飛び去って山中に落ち，

その跡は池になった。ところが，その翌日から右衛門三郎の八人の子ども（五男三女）

が相次いで病死していった。大師は子どもたちを憐れみ，持っていた杖で墓に土を飛ば

して一夜で八つの墓を造った。前非を悔いた右衛門三郎は大師に会うために遍路を二十

回続けたが会えずに，二十一回目には逆に巡ったが，ついに 12番焼山寺の麓で疲れのた
めに倒れてしまい息絶えた（頼富ら, 2001）。 

 
伝説の続きによると，右衛門三郎は亡くなる前に弘法大師に会うことができ，

拳に「右衛門三郎再生」と書かれた石を握らせたことになっており，その後そ

の石を握った子どもが生まれたとも言い伝えられている。筆者は第５１番札所

石手寺の宝物館でこの時の石とされるものを見たが，とても生まれたての赤ん

坊の手で握れるほどの大きさではなかった。やはり，大師を信仰する後世の誰

かの手によって作り上げられた伝説と考えざるを得ないと感じた。 
また，徳島県南部にある四国別格 20霊場第 4番の八坂寺に伝わる鯖大師のよ
うに，最初は行基の話であったものがいつの間にか弘法大師へと変化した伝説

も存在する。以下は，寺の縁起について八坂寺の住職から直接筆者が聞いた話

をまとめたものである。 
 

馬の背に塩サバを背負わせた馬子に大師が施しを求めるが断られる。大師が「大坂や

八坂さかなか鯖ひとつ大師にくれで
．
馬の腹やむ（病む）」と歌を詠むと，馬は峠の頂上で

突然病に倒れ動けなくなる。自らの非を悔いた馬子は大師に許しを請い塩鯖を差し出す

と，大師は「大坂や八坂さかなか鯖ひとつ大師にくれて
．
馬の腹やむ（止む）」と歌を詠み

直す。途端に馬は元気を取り戻すとともに，大師によって放たれた塩鯖が生き返って海
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を泳ぎだした。 
 

白木（1994）によると，この伝説の主人公は「四国における大師一尊化によ
って，行基から弘法大師に変わっていくのだが，それは江戸時代中後期のころ」

とされている。弘法清水の伝説同様，いつの間にか弘法大師の霊験の話にすり

変わっている所は四国におけるお大師信仰の深さを物語るものであろう。 
また，「喰わずの○○」という伝説も四国各地で聞かれる話である。話の筋と

しては「大師に食べ物を求められるが，この○○は食べられないと言ってしま

ったがために，その食べ物が石になったりして本当に食べられなくなる」とい

うもので，第 84番札所屋島寺近くの遍路道沿いに伝わる「喰わずの梨」や室戸
岬あたりに伝わる「喰わずの芋」，第 27 番札所神峰寺付近に伝わる「喰わずの
貝」などが広く知られている。 
お大師信仰の裏側にはこのような勧善懲悪の教訓を含んだ伝説が存在してお

り，さすがに現代ではこの伝説を妄信する人々は少ないとは思うが，過去一部

民衆の間では「“たたり”や“罰が当たる”ことを恐れるあまり，遍路には出き

るだけの施しを行う」ことへの圧力になっていたことも否めない。 
 

第３節 施しを必要とする弱者遍路の存在 

遍路は時代とともに巡礼者の巡礼動機も移り変わる。北村ら（2000）による
と，平安中後期の遍路は修行者が中心の時代であり，その後信仰の時代，救済

の時代，はきだめ（弱者）の時代となり，最近は癒しを求めて札所を巡る巡礼

が増加している。明治時代の遍路には修行を目的とした僧侶や，宗教的信仰か

らの一般人，そして病気を苦に故郷を追われるように四国へたどりついたもの

といくつかに分類される。山下（1988）によると，これら「はきだめの時代」
の典型的な遍路について以下のように著わしている。 
 

当時，四国は死国を意味し，他界‐霊場をさしていた。お遍路へ旅立つ，つまり四国

へ行くということは，夜逃げ，癩病と同義であったのであり，余程の事情があってのこ

とと思われていた。心身の廃疾者，癩病，狂人，離縁されて帰るあてのない女，口べら

しの老人といった，共同体から排除され，あるいは脱落した人々が死に場所を求めて，

風の吹くままに途絶えるまで，自然に身をまかせて歩き続けるのである。四国遍路はこ

ういった病人や障害を背負った乞食遍路が多いことで有名である。足摺岬は，そういっ

た行き場を失った遍路が飛沫となって大海に身を任せる自殺の名所として知られている。 
 

こうした修行や信仰心を目的とした巡礼以外の遍路は「ヘンド」と呼ばれ，通
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常の遍路と一線を画していた。昭和に入るとお接待を当て込んだ職業遍路も出

現していたが，これもヘンドと呼ばれていたようだ。前述の右衛門三郎伝説が

あってのことだろうが，これらのヘンドと呼ばれる巡礼者に対してもお接待は

存在していたと考えられ，これらは弱者に対する支援であり助け合いの精神に

基づく「おたがいさまの施し」と言える。 
 
第４節 引き継がれるお接待の伝統 

大原（1996）によると，古くから遍路道沿いにある民家では，日常的にお接
待が行われていた。昔は托鉢をしながら巡礼を続ける遍路が多く，民家の戸口

に立って経を唱えると住民が一椀の米なり，芋なり，あり合わせの食物を与え

ることは普通に行われていた。そういう親の姿を見た子どもたちが大きくなる

と，当り前のようにお接待を引き継いで施しを続けるということになった。ま

た，幼い子どもにとってのお遍路さんは畏怖の存在であった。四国では良く耳

にする話であるが「いたずらしたりするとどこの親も，そんないたずらっ子は

おへんろさんにやってしまうと言って脅かした」と説明されている。同じよう

に，宮崎（1985）も「子供のころ遍路といえば不思議な法力をもった恐ろしい
人というイメージと，うす汚い乞食や病人を連想したことを覚えている。そう

した遍路を人々は「へんど」と呼び，「お通り」といって戸口に立った彼らを拒

否した。」と語っている。これらの話から，四国の人々の中には幼い頃からより

無視できない存在として遍路が強く記憶に留められるということもあったよう

だ。 
 
第５節 お接待を提供する側の動機の変化 

戦後の社会環境の大きな変化により，お接待を提供する側の動機は変化して

きている。その変化の大きな要因は，高度経済成長時代における急激な車社会

の到来と経済発展による弱者遍路の減少により，遍路者を積極的に援助する必

要性が少なくなったことと言える。 
お接待を提供する動機については，前田（1970）が調査に基づいた分析を行っ
ており，以下の 4つの理由にまとめている。 

① 難行苦行する遍路に対する同情心 
② 遍路者に接待することは大師に接待することであって善根を積むこ
とによって功徳を得る 

③ 祖先の冥福を祈り供養する 
④ 自身が遍路に出る代わりに接待をして善根を積もうとする 

これらに加えて，遍路者自身が遍路に行った際に受けたお接待に対する返礼
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の意味でお接待するという「返礼奉謝」のために行うものもあると指摘してい

る。 
一方，2001年に徳島県南部にある牟岐町にて遍路にお接待活動を続ける「牟
岐町お接待の会」会員 50名を対象に採られたアンケート結果によると，お接待
活動への参加動機（複数回答可）は上位から並べると以下のようになっている。 

１） ボランティアとして遍路を助けたいから    35名 
２） 「お接待の会」に入ることを勧められたから   26名 
３） 弘法大師への信仰のため      22名 
４） 先祖や，家族などの供養のため     20名 
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名 
６） お接待をしてもらったお礼       6名 
７） 願かけや，願いがかなったお礼      1名 
８） その他         5名 

 
このアンケート結果では，現代におけるお接待の動機でも，やはりお大師信

仰に基づくものが中核にあり「遍路者に施しを与えることによって功徳が得ら

れる」と信じられていることがわかる。言い換えれば「自分も遍路に出たいが，

それができないため自分自身に代わってお大師様をお参りしてほしい」という

意識が根底にあるものと考えられる。施しを行い，功徳を積むことで極楽浄土

へ行けるという昔ながらの信仰に基づくものである。しかし，現代ではそこま

で宗教色の強いものではなく，「気軽にできる善行であり，良い気持ちになるた

めの行動」であったり，「日常生活よりも気軽にできるし，また受け入れてもら

いやすいボランティア活動」的なものであったりという意味合いが強くなりつ

つあることも見て取れる。 
しかしながら，前田（1970）が分析した接待動機と前述の 2001 年のアンケ
ートを比較すると「遍路に対する同情心」に基づくお接待を動機として挙げる

会員は少ないことがわかる。車社会の到来により，厳しい状況にさらされる歩

き遍路の数が減少したことが大きな要因と言えるだろうが，谷口（1997）が指
摘するように経済や医学の発達により口減らしや業病などの理由から四国を回

らざるを得なくなった人々が減少したことも一因となっているようである。 
また，佐藤（2006）が指摘するように，四国においてお接待が現代まで残っ
た理由の一つは「弱者遍路を積極的に援助する必要性があったから」である。

愛媛県生涯学習センター（2003）の調査によると，1993年に 443名であった歩
き遍路者数は，2002年には 2,555名と 6倍近くになっている。この統計が示す
ように難行を伴う歩き遍路者数の急増は，お接待の継承にも少なからず影響を
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与えるものと思われる。一方で大森 (2007)によると，時の為政者の庇護を受け
てホスピタリティを備えていったサンティアゴ・デ・コンポステラに比べて，

現代日本の場合は政教分離の考え方などもあり宗教的な意味合いを少なからず

持つ巡礼に肩入れすることが難しいことを指摘している。頼富ら(2001)によると，
1598年に阿波藩主蜂須賀家政が「領内にある八か所を駅路寺に指定して，辺路
などの旅人に供した」ことを裏付ける定書きを提示しているが，土佐藩などで

は遍路を規制する動きがあり，山本和加子（1995）によると当時の遍路は「土
佐は鬼国，宿がない」とこぼしていたと書いている。このように為政者の規制

もあり，歴史的に四国遍路においては遍路者が支援を受けるとすれば多くの場

合民衆に頼らざるをえなかった。このような状況を背景として，お大師信仰を

根底にしたお接待という風習が，お接待を求める弱者遍路とうまくかみ合いな

がら長きに渡って受け継がれてきた。しかしながら，筆者が善根宿などを提供

する方々からの話を聞くと最近の遍路についてのマナーの低下を懸念するとと

もに，お接待を提供することに対して消極的にならざるを得ない心境を聞くこ

ともあった。今後も，お接待を衰退せずに継承していくためには，お接待を受

ける側・提供する側双方の変化を捉えながら，意識的に残そうとする取り組み

が必要なのかもしれない。 
 
第６節 現代のお接待 

お接待は，1）物品の提供，2）金銭の提供，3）行為や労力の提供の 3種類に
分類される（愛媛県生涯学習センター, 2003）。最近筆者が遍路に行った折に実
際に受けたお接待の例を以下に記載する。遍路の期間は，2008 年 9 月 14 日～
19日の 6日間であり，徳島県海陽町海部を起点とし第 24番札所：最御崎寺（高
知県室戸市）から第 33番札所：雪蹊寺（高知県高知市）の間の各札所を巡る約
160kmの行程であった。 
 
【筆者が受けたお接待の例】 
物品：おにぎり，飴，冷凍茶・水，あんぱん，みかん，お茶 
金銭：お遍路価格での宿泊（2007 年秋，2008 年春の遍路では現金のお
接待あり） 
行為：遍路宿での洗濯，小学生からの挨拶，道案内，休憩場所の提供（遍

路小屋，接待所，道の駅，軒下など），トイレの提供，足湯の提供 
 
都会では「知らない人には近づかない」というような教育がなされている昨

今，見ず知らずの遍路に気軽に挨拶してくれる小学生に意外性を感じつつ，こ
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ころの中に爽やかな風が通り抜けるような清々しい気持ちになれることも体験

した。また，山道に入ると人がいない代わりに激励のメッセージなどが書かれ

たお札が木の枝などに結わえつけられている。そこに「もうひとふんばり」と

か「心をあらい心をみがく遍路道」などと書かれており，厳しい山道に萎えか

けた気持から元気と勇気を取り戻し，時によっては感動や感謝の念をも生むこ

とがあった。これらは，前述の分類では行為や労力を提供する「言葉かけ」で

あり，愛媛県生涯学習センター（2003）によると立派なお接待の一部であると
説明しているが，体験してみればなるほどと感心させられるのである。 
これらお接待の存在は，歩き遍路の充実感にも寄与している。愛媛県生涯学

習センター（2003）の調査によると「お接待や親切に触れたとき」の充実感を
感じる割合は歩き遍路全体の 70%と圧倒的多数を占めている。もし，お接待が
なければ近年の歩き遍路の復活もなかったであろうと想像できる。 
 

第７節 お接待にみるホスピタリティ 

（１）ホスピタリティの定義 

ホスピタリティには複数の定義があり，研究者によって様々な表現が使われ

ている。本稿で用いる定義としては，「ゲストとホストの相互満足と新たな人間

関係を創造するための，心のこもった思いやりあふれる行動」（山口, 2006）を
挙げる。また，「他者をあたたかく迎えもてなす」「こころからのもてなし」と

施しを提供する側からの視点だけで定義するものも多い。前述したとおり，こ

の言葉は中世ヨーロッパにおいて，主人が来訪者や旅人に食事や宿泊を提供す

ることを意味していた。代わりに主人は旅人から異なる文化や情報を得て知識

を深めていたのである。よって，旅人と主人の関係は水平関係であり，いわば

ギブアンドテイクの関係であった。 
 

（２）サービスとホスピタリティの違い 

ホスピタリティと類似の概念にサービスがある。他者に何かを提供するとい

う意味では共通してはいるものの人間関係の視点で見ると大きな相違点があり，

サービスにおける人間関係が上下関係であるのに対して，ホスピタリティにお

いては水平関係にあるという見方が一般的である（服部, 2008）。つまり，サー
ビスの概念では主人（Master）と従者（Servant）という主従・差別の関係を
意味しており，主人の意思が最優先され従者は私利私欲無く上下関係で義務的

に奉仕する，従者の主人に対する滅私奉公を表している。一方，ホスピタリテ

ィ（Hospitality）の主要な語源である hospesには，主人（host）・客人（guest）
の両者の意味を含み，主人と客人が同一の立場に立つ態度を常に保つという意
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味がある。そのコミュニケーションは双方向に行われるものであり，意思・伝

達が互いに行われ応ずる側の意見も反対側によく伝わることを意味している。

一般的定義でも示した通り，ゲストとホストの相互満足が生み出されることが

鍵となっている。 
 
（３）お接待のホスピタリティ 

前田（2007）によると，ホスピタリティの基本的性格は，1）実践の仕方には
決まりはないこと，2）自発的なものであること，3）無償性のものであること，
4）担い手は庶民であることとされており，現在も続けられているお接待はこれ
らの条件に完全に合致した行為であると言える。また，遍路者にお接待をして

いる人たちは，各人各様の自分なりのやり方で，善意や行為を表現しているの

であり，ホスピタリティの実践者として，これほど基本条件に適合している存

在は，他に類をみないものである。特に，最近のお接待は前述したとおりボラ

ンティア感覚で提供されることが増えてきており，遍路者とのコミュニケーシ

ョンを求めたり，奉仕することに喜びを感じる双方向のコミュニケーションへ

と広がりを見せている。これらお遍路の喜びを自らの喜びとするような「利他・

愛他の精神」は現代社会に必要なものではないだろうか。 
 

次章では，歩き遍路者に対して採取したアンケートの結果に基づいて，遍路

やお接待が遍路者の心理過程に与える影響について検討していく。 
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第３章 遍路者の心理の実際（アンケート調査の実施） 

 

第１節 アンケート調査の目的 

 筆者は徒歩遍路を通じて身体的・心理的な変化を生み出すことを体験した。

その変化とは体重の減少や一日に歩くことのできる距離の増加など身体的な変

化と，歩くことへの自信や自己肯定感，そして他者支援を受けるたびに湧き上

がってくる心からの感謝の念等の心理的な変化である。このような変化が遍路

者全員に共通するものなのか，またその原因として筆者が想定する「お接待」

が関係しているのかについて明らかにするため質問紙によるアンケート調査を

行う。同時に遍路者がお接待についてどう捉えているかについて，「お接待を提

供する側の思いを推し量る」ことで見ていく。なお，バス遍路や車遍路はお接

待を受ける機会が極端に少ないことがわかっており，また変化の度合いも少な

いことが予想されるため，アンケートは自分の力を頼り移動していく徒歩や自

転車利用の遍路者のみを対象とする。 
 
第２節 アンケート配布場所である牟岐町接待所の概要 

 アンケートの配布は，徳島県の南部に位置する海部郡牟岐町に設置された接

待所（「牟岐町お接待の会」主催）にて行った。地理的特徴としては，第 23 番
札所薬王寺から，第 24番札所最御崎寺へ向かう遍路道沿いにあり，薬王寺から
約 15km 進んだ所に位置する接待所である。接待所から現在の遍路道である国
道 55号線をそのまま南下すると，高知県との県境までは約 20km，最御崎寺ま
では 60km ほどの所に位置する。近辺の遍路道はアスファルト舗装された国道
であり，歩き遍路者にとっては足の疲労が蓄積することから出来得るなら回避

したい道であると想像する。しかしながら近隣には適当な迂回路も無く，ほと

んどの遍路者が通るであろう道沿いに設置された接待所となっている。 
 この接待所は，2000年 8月より試行的に接待所を開設したところより始まり，
2001年 3月より会則を設け，現在は遍路者の多い春季（3月～5月）と秋季（9
月～11月）の年間 6カ月を活動期間と定めている。この活動期間には，74名い
る会員が輪番制で接待所にて遍路者に湯茶の提供などを行っている。会員の活

動は，日曜日と月曜日は休みとなっているが，遍路者は活動休日や活動期間外

の日についても接待所を利用することができ，10 畳ほどの広さのテントの下で
日差しや雨をしのいでベンチに腰をかけて休憩をとることができるようになっ

ている。 
 この接待所では，立ち寄った遍路者の統計情報の収集を継続的に行っており，

2004年は 1,108名，2005年は 1,256名，2006年は 1,555名，2007年は 1,983
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名，2008年は 1,506名の遍路者が当接待所で記帳を行っているとのことである。
接待所を利用した遍路者の移動手段の内訳は，ほとんどが「徒歩のみ」か「公

共交通機関を併用した徒歩」であり，その他は少数の「自転車」という構成で

ある。つまり，「団体でのバス遍路」や「自家用車遍路」は皆無となっている。 
また，右肩上がりに増加してきた遍路者は，2008年にはそれ以前と比べて減
少しているが，接待所設置場所の変更が関係していると推測される。2008年春
季までは国道 55 号線に面した警察署の駐車場内に接待所を設置していたが，
2008 年秋季からは警察署から国道を挟んだ斜め向かいの国道より 20m ほど奥
まった所に移動したため，遍路者が接待所の存在に気付きにくくなったためで

はないかと想像される。また，牟岐町お接待の会会長の出口勉氏の話によると，

2009年の春季はさらに接待所に立ち寄る遍路者が減少したとのことであり，サ
ブプライムローン破綻に端を発した急激な景気後退が原因しているのでないか

とのことであった。お遍路ブームと言われている昨今でも，遍路は景気変動に

影響されることが窺われる。 
 
第３節 アンケート調査の方法 

 前述の接待所に立ち寄った遍路者50名に対して構造化されたアンケート用紙
（添付資料参照）を手渡しにて配布し，後日帰宅した後に記入し郵送してもら

う方式で調査を実施した。アンケート用紙を配布した期間は 2009年 3月 17日
～19 日の 3 日間である。今回のアンケート配布対象者は通し打ち４と区切り打

ちが混在していたことにより遍路に要した期間も異なることから，回収期間は 3
月 23日から 7月 31日までとかなり長期間に渡った。なお，当アンケートの調
査結果を回収できた有効回答数は 27であった。 
 
第４節 アンケートの結果 

（１）アンケート対象者のプロフィール 
有効回答数 27名の年齢構成は図 4のとおりである。これを見ると 60歳代が

19 名で全体の 70%と圧倒的多数を占めている。第 2 章でも示したとおり 2000
年に愛媛県生涯学習センターが実施した同様の調査結果によると，3月の数値で
は 60歳代の割合は 37%であり，かなり異なる結果となっている。これは，当ア
ンケートが，郵送による回収を行ったことで協力する意思のバラつきにより回

収した対象者の年齢的な偏りが発生したものと予想される。つまり，若年層は

アンケート用紙を受け取ったものの郵送返信しなかったことが多いと想定され

るものの，アンケート用紙配布時には遍路者のプロフィールを採取しておらず，

残念ながらその原因は明確ではない。ただ，定年を理由に仕事を退職した直後
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の 60歳代は経済的・時間的に最も余裕のある年代であり，遍路者の大多数を占
める存在であることに間違いはない。また，20 歳代には夏休み・春休みという
長期休暇を利用した大学生が多くなる傾向が愛媛県生涯学習センターの調査で

も明らかになっているものの，景気後退で経済的な余裕がなくなった大学生遍

路の減少が想像される。 
 

    
図 4 アンケート対象者の年齢構成 

 
また，男女別の構成比は，男性が 24 名で 89%，女性が 3 名で 11%であり，
圧倒的に男性が多くなっている。表 3 で示した愛媛県生涯学習センター(2003)
の調査による「男女比＝3:1」という結果と比較するとかなり差が見られる。そ
の原因については，今アンケートの対象者数の少なさによるものなのか，8年間
で遍路者の実態が変化したのか等，今後の課題の一つである。 
移動手段別では，「徒歩のみ」が 78%，「公共交通機関を併用した徒歩」が 15%，
「自転車」が 7%となっている。「団体でのバス遍路」や「自家用車遍路」は，
札所間を移動するのみで道沿いにある接待所利用は少ないと言われていたが，

アンケート結果ではそれを裏付ける結果となった。 
巡礼回数については，まだ結願５したことがない遍路者が 67%，既に結願の経
験があり 2 回目以降となる遍路者が 33%という構成である。なお，アンケート
対象者中の最高回数は 7回目の遍路者であった。 
最後に巡礼方法については，「通し打ち」が 41%，「区切り打ち」が 59%であ
る。区切り打ちでは，3 泊 4 日の短期間から，8 日間の阿波一国参りや，17 日
間の土佐一国参り，最長では 22日間をかけての阿波・土佐二国参りというもの
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までさまざまな巡礼方法が見られた。近年の高速道路網整備に伴い四国各地を

発着点とする高速バスも増加し，札所によっては関西圏からの日帰り遍路も可

能となってきた。区切り打ちの増加は，四国へのアクセスの利便性向上と関係

があるように思われる。 
次に，遍路者の巡拝動機ついて見ていくこととする。 

 
（２）遍路者の巡拝動機 
 アンケートの結果より得られた遍路者の巡拝動機を図 5のとおり示す。 
 

 
図 5 アンケート対象者の巡拝動機 

   
有効回答数の半数を超える遍路が答えた巡拝動機は，「精神修養」であり 52%
と高い割合を示している。表 5に示したとおり愛媛県生涯学習センター（2003）
が同様の調査を行った結果によると，この動機は歩き遍路では 39%，バス遍路
では 20%となっており，遍路に対して歩き遍路者がより修行性を求めているこ
とが窺われるが，今回の調査ではそれをさらに上回る結果となった。 
また，「先祖供養」も有効回答の半数近くが選んでいるが，前述の調査による
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信仰

信仰＆観光
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精神修養

病気治癒
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先祖供養

家内安全

体を丈夫に
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（ｎ＝２７，複数回答あり） 
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と歩き遍路が 27%，バス遍路では 70%が先祖供養を巡拝動機に挙げている。今
回の調査ではプロフィールから見ると50歳以上が90%を超えていることから近
親者を亡くした経験を持った遍路者の割合が多く，年齢層の高いバス遍路に迫

る数値となっていると想定される。 
一方，「自分探し」を選んだ割合は 33%であり，同様に前述の調査では歩き遍
路では 59%，バス遍路では 6%となっている。愛媛県生涯学習センターが行った
調査に比べると，その割合が少ないことがわかるが，回答者の 80%近くが 60歳
以上であることを考慮に入れると少ないとは言いがたい。むしろ 60歳台で「自
分探し」を巡拝動機に挙げた歩き遍路者が多いことに驚きを覚える。定年を迎

え，所属（社会）からはずれて第二の人生のアイデンティティを探し出そうと

する姿勢がこの巡拝動機を挙げる要因となっているようにも思える。 
 逆に「信仰」を巡拝動機として挙げる遍路者は 10%を切っており，「観光を兼
ね合わせた信仰」でもその数字にはほとんど変化がない。近年の遍路者は，宗

教的な信仰心から遍路を始めようとするのではなく，自分自身を見つめたり鍛

えたりすることを目的に巡拝することが増加していることが読み取れる。遍路

の移動手段の違いによってその巡拝動機は大きく異なるが，徒歩や自転車など

自分の力だけで遍路をしようとする遍路者は「遍路に修行性を求める」割合が

高くなるようである。 
 

表 5 歩き遍路の巡拝動機 

 
（出典：愛媛県生涯学習センター（2003） 『遍路のこころ』 p 288.） 

 
なお，巡拝動機として“その他”を回答項目として挙げた遍路者の具体的記
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述は以下のとおりである。 
・他の遍路，地元の方々とのコミュニケーションを求めて 
・感謝とザンゲ 
・自分の体力を測りたくて 
・信仰と自然に親しむ為 
・友人の死の供養 
・亡夫の供養のため 
・病気完治のお礼 
・体力確認 
・定年後の予定だった 
・これまでの人生の反省 
・退職して人生一区切りの記念 
次に遍路による身体的・心理的変化とその要因についてアンケートの結果か

ら見ていくこととする。 
 
（３）変化とその要因 
ⅰ）身体的変化とその要因 
 半数を超える遍路者が身体的な変化を認めており，その内容は「身体が丈夫

になる」「病状が良くなる」「脚力・持久力の獲得」「ダイエット効果」等ほとん

どがポジティブな内容となっている。また遍路者自身は，その要因を「歩くと

いう行為・運動」「規則正しい生活」のためと考えており，四国遍路という日常

から切り離された空間でただ歩くというシンプルな活動が身体に及ぼす良い影

響を示唆している。 
なお，その他の身体的変化の具体的記述は以下のとおりである。 
・脚力がついた 
・ダイエットと足の痛み 
・足腰が強くなり，体が締まった。持久力がかなりついた 
・体重が 4kg少なくなった 

 
ⅱ）心理的変化とその要因 
 アンケート結果によると身体的変化を挙げる遍路者とほぼ同数で心理的変化

を認めているが，その内容を図 6に示す。これによると，心理的変化を認めた
遍路者の 67%が挙げた内容は「感謝の念が湧いてきた」ことである。自由記述
の項目でも多くの「ありがたい」「感謝」「幸せな気持ち」などの言葉が見られ，
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四国遍路における地元民や自然との触れ合いの中で「自分は生かされている」

ということに気づかされていく過程がアンケート結果から読み取れるのである。 
これは，心理的変化を認めた遍路者に対して心理的変化の要因を尋ねた質問項

目で「お接待など他者の支援があったため」を挙げた遍路者が 60%であったこ
とから，四国遍路におけるお接待という習俗が遍路者に与える影響の大きさを

示唆している。 
 

 
図 6 アンケート対象者の心理的変化の内容 

 
この項目に続いて，「自分に自信が持てるようになった」「人間の力を超える

大いなる何かの存在を感じるようになった」の二項目が，心理的変化を認めた

遍路者の 40%が挙げた内容となった。前者は，厳しい難所や悪天候に加えて肉
刺などによる肉体的苦痛など幾多の困難を乗り越えてきたことから遍路者自身

の肉体的・精神的鍛錬の成果として自尊心や自己効力感の高まりを感じること

となったと思われる。これは，心理的変化を認めた遍路者に対して心理的変化

の要因を尋ねた質問項目で「困難な状況（苦しみや痛み）を乗り越えたことで

自信ができたため」を挙げた遍路者が 60%であったことからも裏付けられる。
また後者では，心理的変化を認めた遍路者の半数近くが選んだ「四国の自然に

触れ，その偉大さを感じたため」という要因が関係していると思われる。自由

記述の中でも「日本の自然のすばらしさ，水のきれいな事，山の緑のすばらし

い事，さくらも良かった」「3～4月の遍路は命あふれる時期で，それによる意義
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（ｎ＝２７，複数回答あり） 
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も大きかった」と自然の偉大さや春遍路ならではのあふれる命の息吹を遍路者

に感じさせてくれる季節感も大きな要因と思える。また，四国遍路の持つ「理

解の域を超えたもの」の存在を感じさせる何かに気づいた遍路者もいた。 
いずれにしても，身体的変化を認めた遍路者同様に心理的変化を認めた遍路

者の内容はほとんどがポジティブなものであり，遍路者の心的変容にプラスの

効果をもたらす可能性が示唆されている。 
なお，心理的変化の内容として“その他”を回答項目として挙げた遍路者の

具体的記述は以下のとおりである。 
・自身の死を身近に感じるように 

 
今回のアンケート対象となった全遍路者が「お接待を受けたことがある」と

回答しており，現在でも徒歩や自転車という移動手段をとる限り必ず地元住民

からのお接待を受けることがわかる。次に，遍路者がお接待を受けることがど

ういう影響を及ぼすのかについてアンケートの結果から見ていくこととする。 
 
（４）お接待が遍路者に及ぼす影響 
ⅰ）遍路者が考えるお接待を提供する理由 
遍路者に対して，お接待提供者側に立って「お接待を提供する理由」を推測

してもらった結果を図 7に示す。 

 
図 7 アンケート対象者が推測する「お接待を提供する理由」 
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この結果によると，従来からのお接待提供動機である「お大師信仰」を挙げ

る歩き遍路が 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
者が 63%と双璧となっている。また，「代理参拝」が 48%，「遍路への同情心」
を挙げる歩き遍路者が 33%と続く。一方，2001年に徳島県南部にある牟岐町に
て遍路にお接待活動を続ける「牟岐町お接待の会」会員 50名を対象に採られた
アンケート結果によると，お接待活動への参加動機（複数回答可）は第 3章で
示した通りである。これらの結果，「遍路者１位‐お接待の会３位」，「遍路者２

位‐お接待の会１位」，「遍路者３位‐お接待の会５位」というふうにお互いに

同じような捉え方をしている項目がある一方で，遍路４位の「難行するお遍路

への同情心」を挙げるお接待の会会員は皆無である。設問内容が異なることも

あるが，古くからお遍路を見ているお接待の会会員からしてみれば「現代の遍

路は難行の度合が昔に比べて弱くなっている」と見ていることが想定される。 
 
ⅱ）遍路者が接待を受けたことに対する思い 
 図 8に「遍路者がお接待を受けたことに対する思い」についてのアンケート
結果を示す。有効回答数 27の内，全てでお接待を受けたことがあると回答して
おり，その時の思いとしては「感謝の念」を持って受けている歩き遍路者が 80%
を超えている。また，言葉かけの接待に対して「元気をもらった」とする回答

も 70%とかなり高い数字となっている。ほとんどの歩き遍路者はお接待を受け
ることで，ありがたみを感じるとともに，それによって元気を回復して歩き続

けていく動機付けとなっていることが窺われる。 

 
 図 8 お接待を受けたことに対する思い 

0 5 10 15 20 25

当然

感謝

申し訳無い

返礼が必要

受けにくい

元気をもらう

その他

（ｎ＝２７，複数回答あり） 

（人） 



 
34 

 

 また，お接待については自由記述により「印象に残ったお接待」について確

認する項目を用意した。以下に主な記述を記載する（なお，自由記述の全文は

添付資料「お遍路さんアンケートＲａｗデータⅡ」に記載してある）。 
・初めての現金の「お接待」。孫が運転する車で老婆がやってきた。 
・通り過ぎたのをわざわざ追いかけてきて手作りの布製の小銭入れをいただ

いた。 
・汗まみれで歩いている時にムシタオルの接待を受け，よし歩くぞという気

持ちが持てた。 
・わざわざ車で追いかけてこられて手紙を添えてお接待をしてもらった。 
・のどが渇いて歩けなくなっていた時，車のおへんろさんから冷たい物でも

買って下さい，とお接待を受けた（今回お遍路では有りません）。 
・9番を打ち終えておばあさんにあめ玉一ケを接待受けた。死んだ祖母に似
ていた。 
・高知県で自宅の一部の事務所に「お接待します」の札を下げてトイレを利

用させてくれて，小学生の坊やがコーヒーやお菓子を持ってきてくれまし

た。その上，御主人（坊やのおじいちゃん）が趣味で作られた花びんを記

念に頂きました。 
・思山寺へ向かう途中，国道の向こう側より追いかけて来てお菓子を戴いた。          
・さぬき歩行中，おばあさんがガマグチの中の小銭を全部手のひらに乗せて

くれたこと。 
・手押し車をおしてやっと歩ける様子の 85才くらいのお婆さんから手を合せ
てお接待をさせて下さいと 200円いただく。次のお寺で賽銭として使わせ
ていただく・・・代理参拝。 
・初日（3/10）足の疲労で道路沿いのベンチで休んでいた際に軽自動車が止
まり，80才前後のご婦人から「これでジュースを買って下さい。＃６番札
所安楽寺はもう少しだけん」と言ってお金を頂いた時です。 
・善根宿ではない個人のお宅へ泊めていただいたことやお寺に通夜させてい

ただき食べ物のお接待を受けたこと。 
 
（５）遍路を通じて感じたこと 
 今アンケートでは「遍路で感じたこと」を遍路者に自由記述してもらった。

以下に主な内容を記載する（なお，自由記述の全文は添付資料「お遍路さんア

ンケートＲａｗデータⅡ」に記載してある）。これら遍路者の思いはいくつかの

カテゴリーに分類できることから筆者の基準で分類したうえ見出しを付けた。 
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ⅰ）「感謝」や「生かされている」ことへの気づき 
・道中何人の人たちと顔見知りになり，先般遍路の方々から経験談を聞かせ

ていただき，大変勉強になった。地域の方々からも温かい接待をいただき

大変ありがたかった。今日自分があるのは，先祖を含めて多くのまわりの

人々によって生かされているのを強く感じた。この気持ちを次世代の人た

ちにお返ししていかなくてはと強く感じている。 
・同じ歩きへんろ，先達さんとの宿での会話が楽しかった。お互いに色々の

人生が感じられる。又宿のかみさん，主人との話も大変良かった。 
・お遍路という同じ志を持った中で出会う人はほとんど隔たりなく接してく

れるのでとても心強い気持ちだった。 
・宿泊の先々での一言々々の言葉が有難かった。 
・四国のどの地方に行っても挨拶（特に子供達）の良さ感心しました。 
・道中色々な人と出会い「一期一会」と言う言葉を身近に感じた旅であった。 
・あちらこちらで沢山の人から「お接待」を頂き，「元気で！頑張って！ご苦

労様」と励ましの声を貰い，他の土地では得られない暖かい心を四国で頂

いた。これも数百年に渡る「遍路」への土地の人々の思いがあるからだろ

う。 
・長い遍路の歴史の中で，四国の方々（特にご高齢の方）からの遍路に対す

るご好意にはじめは驚き，ためらう程でした。次第にお接待をありがたく

お受けできるようになり，またその方々の代わりに札所へ参った折には心

からその方の分までお詣りさせていただきました。 
人は一人では生きられない，大勢の人たちに支えられ生きるものでまた自

分もその中の一人として，他者を支えていかれる様に日々相手を思いやる

気持ちを忘れず，行動できるよう心掛けたいと強く思いました。 
生きにくい世の中で自分探しをする遍路達を見守り続けていただける四国

の風土が変わらずに在り続けて欲しい，そしてしっかり遍路達は再生して

四国を発って欲しいです。 
・お遍路に行くことに感謝（肉体的，経済的，精神的）。 

 
ⅱ）自己効力感の高まり 
・体力の限界を感じながらも，歩き続けていると，歩くという身体的能力が

強化され，自分でも歩けるんだという自信が日に日についてくる。 
・人間が本来備わった２本足で歩くという行為が自分が動物であるといった

原点に帰ることが出来た。 
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ⅲ）自然との触れ合い，偉大さの認識 
・早朝里山を鳥の声を聞きながら歩くのが，このうえもなく幸わせな気持ち

になります。 
・改めて日本の自然のすばらしさ，水のきれいな事，山の緑のすばらしい事，

さくらも良かった。 
・小生にとっては 3～4月の遍路は命あふれる時期で，それによる意義も大き
かったように考える。 

 
ⅳ）自分を見つめる意識の変化 
・宇和島市内で昼食をとる為食堂に入った時のこと。入って間もなく涙がと

めどなく流れ出した。声を出して泣いた。原因は耳から入ったナツメロだ

った。曲は「銀座の恋の物語り」だった。この曲は今はなき親友と若い頃

よく歌った歌だった。店の主人が心配してそばに来てくれた。そして私を

はげましてくれた。この時私はとてもつかれていたように思う。このよう

な時，心の奥底が表れるのかも知れない。 
・長い道を歩きながら，これ迄の人生の生き方等の反省と感謝をすることが

充分ではないが出来たかな⇒一人ぽっちで山の中，国道等を歩きながら

色々考える事。 
・遍路を何回も繰り返す人は，何故なのかについて，遍路の人は 60才代・退
職者が多い。この年代の人にとって遍路の一側面。毎日の小目標とその達

成という一定の目的を持った時間を過ごせるという意味があるのかと考え

る（退職者にとって意味と方向性のある時間を過ごすのは難しい）。 
 
ⅴ）不満や改善してほしいこと 
・最初の 8年前に比べて全歩行の人は 1,500人から現在 5,000人／年間とい
われる。宿が足りないことは明白である。 
・途中もっとも気になったのは路上のゴミの散乱だった。ゴミの性質から，

どうみても地元の方が捨てたとは思えないものが多かった。 
・地元の人はお遍路には感心（ﾏﾏ）がない。道を聞いても知らない，分から

い（ﾏﾏ）の返事。 
・へんろ道の矢印がおそまつすぎる。特に十字路，丁字路に矢印がない。有

っても良く分からない。 
・歩きに危険な箇所がたくさんある。まずこれを是正してから世界い産の話

をした方が良いと思う。 
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ⅳ）その他 
・自分以外のお遍路さんの行動，姿勢などを見ていると信仰以外にも何か敬

けんな雰囲気が感じられ，これは何んだと理解の域を超えたものがあるの

だと思う。 
・四国に根付いている大師信仰の強さというものを改めて感じさせられた。 
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第４章 考察 

 

筆者が実施したアンケートによると，四国遍路における自己変容の大きな要

因のひとつとして「お接待」という習俗の存在が影響を与えていると考えられ

る。一方，「困難な状況を克服したことによる自己効力感の高まり」という「行」

的な性格を自己変容の要因として挙げる遍路者が同数存在し，「自分を見つめる

ことができた」という内観の効果を挙げる遍路者数も肉薄している。つまり，

四国遍路における自己変容の要因として唯一無二のものが存在するのではなく，

いくつかの要因の総体として自己変容が出現することが想定される。これら四

国遍路における自己変容の要因について，暫定的ではあるがアンケートの結果

に加え筆者自身の遍路体験から導き出した結論を以下で考察する。なお，筆者

の考える四国遍路における自己変容の要因は，「他者支援（お接待）」「死と再生」

「日常と非日常」「四転説と自己過程」「身体性と意識の変性状態」「同行二人（ど

うぎょうににん）」の 6点である。 

 

第１節 他者支援（お接待）と自己変容の関係 

 職業遍路や社会的な脱落を余儀なくされた遍路が多く存在していた頃であれ

ばお接待を当て込んで四国へやって来る遍路者が多かったであろうと想像でき

るが，遍路を始めるために四国を訪れる現代の遍路者はお接待という習俗の存

在すら知らないままやって来ることが大多数と思われる。通常の旅行や他の地

域の巡礼ではお接待に出会う機会が無いため，当然のことと言えよう。徒歩遍

路者の遍路を始める動機は，「自分探しの旅」や「精神修養」「先祖などの供養」

等が多く，お接待を目当てにやってくる遍路者は愛媛県生涯学習センター（2003）

の調査でも筆者が実施したアンケート調査でも全く存在しない。しかし，お接

待を受けることを動機として上げる遍路者は皆無というものの，筆者の経験で

はお接待が遍路を続けていくための大きな動機づけとなることに間違いはない

と考える。 

自動車遍路やバス遍路など乗り物を利用する遍路者は札所を巡ることによっ

て身体的・精神的な負担を強いられることはほとんどないが，徒歩や自転車な

ど自分の力だけで巡ることを選択した遍路者は全行程 1,200kmとも言われる遍

路道中において，様々な困難や不安・疲労・孤独・絶望感などに襲われる場面

に数多く遭遇する。自ら苦労を選んで徒歩や自転車という移動手段を選んだも

のの，「足が痛くてもう歩けない」「こんなにしんどいことを自分は何故やって

いるのか」「もうやめて明日は帰ろう」などと気持ちの揺れが頭をもたげてくる。

そんな場面で，「もう少し頑張って進んでみよう」という前向きな気持ちを呼び
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戻してくれるのがお接待である。藤原（2003）によると初めて四国遍路を巡る

遍路者は，お接待という風習に触れた時にお接待提供者との相互作用の中でポ

ジティブな情緒体験（感謝・喜び）をし，意外性ゆえの感激を味わうという。

実際，筆者が実施したアンケート結果において 80%を超える遍路者が「ありがた

いことだと思い，感謝して受ける」と答えており，70%の遍路者が「元気をもら

う」と答えている。 

また，藤原（2003）は，「遍路で苦労している時の他者サポートはとりわけ『報

酬価が高い』」とも述べている。この苦労の最たるものが遍路道の厳しさである。

山寺へ向かう道は，特に厳しさを増す。登山やハイキングが趣味でもない限り，

現代人にとって標高千メートルに近い山に登ることなど縁遠いことである。し

かも，山寺への道は「遍路転がし６」と呼ばれる難所が多く，登りでは体力をか

なり消耗することからかなりの負担を強いられるが，下りも転倒や捻挫などに

注意を払う必要があり一時たりとも気を抜くことができない。また，札所間の

距離の長い所では歩けば次の札所まで 2泊 3日を要することもある。こういっ

た道では，ほとんど他者と会うこともなく，ひたすら孤独な道のりを黙々と進

んでいくことを余儀なくされる。肉体的・精神的な辛さもあり，あまりの寂し

さ・人恋しさに誰かに喋りかけたくなるもののその人さえいない。しかし，遍

路転がしでの「心をあらい心をみがく遍路道」というような激励の吊るし札が

勇気と元気を取り戻してくれる。筆者が遍路に行った際の話であるが，「あぁ，

今日初めて人と喋った」と嬉しそうに話された遍路者もいた。 

このように遍路の動機づけとなる四国遍路特有のお接待という風習が継承さ

れているのは何故なのであろうか。佐藤（2006）によると現代までお接待が残

った背景を次の４点にまとめている。 

① かつての遍路道は，遍路のほかに通行する人は限られ，路次の不便があ
ったこと 

② 遍路には病人や下層民が多く，途中生き倒れするものも少なくなかった。
それらの人々を積極的に援助する必要性があったこと 

③ 地元住民の大師信仰が，積極的な援助としての接待を存続させた。遍路
への接待は弘法大師に対するものとみなされ，住民が接待を大師への供

養と捉えてきたこと 

④ 自らが遍路に出かけられない場合に，功徳を積む宗教行為として積極的
に接待を実践してきたこと 

現代のお接待では①②のような状況は少なくなり，③④は残っているが上記

以外で特徴的なのはボランティア感覚でお接待をする人々の増加であろう。初

心の遍路者は，こんな背景は知る由もないが，何回もお接待を受けていくうち
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に少し受け方にも変化が現れてくる。最初の頃は，お接待を受けることが申し

訳ないように思えて，「言葉かけ」以外のお接待については遠慮がちに受けるこ

とが多い。また，現金のお接待では受け取る理由が皆目見当たらず，一度は断

ることになることもある。この気持ちを福島（2006）は，「接待への負債感や抵

抗感」と表現している。 

しかし，お接待を受けた際に湧き上がる「感謝の念」や「元気や勇気の回復」

といった現象を説明するには，藤原が言う社会心理学や学習心理学用語として

の「報酬」という言葉はそぐわないように思われる。職業遍路でもない限り，

お接待を目的として遍路を続けることはありえないし，外発的報酬としてお接

待を捉えることにはいささか抵抗感がある。四国遍路においてお接待は「お大

師さんにもらっていただくもの」であり，実際に遍路者が受け取るものはお接

待提供者の気持ちや弘法大師への信仰心であるという思いから抵抗を感じるの

かも知れない。遍路者はお接待を提供する理由がお大師信仰に基づくものであ

ったり，代理参拝のお願いであったり等ということが徐々に分かってくると，

その気持ちを含めて受けることができるようになってくる。そして，お接待提

供者が「お大師さん」にお接待したことを理解し，そのまま受け取ったお金を

次の札所ではお賽銭や灯明代として使うといったことを覚えていくのである。

前田（1970）は，お遍路提供者が与えるだけでなく，与えることによって大師

の功徳を得る目的を持つことから「Give & Take」の関係だと述べているが，「Give 

& Given」と表現するのがより正確にこの関係を表しているように思う。 

 その後，徳島，高知を経て愛媛に入るころになると参拝方法，歩き方，宿の

取り方など遍路の慣習にも慣れ，精神的に余裕が出てくるという。接待など周

囲の行為に思いを馳せるなど生かされていると感じ，世話になった分お返しを

したい，自分も人のために役立ちたいなどと思うようになるという（福島，2006）。

筆者が行ったアンケートでも「多くのまわりの人々によって生かされているの

を強く感じた」というコメントがあったが，お接待などの他者とのかかわりの

中で「自分は生かされているという自覚」が生まれてくるように思う。 

 

第２節 死と再生 

 四国遍路には暗いイメージがつきまとう。かつては，生活共同体，地域共同

体から脱落する，あるいは脱落させられた遍路者が多かったことに関係してい

るのであろう。星野（2001）によると，「この脱落とは伝統的村落社会や非都市
的社会では，当該社会からの抹殺すなわち社会的死を意味していた」という。

もちろん生活共同体からの脱落をもたらす原因は病気だけに限らない。当該社

会にとって脅威となるもの，あるいは危機をもたらす存在は，すべて社会から
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追放され死を宣告されることになる。犯罪者や身体に障害を持った者がそうで

あるし，また社会の倫理や道徳規範を犯した者もそうであった。このような遍

路者が本当の死を迎えるまで果てしなく四国を回ることを余儀なくされたこと

は，暗さをイメージさせるひとつの要因であろう。 
 また，四国遍路には遍路者独特のスタイルがあり，これが全体的には白を基

調とした色調であるから白装束と呼ばれ，それはまた死装束であるともされる。

一方，金剛杖は遍路者が亡くなった時に卒塔婆の代わりをなすものであり，い

つ命が尽きようとも遍路を続けるという覚悟を身につけるもので表現している。

筆者の父が亡くなった時は，遍路の笈摺を棺の中の体に掛けて見送っており，

現代ではお大師さんと一緒に旅立って欲しいという遺族の願いも込められる。

星野（2001）によると，「この根底には，死を他界への旅立ちとする考え方が，
修行の旅として巡礼にオーバーラップしている」と表現している。暗さの要因

の二つ目がこの装束であり，四国遍路であるからこそ馴染んではいるが，見慣

れない人々にとってやや薄気味悪さを覚えるような格好のようにも思える。 
四国遍路を始めようとするもののほとんどは，この死装束に袖を通して一旦

「死」を迎えるのである。四国遍路においては，特別なそして強い祈願内容を

もつ者ほど「本物」の遍路の形式を踏襲しようとする。すなわち一度象徴的に

「死ぬこと」が功徳を受け「再生する」可能性を高めるのである。これは単に

現世利益の側面でなく，より象徴的な宗教的覚醒を求める場合でも同様である

という（星野，2001）。 
この「死からの再生」をイメージさせるものも四国遍路には存在する。それ

が再生をモチーフとした右衛門三郎の伝説である。第 2 章でも述べたとおり，
強欲非道の右衛門三郎は大師に非礼を働くが，それを悔いて大師に会うため遍

路に出る。21 回目の遍路で力尽き亡くなってしまうのであるが，亡くなる間際
に大師に会うことができ，大師は「衛門三郎再生」と書かれた小石を握らせた。

後年，愛媛の河野家に手を握ったまま拳を開かない子どもが生まれた。この子

どもの手を開かせると前述の石が出てきたという。この再生のモチーフは，通

過儀礼の第一段階である分離の状態には，しばしば死を象徴するシンボルが用

いられ，象徴的に死んだ修練者は，そののち胎児ないし新生児のごとく扱われ

るというのも，またしばしばみられる象徴的表現であるという（星野，2001）。 
ここでいう「再生」とは，もちろん象徴的な意味を多分に含んでおり，さら

に「死」もそれは単に命の終焉という次元だけにとどまるものではない。人間

が過去に負うた社会的文化的位相を脱却するとき，あるいは脱却を余儀なくさ

れたとき，それはしばしば「死」と象徴的に表現される。大橋（1986）による
と，主観的には象徴的な死から再生への蘇生体験の契機となり，客観的には心
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理構造の再体制化，人格の再統合を促す。いわば，自己治療的な機能を持つと

いう。 
 筆者の遍路体験によると，自宅から四国への移動は Gennep が通過儀礼でい
うところの「分離期」に該当する。そして，死をイメージさせる白装束を身に

まとい最初の札所の山門をくぐり抜けた途端に彼岸に渡った感覚に襲われ，聖

地巡礼へと入り込んで「過渡期」へと移行する。慣れない遍路の慣習にとまど

いながら経験を積み重ねることにより「統合期」へと向かい，遍路を始めたこ

ろと全く異なる意識に気づかされる。 
 このような通過儀礼には心理療法と類似の共通点が見られ，河合（1992）に

よると，「心理療法の場面は，そのような通過儀礼的
、
体験をしたり，確認したり

する場として適するように工夫されている。それは，日常の空間より少し隔絶

された「密室」であり，その限定された時間と空間は，他から守られている（傍

点は河合による）」という。心理療法の空間を，一応，日常生活とは「分離」し

た空間として取り扱ったり，夢の体験を非日常的な「境界」において生じた体

験として重視したりすることなどを通じて，心理療法の空間において，クライ

エントは自分の自我＝意識を超えた何かを体験し，ヌミノースな体験をする。

それが，日常の意識を超え，自我を超えた体験であるため，クライエントはあ

る種の「境界をこえた」体験をする。そして，その体験の「再統合」が行われ

ることなどの過程を見ると，それは，通過儀礼と極めて類似した過程と言わね

ばならない。 

 この境界を超えたという感覚は，遍路においては幾度となく経験する。端的

な例が峠越えである。上り坂が続くと喘ぎながら登ることに耐えられなくなり，

後悔を覚え，どこまでも上り坂が続いていくような錯覚に陥る。そして，その

辛さから逃げ出そうと「帰りたくなったり・情けなくなったりする不安な気持

ち」を感じる。そして，峠を越えたあたりで，急に世界が変わり視界が開けた

瞬間に見る景色に感動を覚え，「来て良かった」とさえ思う。この体験が小さな

「死」であり，そして「再生」していく自分自身を感じることとなる。そして

結願後に第 88番札所大窪寺から第 1番札所霊山寺へと向かうお礼参り道のりは，

これから遍路を始めようとする初心者遍路とすれ違う場所である。そこで出会

う遍路者の中に，発心直後の遍路者自身の姿を見ることとなり，再生した自分

自身を確認する場ともなるのである。 

 

第３節 日常と非日常 

遍路においては，日常空間と時間から一時的に離れ，非日常空間に滞在する

こととなり，再び日常世界への復帰というプロセスをたどる。遍路は一種の通
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過儀礼であり，Gennep はそのプロセスを「分離」「境界」「再統合」という三段
階に分けて説明している。通過儀礼における「境界」の段階においてはコミュ

ニタス性が特徴的に見られることを Turnerは指摘し，巡礼に限らず宗教儀礼全
般にわたってこのコミュニタス性を見出そうとしている。コミュニタスにおい

ては，日常空間における地位・権力・肩書・役割・構造などは全く意味をなさ

なくなる。逆に，星野（2001）が「コミュニタスにおいては，世俗において地
位の高い者が逆に虐げられ，低い地位の者が崇められるというシンボリズムで

ある。すなわち，コミュニタスにおける構造的弱者の優位である。そして Turner
は構造的弱者が普遍的人間性という価値を具現することみなされることはコミ

ュニタスの特徴である」と述べている通り，立場が逆転することさえ有り得る。

例えば日常空間においては「運転手付きで黒塗りの高級車に乗っていること」

が成功者のステータスシンボルとして語られることが多いが，四国遍路におい

ては何の価値も見出せず，逆に車に乗ることで巡礼行為の価値を下げることに

もなる。一方，日常空間では歩くという行為が四国遍路では尊敬の念を持って

迎え入れられることが多い。 
コミュニタスは，時間の経過とともに社会的文化的規範が作られ徐々に社会

的構造の中に組み込まれていく。しかし，四国遍路は長い歴史を持つにもかか

わらずその構造に組み込まれることなく継承されてきた。戦後は四国霊場会な

る組織ができ，各札所もその組織に組み込まれ，現代の遍路者からすれば「お

寺に空海はいない」と言わしめるほど現代社会の構造の中に存在している。 
しかし，その道沿いでは素朴な形ではあるがコミュニタス的価値が残ってい

る。この理由について星野（2001）は「四国遍路がひとつの組織に取り入れら
れなかったことこそ，遍路者をめぐる相反する価値の共存といった現象が他の

遠隔参詣よりも明確に見出される原因になったと思われる」と述べている。 
ある先達７は各札所の山門を大事にされていた。団体遍路を引き連れて札所に

やってくる先達の中には，山門を通らずに境内に入ってきたり，山門に挨拶せ

ずに帰っていったりするものがいることを嘆いておられた。聖と俗を分けるも

のとしての山門を大事にすること，逆にそこから逸脱することで得られる功徳

が違ってくるのではないかという問いの中に長い年月に培われたお大師信仰も

見て取れる。 
 

第４節 四転説と自己過程 

 愛媛県生涯学習センター（2003）や筆者が採ったアンケートの結果でわかる
とおり，徒歩で四国遍路を回る者の代表的なプロトコルは 60歳前後の男性とい
う特徴が浮かび上がる。この代表的プロトコルを持つ遍路者の遍路への意味付
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けとして，藤原（2006）も指摘しているとおり「人生の転換点を迎えた中年が，
将来への展望を模索しながら，自分の人生の再生，創造活動を賭けた行為が巡

礼行動という形をとって現れたもの」であると思われる。昔と比べると 60歳は
まだまだ若いのである。現代では 60歳を過ぎても「余生」とか「おまけの人生」
と呼ぶには相応しくないくらいに残りの人生は長くなっており，厚生労働省

（2009）が発表している『平成 20年簡易生命表』によると 60歳男性の平均余
命は 22.58 年である。人生をライフサイクルという考え方で捉えた場合，生涯
でそれまでと異なる段階へと変わる節目の時期では重要な時期になってくる。

河合（1989）によると，このような時期においては「重要な境界線を突き切る
ことが必要である。このことを考える上で，イニシエーションということが極

めて重要」であると述べている。その意味で，仕事上の定年を迎えようとして

いる，もしくは迎えて間もない年代では人生後半の課題を考えることが重要で

あり，その後の人生を充実して生きるためにも何らかの境界線を突破すること

が求められる。代表的プロトコルを持つ遍路者は，そのような思いで四国遍路

にやってくるのではないだろうか。河合（1989）は，また「人生後半の課題は，
自分なりのコスモロジーを完成させることである」とも言っている。また，藤

原（2003）は，「時間的なゆとりができて，人生を再模索，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にある」とも述べている。これまでは

会社や仕事を中心としたコスモロジーの中に身をおいてきたと思われる前述の

遍路者が，四国遍路の中で苦しみながらこのコスモロジーの変革に挑戦し遍路

者なりの体験過程を歩んでいくイメージが浮かんでくる。 
 この四国遍路における体験過程を第 1章で既に述べたとおり福島（2006）は，
四転説から導かれたと考えられているメタファーを援用して，次の 6 つの段階
に分けることで説明している。すなわち，「1）導入・準備期，2）不安・試行期，
3）葛藤・危機期，4）自己探求・安定期，5）統合期，6）移行期」の 6 段階で
ある。頼富（2002）によると，この四転説については『四国徧礼絵図』の中で
高野山の学匠弘範が書いている序文の中に見られるとされ，この序文の中には

「夫れ，四国徧礼の密意を云はば，四国は大悲台蔵の四重円壇に擬し，数多の

仏閣は十界皆成の曼荼羅を示す」とあり，四国遍路を胎蔵界曼荼羅にあてて，

発心・修行・菩提・涅槃の四転説とのつながりの可能性を示唆している。しか

し，この頃に民衆がこの記述内容だけで四国遍路における四転説という修行の

プロセスを理解していたとは思えず，やはり先の大戦後に四国遍路の宗教的意

味づけをなそうとした何者かによって広められたと考えるのが一般的な見方の

ようである。 
 しかしながら，実際に歩いてみるとこの四転説を基にした福島（2006）の体
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験過程は遍路者の気持ちを良く表している。発心の道場と呼ばれる徳島県では，

歩き方や巡拝方法，読経の仕方，お接待の受け方等お遍路の慣習が慣れないこ

とであり，不安を抱きながら試行錯誤でやって行くことになる。また，遍路 3
日目くらいに歩くことになる第 12番札所焼山寺越えの山道は，遍路の厳しい巡
礼入会儀式のような試練を遍路者が体験する。そして，その翌日も筋肉痛や足

の裏にできたマメに苦しめられることになる。しかし，この「遍路転がし」と

呼ばれる難所を越えたことで，遍路者は歩くことに対して自信をつけることと

なる。徳島県には，この第 12番札所以外にも鶴林寺や太龍寺などへ通じる山道
も難所に数えられ，発心の意思を試されることとなる。 
 修行の道場と呼ばれる高知県では，札所間の距離の長さに悩まされることと

なる。単に歩く距離が長くなるだけでなく，人家の少ない地域を歩くことで孤

独な修行と呼ばれるに相応しい区間になっている。そして足摺岬を越え，菩提

の道場と呼ばれる愛媛県に入る頃になると折り返しを迎えた安堵感と歩くこと

や巡拝方法などへの慣れから安定期へと入り，意外と札所間の距離の長いこと

も手伝って自分自身とじっくり向き合うことができるようになる。 
 そして涅槃の道場とよばれる香川県に入る頃になると，遍路の終わりを意識

することになり，札所への参拝も丁寧になり，長かった遍路の旅もまとめに入

ろうという意識が出てくる。これらのプロセスの中には，これまでの自分自身

の人生を振り返り，それに向き合いながら意味づけし，そしてこれからの人生

をいかに過ごしていくのかを考えるだけの濃密な時間が流れているのである。 
 
第５節 身体性と意識の変性状態 

 現代人にとって，毎日 30km 前後の距離を歩くということはまずないことで
ある。日常では体験しえない長い距離を歩くという行為が，身体に与える影響

はいかほどのものなのか。アンケートの結果からいえば，「体重の減少」や「歩

くことへの自信」などポジティブな身体的変化を感じる遍路者が多いことに気

づく。歩くという単調な運動は肉体的な疲労を招くとともに，健全な食欲を呼

ぶことになる。三食に食べる量は日常生活のそれをはるかに超えることになる。

しかしながら，食べる量を上回る運動量がカロリー消費を生み，体重の減少に

つながると考えられる。星野（2004）によれば「足の痛さも含め，歩く遍路と
は身体性と密接に結びついている」と述べている。 
 このように遍路における歩くという単純でかつ宗教的性格を備えた修行のこ

とを，大橋（1986）は「行」と呼んでいる。「行」の形態にはいくつかのものが
あるが，四国遍路に見られる「行」には以下のようなものが挙げられよう。 
＜誦行＞宗教的理想を織り込んだ聖句（般若心経など）の反復口誦 
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＜徒行＞歩くことによる修行。山岳修行や聖地巡拝 
＜断行＞火断ち，穀断ち，茶断ち，塩断ちなどのいわゆる「断ちもの」 
また，大橋（1986）は，行は「身体を通して心を鍛える営み」であり，「身体
から心に入る行は，その方法が間接的であるために，心に与える効果が比較的

緩慢で，長期の努力を要する」と言い，しかしながら「一面それは着実であり，

心を澄み透らせ，意思を強固にし，信念の強烈な性格をつくりだす」とも述べ

ている。 
行の反復が心身に及ぼす影響・効果を，行の過程で体験される意識の変化の

様子に注目して具体的に見ていく。こうした意識の変化は一般には「変性意識

状態」とよばれる。河合（1995）によると，「明恵は華厳経を繰り返し唱えるこ
とで意識変容が生まれた」と述べている。つまり，単に黙読するのではなく，

声に出して唱えることが華厳経の理解や意識変容の重要なポイントであること

を示唆しているのである。そして，そうした意識で華厳経に接することが内容

理解のために必要であるとも述べている。 
四国遍路でも各札所で 2 回ずつ経を唱える。開経偈に始まり，十善戒，般若
心経，光明真言などを各札所の本堂と大師堂で読経するのである。番外札所に

も立ち寄るために四国遍路ではこの読経を 200 回ほど行うことになる。筆者の
場合は，その内容理解には程遠いものの第 44番札所大宝寺の大師堂で読経して
いた時に，こみ上げてくる感情を抑えきれなくなったことがあった。その日は，

午前中に十数キロの道のりを歩き，標高 800m の峠を越え，ようやく辿りつい

た高原の静かな山寺に喧騒的な街中の札所とは違う雰囲気を感じていた。そし

て，筆者が読経を始めた頃に傍でお参りする人の気配を感じていると，身体を

九十度に曲げ深々とおじぎをする若者の上半身が目に入った。読経しながらも，

意識の一部はその若者に向けられていた。そして，その敬虔な態度に触発され

るものがあった。高原の澄んだ空気や静けさ，杉木立の臭い，読経する自分の

声，そして目に映る敬虔な態度の若者。筆者の五感全てを刺激するいくつかの

要因が揃った時に“こころの奥深いところにある何か”に触れて表に出てくる

ような感覚であった。その感覚は，四国遍路の行としての性格を抜きにしては

語れないのではないかと思う。 
 
第６節 同行二人（どうぎょうににん） 

 四国遍路において，札所を巡る際には常にお大師さんと一緒という考え方が

あり「同行二人（どうぎょうににん）」と呼ばれる。その言葉は遍路者の持ち物

である菅笠，頭陀袋，白衣，そして金剛杖に刻まれている。特に金剛杖は弘法

大師の分身ということで遍路者にとって特に大切に扱うべきものとなる。日々，
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宿への到着時に真っ先にすることは弘法大師の分身である金剛杖をきれいにし，

自分を差し置いて先に休んでいただくことである。具体的には，金剛杖の汚れ

を水で洗い，そしてタオルで拭いた後に「今日もありがとうございました」と

心の中でお礼を述べて部屋の床の間等の上座にそっと置く。遍路者が荷を降ろ

し，浴衣に着替えて張りつめた気を緩めて休むのはその後である。 

遍路道中における金剛杖は，常に遍路者と一心同体のものである。遍路転が

しの苦労も，次の札所への果てしない道のりも，太平洋側の激しい雨も文字ど

おり一緒に乗り越えてきた同行者なのである。同じ苦労を味わったという思い

から，遍路を始めた頃にはただの杖であったものが，物に魂が宿るというアニ

ミズムをさらに押し進めたような感覚を持つほどに大切なものに変わっていく。

金剛杖を誤ってどこかにぶつけたら，思わず心の中で「ごめんなさい」と杖に

謝ってしまうほど杖に対して神々しい何かが宿るように思えてくるのである。

それは高野山奥の院に入定し，今も生きて四国を巡っているとも言われる弘法

大師に他ならない。四国遍路においては橋を通過する際には，橋の下で弘法大

師が眠っているかもしれないという考え方に基づいて杖を突く行為は避けるべ

き行為となっていることからも，橋を渡る度に大師の存在を意識させられるの

である。 

四国遍路では，団体遍路を除けば遍路者を導いてくれる固定的な先導者がい

ない。四国遍路を宗教的巡礼と考えれば先導者の介在が必要だと思われるが，

星野（2004）によれば「プロの宗教家の介在が極めて希薄」であるという。一

方，心理療法的な効果のあるものと捉えたとしても，藤原（2003）は「セラピ

ストは固定的ではない」とも言っている。実際，四国遍路ではいろんな人と出

会い，影響を受ける。お接待提供者であったり，遍路仲間であったりする。し

かし，遍路を通して常に一緒に居るのは遍路者の“こころ”の中にある内的対

象者ではないだろうか。つまり，先祖供養が目的の遍路者であれば供養の対象

となる亡くなった誰かと一緒に歩くことになるだろうし，一般的には前述した

金剛杖の弘法大師ということになるだろう。その関係の中に，Guggenbühl-Craig
（1978）がいう「治療者‐患者元型」の存在が見て取れる。遍路者は救済を求

める弱い存在であり，遍路転がしで喘ぎながら「南無大師遍照金剛」と弘法大

師のご加護を求めつつ，札所では大師堂で弘法大師に手を合わせ経を唱えるの

である。また，遍路において札所や道中で見聞きする弘法大師の伝説や功徳譚

を知る度に，弘法大師の存在がより大きなものとなっていくのである。 
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第７節 まとめ 

 

ここまで，四国遍路における自己変容について筆者の考える 6点の要因を挙

げて説明してきた。いずれの要因についても，自己変容に少なからず影響を与

えていることは間違いないが，特に「他者支援（お接待）」は自己変容において

直接的要因と間接的要因の二つの意味を持つことから特に重要であると筆者は

考える。 

直接的な要因とは，藤原（2003）が述べているとおり「お接待提供者との相

互作用の中で味わうボジティブな情緒体験」のことであり，心理療法的な効果

を生むものである。特に，お接待という習俗の存在を知らずに四国遍路を始め

た遍路者は，遍路転がしの厳しさや肉刺の痛みなどの困難の中でお接待に出会

うことで，意外性ゆえの感激を味わう。お接待を受けることで，見知らぬ土地

で感じる不安を払拭し，「自分は受け入れられている」という感覚を持つことが

容易に想像できる。 

一方，間接的な要因とは，お接待が四国遍路を続けていくだけの動機付けを

与えていることである。自己変容を生むため，特に「行」的な効果を期待する

には，「長期の努力」が必要なことは第 5節でも述べたとおりである。そのため

には，困難の中を挫折せずに遍路を続けることが必要となり，お接待の存在を

無くして語れない。食事が身体を動かすために必要なエネルギーや栄養を与え

てくれるものだとしたら，お接待は勇気や元気を取り戻してくれる「“こころ”

のエネルギーや栄養」であると言えるかもしれない。 

その根底に存在するのは，遍路者を包み込む「母性的な優しさ・思いやり」

とも捉えることができ，遍路転がしに代表される「父性的な厳しさ・困難」と

合わせて四国遍路では対照的な二つの要素が存在するという特徴的な構造があ

る。筆者は，その構造が遍路者の自己変容の度合いを大きくしていると考える

とともに，その構造の中に心理療法との共通点を感じるのである。 

筆者の注目する「お接待」という習俗は，四国遍路以外の巡礼（例えば，西

国三十三所観音巡礼など）では見られなくなった。しかし，四国遍路にはまだ

まだコミュニタス的な価値が残り，道沿いの住民との素朴な触れ合いが体験で

きる。人と人とのつながりや「絆」という言葉がかつてないほどクローズアッ

プされる現代において，都会では失われつつある絆が遍路者のこころの奥底に

ある人間性を刺激し，お大師信仰に基づいた 1,200年とも言われる歴史の中で，

より深い交流が体験できることがわかるはずである。他の地域では姿を消して

しまったお接待ではあるが，未来に受け継いでいくべきものとして遍路者の意

識に働きかけているのかもしれない。  
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おわりに 

 
ほとんどの遍路者にとって結願の寺となる第 88番札所の大窪寺では，結願し
た遍路者の夥しい数の金剛杖が宝杖堂に納められている。数多くの金剛杖の中

に，地面に接する部分がささくれて他の杖よりも明らかに短くなっている杖を

見つけることができる。それらは，杖本体も，握り位置に被せられている布製

のカバー部分も色褪せて薄汚れてはいるものの何故か見る者の足を止めるだけ

の力がある。弘法大師の分身である金剛杖と一緒に歩き通したであろう遍路者

の数十日間が想像されて胸を打つからだろう。筆者自身が区切り打ちで歩き遍

路を結願したのは 2009年の 9月であったが，金剛杖を寺に納めることなく自宅
に持ち帰った。自分が死んだ時には亡くなった父と同じように柩の中に一緒に

入れてもらって旅立ちたいという気持ちと，また四国遍路に出ることがあるか

もしれないという予感と期待があったからだった。 
筆者の 2年間におよぶ遍路の旅を振り返っている時に，ふとキサー・ゴータ
ミーの逸話を思い出したことがあった。この話は仏典に書かれたものであり，

「子どもを亡くしたゴータミーは釈尊に『子どもを生き返らして欲しい』と願

い出る。そこで釈尊は『芥子の実をもらってきたら望みを叶えよう。しかしそ

の芥子の実はこれまで死者を一人も出していない家からもらってくるように』

と言われてゴータミーは芥子の実を探し始める。しかし，いくら探しまわって

も死者を出したことのない家はなかった。そして，ゴータミーは『身内が死ん

で悲しいのは自分だけではない』と気付き子どもの死を受け入れていく。」とい

う話である。筆者の四国遍路も，亡くなった父親らの供養を目的として始めた

のであるが，行く先々で様々な人と出会い，そして見聞きする事を通していろ

んなことに気づくことができた。 
しかしながら，四国遍路における遍路者の自己変容というテーマを掲げたも

のの，あまりにも広大な領域に足を踏み入れたということに気づいた現在では

ようやく研究の入口に辿り着いたという感覚である。また，四国は地球規模か

らすれば小さな島国ではあるが，そこを巡る遍路者の動向把握の難しさも同時

に感じる。現代の遍路は，道路網の整備や交通機関の発達により柔軟性がかな

り増してきた。従来，遍路を始めるということは「あの世への旅立ち」と言っ

てもよいほど悲壮感漂うものであったが，日帰りや一泊だけの遍路（いずれも

区切り打ち）といった巡り方も可能にしてきた。それによって，通し打ち主体

であった遍路が区切り打ち優位になってきており，その体験過程に差が出るこ

とが容易に想像できる。また，横断的手法として定点観測によって把握しよう

としても，遍路者の個別性を追いかけることはできない。むしろ，縦断的な方
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法論として，遍路者とともに四国遍路を体験する方がより実際的な研究に結び

付くように思うが，実際やるとなれば観察者の時間確保の観点から難しい。 
遍路者の体験過程の中で様々な思いが浮かんでは消え，同じ道を辿ったとし

てもその時の時間，天候，出会う人などによってその思いは変わってくる。ま

た，これまでの遍路経験の有無などの遍路者固有の状況によっても体験する内

容はかなり異なるものとなるようにも思える。 
結局，定量的に遍路者の動向や思いを把握するとなれば，定点観測において

は遍路者には季節的な変動があるという前提に立てば少なくとも一年に渡って

追いかける必要があるし，質的な研究として遍路者の個別性を把握しようとす

れば遍路者とある程度の時間を共有しながら同行し，インタビューによって補

完していく必要があるだろう。 
このような課題を中途半端なまま筆を置くことになるのは心苦しい限りであ

るが，四国遍路についてはライフワークとして研究を続けるつもりであり，い

つの日か稿を改めて論じることとし筆者の 2年間に及ぶ遍路に一旦区切りを打
つこととする。 

 
［付記］ 
 ご令室のご逝去という深い悲しみの中にもかかわらず当研究のために沢山の

情報提供とご厚情をいただいた牟岐町お接待の会会長の出口勉氏に心より御礼

を申し上げます。そして，筆者が四国遍路で出会った全ての方々，全ての事に

感謝いたします。 
大阪経済大学人間科学研究科教授の田畑稔先生，同じく准教授の市川緑先生

には，お忙しい中当論文に目を通していただき貴重なご意見を賜りました。筆

者にとって遍路の先達でもあり，論文作成にあたり懇切丁寧なご指導をいただ

きました大阪経済大学人間科学研究科教授の黒木賢一先生に感謝申し上げます。 
ありがとうございました。 

 
第 88番 大窪寺山門（筆者撮影） 
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１ 「遍路」は，一般的に「巡礼行為」を指す場合と，「巡礼者」を指す場合の二通りの意味
を持つが，当論文では「巡礼行為」を示すものとして「遍路」を用い，「巡礼者」を示す

場合は「遍路者」と表現する。 
 
２ 四国遍路では，八十八ヶ所以外にも弘法大師ゆかりの札所が存在し，別格霊場や番外霊
場などと呼ばれる。 

 
３ 四国遍路では，各県での巡拝を特徴的に表現したものとして「発心の道場」「修行の道場」
「菩提の道場」「涅槃の道場」と呼ぶことがある。 

 
４遍路の巡り方には，一度に全札所を回る「通し打ち」と，何度かに分けて回る「区切り打

ち」の二通りの方法がある。 
 
５ 「結願（けちがん）」とは，88ヶ所の札所を全て巡り終えることをいう。第 1番札所の
霊山寺から開始した場合は，第 88番札所の大窪寺が結願の寺となる。 

 
６ 遍路道中の難所の内，特に急峻な山道を「遍路転がし（へんろころがし）」と呼ぶ（いつ
頃から使われ出したか不明であり，前田卓氏の『巡礼の社会学』では「遍路泣かせの難

所」や「遍路殺し」という言葉を用いている）。第 12番札所焼山寺越えの道，第 20番札
所鶴林寺と第 21番札所太龍寺を越える道，第 60番札所横峰寺への道などが特に厳しい
道として知られている。 

 
７ 四国遍路の経験者は「先達（せんだつ）」と呼ばれ，経験の少ない遍路者を導く役割を担
う。四国遍路を取り纏める四国八十八ヶ所霊場会では会公認の先達を５段階に分けてい

る。 


