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はじめに

こんにちは､真野でございますO新潟からやってまいりました｡

今日の話のタイ トルを､ ｢劇場としての四国八十八ヶ所｣とつけてみました｡この題は､かなり奇妙だと

お感じの方も少なくないだろうと思います｡中には､四国八十八ヶ所に関するお芝居の話をするのか､とい

うふうに受けとめられた方もいらっしゃるかもしれません｡確かに ｢巡礼お鶴｣なんていう話があったり

しますので､お芝居に取り上げられた四国八十八ヶ所､西国三十三ヶ所というのもないわけではありませ

ん｡ただこれは芝居としての四国八十八ヶ所ではなく､あくまで劇場としての四国八十八ヶ所ですから､そ

ういう話にはならないだろうということは､お分かりいただけるだろうと思います｡

それから後から考えたのですけれども､このタイ トルがどいうふうに受けとめられるだろうかというこ

とについて､もう一つの可能性にも気がつきました｡四国八十八ヶ所､四国霊場を舞台にして､この道を行

き来しているお遍路さんたちをいわば登場人物として､お遍路さんたちの人物像というものをあれこれと描

いてみる｡つまり､四国遍路という舞台を行き来するお遍路さん群像といった話になるという､そんな受け

とめられ方をする可能性もあるなと思いつきました｡けれどこの点については､どういう意図でこのよう

なタイ トルにしたかということをお話ししていけばよかろうということで､そのままにいたしました｡

ここで ｢劇場としての四国八十八ヶ所｣という表題は､四国八十八ヶ所を一つの劇場としてとらえ､そこ

に登場するさまざまな人たちがそれぞれの役柄を演じているというありさまでもって､この宗教習俗を表現

してみようという意図から選んでみたものです｡いろいろな人たちが､いわば劇としての四国通路という

習俗を作りあげているのです｡それはお遍路さんたちだけではなくて､地元にいらっしゃって日々お遍路

さんを見かけてはお接待をして下さる方だとか､札所のお寺の住職さんだとか､さまざまな方がいらっしゃ

るわけですけれども､そういう人たちがそれぞれ登場人物として一つの舞台を作っていく､一つの劇を作っ

ていく､そういう様相をお話ししてみようかと考えています｡

先はどご紹介いただきましたように､私は今日の四国遍路研究ではかなり古手に属する方だろうと思いま

すO大学院の修士論文で四国遍路に取り組んだのが､今から三十六､七年くらい前になります｡草分けの一

人といってもいいのだろうなと思うくらいにキャリアはあるつもりなのですけれども､実をいいますとこ

の十年ほどは四国遍路の直接の研究からはかなり離れておりました｡ただ､筑波大学におりました時に､四

国遍路の卒業論文や修士論文を書こうという人たちが少なからずおりまして､そういう人たちを通して四国

遍路の現状を聞く機会がありました｡それから最近､この十年くらいかもうちょっとになりますかね､イン 
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タ-ネットを通して四国遍路に関する様々な情報が飛び交っております｡今日の話の中ではそれに基づく

データなんかもかなりの程度に紹介させて頂きたいと思っておりますOですから直に四国遍路に向き合って

きたわけではありませんけれども､情報としてはそこそこに研究の現状を追いかけてきているつもりであ

ります｡いま六十五を過ぎまして､そろそろ私の研究人生もお終いに近づいてきているのかなあという気が

しないでもありませんが､若い時から四国遍路に取り組んでまいりましたので､もう四国遍路のあれやこれ

やに関する個別の研究をするよりは､この年になったら､分不相応な言い方になりますけれども､そろそろ

四国遍路の一般理論といったものを考えても､あるいはそれを提示してみても､お前まだ十年早すぎるよ､

なんていうふうな言い方はされない年になってきたのだろうなと思いました｡そこで今回は､そういう観

点からお話をしてみたいと思います｡そのような一般理論ということを考えた時に ｢劇場としての｣という

言い方が､今私が四国遍路に関して考えていることを一番うまく表現できるのだろうと思いますので､こう

いうタイ トルをつけてみた次第です｡

実をいいますと､ ｢劇場としての｣などというテーマでもって四国遍路について話をするのは今日が初め

てなんです｡そういう文章を書いたこともありませんOもっとも､二年前に徳島県の鳴門教育大学で ｢巡礼

の現象学｣というテーマで講演をしたことがあります｡この現象学云々という言い方も､現象学そのものを

ろくに知らない私にとってかなり冒険的な言い方だった思うのですが､その講演の時に､四国遍路の演劇性

といいますか､演劇的な性格といった言葉でちょっと話をしたことがありました｡そこでアイデアとして

少し喋ったことを､さらに今日もう少し広げてお話ししてみようと考えてみました｡今日の話はですから私

にとっても初めての冒険でして､話がどういうふうに流れていくのか､まとまるのか､それとも空中分解

してしまうのか､かなりハラハラしながらここに立っている次第です｡空中分解してしまいましたらご勘

弁いただきたいと存じます｡

さて､いつもでしたらこういう講演というのは､例えばスライ ドだとかコンピューターのパワーポイン

トだとか､そういったものでいろいろな画像を見てもらいながらお話をしていく方が､聞いている皆さん

にとっては分かりやすいのでしょうけれども､今日は､かなりそういう意味では理屈っぽい話になるとい

うことで､ご承知おきいただきたいと思いますO

そこで､皆さんのお手元には､こういうふうな手順で話が進んでいくという要点だけをかいつまんで書

いたメモを差し上げました｡1から 5まで､ ｢劇場型宗教｣ ｢舞台と演出プラン｣ ｢表現者たち｣ ｢劇場世

界のほころび｣それから ｢鳴門教育大学の試み｣となっております｡この最後の章も､舞台 ･劇場というこ

とにかけて､鳴門教育大学の話を紹介しようと思っているわけです｡こんな手順で話を進めていくつもりで

おります｡ 

1.劇場型宗教

プロフェッショナルによる宗教

では､本題に入っていきます｡まず､四国遍路とはどういう宗教なのか､宗教として考えた時にどういう

性格を持っており､どのように特徴づけられる宗教なのかというところから考えをはじめてみるのがいい

だろうと思います｡宗教というものを考えた時にみなさんがもつ一般的なイメージというのは､なんとい

っても教団を中心とする宗教でしょう｡成立宗教だとか教団宗教だとか呼ばれることが多いのですけれど

も｡仏教しかり､キリス ト教しかり､あるいはイスラム教しかり､すべて教団があります｡そして教団が

あってこその教え､つまり教理というものがあります｡それから､聖職者のシステムといっていいでしょ

うか､仏教でしたらお坊さん､神道でしたら神主さん､キリスト教でしたら牧師さん､イスラム教の場合に

はなんていうのでしょうか､ともかくそういった聖職者たちがいて､それは教団に属するわけですね｡教 
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団の管理下にあるわけです｡教団の中で様々な修行をして､勉強をして､経験を積むことによって､お坊さ

んならお坊さんとしての段階を一つずつ登っていく｡そういうふうにして聖職者のシステムが作られ､そ

うした人たちが一般信者さんたちを宗教的に導いていく､指導していくという立場にたつわけですね｡さら

にもうひとつ大事なことは､儀礼 ･儀式といったものも欠かせません｡先はどの教理と表裏一体の関係にあ

るのですが､どこでどういうふうな所作をするか､その儀式がおこなわれる場所をどういうふうに飾り付

けていくか､といったことについても教団が決めた様々な決まりというのがあるわけです｡そういったも

のすべてが､教団という組織の管理下に置かれておりまして､一般信者というのは一方的にそういう教団に

指導される立場にあります｡あるいは､教団が社会に対して供給している - 需要 ･供給という言い方をす

るのもどうかなと思いますけれども､言い方としてはそれが一番わかりやすいでしょう - 様々な教理､

あるいはもっと一般的にいえば意味といったらいいのでしょうけれども､様々な物事の意味､言葉の意味､

行いの意味､あるいは事物の意味､そういった意味の体系というものを､一般の信者さんたちに供給し､信

者さんたちはそれを一方的に受け入れていく｡信者さんたちはそれを素直に受け入れていくことによって､

それぞれが自分の宗教的な人格を作り上げていくというのが一般的な宗教というもののイメージだろうと思

います｡最初からすごく理屈っぽい言い方をして申し訳ありません｡

アマチュアによる宗教-四国遍路

それに対して､四国遍路というのは､あるいは巡礼というのは - 巡礼一般と言えるほど私は世界の巡礼

について知っているわけじゃありませんので､とりあえず四国遍路､せいぜい西国巡礼ぐらいを念頭に置き

ながら､巡礼というものを考えていきたいと思うのですが- どういうふうに特徴づけられているのかと

いうことを考えてみます｡まず特徴的にいえるのはアマチュアの宗教だということです｡アマチュアによ

って創造され､アマチュアによって管理､維持されている宗教です｡この性格からして､管理という言い方

はふさわしくないかもしれませんね｡アマチュアによって維持されている宗教です｡ここには教団という

ものがまず存在しません｡今日では四国八十八ヶ所霊場会というものがありますけれど､あれは四国遍路の

世界ではごくごく新しいニューカマーでして､むしろ､四国遍路という宗教習俗を作りあげてきたのは一般

のアマチュアのお遍路さんたちです｡これはお坊さんでもないはずなんですよね｡仏教の教団にとって四

国遍路というのは､実のところそんなに大きな重い意味を持っているわけではありません｡教団の中でお坊

さんとして地位を上げていきたい､出世をしたいというならば､それぞれの教団が定めたカリキュラムに

従って勉強をし､修行を積んでいく｡それが教団の中での地位を上げてゆく唯一の道のはずでして､坊さん

にとって四国遍路に出てきたというのはほとんど実のところ､個人的には別ですけれど､教団の中の地位と

してはほとんど何の意味も持っていないというふうに言っていいと思います｡確かに最近では真言宗のお坊

さんだとか禅宗のお坊さんだとか､様々なお坊さんが四国遍路に出かけてきてはいるようですけれども､

あの人たちは一般のお遍路さんたちに比べればはるかに新参者であるわけです｡ですから､お坊さんたち

が四国遍路の世界に入ってきたところで､むしろ一般のお遍路さんたちが作り上げてきた四国遍路の世界に

お坊さんたちがいわばアマチュアのお遍路さんとして- 宗教家としてはプロのお坊さんではあるわけで

すけれども - 参入してくるという形になっているのです｡まして禅宗のお坊さんなんかでしたら､禅宗

という教えと四国遍路の教えといいますか､四国遍路の宗教観はまるで違うはずです｡しかも禅宗にとっ

て､弘法大師は別に何者でもないわけですから､禅宗のお坊さんにとってはそんなに大きな意味を持ってい

ないということは､それだけでもお分かりになるだろうと思います｡

では､一般のお遍路さんたちはどういうふうにして四国遍路という宗教習俗の中に入ってくるのか､ある

いは宗教習俗を作り上げてきたのかといいますと､それはいうなればそれぞれのお遍路さんたちが主体的に 
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行動するしかないのです｡どこかあるお寺なり教団なりから供給された教理でもって四国遍路という､儀礼

の体系であるとか儀礼であるとか､あるいは意味づけだとか､そういったものを作り上げていくわけには

いきません｡いうなれば見様見まねでお遍路さんの格好をしてお遍路の世界に入ってきますDそして､歩き

ながらあるいは自転車に乗りながら､バスや鉄道を乗り継ぎながら八十八のお寺を歩いていく｡歩くことに

よって様々なことを考えるわけですよね｡様々なことを考えて､自分自身の四国遍路としてのいうなれば人

格を作り上げていくわけです｡人間を作り上げていくことになるわけです｡

孤立していない遍路一劇場としての四国八十八ヶ所一

四国遍路のもう一つ非常に面白い点は､自分でその行為を成し遂げたところで､得たものを自分の中に閉

じ込めておかないことですね｡自分はこういうふうなことを四国遍路という自分自身の行為の中から見つけ

てきたのだということを､閉じ込めておかない､黙っていない｡お遍路さんたちは世間に対して実によく

語るんです｡

これは少し話が飛んでしまいますけれど､メモの第 3章 ｢表現者たち｣というところ､その一番最初に

｢巡礼記｣という言葉をあげておきました｡お遍路さんたちは社会に対しては極めて焼舌です｡よくしゃべ

ります｡先ほどインターネット云々ということを言いましたが､インターネットをもしやっている方がい

らっしゃいましたらば､有名なインターネットのサイ トがあります｡ ｢掬水へんろ館｣というサイ トで

す｡この名前で検索していただければ､検索結果の先頭に出てきます｡その ｢掬水へんろ館｣というところ

を見ますと,いろんな遍路情報が飛び交っているのですけれども.面白いのがその ｢掬水へんろ館｣の中

で､インターネットを通して巡拝記を流している｡大変な数の巡礼記が公開されているのです｡一応ここに

記載された数だけを見ていきますと､歩き遍路というのが圧倒的に多いのですが､通し打ちが83､区切り打

ちが42､現在進行中というのが48ですから､173ですかね｡サイ ト独自の巡礼記を含めて､このサイ トから

インターネットで180近く読むことができます｡それから自転車だとかバイクだとか電車､バス､そういう

ものに乗りながら何らかの交通機関を使いながら遍路している方のインターネット巡拝記ですね､これがま

たそれぞれ55､60くらいの数になります｡それから書籍､これは書籍の中身ではなくてこういう書籍がある

よという巡拝記の書籍情報ですね､これの紹介があるのですが､ ｢掬水へんろ館｣では76という数が出てい

ます｡ところが､今朝がた県立図書館に寄ってみたのですが､四階の郷土資料室のところに四国遍路に関す

るコーナーがあります｡そこを見ましたなら76なんて数じゃない｡数百冊､これは遍路の巡拝記とガイ ドブ

ックを含めて､割合はどうなるか分りませんけれど､とにかく数百冊､少なく見積もっても三百冊､四百冊

くらいには多分なるのだろうと思います｡大部分が自費出版みたいなものですね｡出版社の名前を見ます

と､世間に知られているような大きな出版社というのはあまりありません｡印刷屋さんが出版を引き受けて

くれたといったような感じの出版社ですね､このようなものがほとんど大部分と言っていいと思います｡

とにかく四国遍路をすると､なんで皆こんなに書きたがるのだろうと思うくらいの巡拝記というものが､

いま現に世の中に出回っているわけです｡また四国遍路のガイ ドブック､それにはこういうやり方で巡拝を

していきなさいとか､こういうところに気をつけろとかいうことを書いているわけですけれども､これも

またいうなれば自己流がほとんどですね｡こういうやり方でやらなければいけないということを､どこか

の教団が表明したなんていうことは今までの長い千年にわたる巡礼の歴史の中で一度もないわけですから､

皆さんがそれぞれに考えて自己流で編み出したものをこんな形で世の中に発信していくのです｡

つまり､まず巡拝をする｡そして､それを自分の胸の中に納めておけないで､世の中に発信していく｡そ

れを誰かが読んで､その情報なり考えなりといったものを受信するわけです｡それを受信して､遍路という

のはこんなふうにやっていけばいいのだなということを学んで､自分でまた歩いていく､自分で巡拝をす 
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る｡そこで考えたことをまた世の中に発信していくという､発信 ･受信の繰り返しでもって四国遍路､巡礼

というものは作り上げられてきたというふうに言ってよかろうと思います｡とりわけ,この現代というの

は､発信の方法というのは非常に様々なものがあります｡本で書くだけではなくて､例えばテレビ ･ラジ

オを通して語るとか､あるいは最近では先ほど言いましたようインターネットを通して語るというよう

な､発信のための手段というのはずいぶん多様になってきていますので､発信する人も受信する人もその数

がものすごく増えてきているわけですね｡今ではなんと小さなパソコンを担いだまま巡拝をして､リアル

タイムでその日その日の巡拝をホームページにアップロー ドしながら､巡拝を続けているというような人

が少なからずいるようですb車で行くのでしたらわかるのですが､歩き遍路の場合には一般的には荷物は 

5kgが限度だといわれているようですから､どんな小さなコンピューターでも400-500gぐらいはあります

ので､それを持って歩くだけで大変な重さになってしまう｡そこまでしなくていいじゃないかと思うので

すが､そこまでして発信したい人がいるという､不思議といえば不思議だし､呆れるといえば呆れるような

心情がある｡

でもそれが巡礼の一番大きな特色だと思うのです｡日本の宗教あるいは世界の宗教を通してみた時に,自

分で発信したがるという､その発信 ･受信のサイクルでもって宗教というものが作り上げられていくという

あたりが,この四国遍路という宗教習俗のまずは一番大きな特徴といってよいのではないでしょうかbこれ

はアマチュアの宗教であるがゆえにそうならざるを得ないというところもあるでしょうけれども､アマチ

ュアの宗教でも受信 ･発信のサイクルというものがほとんどないというものも勿論ありますbいわゆる民

間宗教といわれるもののほとんどは発信 ･受信のサイクルなんてないわけですけれども､巡礼の場合にはそ

れがあるというのが一つ大きな特徴だと言っていいかと思います｡まずはとにかく自己流でやらなければ

いけないということ､それからお互いがお互いで発信をしあっている｡

別の表現をとるならば､結局お遍路さんたちは孤立していないのだといえるのではないかと思います｡四

国をめぐる遍路たちは孤立していない､一人じゃないのですね｡たった一人で歩いているようだけれど､

色々なところで情報交換をやるのです｡自分で情報を手に入れ,それを自分で考え､自分で作り上げ､また

それを発信していくのです｡けっして一人だけにならずに､しかもそれぞれが積極的に表現しつつ､結果的

に皆で何かを作 り上げていっている､そのありさまを私は ｢劇場｣ということばで表そうとしたいので

すb

しかも,ここに加わっているのはお遍路さんたちだけではありません｡そのお遍路さんたちをめぐって

また様々な人たちが色々な形でそこに関わってきます｡とりわけ､この劇場のもういっぽうの登場人物､大

事な意味合いを持った登場人物というのは､この地元の人たちです｡地元の方たちも､お接待という行動を

通してこのお遍路さんたちに関わりを持ってまいります｡巡礼記を読んでみますと､どうも最近はお接待も

また何か大流行という感じが実のところあります｡私が三十年以上も前にお四国をやっていた時にはお接待

をもらうということは,時たまはありましたが､そんなにあっちでもこっちでもそれを頂くということは

ありませんでした｡ところが､お接待もまた､四国の方たちがこれまたどういうわけかお接待をしたがる

のですね｡こういう言い方をしてはものすごく失礼なのですけれども､どうしてこんなにお接待をしたが

るのだろうかとさえ思います｡百円､二百円のお接待ならまだ話はわかりますが､千円､二千円のお接待が

あったり､巡拝記を見ていますと､時には一万円もらったというお接待があるのですよね｡これまた呆れた

と言っていいくらい､ちょっとお接待の限度を超えているだろうというくらいの額のお接待もないわけじ

ゃありません｡そういうふうにお接待が非常にどうも最近増えている｡それもただお接待をするのではな

くて､お接待に伴う形でお遍路さんに話しかけるとか､わざわざ足を止めたり車を止めたりしてお遍路さん

に話しかけて､お遍路さんとしばらくや り取りをしてまた行ってしまうとか､あるいはそこで車のお接待 
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をするとか､お接待にもいろいろな形があります｡そういう形でお遍路さんに関わりをそこで持とうとす

る､これもまた登場人物の一人としてお四国に関わる関わり方なのだろうなと思うわけです｡こんなふうに

して､お接待をする人たちは特にそこでそのことを通して発信するということではありませんけれども､

時には様々なお遍路さんたちの交流をまた別のお遍路さんに語るという形でフィー ドバックしていくという

ようなことも､おそらくないわけではないだろうと思います｡そういう意味では､やはり発信 ･受信とい

うサイクルの一環にお接待をする方たちというのも入ってくるだろうと思います｡

札所の住職さんはどういう役割を果たしているのだろうかということは､またあとで話したいと思います｡

こういうふうにして､様々な方たちが様々な形で関わる､そ してそれぞれがそれなりに自分のス トー

リーを作るわけです｡お四国というのはこういうふうにしなければならないのだ､お四国をまわるという

のはこういう意味があるのだということ､そのようなストーリーをそれぞれ自分なりに作っているのです

ね｡しかも人々は作るだけでなく､それを世間にむけてみずから発信する､つまり表現するのです｡私は

最近､このような宗教のありかたを ｢劇場宗教｣と呼んでみてもよいのではないかと考え始めているところ

です｡それはたんなる呼び方の問題ではなく､この社会にはそのように呼ばれうる宗教類型があるのだとい

う考え方ですOつまり ｢劇場宗教｣と呼ばれうる宗教は四国遍路や巡礼だけではないと考えているのです

が､今回そこまで話を広げるつもりはありません｡ただじつをいいますと､この ｢劇場宗教｣論というの

は今日がはじめてでして､テーマタイ トルにこめた ｢劇場｣ということばについて､そんな意味あいだと

いうことを最初にご理解いただきたいと思います｡

劇場での演じられ方

ここでもう一つ大事な点に触れておきます｡四国遍路におけるストーリーというのは教団によって管理さ

れているわけではありませんから､けっこうその時その時でいい加減なんですね｡あの時はああ言ったけ

れどもこの時はこう言った､決して四国巡拝をしている間はお酒は一滴も口にしないというような誓いを立

てたにもかかわらず､二､三日するとあえなく挫折してしまうなんてことはよくあることですし､これ以

外にも､とにかくあの時とこの時とで対応が違うというようなことも日常茶飯事だと言っていいと思いま

す｡つまりス トーリーが､これもまた非常に下世話な言い方をするならば､誰によっても品質管理されてい

ないのです｡私はこういう身も蓋もない言い方を時々することがあって聾塵を買うのですが､宗教というの

は一面では物事の ｢意味｣を売る産業です｡意味を売る産業だから､それによって教団はお金を手に入れる

ことができるのは当然のことなのだ､というふうな言い方をして学歴を買うことがよくあります｡教団が

物事の意味を売ろうとする以上､その意味に関する品質管理というのはかなり厳重にやらなければいけませ

ん｡規模をとわず､企業は自分が世間に対して提供している製造物の品質管理をやるわけですが､この劇場

型の宗教においては品質管理が実にいい加減だということがまず一つあります｡皆てんでバラバラの方向を

向いていて､なおかつその品質というのはそう高いレベルにあるわけではないということが一つの傾向と

してあります｡

ところがもう一方で､バラバラなようでいながら画一化と言いますか､あるいは標準化と言ったらいいの

でしょうかね､統一されていくという方向が同時に非常に強く出てきているというのが､現代的な四国巡礼

のあり方､ブームの中での四国遍路という宗教のあり方のもう一つの側面だろうなと言っていいと思えるの

ですO例えば､その中でよく言われるのは､歩き遍路というのが数あるお遍路さんたちの中で一番高い所に

いる､グレー ドの高いお遍路さんたちである｡それに対して自転車遍路だとか自動車遍路なんかは少し地位

が落ちていって､一番下にいるのは例えば伊予鉄の団体バスで (ごめんなさい失礼します)団体参拝をする

というようなお遍路さんたちというのが一番下にいるというような､そういうグレー ド分けですね｡これ 
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なんかは近年の遍路ブームの中で作られたスタンダー ド､標準というものの最たるものかなというふうに

思うわけです｡その他に今日これから､ここでこんなに時間がたってしまいましたが､色々な例を上げて

お話しますが､たとえば納経帳のことだとか服装のことだとか､お寺での巡拝の仕方であるとか､そういう

様々なことをめぐっての標準化というのが一方であります｡その二つ､相反する二つの動きというのが今日

の､劇場宗教としてのお遍路さんの大きな特徴であるのかなというふうに思っております｡ここまでで時間

をとってしまいました0第二幸に話を入っていきたいと思います｡ 

2.舞台と演出プラン

歴史の解明とその成果

この四国霊場という舞台､そこでどういう演出プランが見られるのでしょうか｡もちろん実際の劇場では

ありませんから､誰か特定の演出家がプランを練ったわけでもないのですが､考えてみると四国遍路という

のは本当にうまくできた宗教習俗だと思いますOここにいらっしゃる方々に今さら申し上げることでもあり

ませんが､四国霊場あるいは四国遍路は､千年余り経てきたであろう歴史の中でいつできたのかということ

は明確にできません｡平安時代の中頃から少しずつ四国遍路の姿が出来てきたのであろうと言われていま

す｡四国遍路が､弘法大師の霊場を巡っていく宗教習俗なのだということがはっきりしたのがいつなのかと

いうことも実はわかっていません｡鎌倉時代の中頃ではないかとも言われているようですが､それも所詮推

測以上のものではありません｡そのあたりは西国巡礼とかなり違うところであるわけです｡やはり四国遍路

の転機というのは江戸時代に入ってきてからだと思います｡これまた誰が決めたのかはわからないのです

が､おそらく宥弁真念という名前が今までの講演の中でも何回も出てきたと思います｡真念さんが八十八と

いう数を決め､それからお寺の数を決め､その順番を決めたのだろうと言われているようです｡しかし､

それも確実にそうだとわかるわけではないと思います｡

ここ十数年､とりわけ内田先生のプロジェクトで四国遍路の歴史的な研究が本格的に組織的に行われるよ

うになって､四国遍路についていろいろな細かいことがわかってきています｡おそらく四国遍路について

これからの研究の中で一番伸びしろが大きいのは､歴史を掘り起こしていくというところにあるのだろうと

思いますO宗教習俗そのものについては､これから先そんなに研究の伸びしろというのはないだろうと思

いますし､せいぜいどんなアイデアで語っていくかというようなところで留まると思います｡歴史に関し

てさまざまなことが明らかにされていく中で､今まで本来のものだと思いこんでいたようなことが､案外

起源の新しいものだということがわかったというようなことも随分あるようですO

参詣者を引き寄せる工夫

劇場としての四国遍路を考えた際､世の中に受け入れられるようになった時の一番卓抜なアイデアという

のは､やはり八十八という数を限定したことです｡四国の中に存在する､お大師様にゆかりのあるお寺を巡

っていくというというような唆味な形ではなくて､八十八という数を決めてしまったこと､しかもどこと

どこのお寺であるかと決めてしまったこと､そしてそれをどういう順番で回って行けばいいのかというこ

とを決めてしまったこと､これらをいわばルールとして決めてしまったことによって､誰でも参加できる

四国遍路という舞台が整ったと言っていいように思いますDこの八十八のお寺を巡るということによって､

誰でもが四国遍路という舞台の参加者になれるわけです｡そのあたりがどことも知れないいくつものお寺を

巡っていくという､外枠の唆味な社寺巡り一般との最も大きな違いだといってよいでしょうO

巡拝の順番を決めたということについては､お配りした講演メモには ｢オリエンテーリングの発想｣と表

記しておりますが､これは私のいい加減な四国遍路の体験からかなり痛切に感じたことでもありました｡そ
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して巡拝記を読んでいても､しばしばそういった発言も出てきます｡逆に､四国の八十八のお寺は､社寺巡

拝における聖地なのか､ということについても考えてみなければなりません｡人はよく ｢聖地巡礼｣とい

う言い方をします｡では匹l国遍路は聖地巡礼なのか､八十八の札所は聖地なのかということを考えた時に､

どうもそうではないのではないかという思いが私にはあるのです｡八十八のお寺を巡っていくということ

と､オリエンテ-リングに良く似ているということが表裏一体なのですね｡

お四国の巡拝記を読んでいますと､札所の納経帳､あるいはお坊さんの対応について､かなり痛烈な品定

めが書かれていることがよくあります｡たとえばあるf L所で ｢このお寺は風情があるO好きだ｣なんてこ

とが書いてあるかと思うと､つぎの瞬間には同じお寺の住職さんの対応に裏切られる｡次の札所への道をた

ずねると ｢看板読めば｣などと返されてむかっ腹をたて､すかさず ｢このお寺は嫌いだ｣などと続ける｡

この筆者は自分を ｢自分勝手｣とユーモアまじりに評していますが､札所に対する品定めとしては遠慮があ

りません｡

また別の巡拝記をよんでみますと､こちらにはもっとすごい表現がありました｡ ｢顧客満足度が高い｣と

いう言い方をするのです｡顧客満足度が高い札所というのは､八十八ヶ所ではなくて､番外霊場のほうだと

いうのです｡番外霊場の方がスタンダー ドな巡拝路ではないだけに､お寺の対応がよいということです｡で

すからお寺を巡った時の満足感というのは､これはその巡拝記の著者自身ではなく行き会った別の遍路さん

の意見を紹介しているのですけれども､ ｢八十八ヶ所よりも別格､別格よりも不動霊場､尋某羅霊場のほう

が参拝客が少ない分価値が高い｣というのですね｡それはこの筆者は ｢顧客満足度｣と言いかえているわけ

です｡そして自分自身でも ｢番札所にはない暖かさを感じた｣と書くのです｡この筆者は企業に勤めるサラ

リーマンなので､顧客満足度という言葉は日常茶飯に飛び交っているのでしょう｡もし聖地であるのなら

ば､こういう企業用語を借りた身も蓋もない言い方､そういった品定めをやるべきでないのはいうまでもな

いでしょう｡ここは聖なる場所であって､お参りしたならばありがたくお大師様のお蔭を感じとらなけれ

ばならないという場所であるはずです｡そこが良いだの悪いだの､私が満足しただの満足しなかっただの

と言ってはいけない｡もし聖地であるのなら､満足しなかったのはその人の心がけが悪かったからだと､

あるいは気持ちの持ち方がいけなかったのだというように片づけられてしまうところを､顧客満足度など

というあけすけな言い方をしています｡

そういった言葉が巡拝記の中に出てきてしまっているということは､この八十八のお寺というのは果たし

て聖地なのか､というようにも言えるわけです｡それに対応してある巡拝記にはこんなことが書いてあり

ます｡四国遍路は ｢スタンプラリーやオリエンテーリングに大変似ている｣という表現がまずあります｡

そして霊場を構成する ｢点｣つまり札所と､ ｢線｣これは道中です､その両者の関係を､ ｢遍路を構成する

点と線のコントラス トが逆転してくる｣と表現するのですね｡本来ならば､四国遍路は八十八ヶ所札所巡り

ですから､札所がメインで､道中というのはそれを結ぶ背景でなければならないはずです｡その点と線の

コントラス トが逆転していく｡ ｢点は道に迷わないようにするための単なるチェックポイントであって､

その内容はどうでも良い｣と続くのです｡

じつは私自身も昔､かなりへたれな遍路ではありましたけれども､そう思いました｡とにかくまず歩く

ことが自分にとってのメインであって､お寺というのは､自分が間違いなくその道を辿っているかという

こと､自分がこの道中をどこまでやってきたのかということを確認する､そのための目印になるという意

味合いが遍路さんたちにとってはもっとも重要なのではないか､といったことを強く感じたのです｡スタ

ンプラリ -というのはそういった意味合いです｡私が歩いた時には､もっとけしからん言い方ですが､田

んぼの中の道を歩いている時の電信柱みたいなものだと実の所思っていたわけでして､それよりはスタン

プラリーと言った方が､あまり無礼さが少ないのではと思うのです｡ 
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しかしこの感覚はとても重要なことだと思います｡四国遍路を世界遺産に指定しようという運動がありま

すが､世界遺産として指定されるにふさわしい四国遍路の中身というのは何なのかということを考えた時

に､やはり第一には四国八十八のお寺というのが四国霊場の本体だと言っていいのだろうと思います｡とこ

ろが､歩いているお遍路さんたちにとっては､四国遍路の本体はお寺ではなくて､道中であるという感覚が

あるわけです｡ではその道中がメインなのかというように考えてみますと､その道中の在 り方にはまた

様々な道中のとり方があるはずです｡歩いてもよし､自転車でもよし､自動車でもよし､あるいはさまざま

な公共の交通機関を使ってもよし､それぞれが全部遍路道なわけです｡そこで四国遍路を文化財なり世界遺

産に指定しようという時に､古い遍路道というものを取り出して､それが歴史的な､あるいは文化財として

の四国霊場の本体であるというように認定すればいいのかというと､実をいうとそうではありません｡

｢遍路道｣という特定の道は､歴史の中でそもそも一度も存在したことはないのですからC地元の人たちが

日常的に使っている道を､お遍路さんたちも歩いていたというだけのことです｡ですから遍路道にも使用さ

れた古い道がかつてあって､そのうちのいくつかがこの四国の土地の中に残っているということでしかな

いのです｡しかも時代時代によって遍路道の在り方､あるいはその人その人によって遍路道の選択の仕方と

いうのは､交通機関によっても様々なわけですから､全てが遍路道であるはずです｡

そうすると四国霊場の物理的な本体､物としての四国霊場の本体とは一体何なのか､ということを考えて

みると､これもまた存在しないということになってしまいます｡そういう意味で､四国遍路というのはそ

もそも世界遺産なのかという問題に立ち戻ってみた時に､私はやはり遺産ではないのだろうと思います｡今

現に生きているいろいろな人たちがそこに関わりを持って､今まさに上演されている舞台そのものなわけ

です｡したがって ｢遺産｣という範噂にはなじまない概念なのだろうと言わざるをえないのではないか｡

しかしいっぽうで､依然として世界に冠たる四国遍路であることは間違いありません｡こんな素晴らしい宗

教習俗を持っている国､あるいは土地柄はどこの世界を探しても無いだろうと思います｡それをどういう理

屈で持って､日本の文化庁なり世界遺産委員会なりが意味づけていくかということは､むしろ日本の文化庁

や世界遺産委員会の方の見識が問われているというべきでなないかと考えるのです｡万が一世界遺産の指定

に外れたからといって､そのことを残念だと思う必要はかけらも無いのだということは､ここでやはり強

調しておきたいと思います｡

標準化への道

さて､納経帳-スタンプラリーとの類似､とメモに表記しました｡これもまた､これを持っていれば参加

したことになるという､うまい小道具であったことは間違いないと言えると思いますCそれから次に､標

準化への道､と表記しました｡これは白衣だとか杖だとか徒歩巡拝､あるいは納め札ということを意味して

いますが､この中で一番大きな意味合いを持っているのは白衣です｡ここではユニフォームと書きましたC

巡拝記を見ますと､白衣とはユニフォームだと言っていいのだと書いている人もおられます｡ですからユ

ニフォームという言い方をしても一向に差し支えないのですが､もう一つ私はここでも身も蓋もない言い方

を考えてみましたCコスプレ､つまりコスチューム ･プレイであると｡お芝居であることを考えた場合

に､やはり登場人物としての衣裳が必要になるわけです｡これは登場人物として､この人はどういった役割

をもってこの舞台に登場してきているのかということを､お遍路仲間にも､あるいは様々な観客､お接待す

る方たちに対しても､その人の役柄を一目でわからせるために､一番便利な道具立てというのが白衣だろう

と思います｡そういう意味ではコスプレといってよいと思います｡

こんな言い方をしてしまいましたが､これは二つの意味あいで重要なことだと思います｡一つは､役柄を

一目で登場人物たちの仲間に理解させるといった意味あい｡もう一つは､自分がその役柄になりきるための 
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てだてとして白衣が必要になってくるという意味あいです｡

数年前に内田先生がお話下さって､そうなのかと思ったことがあるのですが､四国遍路の白衣というのは

そんなに古くはないそうです｡江戸時代には白衣というのは一般的ではなく､ほとんど白衣を着ることはな

かったそうです｡言われてから四国遍路の巡拝絵馬などを見ますと､たしかに娘たちは白衣というのは着て

ないのですね｡普通の旅姿､普通の地味な着物の上にせいぜい笈摺を着て､笈を背負う｡笈も普通の風呂敷

で包んだ時の荷物というのがほとんどだと思います｡そう言われてみますと､白衣というのは決して古い

ものではなく､ごく新しいものであろうと思います｡しかしごく新しいといってもそれが明治頃なのか大

正頃なのか､あるいは昭和､それもこの戦後何回かにわたった四国遍路ブームの中で定着してきた､お遍路

さんたちのユニフォームとして一般的になってきたのか､その辺の所をきちんと後づけていくというの

が,先ほども言いました四国遍路研究の伸びしろの部分であろうと思うのです｡厳密な意味で白衣というの

はどのように標準化してきたのかという経過を見極めていくのは､非常に大事な課題だろうと思いますC

とにかく白衣というのは､今日ではとても大事な遍路アイテムです｡すでにごく標準的な遍路装束として定

着していますから､お遍路をする時に白衣を着ないという選択､着るという選択がそれぞれありますが､む

しろそれを着ないという選択に対してのほうに､自分はこういう理由で白衣は着ないのだということへの強

い意味づけが必要になります｡また白衣を着るならば着るで､白衣を着ることの方がむしろ抵抗がないとい

うべきかもしれませんo一般的に白衣を着るものだということになっているわけですからO逆に着ないと

いうことの方が強い抵抗をうけることになる｡私はそんなに宗教心いっぱいで遍路をしているわけではな

いから､白衣を着ながらの巡拝というのは､本当のお遍路さんたちに失礼であろうという思いから､白衣を

着ないという選択をする人もいるようです｡それから八割方遍路旅が終わった所で､ようやくそこで白衣を

手に入れて着るようにしたという方もいらっしゃるようです｡

このように白衣を着る着ないということが､白衣の上で大きな意味合いを持つことがあります｡そして着

る人の方がむしろ､あまりものを考えないで着る傾向にあるように思います｡言いかえれば白衣を着ること

のほうに一種の強制力､こういってことばが強すぎるならば､標準化への圧力が働いてしまうという実態が

あるのです｡

これもある巡拝記に､ある若い人に ｢白装束に抵抗はないのか｣と聞いてみたところ､ ｢今一番 トレンデ

ィなのが遍路だと思う｡白装束はかっこいい｣とかえってきたとありました｡そういう理由で白衣を着ると

いう人もいますCあるいは ｢まず形から入ろうと思って白衣を着ました｣という若い女性もいました.

｢まず形から入ろうと思って｣というのは､これもまた重要なことだと思います.つまりスタング- ドな

教えというのが四国遍路には無いのですから､いろんなメディアを通して自分で手に入れ､またさらに体験

することによって自分で作っていかなければなりませんDそうすると一般的な仏教でしたら､お坊さんの

所へ行ってお坊さんにその宗派の教えを聞けばいいわけですが､そういった最初の手掛かりというのが四国

遍路にはないのです｡そうすると最初の手掛かりとは何かと言いますと､形しかないわけですね｡まず形

を整えるということです｡そこで ｢まず形から入ろうと思って｣という女性の言葉というのは､ご本人が考

えている以上に四国遍路の本質的な所を表現しているのだと思います｡

この巡拝記を書いた人は､こんなことを書いていましたO

そして､その一人一人も､歩き続けるうちに､外形だけでなく中身も遍路になっていく

と｡あるいはこうも書いています｡

思いつきで遍路を始め､深い考えもなく白装束を身につけたO今思えば ｢ウェア｣感覚だ.だが白衣 1

枚で地元の人々から ｢遍路｣として過されることを通じて､白装束の重みを感じ､背筋が伸び､心が引

き締まり､成長してきたと思う｡要するに僕も ｢形から入った｣のだった｡ 
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外形から入っていき､歩くという経験を積み重ねていくことによって､自分自身の遍路的役柄をこえ､い

わば四国遍路としての人格を作り上げていくという､そのあたりの呼吸というものが四国遍路の最も本質的

な部分を意味しているのではないかと思います｡

ある巡拝記には､自分たちにとってお遍路というのはどういった宗教であるのかということへの思い

を､ ｢理論｣という言い方で表現しています｡あるいは先ほどから私が言っている意味合いからすると､ス

トーリーと言っていいかと思います｡そして

こうした理論を組み立てては､人々は遍路文化に様々な意味づけをしてきたのであり､またそれを楽し

んできたのだと思う｡

と､結論づけるのですO四国遍路というのは､誰もが言いますが､やみつきになるものだといいますO二

回やれば三回､三回やれば四回､この達成感があるからこそ皆が発信したがるのだと思います｡そこまでの

達成感が無ければ､おそらくここまで皆書きたがらないだろうと思います｡この達成感はおそらく世界の巡

礼にも共通したものだと思いますOその達成感というものは苦行だと言いながらも､上の言葉にあるよう

に､楽しみでもあるのです｡歩くことの楽しみだけではなく､歩くことに意味づけをすることを楽しむと

いう意味合いだといってよいでしょう｡楽しんできたのだという感覚も､お遍路にとってはとても大事な

ことだと思われます｡

自分なりの様式化-マイルールの設定

次に､自分なりの様式化-マイルール､という点に触れていきましょう｡これも巡拝記を読んでいるとな

かなかおもしろい所です｡巡拝記を見ますと､お遍路をやっている間自分はこういうことをしよう､ある

いはこういうことをしないようにしようという､何か自分なりの決まりを作るという人がわりと多いよう

です｡先ほども言いましたが､お四国をやっている間はお酒は一滴も飲むまいと思いながら､知り合いの所

でビールを出されて､まだ四国に入っていないからいいかとピールを飲んでしまったという､禅宗のお坊

さんもいらっしゃいました｡例えば､ある方は巡拝記に ｢僕なりの遍路ルールを決めていた｣と書いてあ

って､四点ほどあげてありました｡一番目に､全行程を歩き通すということ｡二番目に､一番から番号順に

まわること｡所々は逆うちをしたほうが歩きやすいという所もあるようですが､そういった所も必ず番号

順に歩いていこうということです｡全行程を歩き通すということは､例えば車の接待に預かってしまったと

か,交通機関を使ってしまったという場合には､またそこに戻って歩きそこなった所を全部歩き通していこ

うということを意味しているようです｡それから三番目に荷物を預けない､荷物を置いてのピス トンもしな

いO四番目に煙草をすわないOささやかながらこういった遍路ルールを決めたみたいですOその方には

｢札所にお参りした時には､まず手水で体を清めて次に荷物をベンチに置き､鐘があれば一打ついて､しか

る後にお堂参りをすることにしている｣というようなマイルールもありました｡巡拝記を見ますと ｢山門

から左の方を回って入っていくのだ｣とか､あるいは ｢お賓銭の額を本堂にはいくら､大師堂にはいくらと

いうふうに納めていこう｣というようなことをマイルールとしていた方もいらっしゃいました｡あるいは

ある方は ｢立ち小便はしない｣というマイルールを決めて､同行者に対してそういった宣言をし､その若い

同行者はあきれたような顔をして自分の顔を見ていたという､おもしろい件も書いてありました｡

そういったマイルールを決めるというのも､やはりよりよい登場人物でありたい､より完壁な役割を演

じている登場人物でありたいという演出プラン､意欲の表れといえます｡そうした演出プランや意欲の表れ

であるマイルールというのが､何らかの形で定められているというようなことも､この演劇の一つの特徴

であると思います｡ 
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3.表現者たち

放浪遍路の雄弁な語り

さて､次の第三章に参りましょう｡

巡礼記による語りについては先ほど話をしました｡とにかく､おそらく他の宗教には見られない大きな特

徴であると言っていいかと思います.そしてこうした巡礼記にかぎらず､お遍路さんたちは一般的にかなり

雄弁であります｡お遍路さんたち､とりわけ歩きの遍路さんたちは､行き会った時に身の上話をすることが

多いようです｡お互いに年齢や出身､時には仕事のことなど､あるいはなぜお遍路にやって来たのかという

ことを聞いてみたりするようですCそういった中でかなり積極的に､時間をかけてお遍路さん同士の語りと

いうのが行われる場面が､巡礼記にはしばしば登場します｡このような場面を､これまでうっかり読み過ご

してしまいました｡体験を共有する歩き遍路同士の親近感の現れと､単純にみてもよかろうと考えてしまっ

ていたからです｡しかしこの場面を巡礼記そのものと同様､四国遍路という宗教習俗の本質的な一部分とし

て､つまり四国遍路を特徴づける重要な特性の一つだととらえてみたらどうかというところから､今回の話

の基調が決まった次第です｡

講演メモには次に ｢放浪遍路の雄弁な語り｣とあります｡ここに放浪遍路という言い方をしていますが,

少しこなれない言い方かもしれません｡昔でしたら乞食遍路､あるいは職業遍路といったような言い方をし

ていました｡しかし､今では乞食遍路とも言いきれないし､職業遍路とも言いきれません｡ただ家に帰るこ

ともなく､十回､二十回と､何回でもとにかくひたすら歩き続けるということを目標にしているお遍路さん

というのは､最近は随分増えているようです｡

お遍路さんの托鉢というのはほとんど見かけなくなったと思いますが､つい先ほども大街道の入り口の辺

りで､鉢を持って托鉢をしている白衣姿のお遍路さんがいらっしゃいました｡あるいは､放浪遍路ではあり

ませんが､歩くということだけでなく宿にも泊らず野宿をするということを自分に課しているお遍路さん

も随分いるようです｡放浪遍路と言っていいようなお遍路さんは､ほとんどの場合野宿あるいは通夜堂に泊

まることがほとんどのようです｡しかし､これまでの四国遍路の研究の中で一番抜け落ちてきたもの､そし

てこれから先の研究の中で一番難しいのは､この放浪遍路と言えるような人たちの調査だと思います｡ごく

普通に巡拝している､いわゆる本当のお遍路さんたちのアンケー ト調査などは､卒業論文その他で試みられ

ているようです.しかし放浪遍路の方たちに関しては､そういったアンケー ト調査に応じてくれるという

ことはまずありません.それから研究者たちや学生が研究者然としてアンケー トを依頼するといった時に､

こうした方たちがアンケー トを受け入れてくれるということもまず期待できません｡ですから一番難しい

部分になるだろうと思います｡

乞食通路､職業遍路というのは､太平洋戦争直後はずいぶん数が増えていたようですC江戸時代に遡りま

すと､この遍路に出てきて放浪することによって生きていくという､それだけが生きるための手立てにな

ってしまったという人たちがたくさんおりましたので､ごく普通のことだったといってよいでしょう｡し

かし､高度経済成長期以降にはほとんど姿を消してしまい､本当に数人の人が歩いているらしいという情報

が飛んでいた程度のものでした｡しかし､ここ最近また放浪遍路と言っていいような人たちが増えているら

しいのです｡

筑波大学の文化人類学を専攻していたある四年生の女子学生が､卒業論文の調査している時に､放浪遍路

の人たちを乞食遍路と呼んでしまいました｡ ｢乞食遍路の調査をしているのですが｣と聞いて､相手にたし

なめられてみたり､ひんしゅくを買ってみたりといったことがあったようです｡この人たちに関する調査

研究というのは､私の知る限りでは､この時の筑波大学の卒業論文一本ではないかと思います｡大人の研究

者では､調査自体を受け入れてもらえないだろうと思います｡この女子学生の場合も半分は放浪遍路として 
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行動をともにし､いわば仲間として受け入れてもらうことによって､話を聞かせてもらうことができたそ

うです｡放浪する遍路さんたちは､いろいろな事情や思いがあって四国に居ついてしまったわけですか

ら､自分のことについて話してくれないという人の方が数としては多かったようです｡しかし中にはそう

いったインタビューに応じてくれるような人もおりました｡そしてこの卒業論文を読む限りでは､､そう

いった人たちは､実に雄弁に止まることなく滑らかに､あるいは放浪遍路仲間の中で喋り慣れているという

ような部分が､かなりあったのかなというように思えますOある人は大変雄弁に語ってくれて､二時間､三

時間と喋り続け､話したいことは話しつくしてしまったので､これで自分は行きますと言って行ってしまっ

た､などといった対応をしてくれたようですO様々な人がよく喋ってくれるというようなことを､卒業論

文に書いております｡

その中には､学生に対してお説教めいたことを延々と語るという人もいたようです｡遍路というものはこ

うあるべきである､やはり遍路の行動はこうでなければならないといったことをお説教するのですが､そ

のお説教の中身はしばしば矛盾しているのです｡あの時言ったことと､この時言ったこととは違う､あるい

は言っていることと､自分が実際にやっていることとが違うことがあるらしいです｡たとえば､托鉢は午

後やってはいけないと得々というのだという発言があります｡その学生が､自分も夕方に托鉢しようかなと

言えば､烈火の如く怒られたといいます｡托鉢は午後にやってはいけないのだと｡実際に南アジアの小乗仏

教での托鉢というのは､午前中やるべきものであって､午後にやってはいけないというのがスタンダー ド

です｡そういった知識がこの放浪遍路の中にも入り込んでいて､午後托鉢するのは何たることだと怒られた

らしいのです｡そこで怒られた女子学生は撫然とするわけですD最初に会った時には自分も午後にやること

があると言っていたではないかと｡あるいは､昼過ぎに托鉢に立つとなかなかもらいがいいよ､と教えて

くれたのはあなたではないかと｡あるいは､朝のんびりしている私へのあてつけのように思えた､と卒業

論文にも書いてあるわけです｡この卒業論文を読んでもらう機会がないので残念ですが､とてもおもしろい

ものです｡

先はど少し言いましたが､この最後の話は､要するにス トーリーの品質管理がなってないことの一つなん

ですね｡やっていることと言っていることが全然食い違っている､あるいはあの時言ったこととこの時言

ったことが食い違っている｡食い違っていても自分では平気でいる｡もうそれは､意図的に食い違わせてい

るのか､食い違っているとか矛盾しているということに自分でも気がつかないのか､その辺は分らないと

ころでありますけれども､とにかくそのス トーリーの品質が非常に良くない｡そうした面がこういうエピ

ソー ドにもよく表れていることなのだろうなと思います｡

放浪遍路さんは､皆が皆ではないですが､雄弁な人は本当に雄弁です｡そのことによって放浪遍路として

の自分というものを語ろうとする｡語ることによってまた自分なりの放浪遍路としてのス トーリーを作り上

げていこうという､そういう参加の仕方であろうと思われます｡このほかにも色々と話をしたいことはた

くさんあるのですが､先に進みます｡

遍路に働きかける人々

遍路に働きかける人々については､先ほどお接待のことを例にあげました｡お接待はどうもやはりかなり

増えているらしい｡善根宿というものも､たまたま自宅に泊めてあげるという形での善根宿も増えているの

かもしれませんし､お遍路さんを積極的に泊めている､かつて江戸時代にあったような形での善根宿といっ

たものも､今四国の中には各地にできているそうです｡なかには専用の建物をわざわざ持っているという善

根宿も少なくはないようです｡三十年､四十年前にはまったくそんなものは存在しなかったのですが､最近

はそういうものもずいぶん増えているようです｡ 
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善根宿だけでなく､中には､お接待をするという形で働きかける､あるいは世間話をしたがるといった形

で働きかける｡なかにはお遍路さんに自分の考えを強く述べ立てる､という形での働きかけなどもありまし

た｡これはある巡拝記でのエピソー ドですが､延々と､そんなものは巡礼とは言わない､歩かないのは巡

礼とは言わない､かくかくしかじか作法にのっとってやらないものは巡礼とは言わないというようなこと

を､三十分､一時間にわたって滑々とまくし立てられ､閉口したというのです｡遍路は怒っちやいけない､

完壁なお遍路さんであるためには怒っちやいけないと自分にいい聞かせながら､その語りに耐えていた｡

この怒っちゃいけないというのもまた自分のストーリーであるわけですが､本当に切れかけたというよう

なことを書いてありました｡もっともそのすぐ後に､その行きあったおじいさんというのは多分自分では

行きたいと思うのだけれどもお四国を巡れない､そういった彰憤が私に来たんだろうというふうに思い直し

た､とその方は書いていらっしゃったのですけれども､それは本当にそうなのかもしれません｡あるいは

そうだと言ったほうが確かに一番理解しやすいのかもしれません｡

善根宿経営者の語り

次の ｢善根宿経営者の語り｣は､最近増えているという善根宿､ここに行けばお遍路さん泊めてもらえる

という当てのある善根宿経営者についての話です｡無料で泊めてもらえるという善根宿が増えているようで

すが､これもある筑波大学の卒業論文の中に､善根宿の経営者についてのお話を伺ったものがありました｡

ここでとりあげられた善根宿の経営者の方というのは､四国出身の女の方が二人､よその土地からやってき

たという方が二人となっていました｡よそからの方というのは､ある時お四国をめぐっていて､思うとこ

ろがあって善根宿を経営するようになったという男の方たちです｡四人の方からお話を聞いているのです

が､実を言いますとなかなか面白いコントラストをなしているので､少しだけ紹介したいと思います｡

その四国に生まれ育った女性の方二人というのは､本当に素朴な､お四国という習俗の伝承者と言います

か､受け手であるわけです｡ですから､素朴にお大師様のことを口にします｡お遍路さんというのはお大師

様であり､自分にとってお遍路さんはお大師様と同じ存在なのだと｡見返りを求めているわけではなく､お

接待させていただいているのだというふうなことを､非常に素朴におっしゃったりするわけです｡このお

二人を見ていると､お遍路さんがお大師様であるというのは､四国遍路のなかで最も代表的かつ典型的な物

語りだということがわかるのです｡

ところが､四国の外からやってきた善根宿の経営者というのは､少しそのあたりの色合いが違うようで

す｡若い時にそれなりに仕事で成功して､成功すると同時にもう無茶苦茶な生活に入り､遊び歩いては家族

を泣かせるのですが､ある時何をどう思い立ったのか四国遍路に出かけてきた｡本当にその間に失敗もあっ

たり成功もあったりするわけです｡そういう浮き沈みの激しい人生を送り､そしてある時四国遍路へやって

きて､突然思い立って善根宿の経営をやるというような方がいらっしゃるのですね｡この方の場合には､本

当に一晩その学生とじっくり話をしてくれたようです｡それらの話から見えてきたのは､どうも四国に生ま

れ育ったかたとそうでない方との間にある､四国遍路をめぐる体質ともいえる考え方のコントラストあるい

は違いといったものでした｡そのコントラス トがくっきり表れているのは､お大師様をめぐる考え方とい

ったものです｡あたりまえのことですが､お遍路さんはもちろんお大師様その人ではないのですよね､し

かし四国で生まれ育った女の人たちには､素直にお遍路さんはお大師さんであるということを口にすること

ができる｡そしてお遍路さんに対して無償の厚意をよせることもむずかしいことではない｡しかし生え抜

きでない人たちにとって､お遍路さんはお大師様だという考え方は､そんなにすんなりと受け容れられる

ものではどうもなさそうです｡ですから､お遍路さんだからもう何をしてもいい｡お遍路さんは何もしな

くていい､とにかく泊ってもらっているだけで､お大師様に泊っていただいているのだというふうには素
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直には考えません｡善根宿という行為を､自分とお大師間とのあいだのことというよりは､人間と人間との

あいだにおこっていることととらえようとする｡ですからお遍路さんであろうとも､一晩宿にお世話にな

ったら掃除の一つもしていけ､という言い方をするわけです｡そういうことをお遍路さんに求める｡お接

待を当たり前のように受ける遍路に対しては疑問を覚えるというようなことを言っているのですね｡何か簡

単なことでよいから行動でお礼をすべきである､というような言い方をする｡結局､ギブアンドテイク

で､見返りを何らかの形でもらっているわけです｡あるもう一人の善根宿の方は､お遍路さんは私が出来な

いような体験をしている､そんなお話を聞かせてもらうお礼のつもりで善根宿を経営している､ただで泊め

て差し上げているのだというような言い方をしています｡あくまで人間と人間との間のやり取り､この世俗

の間での人間と人間とのやり取りであって､お大師様とではない｡お大師信仰という範晴の中に入ってしま

うようなお遍路観､善根宿観とはちょっと意味合いが違う心情のもとにあるようです｡そのあたりが少し面

白かったものですからお話しました｡ 

4.劇場世界のほころび

へンロとへンド

さてそのように､お遍路､接待者､札所住職､あるいは善根宿の経営者､そういった様々な役柄を､皆が

それぞれ精一杯できるだけ完壁に演じようとしています｡そういう四国霊場という劇場､舞台であるわけで

すが､この劇場と言うのはもちろん建物の中の劇場とは違います｡四国というこの地に､日常生活の現実世

界に重なる形で四国遍路 ･四国霊場と言う虚構の舞台があるわけですから､日常生活とこの舞台というのは

無縁では絶対にいられないはずです｡ですから必ずどこかにほころびが出てきてしまいます｡矛盾が必ず

見えてきてしまうのです｡この舞台の上では､ ｢お遍路さんとはお大師様なのだ｣､ ｢同行二人､つまりお

遍路さんはお大師様と二人連れで歩いてきている｣､ ｢お遍路さんは､お大師様そのものである杖をついて

歩いてきている｣､ ｢お遍路さんは白衣を死に装束になぞらえて､いわば死者として歩いているのだ｣ある

いは ｢お遍路さんはお大師様そのものであるからお遍路さんにまた様々な御利益をもらうことができるの

だ｣という様々なス トーリーが作られ､演じられることになりますが､しかしそのス ト-リーは必ずどこ

かで破綻してしまわざるをえません｡

なかでもお遍路さんはお大師様であるかどうかというお遍路さんに対するまなざし､つまりお遍路さん

はお大師様であると信じようとするそのまなざしそのものが一番破綻しやすいといってよいでしょう｡と

いうのは､しょせん生身のお遍路さんですから｡そしてお遍路さんたちは､別に自分が弘法大師になったつ

もりで歩いているわけではないのですから､それなりに自分の身を律しようとして歩いてはいたとして

も､どこかでわがままを言ってみたり､すこしばかり悪いことをしてみたりといったことはいくらでもあ

るにちがいありません｡中には職業遍路と言われるような人たちがいて､お接待や托鉢などをむしろ目当て

にして歩いている人たちも現実におります｡それでもその人たち自身やその人たちのなすあらゆる行為

を､お大師様だとかお大師様そのものの行為として受け入れないといけないのかということになると､い

くらなんでもそれは地元の人々にとって､普通の生活規範では受け入れ続けることなど絶対にできない場面

が発生してしまうでしょう｡

そうなった時に､ここでもう一つ､魔法の言葉がでてくるのですね｡四国に住む人だったらだれでもよ

く知っている ｢へンド｣という言葉です｡ ｢へンロ｣に対してもう一つ ｢へンド｣というカテゴリーを作

り､四国劇場では受け入れられない､四国劇場の中でしかるべき役柄を演じていると見なすことのできない

お遍路さん達をそのカテゴリーの中に放り込んでしまう｡そうすることによって､四国遍路の中のス トー

リーのほころびをなんとか縫い合わせようと考えるのです｡昔から､ ｢へンロ｣と ｢へンド｣という二つ 
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の言葉があり､へンドというのは乞食遍路であり職業遍路であり､そのことをいわば商売にしている､それ

によって生きていくといった遍路さん達を自分たちは ｢へンド｣と呼んでいるのだ､と説明されていまし

た｡もちろんそれで間違いではないのです｡ただ､その説明をなぜしたくなるのかという時に､この劇場

宗教論というのは一つの枠組みを作ってくれているのではないかと､実は考えるのです｡ ｢へンド｣とい

うカテゴリーを作ることによって四国遍路という世界の安定性と言いますか完全性といいますか､神聖さを

安心して維持することができる､そういう魔法のカテゴリー､言葉として ｢へンド｣というものが四国劇場

の周辺では位置づけられているのではないかということも考えました0

法海庵の顛末

そのほころびという面から､具体的な例をあげてみましょうC

高知県の東洋町に法海庵という､お遍路さんの間では有名な庵があります｡元々は村の庵で､法海という

お坊さんを絶っていたか､あるいはそのお坊さんが住んでいた庵です｡その法海庵が壊れそうになってい

たので､この世界､とりわけ放浪遍路の中では有名なお遍路の高見真宏さんの肝いりでもって､通りかかる

お遍路さん達の助けを借りながら､半年ぐらいかけて法海庵の再建に成功しました｡高見さんはその前にも

いくつかそういったお堂の再建に尽力された方で､その功績でもって､法海庵の再建事業の最中に高野山か

ら得度を許されたという事があったようです｡

地元のお堂だったので､地元の了解はあったものの､地元の人たちからの協力の在り方はなかなか微妙だ

ったらしいです｡多くの住民たちは､再建のための喜捨はするが､食料品や生活雑貨については寄付しない

というスタンスで共通していたといいます｡そのほか作業のための一時的な滞在というのはもちろん受け容

れられていました｡寄付金が結局 86万円ほど集まったようです｡

通りかかるお遍路さんが､長短色々ありますが､何日か滞在して再建を手伝ってくれたわけですが､その

総数は 120人だったということです｡1 20人ものお遍路さんが手伝いをしてくれたので､そのためにはかなり

のお金がかかったはずです｡しかし､実質的な資材に関してはさきに言ったように地元の人たちが負担をし

てくれたことになりますが､お遍路さんたちの生活費は一切負担してもらえなかったことになります｡そ

れはなぜかと言うと､そのことによってお遍路さんたちに住みつかれては困るからです｡住みつかれてし

まうのは怖いので､ ｢自分達で何とか算段しなさい｡自分たちの持ち出しなり､自分たちでどこかを歩いて

きて托鉢をするなりして､自分達の裁量でなんとかしなさい｡そこまでは面倒は見ません｣､という姿勢と

いうものは地元の方では一貫していたようです｡それでも､資材などにかかるお金 86万円が集まって､それ

で完成しました｡作っている間は､法海庵にお遍路さん達を泊めてあげるのだ､あるいはお遍路さんたちも

これが完成すれば自分達も泊めてもらえるようになるのだという事を言われて- これは高見さんがそう言

っていたようなのですが- お遍路さんたちはそれを手伝いました｡もちろんそれだけの理由でというわ

けではなく､面白いからという理由で手伝った人たちもたくさんいるわけですが｡

ところが､出来上がってほどなく､この法海庵は地元のお寺の管理下に置かれて､そのお寺がそこに鍵を

かけてしまって､お遍路さんの泊まりはもちろん､お語りすることもシャットアウ トしてしまいました｡

更に困ったことに､地元の人達もそれなりに信心しお語りしていたのですが､鍵をかけることによって結局

地元の人たちもシャットアウトしてしまうというような形になり､信仰対象としては､かえって廃れてし

まったといったことが起こっているようです｡なぜそのようなことになったのかというと､再建直後から

賓銭を盗む遍路が相次いだといったことが直接のきっかけになっていたといいます｡

つまり全体をとおしてみるとつぎのように言えそうです｡再建にあたってお遍路さんたちの助けは借り

るし､それはとてもありがたい｡そのことによってお遍路さんたちに対する協力者として再建のための善
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捨は行うけれども､生活雑貨の寄付やお金は一切出さない｡そしてさらには､でき上がってみれば､お遍路

さんたちを今度は完全に締め出してしまうということがあったのです｡結局､とてもありがたいけれど

も､それ以上は自分達の生活に入ってきてくれるな､ということです｡お遍路さんと自分たちが作る四国通

路という世界と､自分たちの現実の生活は別物であり,別物として､自分たちの現実の生活はきちんと守ら

なければならないために,お遍路さんたちに対して ｢ここまでは入って良いが､それ以上は入ってきてく

れるな｣､という心持の典型だと思われます｡

そのような意味で､劇場宗教としての四国遍路というのは必ずほころびというものが付随しているという

事を言わなければなりません｡四国遍路というものは際限も無しに温かく､美しく､かけがえのない貴重な

世界であると手放しで言ってしまう事は､やはりそれはそれで四国遍路のあまりの現実離れ､美化にしか過

ぎないと言えるかと思うのです｡ 

5.鳴門教育大学の試み ｢子ども歩き遍路一君がお遍路プロデューサーー｣

子ども自身が計画し､実践し､問題を解決するというコンセプト

さてもう時間がきてしまいましたので,最後に一言だけ簡単に触れておきたいことがあります｡鳴門教育

大学では四国遍路を取り上げたカリキュラムの開発を行っています (平成 19-21年度 ｢遍路文化を活かした

地域人間力の育成｣)｡四国遍路というものは宗教的な､あるいは歴史的な研究対象だけではなく､たとえ

ば学校教育､心理学､体育学などといった様々な学問の研究対象になってきていることが､大きな動向とし

て言えるかと思います｡

鳴門教育大学の取り組んでいる研究というのは､おもに学校教育学の側からやっているものといえます｡

小学生を何人か集め､チームを作って二泊三日の四国遍路をやらせてみるのです｡その時に大人あるいは学

生が全面的に面倒を見て引き連れて歩くのではなく,子どもたちの実践にまかせながら､子どもたちに計画

を立てさせ､お遍路の最中に問題が起こったらそれも自分たちに解決させるという形のプログラムを作ろう

ということで､何年かにわたってこの様なプロジェクトをやっています｡地元の子どもたちが興味深く参加

してくれて､学校教育学の分野でもそれだけの成果は上げているようです｡

指導教員の rじつは四国遍路じゃなくてもいいんですけどね｣という発言

この話をうかがったあと､ある学校教育学の若い先生がポッンと漏らした言葉がすごく印象的で､ああそ

うなのかと私もわかったところがあります｡それが講演メモにある ｢じつは四国遍路じゃなくてもいいん

ですけどね｣という言葉です｡確かに､学校教育､とりわけ公教育の中で四国遍路を取り上げるというのは

かなり難しく､相当に慎重でなければならない面があります｡習俗だと言いながらも一方ではやはり宗教で

もあるわけですから､公教育の中に四国遍路の宗教性をあまりス トレー トに持ち込んでくると､とても難し

い問題が必ず生じてしまうのです｡それにも関らず四国遍路を学校教育の中に生かせないかというプログラ

ムの開発をしているわけです｡ですから､四国遍路でなくても良いというのは､様々な意味で確かです｡

たしかに四国遍路でなくても,この様に子どもたちにチームを作らせ､放り出すような形で計画を立てさ

せ､問題を解決させるといった試みをさせることはできるでしょう｡それは理屈の上では可能かもしれま

せんが､もう一方で､もし四国遍路という舞台がなかったら､このプロジェクトはどこまで受け入れられ

るだろうかという事を考えてみたらどうなるでしょうか｡おそらく､たとえば私の住んでいる新潟や､前

に住んでいた茨城でやろうとしたならば､まずそれほどの数の子どもたちは集まって来ないでしょう｡あ

るいは､保護者の方たちも子どもたちをその様なプログラムに出してくれないでしょう｡集まって来たと

しても､おそらく絶望的なほどに盛り上がらないだろうと思われるのです｡ 
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いっぱう四国でだったら確実に､かなりの程度での盛り上がりが期待できることでしょう｡四国遍路という

舞台を用意することによって盛り上がるだろうからです｡実質的な目的というのは四国遍路そのものである

わけではないのですが､このプログラムを四国遍路という舞台に乗せることによって､このプログラムの

目的というものから十分な成果を手に入れることができるのです｡四国遍路というものはそういう可能性も

今や持ち始めているらしい､そういう可能性に注目している人達がいるらしいという事を､これもまた ｢劇

場としての｣という表現の中に入るのであろうと思いますが､そういった事を締めくくりとします｡

ずいぶん長い話になってしまいました｡これで話を終わらせていただきたいと思います｡ありがとうご

ざいました｡ 

fm野遍 路 と 世界遺産 シ リー -



刊 行 の 辞

本書は平成 19年度に採択された愛媛大学開発支援経費 [COE育成支援研究] ｢四国遍路を中心 とした日

本 ･世界の巡礼の総合的研究｣の第三年次の主要活動の報告書である｡本研究は,二つの柱をもってい

る｡第一の柱は､四国遍路と世界の巡礼の相互比較 ･国際比較を通 じて各地の巡礼の特質､その共通と

差異を明らかにする､ 第二の柱は四国遍路の世界遺産化に学術面から貞献する､である｡

本報告書では､今年度及び昨年度の活動のうち､ ｢四国遍路と世界遺産｣シリーズの講演会活動､及

び海外巡礼地調査活動の内容を収録する｡ 

1.｢四国遍路と世界遺産｣シリーズの講演会活動 

Il第 7回講演会 四国遍路の世界遺産化にむけて一四国 4県のとりくみ一

･日時 2009年 7月12日(土)

･場所 愛媛大学総合情報メディアセンター ･メディアホール

･講師 香川県教育委員会生涯学習 ･文化財課 課長補佐 藤好 史郎

･参加者 130名

■第 8回講演会 海外巡礼地調査報告

･日時 2010年 1月26日(土)

･場所 愛媛大学法文学部大会議室

･演題及び講師 
I2008年度フランス巡礼地調査

調査概要 内田 九州男

巡礼の町バ リーサ ンジャックの塔を中心に - 岡村 茂

モン ･サ ン ･ミシェルとルル ドの調査 内田 九州男

Ⅰ2009年度イタリア巡礼地調査

調査概要 山川 虞司

ローマ 7巡礼聖堂をめぐって 山川 虞司

北イタリアのサクロ ･モンテ (聖 Lh)巡礼 矢滞 知行

･参加者 130名

■第 9回講演会 劇場としての四国八十八ヶ所

･目時 2010年 2月6日(土)

･場所 愛媛大学総合情報メディアセンター ･メディアホール

･講師 新潟県文化財保護審議会委員､元上越教育大学･筑波大学教授 真野 俊和

･参加者 160名

本報告書には以上の7-9回及び咋年度末に実施 した第 6回の講演会活動での講演内容を収めた｡ 

2.イタリア巡礼地調査活動

平成21年 12月6-13日の間､イタリア巡礼地調査を行った｡本年度の調査､及び昨年度実施 したフラン

ス巡礼地調査の成果の一部については､上記第8回講演会において発表 し､その講演内容を本報告書に

収めた｡ 

3.資料収集活動他

本年度も資料収集活動に力を入れた｡この活動では､国内の巡礼 ･遍路 ･旅 ･宿 ･船路など民間信仰

関係資料並びに関連分野での新資料の発掘に努めた｡ このうち､本年度に入手 した資料の中か ら､ 『明

治七年甲戊第二月吉 日 伊勢参宮 ･金比羅 ･西国三十三所 道中日記帳』を史料紹介 (別冊子) した｡

この他､国内では38ヶ所 (19年度は20ヶ所､20年度は30ヶ所)の札所のフィール ド調査を実施 したが､

その概要は別途まとめていく予定である｡

平成 22年 3月

｢四国遍路を中心 とした日本 ･世界の巡礼の総合的研究｣

代表 内田 九州男 
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真鍋 俊照 (大日寺住職 ･四国大学教授) 
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