
鳴門教育大学戦略的教育研究開発室（現代GP）編『平成19年度「遍路文化を
活かした地域人間力の育成」講演会報告書』（鳴門教育大学発行）
平成20年7月刊
平成20年3月9日於阿波観光ホテルじ（⊇（）

¨14ぐに’ヾ｜･･･.--ゝ

『巡礼の現象学』

講師筑波大学人文社会科学研究科教授真野俊和

真野でございます。今ほどは身に余るご紹介

をいただきまして本当に恐縮しております。今，

辰濃先生から本当に豊富な巡礼遍路の実践に基

づく深いお話をいただいていたわけですけれど

も，私の方は，もうそういう深い話というのは

全く苦手でございまして，ご紹介にありました

ように，これまで巡礼に関してあくまで研究と

して考えてきた話について，１時間ほどお耳を

おかりしたいと考えております。

私はお手元の資料に紹介されておりますようノ

に，今のところの肩書きは筑波大学，そこに所属しているのですけれども，それも実はこの３月

まででして，４月からは毎日が日曜日という日が待っております。そうなったら夫婦でお四国に

お参りしようかなどということを妻と話をしたりしておりまして，四国遍路に対する気持ちとい

うのはもちろんないわけではありません。

けれどもきょうの私の話というのは，そういった熱い気持ちは少し封じまして，この巡礼から

距離を置いて一歩二歩下がったところから，四国遍路とは何なのだろう，巡礼とは一体何なのだ

ろうかということの話をしてみたいというふうに考えております。

ここに今，私の著書や論文を紹介していただきました。けれども正直申し上げますと，私，30

代40代ぐらいまではそれなりに四国遍路,巡礼についての研究，しかもフィールドワークに基づ

いた研究ということをやってきたのですけれども，ここのところしばらく，もう20年かあるいは

それ以上の時間，直接の研究調査というところからは少し離れてしまっておりました。文章を書

いたりする機会がなかったわけではありませんけれども，直接に調査を行ってデータを積み上げ

てというような研究からは遠ざかっておりました。

それがまた，何で今ごろ引っ張り出されることになったのかといいますと，一つには，去年の

秋ごろ，これまたどういうわけだったのでしょうか。愛媛県の教育委員会の方からお電話をいた

だきました。そのお話しによりますと，四国４県で四国遍路を世界遺産に登録しようという動き

があるということなんですね。皆様ご承知のように今はまだ準備段階なんですけれども，その委

員に，準備書面を整えるための委員になってもらえないかということだったのです。しばらく研

究から離れておりましたので，とても不安ではあったんですけれども，もともと四国遍路には関

心を持ち続けておりましたし，また四国遍路という習俗そのものも私個人としてとても大好きな
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れています。四国遍路の場合ですと，その中の多分４番目が一番合致するだろうと思うんですが，

ここには歴史上の重要な段階を物語る建築物，その集合体，科学技術の集合体，あるいは景観を

代表する顕著な見本である，ということ。歴史上の重要な段階を物語る建築物であるとか，ある

いは単一の建築物じゃなくて集合体であるとか，さらにはもっと広いその景観ですね，そういっ

たものとしての価値がまずなければいけないというふうにされています。

それからもう一つ該当しそうなのは第６番目の，顕著な普遍的価値を有する出来事とか生きた

伝統であるという基準です。ちょっとはしょった言い方をしますが，出来事だとか生きた伝統で

あるとか信仰であるとか，そういったものと実質的な関連があるということ，となっています。

こちらの方がむしろ四国遍路，四国霊場にはかなり合致しやすいんですけれども，ただここには

括弧書きがありまして，この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましいというふうな

ことが書いてあります。

つまり，まず第１番目から５番目までの基準を満たした上で，さらにプラスアルファとして６

番目の基準，その出来事だとか生きた伝統であるとか信仰だとか，そんなものと実質的な関連が

あった方が望ましいと，関連のあった方がいいということ，というふうになっている。言いかえ

れば副次的な基準なんですね，この６番目の方の基準は。単独で立候補できるとしたならば，多

分，四国遍路は真っ先に手を挙げることができるだろう，というふうに想像しているんですけれ

ども。残念ながらこちらの方は副次的な基準になってしまっていますので，そのあたりからかな

り苦しい戦いを強いられざるを得ないのかなというふうな気がしているわけです。

それにもかかわらずといいますか，それでもなおといいますか，ともかく世界遺産に挑戦しよ

うという運動が現実にはあります。この世界遺産化についてはまたもちろん，四国の中にさまざ

まな立場の人がおり，それぞれに賛成，反対，保留等さまざまな意見をお持ちであろうことは十

分に承知しているつもりでおります。けれども一応こういうプロジェクトにかかわってしまった

以上，それを応援するという立場から何とか発言したいというふうに考えているところです。

そういう立場から考えたときに，基本的にどうも立候補のための戦略を間違えているんじゃな

いかというふうに言わざるを得ない。そういう印象を受けるわけですね。四国遍路がいかに古い

ものであるか，四国霊場の中にいかに歴史的な価値があるもの，歴史的な遺産，そういった文化

財がたくさんあるか。建物にしろ，あるいは遍路道にしろ，あるいはもっと抽象的な景観である

にしろ，そういったものがいかに四国霊場の中に満ち満ちているのかということを，一つ二つと

数え上げて，四国遍路の値打ちを語っていこう，主張していこうというその戦略が間違っている。

あるいはそれが今，現段階では通用しないということなのではないのかなという気がするんです

ね。

それでは，四国霊場，四国遍路という習俗の本当の価値というものはどういうふうな角度から

見ることができるのだろうか，どういう尺度ではかったらいいのだろうか。そんなことを実は

きょうお話をしてみたいと思っています。これが今，現段階で文化庁に通用するものであるかど

うかということは別にしまして，私自身が考えている四国遍路の文化的価値というのは，こうい

うところにあるのだろうということをお話しさせていただきたいと考えているわけです。

その話に入る前に，一つの前提としまして，お示ししたレジュメの６ページの一番下にこんな
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ことが書いてあります。「四国遍路はしょせんアマチュアの宗教である」。随分何か投げやりな言

い方で書いてしまいました。もうちょっと言葉を選べばよかったかなと思いますけれども，一方

でこのくらいの強い言葉で書いておいた方が実態をわかってもらえるかなという気がいたしまし

て，あえてこんな露悪的な言い方をしてみたところもあります。そしてこのことはかなり大事な

ポイントであろうと，これまで私は考えてきました。

四国遍路は確かにお坊さんたちやその他の宗教者の方たちが，昔も今もそれなりに少なからぬ

人々が巡礼をやってきました。しかし，それぞれのその宗派，教団の中で四国遍路というものが

第一級の修業の場である，あるいは修業のための霊場であるというふうに位置づけられているか

といいますと，決してそんなことはありません。お坊さんが修業の傍ら，真っ当にオーソドック

スに，その宗派や教団の中できちんと決められたカリキュラムに基づいて，ちゃんとした修業を

している，その傍らで四国に出かけていく，お遍路として出かけていくとしたら，その分につい

ては別に否定されることもないでしょう。けれども反対に四国遍路が必修科目として，つまり四

国遍路をやらなければ一人前の坊さんとして認められないとか，教団の中での出世が見込めない

というような重要な位置づけが与えられているというわけではもちろんありません。そういう意

味で四国遍路はプロフェッショナルな宗教者たちのものではないということですね。

つまりまず肝に銘じておいていただきたいのは，四国遍路という習俗はアマチュアがつくって

きたものであるということです。それはまたつぎのようなことも意味することにもなるはずです。

プロフェッショナルなお坊さんたち，宗教者たちがつくり出した宗教というのは，どこかで非常

に高い，あるいは複雑な象徴化ということがなされるわけです。言葉にしろ，空間の意味づけに

しろ，あるいは行為にしろ，さまざまな，例えば何か手を組むことについても，ただ指を組むと

いうふうにしか見えないことについて霊妙不可思議な意味づけを行うというふうに，極めて高い

象徴化がなされるわけなんです。それに対して四国遍路の中で行われるさまざまな儀礼というの

は，実のところ極めて単純です。素人の方，アマチュアの方，私を含めてですけれどももちろん，

とっても非常にわかりやすい説明である。そういう意味でアマチュアのものであるということが

言えるのです。

それはまた，四国遍路という習俗は宗教なのか習俗なのかという問題も実は含んでいる，とい

うことが言えます。四国遍路は宗教と言えば宗教なのでしょう。確かに仏教のお寺をめぐってい

るわけですから，その限りではまさしく宗教であるには違いないんでしょう。それでは，もうす

こし後で話をしますけれども，この四国遍路の習俗の中でお寺というのは一体どの程度の意味合

いを持っているんだろう，どの程度の重みを持っているんだろうかということを考えなければい

けない。そういうことを考えたときに，その四国遍路というのは宗教なのか習俗なのか。宗教と

習俗の合間，ちょうど間あたりにあってどっちにいったらいいかというようなそういう性格，側

面を持っているということを，まず考え方の前提として置いておかなければならないだろうと思

います。

その上でもう一つ申し上げておかなければならないことがあります。先ほど四国遍路は世界遺

産化には難しいこと，なぜなら史跡や建造物として文化財指定を受けることが難しいからだとい

うふうに申し上げました。けれども言葉の厳密な意味において四国遍路は本当に「遺産」なのか。
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ということも考えてみていいのではないでしょうか。そうしてみると四国遍路はすくなくとも決

して歴史的な遺物ではないだろう。そういう考え方もできるのではないかと思うのです。四国遍

路は確かに昔から伝えられてきた事物であるのは間違いないのですけれども，それよりも今まさ

にこれがそう行われている出来事であるということのほうがはるかに重要ではないのか。昔あっ

たものが,例えば千何百年も前に建てられた法隆寺が今現在目の前にあるように，あるいは1000

年以上の年月を積み重ねてきたフランスのモン・サンミシェルが古い姿を私たちの目の前に現し

ているようなものとは違う。100年前200年前，あるいは数百年前につくられた歴史的なものが，

今，目の前にあるそのことに値打ちがあるというものではないと思うんですね。確かに四国霊場

の寺々は，それなりに古い歴史を持っている。そして，その中には文化財に指定されるような建

物があってみたり，あるいは仏像があってみたりしますけれども，文化財としての一般的な価値

ということを考えるならば，例えば京都や奈良にあるお寺や仏像に比べれば比べようもないくら

いである。あるいは遍路道というところに，古い遍路道が今でも伝わっているということに値打

ちを求めようとするならばこれも実は難しい。

道そのものの価値でもって，世界遺産をめでたく獲得したその典型に熊野古道というのがあり

ます。熊野古道の「古さ」ということについても，遍路道の実態を考えたとき，私はかなり疑問

を持っているのですが，それでも熊野古道はかなり人里離れた山奥につくられた道ですので，四

国遍路の遍路道とは大分違うだろうといえるでしょう。古いといえば確かに古いものであるには

ちがいない。古いという，それだけで歴史的な値打ちがあるものだというふうに言えるのかもし

れませんけれども，遍路道の場合には実はそうじゃないんですね。これはもう日常の生活道路で

した。「遍路道」という何かある特別な道が四国の中をめぐっていたわけではありません。これは

むしろその土地，その土地の人々が日常的に使っていた生活道路なんですね。そしてお遍路さん

も当然そうした地域の人びとの生活の道を歩いていたというにすぎないのであって，それは遍路

道という特別な道だったわけではありません。したがって多くの遍路さんが使っていた遍路道だ

けを取り上げて，これは遍路道であるとか，あれは遍路道ではないとかいうふうに分けて，遍路

道だけに歴史的な文化的な価値を見出そうとすることは，そもそも不可能なわけですね。

そういう意味でも，四国霊場に文化的価値を見いだそうとするならば，それはものそのもので

はないんだということだと思うんです。むしろ，それよりももっと大事なことは出来事として，

その時代その時代に，これはもう確実に1000年前からというふうに言っていいかと思いますけ

れども，その時代々々を生きている人，その時代々々を生きていた人々が，その時代々々の中で

っくり上げてきた出来事，行ってきた出来事，それが四国遍路という宗教習俗の本体なんだろう

と思います。つまり，四国遍路とは何かある「もの」ではなくて出来事なのであると考えなけれ

ばならない。そういう意味合いで，私は今回の講演のタイトルに「巡礼の現象学」という言い方

を考えたのです。

さて，人々の前に四国遍路という現象はどのようにして立ちあらわれてきたのでしょうか。そ

の立ちあらわれ方というのは，1000年間の間ずっと一貫して同じだったわけではありません。

でも四国の人々にとって，あるいはその四国を歩いている人々にとって，とても大事なものとし

て常に1000年間維持されてきた。そういう意味合いで，四国遍路というのは世界に誇っていい
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文化財であるというふうに私は考えているわけです。多分，残念ながら今の文化庁はそういう考

え方，そういう価値づけというのは認めてくれないだろうと思いますので，その意味で世界遺産

化は難しいだろうというふうに言わざるを得ないというのが，今のところの私のこの問題に関す

る考え方であるわけです。

何かちょっとここまでで随分長話をしてしまいました。

そこで次に，じゃあ四国遍路のその現象としての出来事としての文化的価値というのをどうい

うふうに見ていったらいいのだろうかということで，私は二つの柱を立ててみました。一つは，

レジュメには「見立ての霊場」と書きましたが，ちょっとこれは説明しないといろいろわかりに

くいかもしれません。それから２番目は「参加型の霊場」である，ということ。あるいはこのレ

ジュメを書いたもう少し後になって，正直言いますとついゆうべ考えていたのは，むしろここは

「演劇型の霊場」であるというふうに言った方が何かもう少し私の言いたいことが伝わるのかな

ということに思い至りましたが，ちょっともう間に合いません。一応，話の中では演劇型という

ふうに言ってしまうかもしれません。

見立ての霊場といいますのはどういうことでしょうか。見立てというその言葉そのものについ

ては，もう皆さんおわかりだろうと思います。何かあるものを，そのものではない別のものにみ

なすといいますかね，その様子を見てとること。一番簡単なのは落語の世界で，手ぬぐいと扇子

ですね。ものそのものとしては，扇子であったり手ぬぐいであったりするわけなんですけれども，

あの扇子を例えばその所作をすることによって筆に見立ててみたり，はしに見立ててみたり，あ

るいはきせるに見立ててみたりする。あるいは手ぬぐいを手紙に見立てる。何かものを書く手紙

なり紙なり，あるいは本なり，そういうものに見立てるというふうなことが多いように思います

けれども，ああいうことを考えていただければいい。別に象徴ということではありません。その

扇子によってはしを象徴するという，あるいはきせるを象徴するというのではなくて，まさしく

それは見立てるという，日本語の見立てるという言葉を考えていただければいいんです。

先ほど，四国遍路はアマチュアの宗教であるというふうな言い方をいたしました。アマチュア

の宗教であるということは，実は象徴かというその心理作用が極めて低い段階にある，極めてシ

ンプルだということでも実はあるわけです。ですから，その見立て方というのが物すごく単純な

わけですね。象徴もまたあるものと，それとは異なる別のものとの間に関連性を見つけるという

ような心理作用であるわけですけれども，象徴の場合には，その二つのものの間には全く外形上，

全く何の関係もない。でも，その間にはつながりがあるんだという，そういう物の見方というの

が可能なわけです。そういうことをするわけですけれども。

見立ての場合にはそうじゃありません。要するに形が似ているわけですね。形が似た物に見立

てるわけです。ですから，極めて単純な心理作用というものがそこにあるというふうに言ってい

いかと思います。ただ巡礼の場合，四国遍路だけじゃなくて巡礼の場合にもこの象徴と言ってい

いか，見立てと言っていいか，見立てというよりは，むしろ象徴と言っていいような側面という

のもないわけではありませんでした。

例えば四国の４県，徳島県から始まって高知，愛媛，香川と，この４県。昔で言うならば阿波，

土佐，伊予，讃岐ですね。この四つの国を，皆さんご存じのように，発心・修業・菩提・涅槃と
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いうその四つの修行道場に割り振るということがされています。これは抽象性の程度からみて，

象徴というよりは，やっぱり見立てると言った方がいいのかもしれません。四国遍路の場合かつ

て，確かに昔から，１番から順番の，順番に番号をつけられてはいるわけですけれども，四国に

上陸したその場所から始めればいいわけですから，その場合は阿波国が発心の道場でなければい

けないというわけではない。最初に上陸して歩き始めたところから発心の道場，修業の道場とい

うのが始まっていくわけですから，この場合の見立てというのは，必ずしもその四つの国，四つ

の県にそれぞれきちんと割り当てられた，固定して割り当てられていなければいけないというわ

けでもない。そのところは，かなり融通のきく見立てであるわけなんですけれども，なかなかこ

れはうまい見立てであったと思います。四国遍路をやっていくうちに，歩いているうちにだんだ

ん精神が高揚したり，あるいはそれがまたしんと静まり返ってみたり，そして何かが得られたと

いうふうなそういう気持ち，確信が得られてみたりという，そういうプロセスを発心･修業･菩提･

涅槃という四つの道場になぞらえていくというのは，とてもうまい見立て方であったなというふ

うに考えないわけではありません。

それからこの手の見立てというのは，あるいはもう西国巡礼の場合の方がもう少し発達してい

るのかなという気がしないでもありません。西国巡礼の場合には，これも多くの方ご存じかもし

れません。西国と四国の違いは四国に在住のかたなら間違えようもないでしょうが，世間ではし

ばしば間違える方もいらっしやいます。四国遍路が，弘法大師をお祭りしているというより，弘

法大師ゆかりのお寺をめぐっていく，そういう巡礼であるのに対して，西国巡礼の場合には，お

寺お寺にある本尊さん，これら観音菩薩であるという共通点を持っているわけですね。その共通

点でもって，その巡礼コースというのができ上がっているわけです。

その西国巡礼ではしばしば，そのお寺お寺が観音様の浄土，補陀落であるというふうにいうこ

とがあります。「補陀落」という字はこのレジュメに書いてあります。「ほだらく」と読むよりは，

むしろ習慣的には「ふだらく」というふうに読むことが多いですね。はるか南の海上にある想像

上の島というよりは山ですね，そこに観音菩薩がいらっしゃって，仏になるための修業をしてい

る。観音さまはまだ菩薩ですから，正真正銘の仏様，如来にはなっていらっしやらない。そこで

如来になるための，仏になるための修業をなさっているという。ですから厳密に言うと，補陀落

というのは浄土ではないんですね。極楽浄土だとか瑠璃光浄土と言われるような，ああいう浄土

とは違う。まだ発展途上の，仏様にはこれから先成長されるはずの修業をしている場所ですので。

しかし一般には補陀落浄土というふうに言っております。その観音様をまつっているお寺ですの

で，観音様の浄土である補陀落浄土にそのお寺々々をなぞらえる。長谷寺であるとか，あるいは

室生寺もそうだったかな，そういうところ一つ一つを補陀落浄土というふうに見立てていくとい

うようなことが行われてきております。多分そういう観音様を祭る一つ一つのお寺をつなぎ合わ

せて，しかも33つなぎ合わせたところ，33つなぎ合わせて巡るコースを一つ作り上げたものを，

観音巡礼というふうに私たちは呼んでいるわけなんです。

一つ一つのお寺はともかくとして，三十三ヵ所の観音巡礼全体で，それを補陀落浄土であると

いうふうな見立て方，あるいは象徴性というのは，歴史上も余りなかったのではないかと思いま

す。しかし，そこまで考えてもいいんじゃないかなと私は考えています。つまり西国巡礼をする
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人たちは，33の観音様のお寺をめぐり終えることによって一つの想像上の，あるいは自分の心の

中に補陀落浄土をつくり上げることになるんだという，そういう心持ちというのが，観音巡礼の

場合には言えるのじゃないのかと，私は考えてきました。

ただ実をいえば四国遍路の場合にも，そういうお寺がないわけではなかったようです。補陀落

浄土に見立てられるようなそういうお寺，札所というのはなかったわけではありません。観音様

の補陀落山，補陀落浄土というのは南の島にありますから，できるだけ南に行けば少しでも観音

様の島に近づくことができるわけですね。ですから四国霊場の場合でいいましたらば室戸岬であ

るとか足摺岬ですね，そこにあるお寺を補陀落浄土への通路であるというふうな，そういう見立

て方というのがもう既に江戸時代からあったということは，江戸時代の高知県の地史だとか，あ

るいはさらにもっとさかのばった仏教の説話集の中にそういうことが描かれて，書かれたりもし

ております。

ただ，見立ての話をしてしまいましたけれども，実は四国遍路において，寺院を主役にした見

立てというのは余り顕著な姿であらわれてこないのかなという気がいたします。それよりも，レ

ジュメには書いてなかったことなんですけれども，もう少し別の形での見立てということを考え

てみようかと思います。

先ほど四国霊場，四国遍路という宗教習俗の中で，お寺というのはどういう意味づけ，どうい

う重さを持っているんだろうかということを言いました。西国巡礼の場合でしたらば，まずとに

かく観音様をまつっているお寺があります。そのお寺というのは東大寺であったり，興福寺で

あったり，長谷寺であったりと，とにかくもうそうそうたるお寺なわけですね。一つ一つが超一

級の歴史的な価値を持ち，超一級の文化財を持つというようなそういうお寺，日本史の教科書に

何回でも登場するような，そういう超一級のお寺がまずあって，そうしたお寺を33集めて巡礼

コースをつくり上げたというのが観音巡礼の起こりなわけですね。

ところがいっぽう四国遍路の場合には，遍路という言葉にもあらわれているように，まずは道

なんですね。お寺ではないんです。札所ではなくて，まず道があり，その一つ一つの節目々々の

ところにお寺があるという，札所として存在するという，そういう空間といいますか，そういう

構造を持った霊場だというふうに考えてみた方がどうもわかりやすいのじゃないかと思うのです。

ですから実際，江戸時代から明治に移り変わるときに，これはごく限られた事例でしたけれど

も，江戸時代までは札所であった場所が神仏分離によって札所でなくなってしまったというよう

なことが起こりました。全然無関係のところに行ってしまったわけじゃありませんけれども。そ

れまでは表に出ることのなかったお寺の方，それまではお宮さんの方が札所であったんですけれ

どもね。それを管理している神宮寺，別当寺，そちらの方に札所が移ってしまったというような

ことがありました。札所は，したがって四国においてさえも移ることがあるものなんですね。

あるいはこれが地方霊場になるとなおさらのことです。都合によって，こちらが札所を務める

ことができなくなってしまったから，別のところに札所を移してしまおうというようなことを，

地方霊場の場合でしたらやってしまいます。そういうことが起こったところで，じゃあ四国遍路

は四国遍路でなくなるのか。全然別のものに変質してしまったのかというと，決してそういうわ

けではありません。四国遍路はあくまで四国遍路一体として,88の札所を持つ巡礼道として霊場
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になっているわけですので，そこで仮に一つ二つの札所の移動があってみたところで，多分その

意味合いということについての変更は何にもなくてもいいんだというふうに考えられるんだろう

と思うんですね。

かねがね不思議に思っていることの一つに，なぜ四国遍路は明治以降これだけ発展してきたの

に，西国巡礼はなぜ跡形もなく消えてしまったんだろうか。西国巡礼の札所というのは，どこと

どことどこであるかということは今でももちろんわかってますし，西国巡礼霊場会といったよう

なものもあります。それから，それをバスや自動車を使って巡るというようなことも行われてい

ないわけではありませんけれども，めぐる人たちの数，あるいは車の数というのは現在では圧倒

的に四国霊場のお遍路さんの方が多いはずですし，まして歩いて，同じ1,400キロぐらいの道に

なるんですけれども，歩いてこの霊場を全部回ろうというようなことを考える人たち，そして，

それを実践している人たちというのは西国巡礼の場合にはまずゼロだと言っていい。限りなくゼ

ロに近いだろうというふうに言っていいだろうと思います。

一方，四国遍路の場合には，これもまた山坂ありましたけれども，でも少なくとも現代，また

急速にその数はふえている。もう文句なしの四国遍路ブームの時代がまたやってきているという

ふうに言っていいだろうと思います。

ともかくこれだけ盛んであり続けることができるのはなぜだろうか。お寺々々の努力というの

ももちろんないわけではありませんけれども，むしろそれよりも，私たちの中に，それをめぐる

人々の中に，これは道の霊場なんだからと，道の霊場だからそこをめぐっていくことに意味があ

るという考え方が非常に強くあるからではないのか。お寺の方がいたら大変失礼な言い方に聞こ

えてしまいますけれども，もう本当にひれ伏して謝らなければいけませんけれども。遍路をする

人びとにとってお寺というのはある意味で巨大な道しるべだと言った方がいいのかもしれません。

そういうふうに考えた方が実態に合うのかもしれません。コースを外れないために節目々々に道

しるべがなければいけない。またどこまでやってきたのかということを意識に刻み込むためにも

ある種の道しるべは役にたつだろう。小さな道しるべは本当にもう四国遍路のコースの中ではた

くさんありますけれども，その中で一番大きな道しるべというのが88あって，それが札所なんだ

というふうな言い方をした方が，多分，四国霊場と札所寺院との関係を見ていくときには一番正

確なのかなと，より的確な表現の仕方なのかなという気がしないわけではありません。これはも

うお寺の方がいらっしやいましたら，また再度おわび申し上げて次の話に入っていきたいと思い

ます。

ちょっと時間が少しなくなってきていますので，次の話をはしょりまして２番目の話，こちら

の方がどちらかというと大事な話ですので，こちらに移りたいと思います。「参加型の霊場」とい

うこと，あるいは「演劇型の霊場」，変な言い方をするかもしれません。ただ要するに，これはみ

んながっくり上げている霊場，つくり上げている宗教習俗であるというそういう意味合いだとい

うふうに，それの別の表現なんだというふうに考えていただければいいかと思います。

四国遍路というものを見ていったときに，いろいろな小道具があり大道具がある。小道具とし

てまず数え上げなければいけないのは納経帳であったり，白装束であったり，杖であったり，あ

るいはそのほかに例えば納札であったりとか，そういったものがいろいろなものがあります。そ
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の中でなによりも納経帳。納経帳というのを第一に数え上げなければいけないでしょう。この納

経帳の発明というのは，これはだれが考え出したかわかりませんけれども，本当に卓抜なアイデ

アだったと思います。というよりは，何ていったらいいんでしょうね，本当にだれが考えたんだ

と言っていいんですけれども。とにかく巡礼のための霊場をつくり，何よりもその寺々に順番を

つけたということですね。88という札所の数を決めて，決めただけではなくてそこに順番をつけ

た。１番，２番，３番という風に順番をつけた。そしてコースを指定した。しかも，そのコースか

らはずれずに歩いて行ったということを現物の証拠として，あるいは記念物として残すために納

経帳というものをつくった。つまりはスタンプ・ラリー。現代的に言ってしまえばスタンプ・ラ

リーだというふうに言っていいかと思います。お寺さんはもちろんそんな言い方をせずに，きち

んと宗教的な意味づけをすればいいことではあるわけなんですけれども。お遍路さんの側にして

みれば，納経帳というのは，多分半ば以上はスタンプ・ラリーのスタンプ帳だというふうな意味

合いの方がずっと強いんじゃないかという気がするんですね。つまり巡礼という風習の発明と

いっしょに，コースが決められ，順番も決められ，それをたどっていくためのスタンプ帳が作ら

れた。そのことによって，自分のコースをたどったという記憶を何回でもよみがえらせることが

できる。あるいは，そのコースを何回たどったかということを物的な記念物として残すことがで

きる。あるいは人に見せることもできる。そういう小道具の発明というのが，とても大きな意味

合いをまず持っていただろうと思います。

それから次に巡礼の衣装。これも小道具というふうに言ってしまっては何かもしれませんけれ

ども，ここに書いてあるように登場人物になりきるための，これもまた小道具である。ふとそん

なことを考えたのはつい最近のことなんですけれどもね，実を言いますと。

去年の秋，四国霊場のあるお寺をたずねたとき，これはお参りというよりはむしろ見学に近

かったんですが，バイクに乗ったお兄ちゃんが香川県のあるお寺にやってきまして，多分納経帳

に判子，つまり宝印をもらって，またさっそうとバイクにうちまたがって次の札所に移っていっ

たんです。そのときに何と，そのお兄ちゃんがちゃんと白衣，下の方はジーパンでしたけれども，

上の方にはちゃんと白衣を着ているんですね。たしか，杖も持っていたような気がします。言っ

ちゃ失礼ですけれども，それほど何か信仰を持ってめぐっているというような風情の若者ではな

かったんですけれども，それでもやっぱり自分が白衣を着ることによって，この巡礼という，あ

るいは四国遍路というある種のその演劇の登場人物になれるという気分が生まれてくる。これは

もう本当に私の想像なんですけれどもね，その気分がその若者に，白衣の袖に手を通させた一番

の原動力だったんじゃないのかなという気がいたしました。

四国遍路における白衣の登場，あるいは白衣のユニフォーム化というのは，思いのほか新しい

ものなんだという歴史学の方の研究というのが実はあります。江戸時代の人たちは，もっと自由

な服装で歩いていたんだと。それが本当にここ数十年の間で，白衣というのが四国遍路のお遍路

さんたちのユニフォームみたいなものになってしまった。逆に言えば，白衣に袖を通すことに

よって，先はどのバイクのお兄ちゃんの話は別に置きまして，白衣の袖に手を通すことによって，

自分が四国遍路の真っただ中にいる，そういう宗教的な空間の真っただ中にいるという，そうい

う気持ちを味わわせてくれることになるでしょうし，あるいは沿道の人々もお大師様の成りかわ
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りとして，お遍路さんにお接待をしやすくなるといったようなことも起こってくるだろう。そう

いう気分も後押ししてくれるだろう。そういう意味で，その巡礼の衣装というのもいわば演劇の

ための，演劇の登場人物に成り切るための一つのアイテムとして位置づける，考えることもでき

るんじゃないのかというふうに思った次第です。だから少々品の悪い表現をとるならば，一種の

コスプレ，コスチューム・プレイだということになるかと思います。

それからその次に，これはちょっと演劇という言葉とはちょっとそぐわないかもしれませんけ

れども，手短に残りの話をしていきたいと思います。

現在，お四国をめぐっている人たちの移動方法というのは，このレジュメに挙げたように，大

きく分けて四つ，あるいは五つというふうに言っていいかもしれません。公共交通を使うという

のがここには書いてありませんので，それを加えて五つ。お遍路さんのタイプというのをこうい

うふうに分けて見ることができるのかなというふうに思います。

まず第１は団参バスの遍路である。今現在＝

の演劇としての四国遍路の中では，団参バス

『

というのは一番グレードの低い，階級の一番.F ，●

低いお遍路さんだというふうに言っていいかトドy

と思います。ただ単に，あの人たちは別に信＼

仰でもってお遍路をしているわけではない。

巡拝をしているわけではない。そういうまじ

めさに一番欠ける遍路さんたちなんだという

ふうな言い方で，とりわけ歩き遍路を中心に

したお遍路さんたちからは低く見られるという傾向がともすれば起こりがちです。ただ歴史的に

見た場合には，これは歴史的には，この歴史の当然の成り行きとして，こういう団参バスという

ものが出てくる必然性というのはあったわけでして，考えてみましたらば，歩き遍路というのは，

昔は別に何の意味もあったわけじゃありません。歩くという行為自体に何かの意味づけをしよう

ということがおかしなくらいに，歩くことは当然だったわけですね。ほかに移動の方法がなかっ

たわけですから。歩くしかなかったわけですから。歩き遍路というのは別段，歩き遍路として何

かマークをして，そこに意味づけをするというほどの存在ではなかった。その歩き遍路の人たち

でも，だから江戸時代の歩き遍路の人たちは楽しむべきところでは十分に楽しみ，観光をやると

きにはや引ｆり十分に観光をやり，そしてお寺に行けばまたちゃんとお大師様なり，あるいはご

本尊様に手を合わせてというふうにして，さまざまな顔を，お遍路さんというのは巡拝をやる中

で，さまざまな顔を持っていたわけです。

その中で団参バスというのは，巡礼という習俗と経済機構の発達とがうまくかみあったときに

当然のこととしてあらわれてきたのが，このタイプのお遍路さんたちであった。ですから，この

方たちというのは得るものはさまざまなものがあると思うんですね。宗教的な充足感というもの

は得ることもできる。あるいは行った先々での宿での楽しみ，あるいは見知らぬ人たちと出会う

ということの楽しみ，そういった楽しみというのを手に入れることができる。ただ一つ，多分手

に入れることができないのは，歩き通した場合に得られるであろう達成感，充足感，そういった
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ものであるだろうと思うんです。

そんなところから，団参バスのお遍路さんたちが歩き遍路さんたちに対してお接待をする。つ

まり遍路から遍路にお接待をするという，これは今までになかったものであろう。歴史の中では

余りなかったものであろうというふうに考えられる。そんな新しい傾向というのが出てきている

ようです。

それから次にマイカー遍路。ここに「孤独な信心」ということを書きましたけれども。これは

私の大学のある学生が修士論文の中で，このマイカー遍路のことをテーマにした修士論文を書い

たんですけれども，おもしろい主張がそこにありました。マイカー遍路というのは信仰心が一番

高いんだというんですね。団参バスの遍路よりも，歩き遍路よりも，信仰心という点では一番密

度が高いんだと。しかも苦行性も高い。苦しさですね。歩き遍路よりもはるかに苦行性が高いお

遍路のやり方というのがマイカーである。常にたった一人でなければいけない。孤独でなければ

いけない。孤独な中で，とにかくひたすら前を見て車を運転し，先へ先へと進んでいかなければ

いけない。話し相手ももちろんいないわけです。それから，もう一つこの人たちの特徴として晩

酌ですね。そういったことは，宿に入っても晩酌は絶対にやらないという人が，あえて晩酌はや

らないという人が，非常に高い比率を占めているのもマイカー遍路である。つまり，マイカー遍

路の人たちが一番禁欲的であるというかストイックであるという大変おもしろい調査結果を出し

てくれたのを，ちょっと紹介しておきたいなと思います。

その次に歩き遍路。ここに「最も現代的な産物」というふうに書きましたけれども，さっき言っ

たことで大体おわかりになっているかと思います。これはもう現代でなければ歩き遍路が意味を

持つということが，歩くという行為に意味を持たせるということ，それも，巡礼の中で最もこれ

が高等な巡拝の仕方であるというふうな意味を持たせる，価値づけるというような，そういうも

のではもともとなかったわけなんですけれども，先ほども言いましたように，それがここ何年か

の間に，ここ数十年の間に，歩き遍路があれよあれよとひとり歩きをしてきました。歩く，確か

に歩くということは非常に大きな意味を持っているんです。私もわずかながら歩いた経験をして

いるんですけれども，そこから得られるもの，普通の日常生活では得られない充足感，達成感と

いうのは確かに得られることは間違いない。そういう意味で，歩き遍路を別におとしめようとい

うようなつもりは全然ないんですけれども。ただ，これが四国遍路の歴史の中でどういう意味を

持っているかというふうに学問的に考えた場合には，歩き遍路というのは最も現代的な産物だと，

現代的な存在だというふうに，歴史的には考えてみた方がいいだろうということです。

それからさらに究極の歩き遍路として，最近では放浪遍路と言ったらいいんでしょうかね。昔

はこれを乞食遍路だとか，職業遍路だとか，あるいは遍土と言っていました。遍路と遍土は違う

んだというふうな説明をしばしば受けましたけれども。乞食遍路ではもう既になくなっているわ

けですので，そういう言い方はできない。ただ，とにかく四国をめぐり続ける。１周してそこで

帰っていくのではなくて，何回でも何回でもめぐり続けていく。

昔は病気のお遍路さんなんかで，あるいは貧しさのためにうちを出て，村を出て，帰るところ

のないお遍路さんなんていうのが，何回でも歩き続けなければいけないというようなことがあり

ました。まさしくもらいながら，物をもらいながら乞食をしながらお遍路をしていくというよう
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なことがありましたけれども。現代では別に強制力といいますかね，そういう圧力があって帰ら

ないわけではない。自分があえてめぐり続けるということを選び取っているわけですね。そうい

う意味で究極の歩き遍路というふうに言っていいかと思います。

こういうお遍路さんというのも最近では大変に数がふえてきているという話を聞いております。

昔は否定的な存在であった。一般の人たちからは一段おとしめられる，卑しめられるような存在

であったお遍路さんたちが，そういうお遍路さんたちの行動様式というものをあえて選び取るよ

うな巡礼方法というのが今また生まれてきているというのは，お四国の歴史の中で歴史を見てい

くときに，とてもおもしろいことだなというふうなことを感じております。

時間を５分ほど超過してしまいました。もうこの辺で終わります。

ともかくこういう形でさまざまなものが生まれて，そしてまた消えていく。この消えていくと

いうのも実は消えていくのではなくて，姿を変えて再生するというふうに言ったらいいかと思い

ます。古いものが消えて新しい形があらわれてくるように。

例えばＮＰＯの団体が遍路小屋なんていうのをつくる。あるいはお接待をするＮＰＯ団体なんて

いうのがあらわれたりはしているわけです。こういう人々というのは昔からいなかったわけじゃ

ありません。ただ，今はその人々をＮＰＯというけれども，昔は，例えば有田接待講とか紀州接

待講いうふうな名前で呼んでいたという，そういう違いなんですよね。ですから紀州の方から海

を渡って，接待船を仕立てて海を渡ってやってくるような接待講の人たちというのは，確かにそ

れはもう今既に消えてしまっています。そういう習俗は消えてしまっていますけれども，でも，

それと重なり合うような形のものが今また別の装いを新たにして生まれている。多分これから先

も，そういうふうな形でさまざまなものが，本当に消えてしまうものもあるかもしれませんけれ

ども，姿形装いを変えただけで生まれ変わっていくというような習俗というのも数限りなくある

だろうという。それを生み出す活力にこそ，この四国遍路の本当の値打ちというもの，これはも

う本当に1000年にわたって持っているものだというふうに言っていいと思いますので，これが

四国遍路の本当の値打ちといっていいのだろうなというふうなことを考えているわけです。

私の話これで終わります。ご清聴ありがとうございました。

総合司会（鳴門教育大学社会系教育講座教授大石雅章）

真野先生どうもありがとうございました。

四国遍路をどのように考えていくか。世界文化遺産のことも話題になっています。真野先生は，

四国遍路は，守るものではなく，人と人の交流の中で生まれてきた現象ではないか。それは時代

とともに変わっていくものでもあるといわれます。現在歩き遍路がふえている。そのことは現在

社会を反映した，現代の歩き遍路の特徴であろうといえます。歴史的に見れば，四国遍路は，固

定したものではなくて，その時代時代に人々の交わりの中で生み出された現象のつながりという

形でできているんじゃないかと私は聞きました。そして，それが絶えることなく次から次と生み

出されてきたところに，遍路の生命があって，そこに，遍路文化の特徴があるのだということで

ありますね。いろいろ勉強になりました。
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巡礼の現象学

真野俊和
し ん の

2008 年 3 月 9 日

鳴門教育大学講演会

★四国遍路は世界遺産になれるか？

＝＝＞それはきわめて難しいかもしれない。なぜなら価値を測る尺度が根本的にちがって

いるから…… 四国遍路の文化的価値は「遺産」であるところにはない。

遺産＝現在、機能していない。

歴史的価値のみを有するにすぎない。

形として伝存している。

★四国遍路は所詮アマチュアの宗教である

＝＝＞実際に巡っている人間が作り出している宗教空間である

★四国遍路は歴史上常にある一定の「現象」として存在し続けてきたし、いまもまた現象

としてそこにあり続けている文化事象である。

Ⅰ．見立ての霊場

・四種の道場と五転の思想

札所とは巨大な道しるべである

・三十三ヶ所とはどんな空間か＝補陀落浄土の再現

四国遍路＝補陀落浄土への通路

・写し霊場のための見立て

四国霊場の再現

Ⅱ．参加型の霊場

・納経帳＝＝＞コースと順番を定めたスタンプ・ラリーのための小道具

・巡礼の衣装＝＝＞登場人物になりきるために必要なアイテム

・移動方法の種々相

団参バス遍路＝もっともオーソドックスな巡拝

マイカー遍路＝孤独な信心



- 2 -

歩き遍路＝もっとも現代的な産物

放浪遍路＝究極の歩き遍路

・接待＝＝＞他の登場人物たちとの交流という形での参加

★四国遍路は歴史遺産といえるか？

＝＝＞むしろ再生し続ける歴史の体現

道標 遍路小屋 善根宿 接待

接待講から NPO へ 藩役所から自治体へ
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