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現代の聖地巡礼・ツーリズムに至る
 　近世の社寺参詣について

About the early modern era pilgrimage
in modern times

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　渡　邉　秀　司

要　旨
　
　この小論では近世以降の旅と信仰について，旅という視点に立って「自主性」「ゲストとホスト」
というような以前からの知見を提示した。旅は近世以前の苦しみを伴うものから，遊興的観光的要素
の深いものに変化したが，それは近世以降の社会の安定によるものであった。さらに現代における観
光の流れに至るものとして近世の旅は考えられる。このことから，現代社会における「アニメ聖地巡
礼」のような現象も含めた，聖地巡礼に関わる現象について考察するための知見を整理する。

キーワード：自主性，ゲストとホスト，聖地巡礼，旅

１．はじめに

　日本社会において近世以降，特別な目的だけ
ではない遊興的性格を持つ旅が行われるように
なる。江戸後期，享和・文化・文政（1801 ～
1830）のころ，弥次郎兵衛と北八という二人の
男が箱根に向けて旅立つという『東海道中膝
栗毛』という旅をテーマにした読本が流行する。
享和二（1802）年に出版されたこの読本は，著
者である十返舎一九も版元も売れるとも思え
ず，最初箱根関所を越えたところで終わってい
たが，予想に反して爆発的に流行し，シリーズ
ものとして続編に次ぐ続編が書かれ，江戸から
京・大坂にいたる八編の大作となった。さらに
弥次・北コンビの旅は『続膝栗毛』として文政
五（1822）年まで書かれ続けるベストセラーに

なった1）。庶民の旅が日常的なこととして行わ
れるようになったのが，日本では近世以降のこ
とである。この結果として成立する文化が存在
している。また，現代社会における観光の原型
を近世の旅に見出すこともできる。現代におけ
る「聖地巡礼」と称される特定の場所に訪れる
行為を考えるための知識の整理をこころみる。

2．旅と信仰

　金森敦子は『膝栗毛』の話を述べつつ，江
戸後期の旅行事情について旅の危険はあった
が，女性や少年が旅をしても，盗賊に身ぐるみ
剥がされたり，誘拐されるようなことはほとん
どなくなっていたという。文化・文政の100年
前には旅といえば何か特別な目的，例えば君命
を受けた武士，商取引のために街道をゆく商
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人，信仰の旅をする巡礼などに限られていたの
が，100年たつと物見遊山の旅をする人たちが
圧倒的に増えた。それはお陰参りと主人や家族
に無断で行う抜け参りの流行が関わっていると
される。慶安三（1650）年にはじまったお陰参り
は，主だったものとしては宝永二（1705）年，享
保三（1718）年，享保八（1723）年，明和八（1771）年，
文政十三（1830）年に行われている。近世のお陰
参りには「奇跡」がつきものとされている。伊
勢の祓の大麻箱が降ってくるであるとか，死ん
だ人が生き返ったであるとか，そうした「奇跡」
を聞いた人たちが，着の身着のままで伊勢に向
かう。お陰参りの参加者層は「妻子従僕」とさ
れる層が多かった。参加者の総数は宝永二年
のもので330万から360万人に及んだとされる2）。
本稿ではお陰参りの背景を深く考察するもので
はないのでこれ以上は述べないが，こうした旅
が持つ開放感を庶民が知ることになった。さら
に，江戸中期以降，貨幣経済の発達がみられる。
　江戸初期から中期にかけて，作物品種や農具
の改良がされ農業技術が格段に進歩した。新田
開発も進み耕地面積も広がり，各地の特産品が
全国規模で流通するようになる。生産地と消費
地が遠隔地においても結びつき，生産者である
百姓の生活が全体的に向上してきた。その結果
貨幣を使用するようになる。必要なものを貨幣
で買うという行為がなされるようになる。当時
の道中日記を読むと，その日にどれだけの銭を
使用したのかが細かに記載されている。貨幣経
済の発達も庶民参詣の流行とは不可分であると
考えられる。お陰参りによって旅をすること
を知り，治安の安定と貨幣経済の発達によって，
より簡便に旅をすることを可能にしたのである。
　江戸時代以後，旅が庶民にも気軽に行えるも
のとして認識されるようになっていく流れの中
で，宗教と旅とのかかわりについても近世以前
のそれとは違う。原淳一郎は近世の寺社参詣に
おける御師の役割について論じている。御師と
は特定の寺社に属し祈祷・宿泊・参詣の便宜を

はかる者たちのことをいう。御師と単純に述べ
るにしても各寺社によって役割，性質を異にす
ることもあるが，所属する寺社へ参詣者を誘発
し，檀那を維持する役割を果たしていた。
　御師たちは参詣者たちに宿を提供すると同時
に，山役銭など寺社に関わる金銭の徴収も行う。
また，檀那と呼ばれる所属する寺社の信者たち
への檀廻も重要である。御師の檀廻は初穂の高
下によって檀家の格付けを行い，それに応じた
配札を行うときには御札，お守りのほかに血薬
袋，石楠箸，御祓大麻，神仙丸などをお土産と
して渡した。檀那はそれに対して初穂を払うわ
けである。この師檀関係は農村部と都市部では
様相を異にし，農村部の場合村役人を先頭に村
単位での師檀関係が形成され強固なものとなっ
た。対して都市部では特定の御師との強固な師
檀関係を結んだとは考えにくく，檀家主導なが
らかろうじて師壇関係が形成されていた。寺社
参詣においては檀家側の自発的信仰心が重要で
あり，その信仰の維持には地縁的・職縁的結合
による共同的制約が欠かせない。その助けとな
る組織として「講」と呼ばれる組織がある。彼
ら御師の檀廻は宗教の近世的展開を成り立たせ
ていた大きな要因だという3）。
　近世の旅は，経済的背景と宗教的な熱情もさ
ることながら，御師と檀那の関係とそれを維持
するための地縁，職縁，そして共同的結合を形
成するための講組織によって，近世以前の旅と
は全く異なる性質を有するにいたった。経済的
な基盤は講という形式をとり，講員たちが一定
の金を積み立て，そのお金を使って自分たちの
代表者が行くという形式をとった。講員すべて
の人がいけるほど全員が金銭的に裕福な人ばか
りではない。信仰の旅にかかわる人は裕福な層
よりも中下層階級とされる人たちも多い。旅の
準備をあらかじめしておかずとも金銭を使って
その場で購入することが可能になり，結果とし
て旅をする人が増えたということはあるが，旅
には金銭がかかる。金銭にかかわる問題を解決
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するために，講を組むわけであるが，そこまで
して旅に出る理由とは何があるのだろうか。
　エリック・リードは『旅の思想史』の中で，「過
去においても現在においても領域間移動があり
ふれた平凡な事柄であるというそのことが，そ
れが個人，社会，文化に及ぼす影響を理解する
のを困難にしている」4）という。旅は模範的な

「体験」，つまり体験する人を変容させる直接的
かつ純粋な体験の原型だという。リードは古代
人にとって旅は試練であると述べるが，近世に
生きる人にとっても，旅は試練であっただろう。
自分の足以外に移動手段を持つことが困難な状
況下であれば，移動に伴う困難も現代に比べれ
ば格段に大きい。江戸時代以前の旅人たちに
とっても，旅とは苦難がつきものの行為であっ
た。現代においても「自分探しの旅」という言
葉があるが，「自分探しの旅」を行う人たちは
旅の経験にともなう自己変容を期待して旅をす
る。旅に快適さを求めるのでもなく，「なにか」
という漠然とした理由でも構わないので，旅を
する。旅は自分にとってなじみのある環境から
いったん離れ，結果として「『自律性』という
意味での個性が実体化」するのである。旅の疲
労と危険は旅という行為に意味を与える。それ
は「旅の経験」という意味である。「不便な旅
に含意されている旅人の不安，安全の欠如は世
界への接近，世界に対する感受性を強める5）」
のである。古代人にとって，旅は「道徳的に旅
人を向上させる効果を持つ償いの苦行，浄化」6）

とみなされていたという。
　それが現代にいたって旅が苦しみから区別さ
れ，一つの知的な楽しみとみなされ始める。移
動の不安定さなどといった旅の苦しみは旅人に
自由を与えるものになり，自らの日常から離れ
ることによって「自分」という存在の自立性を
もたらし，今まで住み慣れた場所から離れるこ
とで「本当には」何なのかを実証するという考
え方に変化している。しかし，自己変容という
観点からすれば古代の旅も現代の旅も同様の背

景を持っているのではないかとリードはいう。
リードの旅に関する議論を参考にしつつ，幡鎌
一弘は近世の旅について，２つの論点を指摘す
る。ひとつは共同体と主体とは対立するもので，
共同体から自立するのが主体であると考えるの
ではなく，基盤となる共同体があって初めて主
体は立ち上がってくるという社会学的な理解に
もとづき，旅は主体を生み出す共同体をつぎつ
ぎと取り換える営みにほかならず，主体に強い
影響を与えるという点である。この視覚は思想
史研究と結びつけることでより意義深いものに
なるとし，旅する宗教家の思想形成とその思想
の宣布活動とが伴いながら宗教家の成長につな
がることを考えている。
　二つ目は近世の旅の形態についてである。江
戸時代の旅において主な移動手段は徒歩である。
徒歩であるということは移動することにかなり
の時間を費やすことになる。幡鎌は青柳周一の

「観光地域史」で論じられる観光客（ゲスト）
と観光客を受け入れる地域社会（ホスト）との
関係に注目しようという視点に示唆を受けつつ，
近世の旅においては目的地という限定された場
所にあるのではなく旅人が歩く道筋に注目すべ
きであるとし，ゲストを迎えるホストは街道沿
いに広く展開していたのではという点である7）。
　幡鎌は旅する宗教者や思想家をゲストとして
とらえたうえで，宗教者は各地域に巡業し自ら
の思想・信仰を講釈し，地域は巡業の宗教者や
思想家を受容し，旅の宿を提供する。そのうえ
で，彼らの思想・信仰の需要についてはあくま
で地域の住民たちの選択にゆだねられていた。
であるからこそ，宗教者や思想家たちは熱心に
教説を講釈師に行く必要があるし，18世紀後半
から19世紀にかけて様々な教説が常に競合しあ
う状態にあり，宗教者や思想家は自らの有用性
をホストに対して示さなければならなかったと
いう8）。幡鎌は先ほど述べた江戸時代の旅の状
況の変化についても踏まえたうえで，宗教者た
ちの旅の状況について考えている。
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　ゲストとホストの関係性とホストたちの自主
的な選択に委ねられていたということは，江戸
中期以降の信仰にかかわる現象を考えるうえで
重要な意味を持つだろう。自分たちの信仰を受
け入れてもらうためには，ほかの信仰との競合
状態を勝ち抜き，旅先のホストたちに受け入れ
てもらわねばならない。中世までの宗教の状況
とそれ以後の宗教の状況の違いは，信仰を求め
る人たちのニーズが飛躍的に拡大したというこ
とが考えられる。旅をして，より多くの人たち
に自らの信仰を伝えること，そしてより多くの
人たちに伝えることによって自らの生業として
信仰を用いることが可能になったという状況が，
江戸時代中期以降の宗教の特徴として考えられ
るのではないか。つまり，宗教者と信徒という
両者の関係性により深い信仰を介した結合がさ
らに強化され，信徒たちを集めることに大きな
意味が生じたのではないだろうか。寺院などで
は現在でも檀家と信徒を別のものとしてとらえ
ていることがある。檀家を一定数確保している
ことが宗教施設の運営において，安定した経済
基盤を確保することにつながる。御師たちも，
そうした檀家周りは欠かせない。彼らの檀家周
りに関する資料も現在多数残されていて，たと
えば『富士吉田市史』の史料篇には冨士吉田神
社の御師たちに関する史料が多く所収されてい
る。それらの記録を読むと，檀家周りの内容の
ほかにも，檀家周りに際して使用された旅の必
要経費が細かく記述されたものもある。また，
檀家自体のやり取りが「売買証文」としても残
されている。貨幣によって檀家の価値が定めら
れるということは，宗教家たちにとって檀家は
安定した収入源であり，それによって生活をす
ることができる人たちが一定数成立したという
ことである。

3．旅の大衆化と信仰

　原は名所間の結合，セット化について富士山

と大山を事例に論じている。それによると要素
として，①交通上の地理的関係，②参詣時期，
③旅の貴重性・困難性，④一方の名所周辺に集
聚する名所群，⑤一方の名所にない魅力，⑥伝
承，⑦民俗的意義，⑧宗教者の介在，をあげた
うえで，①から⑤は参詣者たちの合理的な思考
に基づく理由であり，対して⑥から⑧は，⑧に
集約される。つまりは宗教者の介在が存在して
いるということである。つまり，富士山各口の
御師とくに吉田御師と須走御師の対立構造に大
山御師が介在する構造が見えるという。そうし
た宗教者たちの熱心な布教活動によって「御山
を割る」や「片参り」という伝承が残って，日
記の中でも頻出するのである。しかし，参詣者
自身はそれほどこだわることなく自らの目的に
従って旅程を組んでいる。そこに近世社寺参詣
者の自主性と，御師たち宗教家の活動の内容を
見ることができるのではというのが原の考察で
ある9）。
　原は「自主性」をキーワードに近世の社寺参
詣を論じるが，興味深い指摘であると考えられ
る。富士信仰の拡大について考えるとき，近世
の宗教家たちの活動とそれに対応する信徒，別
の言い方をするなら幡鎌の論でいう「ゲスト」
と「ホスト」という関係性でもいいかもしれな
い。双方の関係性によって近世の信仰は展開し
ていたことは確かである。その一連の流れの一
つとして，富士信仰の身禄派と称される人たち
の活動があった。独自性も確かにあっただろう
が，近世の信仰伝播の流れの中でその教えが拡
大伝播していったことは否定できない。この信
仰拡大システムの近世的であるが故に，近代以
降の富士講のような信仰集団が衰微していく。
撒銭にしてもそれを行うための囃子歌が存在し
ていることに意味がある。道者と呼ばれる人た
ちからすれば自分たちが赴く聖地の霊験を分け
る意味合いがあるのかもしれないが，撒き銭を
催促する人たちにとってはお駄賃をもらう程度
のことなのかもしれない。推測でしかないこと
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をこれ以上言うことは控えるが，篤信の徒によ
る敬虔な行為としてだけで撒銭をいうようなこ
とは早計なのではと考える。
　撒銭など道中で行われる習俗や，地域間を超
えた宗教者たちの交渉など，近世以降に発展し
た特徴的なことはそこに信仰対象の遠隔地化を
促す，旅の大衆化があったと考えられる。代参
講について桜井徳太郎がいうには，閉鎖された
狭小な一部落内で自給自足をする人にとって，
その人々の信仰生活を支えるものは在地の神々
に限られるが，外部とのコミュニケーションが
可能になると地域社会を超えた信仰対象を求め
るようになる。または，外部から御師，山伏な
どがやってきてそれぞれの信仰を布教宣伝に訪
れる。外部から来た人たちの話は集落の人たち
にとって刺激を与えてくれるものである。ここ
から桜井は山間離島の住民について述べていく。
そして，参拝講成立から代参講にいたる発展過
程を地域社会に近接する霊地への参詣，二泊か
ら三泊かけての参詣，江戸周辺住民による富士
参詣のような十日から，四国巡礼のような一か
月以上かける参詣と３つにわけて論じる10）。こ
の第３段階にいたるためには江戸時代の旅の状
況があったと考えられる。桜井も言うが，旅が
困難でかつ費用もかかるからこそ代参者を選ん
で，その人たちから霊験あらたかなお札をいた
だくわけである。しかし，旅が簡便にできるよ
うになると，代参講事態の意味が変化する。つ
まり，旅の持つ意味が変化し，修業的な要素が
さらに減っていくことで信仰を理由にした旅が
行われなくなる。先ほどもエリック・リードの
論を参考に述べたが，旅に道徳的な苦行とそれ
による浄化の効果がある。旅のもつ修業的要素

（徒歩による移動，長期間の日程）が減少すれば，
その旅の宗教性は失われていく。
　しかし，現代においても四国巡礼など信仰に
彩られた旅は行われている。聖地巡礼は衰退し
ていたとしても消滅しているわけではない。性
質が変化し続けられている。そうした現象を考

えるうえで，岡本亮輔の議論をここで整理して
いく。岡本は星野英紀の四国遍路についての研
究を参考にしつつ，聖地巡礼はプロの宗教家の
介在なしにできる数少ない宗教実践であること，
聖地を目指す旅であるということから他の宗教
儀礼や宗教実践に比べて「宗教上の統一的な規
則や約束事」が希薄であること，つまり宗教的
私事化と親和性の高い宗教システムであるとし
たうえで，現代の聖地巡礼は伝統的な宗教実践
というだけではなく，世俗的領域に位置付けら
れてきたツーリズム，あるいは「世俗化した巡
礼」としてとらえられてきた観光と融合しつつ
展開されてきたものとして問題化される必要が
あるとしている11）。
　岡本の「世俗化とポスト世俗化」に関する議
論と同時に興味深い点として，幡鎌が論の軸と
して展開する「ゲスト」と「ホスト」と同じ表
現を用いて現代の聖地巡礼について語っている
点である。岡本の場合，聖地を訪れる巡礼者や
ツーリストを「ゲスト」，聖地や巡礼地沿いに
住む人たちを「ホスト」として，両者の競合関
係について論じている。対して幡鎌の場合は，
旅する宗教者と地域住民という枠組みで語ら
れ，宗教者たちの行為に重点を置いたものであ
る。幡鎌と岡本では視点が異なるが，「ゲスト」
と「ホスト」との関係性に注目している点では
同様の視座ともいえる。ここでは両者の視点を
並行して整理していくことになるが，まずは岡
本の議論を整理する。
　岡本は1993年にスペインのサンディアゴ巡礼
で起きた「コンポステラ発行拒否問題」12）を事
例にしながら，「ゲスト」と「ホスト」の競合
関係について述べていく。「ホスト」の人たち
はホスト社会に生きる人々で，ゲストである巡
礼者たちは好ましい人々ではない。巡礼者と直
接かかわる人たちにとって巡礼者は「客」であ
るが，大部分のホストの人々にとっては「彼ら
の生活世界への侵入者」でしかない。1993年は
スペイン国内の巡礼路がユネスコの世界文化遺
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産に登録された年でもあり，以前よりもはるか
に超える巡礼客が訪れ，「サンディアゴ巡礼者
の脱カトリック化」が進んだ結果，ホストの人々
にとって「カトリック教徒でない人たちがカト
リックの聖地に行く」というストレスを与える
ものだったのではないかという。
　さらに岡本は「ゲスト」同士でも競合関係に
なることもあるという。現代の聖地巡礼におい
て「バス巡礼」と「歩き巡礼」というような行
為を基準とした真偽の区別が行われているとい
う。どこから歩いて向かっているのか，どの道
を使って歩いているのか，巡礼客も少ないマイ
ナーな巡礼路を歩くであるとか，「歩くことの
自己目的化」「プロセス重視」を判断基準とし
て真偽を問うことが行われていて，そうした言
説は「現代文化の最先端の価値観」を持った人
であるとしている。岡本はこうした現象を宗教
への関心の増大としてとらえるだけでなく，現
代社会における自分探しやスピリチュアルな宗
教性といった私化された観点のもとに行われる
巡礼によって，非信徒も利用可能なシステムと
して聖地巡礼が「リソース化」され，「自分探し」
などの目的のために動員されているのではない
かという13）。
　幡鎌は「宗教者」の旅を軸に考察を行う。近
世の民衆と宗教者の関係を野田成亮と平田篤胤
の旅を事例として述べながら論じている。彼ら
の旅は巡礼であり参詣であり，観光であり，布
教であり，生活の糧または出版の費用を得るた
めという点であれば托鉢／勧進の旅であったと
いう。旅の先々でホストたちの困難に対する解
決を求められ，ホストのニーズに応じながら対
応していった。同時に旅の経験の中で教え説き，
ホストたちとの対話を通して教義が昇華してい
くプロセスがあった。このためにはホストたち
にも相応の知識がなければならず，実際ゲスト
たちの旅はホストたちの文化的なネットワーク
によって支えられていたという。ホストとなっ
た地域の人々がゲストの人に地域の伝承を語る

とき，教える立場と享受する立場は逆転する。
ホスト側の知識も相当あったのではないかと予
測され，ゲストの旅はホストの文化的なネット
ワークと知的な枠組みに影響されて展開してい
たと考えられる。そのため，ゲストたる宗教者
もホストたちを満足させるために多様な引出し
を必要とした。ゲストである宗教者は自らの資
源を細分化し，対象を見極め，手段と内容を選
んでいたのだという14）。近世においては思った
以上に成熟した宗教文化が創造されていたと考
えられる。

4．結　び

　宗教家にとって信徒という流動的な不特定多
数の存在も無視できない存在としてある。寺社
に所属する宗教家がいたと同時に，遊行聖・六
部・修験者など各地を旅しながら信仰に生きる
人たちも多数いた。地域に住む信徒たちはこれ
ら旅の宗教家を適宜使いこなしている。「使い
こなしている」という表現は適切とは言えない
かもしれない。それよりは原のいう「自発的信
仰心」の意味が，信徒たちにとって当たり前に
なり，それと同時に宗教家たちにとっても強く
なったと考えられるのではないか。ある特定の
人たちだけを相手にしていればいいのではな
く，地域住民たちという「信仰のユーザー」と
いうべきなのか，そういう人たちも宗教家たち
にとって大切な人になっていったのである。井
上順孝が現代の宗教研究という文脈のなかで，
ユーザーたちであるごく現実的な悩みや問題を
抱えた人々が，「社会的次元での宗教を支えて
いる大きな基盤である」という当たり前すぎる
くらい当たり前の事実から出発することで，新
たな宗教史研究につながるというが15），江戸時
代の宗教を考えるうえでも庶民という要素は必
ず考えなければいけない。信仰と深く結びつい
た思想を考えることも当然重要なことであるが，
庶民と宗教家との関係性を考えることも重要で
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ある。社会学的な観点から歴史的な宗教を考察
するというのであれば，人間関係，社会性といっ
た要素を無視することはできない。つまり，ユー
ザーサイドから宗教を考えるという視点が重要
だろう。さらに，庶民参詣と現代の観光との連
続性を考察することに意味はあるのではないか。
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