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要　　旨

　日本における巡礼の「社会学的」研究は、実証調査研究が着実に進められている一方、理論的な関
心に基づく研究は進んでいない。長い伝統を持ちながら今なお多くの人を引きつけてやまない巡礼
が、現代社会においてどのような意味を持つのか、あるいは現代人にとって、巡礼を行う意味とは一
体何であるのか、それを理論的に分析するための枠組みづくりの作業が求められている。そこで本稿
では、巡礼を社会学的に分析するための準備作業として、現代における巡礼経験の多様性をめぐる問
題を取り上げ、これをカテゴリー化するための方途を探る。ここでは、日本の代表的な巡礼である四
国遍路を素材としてこの作業を行う。そしてこの中で、観光社会学における観光経験のカテゴリーを、
巡礼経験に導入することを提案する。
　「開放型」巡礼である四国遍路は、観光、信仰、自己探求など、多様な経験を喫しうる場であるこ
とは、いくつかの実証調査の結果からも明らかである。だがこれまでは、それらを、単に経験の類似
性に基づいて分類するにとどまっていた。しかし現代社会との関連の中でその特質を明らかにし、か
つ各カテゴリーを相互に関連づけつつ捉えるためには、カテゴリー分けのための基準が必要となって
くる。そこでヒントになるのが、旅を研究対象として共有する観光社会学の知見である。観光社会学
者エリック・コーエンによれば、観光経験は、各人のもつ「精神的中心」へのスタンスに応じて５つ
のカテゴリーに分類される。巡礼もまた旅の一形式であり、したがって、この基準の設定、およびそ
れによって分類される各モードは、巡礼者の経験を説明する際にも一定の有効性を持つと考えられ
る。
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英文要旨

The intention of this paper is to explore to categorize pilgrim experience in terms of 
sociological perspective. Whereas researchers have built up a large number of valuable empirical 
research of pilgrimage, there is little work of a specifically theoretical nature. However, theory needs 
to be developed in order to make empirical study much more meaningful, and to understand the 
present tendency more correctly. �is is preparation for that. �erefore, in the process of conducting 
this study, I attempt to introduce sociology of tourism into the study of pilgrimage. Because sociology 
of tourism has some theoretical approach to the phenomenon of modern tourism, one which includes 
a typology of tourists. I believe that it is useful for pilgrimage study in Japan. �is paper is advanced 
as follows: first, I review sociological study of pilgrimage in Japan, and next, picking up the Shikoku 
Henro (the most famous pilgrimage in Japan) as an example, point out that pilgrims have various 
experiences. And finally, to categorize these experiences, I introduce the perspective of the sociology 
of tourism.

査読付き研究ノート



１．はじめに

　日本における巡礼の「社会学的」研究はこれま

でにもいくつかあるが、実証調査研究に関しては

一定の研究蓄積が認められる一方で、理論的な関

心のもとに、巡礼現象の現代的位相を分析的に捉

えようとする試みは、これまでのところ十分に行

われていない。本稿では、巡礼を社会学的に分析

するための準備作業として、現代における巡礼経

験の多様性をめぐる問題に焦点を当て、この経験

を一定の基準に基づいてカテゴリー化するための

方途を探る。具体的には、日本の代表的な巡礼で

ある四国遍路を取り上げ、そこでの巡礼経験が実

際に多様であることを確認し、かかる多様性を類

別する枠組みとして、観光社会学において培われ

た知見の導入を図りたいと考えている。

　議論は、およそ以下の手順で進められる。まず

はじめに、我が国における巡礼の社会学的研究の

現状をレビューし、現代巡礼をめぐる社会学的研

究のもつ問題点を指摘する。次に、四国遍路を素

材として、巡礼者が多様な巡礼経験をもつこと

を、種々の実証調査を通じて得られた結果を踏ま

えつつ指摘する。そしてこの多様性を分析の俎上

に載せるための枠組みとして、観光社会学者エ

リック・コーエンの提示した観光経験類型に着目

し、これを巡礼経験に適用することの有効性を指

摘する。

２．巡礼の社会学

　巡礼研究は学際的である。これまで主に、宗教

学、歴史学、人類学、民俗学といった諸分野がそ

れぞれの関心から巡礼をひとつの研究対象に据

え、業績を蓄積してきた。その全体から見ると、

巡礼を社会学的に考察する研究はことのほか少な

い（佐藤　2004：12）。「社会学」の名の冠され、

かつ巡礼に特化した研究としての嚆矢は、前田卓

の『巡礼の社会学』であろう。ここでは、四国遍

路および西国巡礼が主題として取り上げられ、寺

院に残る過去帳や納札などを資料として江戸期の

巡礼の動向について詳しく分析しているほか、遍

路者に対して行われたアンケート調査などを通じ

て、昭和40年代の巡礼状況を明らかにしている

（前田　1971）。同じく「社会学」の名を冠する著

作に、近年公刊された『遍路と巡礼の社会学』が

ある。本書は、西国巡礼、秩父巡礼、および四国

遍路のそれぞれについて、江戸期以降、昭和期、

そして平成期に至るまでの遍路者の実態を、多く

の文献や実証調査の結果なども駆使しながら分析

している（佐藤　2004）。

　いずれも、綿密な文献調査、および実証調査を

通じて詳細な実態把握を行った労作ではあるが、

しかし、実態を捉えた上で、それをどのような概

念枠組みによって捉えるか、といったところにま

では言及されていない。巡礼なるものが現代社会

においてどのような意味を持つのか、あるいは現

代人にとって、巡礼を行う意味とは一体何である

のか、それを分析し、理論的に昇華させていくた

めの枠組み形成への作業が、社会学的な巡礼研究

においては思いの外進展していない。

　そうしたなかでは、同じく現代巡礼者への実証

調査の結果に基づいて編纂された早稲田大学道空

間研究所の『現代の四国遍路』は、現代巡礼の実

態を、社会基盤整備やモータリゼーションといっ

た、近代化、都市化の動向の巡礼への影響を視野

に含めつつ考察しているほか、再帰的近代化論な

どを用いて、現代社会論的な分析視角から巡礼現

象の意味を捉え返そうとする試みをおこなってお

り、これまでの巡礼研究とはややおもむきが異な

る点に注目される。しかしそれでもなお、社会学

のディシプリン内部においては、巡礼へ理論的に

アプローチするための分析枠組みの構築が未だ未

成熟の域にある感は否めない。

　本稿はこの点に焦点を当てるものであるが、さ

しあたって解明すべき課題の一つとして、ここで

は現代における巡礼経験の多様性をめぐる問題に

関し、日本の代表的な巡礼である四国遍路を素材

として、焦点を当ててみたい。
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３．現代巡礼経験の多様性

３．１　四国遍路の開放性

　現代の四国遍路は、多様化しているといわれ

る。巡礼者の動機は、伝統的な信仰に基づくもの

から供養や祈願、自己探求や精神修養、癒し、リ

ハビリテーション、観光や体力づくりにまでおよ

び、用いられる移動手段も、伝統的な徒歩の他、

モータリゼーションや社会基盤整備を背景に、自

家用車や観光バス、自転車やバイク、公共交通機

関、またこれらの併用など、さまざまである。巡

り方にしても、札所番号通りにめぐる「順打ち」、

逆方向にめぐる「逆打ち」、88カ寺を一巡する「通

し打ち」、分けてめぐる「区切り打ち」など、い

くつかのやり方がある。しかし多様化自体は現代

的事象ではない。

　星野によれば、巡礼は「閉鎖型」と「開放型」

に類別される。「閉鎖型」とはメッカ巡礼に典型

的に見られるように、部外者に対する排他性を特

徴としており、「巡礼者の資格を厳しく限定して

いる巡礼」である。「開放型」とは逆に、巡礼者

の資格や動機を問うことのない巡礼のことであ

る。そして四国遍路は典型的な「開放型」である

とされる（星野　2001：44）。というのも四国遍

路においては、その意味づけにおいても、儀礼や

シンボルにおいても、正統性をもって定型化され

た体系的解釈は存在せず、巡り方、装束や儀礼、

目的などに関して、厳密に制度化された規定をも

たないからである。従来より「四国遍路は宗教儀

礼として考えた場合、体系化、固定化、組織化、

制度化を拒んできた」のであり、それゆえ多様な

動機と目的を持った巡礼者を受け入れてきた。四

国遍路は「遍路者それぞれの目的がきわめて多様

であることが大きな特徴」であり、「そのすべて

が遍路者として許容される」（ibid．91－93）。そ
の意味で「開放型」巡礼なのである。

　であるとすれば、もとより「開放型」である四

国遍路のこと、多様化は、こと今になってあらた

めて指摘するまでもないことである (1)。むしろ問

われるべきは、その多様性の現代的位相であり、

かつそれを分析的に概念化する方途である。本稿

では以下、特に巡礼経験の多様性に着目すること

によってこの可能性を探っていく。

　すでに述べたように、現代巡礼を対象とした実

証調査がこれまでにも幾度か行われている。これ

らの結果から、巡礼経験の現代的な多様性の一端

を掴むことができる。

３．２　動機の多様性

　たとえば巡礼は、確かに額面的には、信仰に基

づく行動、あるいは宗教的体験の場といえよう。

だが、早稲田大学道空間研究所（以下、早大道研）

の調査では、「先祖・死者の供養」、「家内安全」

など、寺社参拝一般に通用する動機のもとに四国

遍路を行うものが、「信仰・修行」を動機とする

ものを大幅に上回っていることが示された（長田

他編　2003）。

　巡礼地への歴訪を「観光」だと割り切る者たち

も少なくない。早大道研の調査では、全体の一割

が、巡礼の動機として「観光」を挙げている（図

１）。佐藤の調査では、「行楽」は3.1％だが、「信
仰と行楽を兼ねて」が26.5％あり、あわせると、
行楽、観光的動機を持つものが３割に及ぶ（図

２）(2)。
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図１　遍路の動機（単純集計）
　　　　　　　長田他編『現代の四国遍路』P.331



　また早大道研の調査では、とりわけ徒歩遍路者

に、「精神修養」のために巡礼を行うとするもの

が多いことが指摘されている。全体ではこの回答

は２割弱にとどまるが、徒歩遍路者に特化すれ

ば、その割合は４割近くに及ぶ（ibid．331）。佐
藤は、昭和44年、63年、平成８年にそれぞれ実施

された調査結果を比較照合する中で、「精神修養

のため」に巡礼を行う者が近年増加傾向にあるこ

とを指摘している (3)。

　これと関連するが、近年注目される傾向として

挙げられるのが、遍路経験者のなかに、「信仰で

はない」ことを断言するものが多いことである

（星野　2003：361－362）。星野は、「スポーツ気

分」「チャレンジ精神」で徒歩遍路をおこなう者、

「組織を離れた開放感と＜自由になった＞という

気分を味わいたいため」に遍路を行う定年者、「妻

と一緒に遍路に行くことで、今まで何もしなかっ

た家庭を省みる」ために巡礼を行う会社人間の事

例を挙げている。

　自己、ないしアイデンティティをめぐる動機を

もって巡礼を行うものもいる。愛媛県生涯学習セ

ンターの調査では、「自分探しの旅」という選択

肢を選んだ徒歩遍路が６割に上るし（表１）、四

国遍路を「自分への投資」であると表現した経験

者もいる (4)。「スピリチュアル遍路」とも称され

るこうした巡礼者が、四国遍路独特のものとし

て、巡礼者総体の中の一群を形成していると考え

られるが、これらも、その多くは、信仰からは一

定の距離をおく場合が多い。こうして、信仰の遍

路ばかりでなく、祈願の遍路がおり、観光の遍路

がおり、そして自己確認や自分探しの遍路者がお

り、という具合に、各種の実証調査研究がまず示

したのは、「信仰にあらざる巡礼者」を含む、巡

礼経験の多様性であった。

　このように、伝統的動機とは異なるさまざまな
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図２　遍路の目的別割合
佐藤光久『遍路と巡礼の社会学』P.221

表１　歩き遍路の巡拝動機
愛媛県生涯学習センター編『遍路のこころ』p.288　　　　　  （単位：人）

10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 男　

計

人
数
比

女　

計

人
数
比

計
人
数
比男 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

自分探しの旅 10 5 5 3 13 4 8 3 3 42 63% 12 48% 54 59%
信仰・修行 4 1 1 6 1 6 2 19 28 2 8 21 23
精神修養 9 3 2 3 1 9 1 6 2 29 43 7 28 36 39
先祖の供養 3 1 2 5 5 7 1 1 19 28 6 24 25 27
定年退職 1 3 2 4 6 2 8 6 7
仕事上の問題 1 2 1 4 6 4 4
自分の健康や家族の問題 1 1 1 4 2 4 2 9 13 6 24 15 16
身近な人の死や病 2 1 3 3 6 9 3 12 9 10
友人・恋愛問題 2 2 3 2 2
観光 2 1 1 2 2 1 5 7 4 16 9 10
その他 1 3 1 1 1 2 1 7 10 3 12 10 11

計 1 33 10 11 2 12 2 41 19 42 11 6 1 146 45 191
実　　人　　数 1 13 7 6 2 6 1 19 9 19 5 3 1 67 25 92
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動機が、巡礼者のなかにあることが判明している

のだが、多くの実証調査がこの事実を示しつつ

も、これまでは、単に類似するものをカテゴリー

化して提示するにとどまっていた。しかしそれで

は、現下の多様性を単に多様なりと提示するだけ

でしかない。異質なものをそれぞれの類似性に基

づいて分類し並置するのではなく、一段抽象化し

た次元でその相互の関連を把握すべく、特定の基

準に基づいて類別していくことが、巡礼経験を分

析的に把握していくにあたって、まずは欠くべか

らざる作業であろうと思われる。ではそうしたカ

テゴリー化にかかる基準は、どのように設定され

るべきであろうか。

３．３　「本来性」という基準をめぐって

　少なくともいえるのは、この際、宗教的活動と

して、あるいは信仰に根ざした活動として巡礼

を、「本来的なるもの」としてまず
0 0

、規定し、こ

れを基準化してしまうことは、四国遍路をめぐる

経験を総体として掴む視角を大幅に限定させてし

まうということである。巡礼の原初的なあり方を

基底に、その開創から時系列に沿って進行してい

く民衆化過程を跡づけていく手順は、巡礼研究一

般に広く見られる正統派の手続きともいえるもの

だが、現状の把握にあたってもなお「本来性」を

基準とすることは、自ずと、多様性の中に「本来

的なるもの」と「それ以外」、すなわち「世俗化

したもの」という二項図式を持ち込んでしまい、

巡礼の名の下に現下展開されている諸々の現象の

それぞれを、本来性からはずれた、世俗化したも

のの下位カテゴリーとして位置づけることとな

る。そのように二項図式化した後で、いかにこの

下位のカテゴリーを入念に区別したとしても、そ

れらは、相対的に上位に特権化された本来的な巡

礼のあり方との関係のなかでは格下でありつづ

け、それを区別していくことの意味が相対的に後

退してしまう。そして本来性の持続度ばかりが関

心の焦点に据えられることになる。

　こうした観点をとる例は、たとえば佐藤の所説

の中に見受けられる。一例として、昭和後期およ

び平成期に、信仰心に基づく巡礼者が減少し、精

神修養や朱印集めを目的とする巡礼者が増えてい

る現状について、佐藤が説明する部分を見てみよ

う（佐藤　2004：222－224）。

　かつての遍路の中核を占めていたのは各地の大

師講の講中や真言寺院の檀信徒であった。その講

中たちが高齢化し、その遍路が減少していること

が挙げられる。札所の話では、「重ね印」と呼ば

れる納経帳を持参する巡拝者が少なくなったと言

われる。それは純粋に宗教的行為の発露として毎

年あるいは隔年に熱心に訪れる遍路が減少する側

面が一部に出てきている。

　明示的ではないにせよ、ここでは、「純粋に宗

教的行為」として巡礼がまず規定され、これを基

準として、現代の特質は、その「減少」として捉

えられている。

　続いてつぎに、第二の理由として目的の多様化

を挙げ、

　例えば、平成二年から始まった「空海のみち

ウォーク」に集まった高老齢層たちは健康増進

や、参加することの楽しみを兼ねた遍路の様相が

強く、一途に信仰だけに主眼を置いた遍路とは趣

を異にしている。そのため、単に「信仰心にもと

づいて」を目的とする人は相対的に少なくなり、

信仰心に他の目的を組み合わせる多目的な遍路の

タイプが少しずつ増えてきた。しかし、「信仰心

にもとづいて」と「信仰心と行楽を兼ねて」を併

せると六割を上回り、信仰心に裏付けられた遍路

が多いことには変わりはない。

　そして最後に、この項を次のように締めくく

る。

　以上のように、遍路の目的にも時代によって多

少変化は出ているが、遍路以外の巡礼が総じて行
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楽的要素や信仰以外の要素が強いのに比べ、四国

遍路には未だ信仰心や精神的な志向が強い傾向は

変わっていない。

　ここには明らかに、本来のあり方がまず指定さ

れ、現下の多様性はそこからのズレとして把握さ

れ、そうしたズレがある中で、どれだけ本来度が

持続しているかが論じられている。他方で、そこ

に見出されている多様化の諸相については踏み込

んだ考察がなされているとは必ずしもいえないこ

とが見て取れよう。

　もちろん伝統文化の本来性を無意味なものとし

て否定するつもりはないし、「世俗化」が本来性

の希釈化であることも一面での真実ではあろう。

けれども、伝統文化の帰趨としてではなく、現代

的事象としての巡礼をめぐる経験のバリエーショ

ンを包括的に捉えて整理しようとするここでの関

心に鑑みた場合には、そうした本来性を基準にお

くことによって形成される序列は不必要である。

現代巡礼者の示す多様性を、単に多様なりとして

提示するだけではなく、また単に「世俗化」のコ

ンテクストのなかに放り込んで格下扱いするので

もないかたちで、その多様性を整序してこそ、そ

こに「時代」や「社会」を読み取ることをもくろ

む、巡礼の社会学的な扱いがいもある。ともあれ

求められるべきは、現代に照準し、一定の基準に

基づいて、多様性を整理し説明する分析枠組みを

持つこと、である。

４　観光社会学と巡礼

４．１　観光社会学の導入

　このような課題に応えるために活用しうるヒン

トとして、ここでは観光社会学の知見に目を向け

てみたいと思う。これまで、巡礼現象を観光社会

学のパースペクティヴから捉える試みは少ない。

しかし、 ⑴ 巡礼研究も観光社会学も、ともに旅を
研究対象としているという点で共通性を持ち、か

つ、 ⑵ 観光社会学は現代的事象としての観光現

象の解明をめざしているという点 ⑶ 、観光経験
の多様なバリエーションを一定の基準に基づいて

カテゴリー化しているという点で、巡礼研究にも

有用な視座を提供してくれる。以下ではまず、巡

礼研究と観光社会学のそれぞれが対象とするもの

の類同性を示し、その上で、残る２点を詳述して

みよう。

　なお、以下では語の混乱を避けるため、いわゆ

る語の通常の意味での（すなわち行楽という意味

での）観光を「観光」、そしてこの「観光」を含

めて、観光社会学が研究対象とするものの全体を

「ツーリズム」と表現することとする。ただし「観

光社会学（sociology of tourism）」の句に関しては、
この句が一般的に通用しているため、そのまま

「観光社会学」と表現する。

４．２　研究素材としての旅

　巡礼から「信仰」という「本来性」を取り外し

た場合、そこに残るのは、長距離を移動していく

という特質、すなわち「旅」という特質である。

巡礼とは旅の一形式であり、その点で観光という

行為と通底する。では観光という行為は、観光社

会学においていかなるものとして捉えられている

のだろうか。ここではエリック・コーエンの所説

を参考にしてみよう。コーエンは、ツーリスト役

割を同定する作業の中で、ツーリズムなるもの

を、永続性、自発性、方向性、離隔性、定期性、

目的という６項目の基準に基づいて識別し、以下

のように規定している。

１　ツーリストとは、一時的な旅行者であり、居

住の定住地をもち、旅行中であってもそこが変

わらぬ彼の住所である。このことは、遊牧民や

浮浪者などとツーリストを区別するのに有効で

ある。ツーリストにとって旅行することとは、

特別の、非日常的な事態であって、それは一時

的に、希に引き受ける役割なのである。

２　ツーリストは自由意志の旅行者であり、喜び

が得られればいつでもやめて、自由に帰宅する

ことができる。これは亡命者、難民、捕虜など

― 6 ―



巡礼の観光社会学－巡礼経験のカテゴリー化に向けて－

のような、不本意であるか、あるいは強制され

た旅行者からツーリストを分離する。

３　ツーリストは、往復旅行の旅行者であり、彼

の出発点は、最終の目的地でもある。これは、

移民などからツーリストを分離する。

４　ツーリストは、短い旅行あるいは小旅行では

なく、比較的長い旅行を行う。これは日帰り旅

行者あるいは単なる遠足を行う者からツーリス

トを分離する。

５　ツーリストは、定期性のない旅を行う。これ

は通勤者や、週末別荘の所有者からツーリスト

を分離する。

６　ツーリストは、その旅の目的が手段的ではな

い旅行者のことである。別の目的を果たすため

の手段ではなく、それ自体が目的である。この

定義はツーリストのカテゴリーから、その旅行

が主に経済の、政治的、あるいは宗教的な目的

を満たす実業家、外交員、国際的な代表、宣教

師といった旅行者を除外する。

　コーエンはこのように、一時的であること、自

由意志に基づくこと、定住地と目的地との間の往

還性を持つこと、長距離であること、非定期的で

あること、非手段的であることによって、それ

以外の旅行者から、ツーリストを析出してくる

（Cohen　1974［2004］）。彼はそれを図のように

表記する（図３）。

　次に現代巡礼の役割を、同じ基準を用いて見て

みよう。

①永続性

　生涯を巡礼に捧げるという生き方は、ないと

はいわぬが現在ではごく少数とみてよい。もち

ろんかつては、いわゆる「職業遍路」とか「病

人遍路」といわれるような、巡礼そのものを生

涯の生きるよすがとする者もいたという。しか

しそれは現代の巡礼を特徴づけるものではな

い。現代においては、多くの巡礼者が、定住地

から巡礼に出かけていく。巡礼者役割は、多く

の巡礼者にとっては、一時的にのみ担う役割な

のである。

②自発性

　上述の「職業遍路」ないし「病人遍路」は、

その大多数が、故郷を追われてやむを得ず、身

を投じた者たちへの呼称であった。またかつて

は、通過儀礼の一つとして巡礼が課せられてい

た地域も四国近隣にはあったという。このよう

ないわば強いられた遍路は、往年には確かに存

在した。しかし今日において、これはいたとし

ても圧倒的少数であろう。現代巡礼者の大多数

が、自らの自由意志に基づいて、自発的に巡礼

へと旅立つ。
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役割の諸次元 役割

(1)．永 続 性

(2)．自 発 性

(3)．方 向 性

(4)．離 隔 性

(5)．定 期 性

(6)．一般目的
　　　　　（楽しみ）
(7)．特殊目的

旅行者
　↓
一時的
　↓
自発的
　↓
往還
　↓
比較的長距離
　↓
非定期的
　↓
非道具的
　↓
新奇性と変化
　↓
ツーリスト

永続的（放浪者、浮浪者、ノマド）

強制的（亡命者、難民、捕虜、奴隷）

一方向的（移民）

比較的短距離（日帰り旅行、遠足）

定期的（週末別荘所有者、夏期別荘所有者）

道具的（ビジネス旅行者、出稼ぎ外国人労働者）

その他（学生、サーマリスト、家族訪問者）

図３　ツーリスト役割次元の「概念樹」　in Cohen,E., Contemporary tourism, p.288



③方向性

　これも当然のことであるが、定住地から出か

けていくのである以上、多くの巡礼者は、巡礼

が終わればまたもとの定住地へと帰っていく。

多くの巡礼者にとって、巡礼は帰宅が予定され

た旅である。

④離隔性

　自宅近くの社寺に参拝するのとは異なって、

巡礼は当然のことながら長距離の移動を伴う。

もちろんたとえば四国在住者が四国巡礼を行う

場合でも、札所をめぐるとなると長期間の移動

になる。

⑤定期性

　四国近辺の地域のなかにはかつては、年中行

事の一つとして、遍路を行うことが習わしに

なっていたという。また講という形で比較的最

近まで、定期巡礼団が存在した。現代でも区切

りうちを繰り返す者などはある面で定期性を

持っているといえるかもしれないが、その場合

でも同じ地域を繰り返し訪れるわけではなく、

その都度在所する場所は異なる。もちろん繰り

返し巡礼に出る巡礼者も存在するが、それは、

通勤者や週末別荘の所有者の示すごとき定期性

を持つものではない。基本的に現代の巡礼の圧

倒的多数を占めるのは、一回性のものである。

⑥目的

　多くの巡礼者は、そこに所用を果たすため

に、巡礼地に赴くのではなく、巡礼をすること

自体を目的としている。むろんすでに指摘して

いるとおり、祈り、供養、祈願、自己発見、レ

クリエーション、観光など、動機はさまざまだ

が、巡礼者とは、これらの動機に基づいて「巡

礼をすること」を目的とする者たちである。

　コーエンの挙げるツーリスト役割は、多少の例

外はあるとしても、以上に示したようにほぼその

まま巡礼行動にも適用可能である。したがってこ

の規定に従う限り、巡礼とはツーリズムの一形態

であると見なすことに、さしあたり疑問を差し挟

む余地はない。すなわち現代における巡礼者役割

の特質は、ツーリスト役割のそれと、少なくとも

形式的な面では類同性を持っているといえる (5)。

４．３　近代社会とツーリズム

　観光社会学は、ツーリズムを、「すぐれて近代

的な現象」と捉え、まさしく現代社会において展

開しつつあるツーリズムの意味に大きな関心を寄

せている (6)。観光社会学が一つの研究領域として

確立するのは1970年代だが、一般にその先鞭をつ

けたのはブーアスティンとされている。

　歴史的に見れば、観光はもともとは特権的階級

によるグランドツアーを前身として、近代におけ

るその大衆化という経路をとる。ブーアスティン

はこうして近代に登場した観光客の行状を否定的

なまなざしで捉えた（ブーアスティン　1974）。

彼の目には、演出された「疑似イベント（pseudo-
event）」にたぶらかされ、表層的な経験で満足し
てしまうツーリストの出現と蔓延が、「オーセン

ティックな経験を追い求める古き時代の旅人の消

滅」と映ったのだった（Cohen　1979＝1998）。
　マッカネルのオーセンティシティ（authenticity）
をめぐる所論が、かかるブーアスティン的な見解

へのひとつのリアクションであったことは広く認

められているところである。彼によれば、現代生

活は、表層性とインオーセンティシティで満たさ

れているがゆえに、現代人は、リアリティとオー

センティシティは、ここではないどこか他のとこ

ろにあると考える（マッカネル　1976：８）。こ

うして生じるオーセンティシティの探究欲求が、

現代人をして観光へと誘うのだという。それは究

極的なリアリティを求める宗教的な探求の欲求に

類似しており、その点において、彼はツーリズ

ムを「現代の巡礼」であるとした（MacCanell　
1973＝2001）。

　このように、観光社会学において、近代化の中

でのツーリズムの出現過程は、２つの対立する

パースペクティヴで捉えられた。そこに、近代化

のなかでの、大衆社会化に伴う高級文化の退廃を
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みるパースペクティヴと、そこに、近代社会にお

ける人々の社会からの疎外をみるパースペクティ

ヴとである。しかしこのような違いはあるにして

も、近代化された社会の中でのツーリズムの意味

を問う、という姿勢は共通している。観光社会学

は、かかる論争を原点にもつことからして、その

テーマ領域成立の当初から、近代以降に照準して

ツーリズムを主題化していることは明らかであ

る。少なくとも、伝統に基づく本来性という基準

が、ここにはそもそも存在してないという点が、

巡礼経験をこれまでとは異なる角度から捉えるに

あたっては利に働く。

５　観光経験のカテゴリー

５．１　「精神的中心」という基準

　ところで、その後、観光社会学のなかで争点化

していくこの対立的な二様の捉え方を踏まえつ

つ、再び現代巡礼の多様性に目を向けてみると

き、この論争の当事者たちがそれぞれに見出した

ツーリストの両方ともが、現代巡礼者のなかに同

時に見出せることに気づく。つまり、すでに示し

たように、その巡礼の旅を（言葉の通常の意味

での）「観光」と割り切る巡礼者もいれば、「観

光」とは一線を画された、（マッカネルが観光の

モチーフとした）正真正銘の巡礼者もいるのであ

る。かれらが主張するように、巡礼者は、彼らの

見出したタイプのうちの「どちらか」に属するの

ではなく、実際には「どちらも」巡礼者として存

在しており、しかもこの二種にとどまるわけでも

ないのだ。その点では、コーエンの次のような指

摘に同意せざるを得ない。『（ブーアスティンも

マッカネルも）どちらの立場も、自分の見解を述

べる場合、自分が根拠とする事例を強調しすぎ

る傾向がある」（Cohen、1979＝2005、カッコ内筆
者）。コーエンによれば、マッカネルは若くてポ

ストモダンなツーリストを、ブーアスティンは中

流階級のミドルエイジを想定して、それぞれの主

張を展開しているのだという。これに対してコー

エンは次のような見解を示す。すなわち、人は

それぞれ異なる観光経験を欲しているのであり、

「『ツーリスト』は一つのタイプで存在するのでは

ない」のだと。そして重要なのは、「より一般的

な理論的枠組みのなかで、その違いを説明するこ

と」なのだ（ibid．）。彼のこの主張は、現代巡礼
の多様性を整理する分析枠組みを持つべきだとす

る本稿の主張に通底するものである。

　こうした見解にたったコーエンが行ったのは、

ツーリスト経験のカテゴリー化の試みである。こ

れが前節にしめした (3)に該当する。コーエンは、
ツーリズムを、現代人の＜生＞と関連させつつ、

個々人が自らの「精神的中心」に対してとるスタ

ンスに着目する。この場合の中心とは、必ずしも

地理的なものではなく、また宗教的に限定される

ものでもない。地理的であれ宗教的なものであ

れ、あるいは文化的なものであれ、人は「豊かな

意味を持つ『リアルな』＜生＞」を実感できる、

精神的係留点としての「中心」をもっているので

あり、コーエンにおいては、かかる「精神的中心」

への接近／離隔の度合いをめぐってツーリスト経

験のモードが識別されているのである。具体的に

それは、レクリエーションモード、気晴らしモー

ド、経験的モード、体験的モード、実存的モード

の５つに区別される。

５．２　観光経験の５つのモード

〔レクリエーションモード〕

　レクリエーションモードとは、「楽しみ」のた

めになされる旅行であり、そこで「充電」し、「リ

フレッシュ」することが企図されている。彼らに

とっての中心は、日常的な労働活動の場であり、

観光は一時的にその中心から離脱することによっ

て「再生（re-create）」を期す機会である。このモー
ドは、元の社会への復帰があらかじめ想定された

旅行である。「充電」は、そこで蓄えられたエネ

ルギーを再び元の社会で活用するためになされ

る。したがって結果的には、「中心に対する支持」

を強める機能的な働きがある。そこには深い精神
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的な内容は失われている。追求されるのは、その

旅行自体の「楽しさ」、「おもしろさ」であって、

彼らは訪問先の「リアル」な世界を見てはいない

し、それをみたいと望んでいるのでもない。マッ

カネルが主張したオーセンティシティなど、この

モードの旅行者は望んでなどいない。かれらは観

光客用につくられた「疑似イベント」に乗せられ

るかもしれないが、それは織り込み済みのことな

のである。

〔気晴らしモード〕

　これに対し、気晴らしモードとは、自分の属す

る社会や文化から疎外された状態におかれた人間

が、退屈で無意味な日常からただ逃避することの

ためだけにおこなう旅行のことである。彼らは自

社会の中にも、また訪問先の中にも、中心を持つ

ことはなく、かつ持とうと望むこともない。その

旅行は端的に「中心を喪失した人々の無意味な楽

しみ」なのである。このモードはひとえに、社会

文化からの疎外の程度によって計られる。「もし

現代人が疎外されているならば、旅行に関して広

く認められるモードは気晴らしである」（ibid.）。
〔経験モード〕

　経験モードとは、自社会に自らの中心を見出す

ことのできない現代人が、どこか他の場所にオー

センティシティを求めようとする、そのような旅

行のあり方をさす。既述の２つのモードが、ブー

アスティンが批判の標的としたツーリストに対応

するものだとすれば、このモードはマッカネルの

主張するツーリスト観と密接に関連する。ただ

マッカネルの場合、オーセンティックな経験の探

究としての旅行は本質的に宗教的なものに等し

い。「巡礼の背後にある動機は、観光の背後にあ

る動機に似ている。それらはどちらも、オーセ

ンティックな経験を追い求めている」（MacCanell
　1973＝2001）といった言明に明らかなように、

マッカネルにおいては巡礼と観光旅行は、オーセ

ンティックな経験の探究という点において同じ枠

組みを有するものであったのだ。しかしコーエン

は、この両者には決定的な違いがあるという。巡

礼者は、当該地の中心としての価値に深くコミッ

トするが、ツーリストは、当該の場所に対して、

「異邦人であり続ける」。ツーリストは常に一歩引

いて、一幅の絵を見るかのようにその場所におい

ての経験と関わる。彼は部外者であり続け当事者

になることはない。

〔体験モード〕

　だがそこから一歩踏み出るツーリストもいる。

それが「体験モード」となる。体験モードとは、

「自己の社会の精神的中心を何ら支持しないが、

その一方、さまざまなやり方でそれに変わりうる

ものを求めている人々に特徴的」なものである。

かれらは、優先的にコミットする対象（すなわち

中心）を持たず、それゆえに、コミットすべき中

心を求めて、さまざまな価値やライフスタイルに

一時的に自分を同一化させてみようとする。彼ら

の立場は微妙である。彼らは、経験モードのよう

に、部外者としてそこにとどまるわけではなく、

むしろ積極的に関与しようとはするが、しかし完

全にコミットしようとはしない。店で服を選ぶと

きのように、試着しては脱ぎ、という経験を繰り

返して、自らに合うものを探している。要する

に「自分探し」を彼らはしているのであって、若

いポストモダンな旅人に典型的に見られるのであ

る。

〔実存モード〕

　実存モードとは、「選び取った」精神的中心、

すなわち自己の社会や文化の主流とは異なった中

心に完全にコミットする旅人たちに特徴的であ

り、宗教的回心に近い。もっともこの中心は宗教

的なものに限定されるものではない。彼らはこの

中心に深くコミットし、そこの文化や社会に完全

に服することで「新たな＜生＞を始めようとす

る」。

５．３　巡礼の社会学への示唆

　以上、コーエンの示した、現代において人が一

定期間、生活地から離れ、遠隔地を自発的に旅す

ることによって得ることの可能な経験のレパート
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リーを見てきた。現代巡礼もまた、先に示したよ

うに「現代においてなされる旅」としての形式的

類同性を有しており、である限り、ここに示され

た経験カテゴリーを巡礼にも適用することはひと

まず妥当と認められて良い。

　その上で、コーエンの類型論の巡礼研究に対す

る意義を指摘するとすれば、

１．ツーリズムを、現代的事象として捉える視点

であること、

２．ツーリスト・タイプの類別に際して、精神的

中心に対するスタンスという一定の基準を用い

ていること、

３．ツーリズムを一義的なものとしてではなく、

いわゆる｢行楽的なるもの」から、いわゆる「巡

礼的なるもの」までのカテゴリーが準備してあ

ること、

になろう。

　この枠組みの利点はなにより、伝統的な「信仰」

に基づく巡礼者の経験から、巡礼の本来性からは

迫っていくことのできない「信仰にあらざる巡礼

者」の経験の特質までを、一定の基準のもとにカ

テゴリー化することができる点である。それは、

明示的にせよ暗示的にせよ、「本来性」を経験の

基準としがちであったこれまでの巡礼研究が未だ

試みていない巡礼者の捉え方だといえよう。

　すでに明らかなように、コーエンがここに示し

たツーリスト・タイプのいくつかは、先に示し

た、現代巡礼者のさまざまなタイプと共通性を

持っている。個々の事例に則した具体的分析は別

稿に譲るが、たとえば、「標準型人生」の喪失と

いわれる現代社会の中で「自分探し」を行う若者

たちは、「体験モード」の巡礼を行うであろうし、

自社会での居場所を失ったことによる居心地の悪

さから巡礼に旅たつ者は「気晴らしモード」の巡

礼を行うだろう。これらはいずれも自社会に精神

的銃身を持ち得ない者たちとして解釈することが

できる。逆に、長期休暇を巡礼に当てるサラリー

マンは、精神的中心としての自社会に復帰するこ

とを前提として「レクリエーション（再生）」の

ために、巡礼へと赴くのであろう。こうした、自

分探しの巡礼も、気晴らし巡礼も、リフレッシュ

巡礼も、やはり現代という時代や現代社会を表象

する巡礼者に違いない。われわれはこうして、現

代日本社会との関係において、一見無関連で雑多

に見える多様な巡礼経験を、精神的中心へのスタ

ンスに沿いつつ、把握する手がかりを得る。そし

てこうしたカテゴリーの一つに、その地を「精神

的中心」ととらえる実存モードの信心深い巡礼者

もいる。それは決して特権的な位階にあるもので

はなく、他のモードと同じ、「精神的中心」への

スタンスに根ざしたカテゴリーのひとつである。

　もちろん、コーエンの枠組みは、あくまでツー

リストの類別のために策定されたそれであって、

これを直ちに巡礼研究に流用可能だというわけで

はない。とりわけ、「精神的中心」なる基準は、

理念型としてのツーリスト・タイプを識別するの

には有効であっても、実証データから巡礼者タイ

プを類別するツールとしてはいささか観念的にす

ぎ、もう一工夫が求められるところである。しか

しそれでも、単に類似する経験ごとの分類並置で

はなく、一定の基準のもとに、種々の経験をカテ

ゴライズしていく彼の試みは、巡礼経験を扱う上

で有用な手がかりを与えてくれる。

６　むすびにかえて

　以上、巡礼研究に観光社会学的な視点を取り入

れることの、巡礼経験に関する分析枠組みを構築

する上での意義を指摘してきた。要点をまとめれ

ば、巡礼を、宗教的行為として、あるいは信仰的

行為として規定するのではなく、旅として捉え、

「信仰」という本来性に代る、「精神的中心」とい

うより包括性のある基準を採用することによっ

て、巡礼者の多様な経験を類別化していく－その

ことが、現代巡礼の経験の現代的位相を包括的に

把握し分類するのに有効な枠組みを構築する第一

歩である、ということになろう。他方で、「精神

的中心」なる概念を、実証的分析に活用可能な
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ツールとしていかに洗練させていくかが、今後の

課題として指摘されよう。

　なお、観光社会学におけるこの枠組みの、巡礼

研究への適用は同時に、さらなる発展的な問いを

発するための契機ともなる。最後にこの点に触れ

ておきたい。

　たとえば「リフレッシュ」や「自分探し」など、

巡礼の原理からたぐっていっても決してたどり着

けないような種類の経験が、ツーリスト経験の中

にこそ見出すことができるとすれば、それは巡礼

経験の特質というよりも、旅をすること自体の中

に見出すことのできる経験特質であるのかもしれ

ない。その場合、さらに次のような問いかけが可

能である。「ならばなぜ巡礼だったのか」と。こ

の経験にとって巡礼であることは必然ではない。

信者がゆかりの巡礼地に赴くのはごく自然なこと

だが、信仰に無縁の者が信仰の地＝巡礼地を訪れ

ることは、ある意味では不自然である。にもかか

わらず、「信仰にあらざる巡礼者」をそのように

そこに引きつけるものがあるとすればそれは何か

－そこにこそ実は、真に問われるべき、現代巡礼

の存立の意義が隠されていそうである (7)。だがそ

れを見極めるためにもまずは、巡礼経験の多様性

を広角の視野の中でを捉え、整序することが必要

であることに変わりはない。

（道空間研究所）

　　　　　　　　　　　　

注
(1) 年中行事や通過儀礼の遍路、行楽遍路、職業遍路、病
人遍路、俳遍路など、さまざまな遍路者がいたことは、
すでに各種文献において詳述されている。

(2) この傾向を、すでに観光化しているといわれる西国巡
礼を念頭に、四国遍路の「西国巡礼化」と表現するこ
とがある（星野　2001：318；前田　1971：98）。

(3) この際、佐藤が用いるデータのうち、昭和44年のもの
は、前田（1971）に依拠している。ちなみに、前田は
同書で、西国巡礼との比較の中で、四国遍路の観光的
要素の希薄さを指摘している。彼はその理由として、
四国の僻遠性と、大師信仰の根強さを挙げている（前
田　1971：272）。

(4) 早稲田大学道空間研究所において2007年に行われた四

国遍路経験者へのインタビュー。
(5) 後の議論とも関係してくるが、この規定を適用して巡
礼を同定することはまた、過去においては四国遍路を
特徴づけていた巡礼者（すなわち「職業遍路」や「病
人遍路」）から、現代巡礼者を分離して取り出してくる
ことにもなる。

(6) 私見では、観光社会学は、グランドツアーなどの「過
去の遺産」から切り離して、「ツーリズム」を専ら現代
的事象として扱うことが多いように思われる。この点
に、伝統文化として、「過去の遺産」の延長上に現代の
巡礼を捉えることが多い巡礼研究との、対象へのアプ
ローチの仕方の違いがある。

(7) たとえば、すでに指摘したように、「実存モード」のよう
に来訪地に魅了される巡礼ではなく、「歩く」という行為
自体に意義を見出そうとする巡礼者が四国遍路者の中
にはいる。
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