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第9章 聖地と巡礼
聖なる旅の目的

ユダヤ教徒がお祈りする「嘆きの壁」の映像は見たことがありま

す。大勢の人が壁に向かって熱心に祈ってました。「嘆きの壁」は

ユダヤの聖地なのに、壁のすぐ向こうにはイスラームのモスクが

見えているんですよね。

岩のドームと、アル・アクサー・モスクの2つだね。

エルサレムはかなり特殊な例だけれど、世界にはほかにもたくさんの聖地があ

って、多くの人が参拝や巡礼に訪れているんだ。

日本にも四国八十八箇所や西国巡礼、伊勢神宮に比叡山、たくさんの聖地があ

るんだよ。最近はパワースポットなんてよばれて、若い人たちにも人気が出て

いるみたいだね。

そのうえエルサレムは、イエス・キリストが処刑にあった場

所ですよね。ユダヤとイスラームとキリストの聖地が１か所

に集まってるなんて、すごく不思議な感じ！

キリスト教徒地区

ムスリム地区

ユダヤ教徒地区

アルメニア人地区

嘆きの壁

岩のドーム
聖墳墓記念聖堂

シオン山

ヴィア・ドロローサ

アル・アクサー・モスク

これはエルサレムの旧市街の地図だよ。エル

サレムはユダヤ教徒地区、キリスト教徒地区、

ムスリム地区、アルメニア人地区に分かれて

いて、それぞれ宗教的に重要な施設が隣接し

ていることがわかるかな。

エルサレム旧市街
動 画
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聖地エルサレム
現在、聖地という言葉はいろいろな場面で使われています。サッカー・フ

ァンにとって、聖地は国立競技場ですし、アニメ好きの聖地は秋葉原になり

ます。こうした言葉の使われ方の背後には、その場所に対する特別な思いや

出来事が深く関わっています。

世界には、古くから多くの聖地が存在しました。ギリシャでは神々の住ま

うデルフォイやオリンピア、エジプトではテーベやカルナック、ユダヤ教で

はエルサレムを含む四聖都（他はヘブロン、ティベリア、ツファット）、そ

してキリスト教ではエルサレム、ローマ、サンティアゴ・デ・コンポステー

ラなど、それぞれの宗教に著名な聖地があります。

サンティアゴ・デ・コンポス
テーラの大聖堂
スペインの北西部にあるキリス
トの12使徒のひとり、ヤコブの
墓の上に建つ大聖堂。

以下は、女性で初めてカイロ大学に留学したイスラーム学者・片倉もと子さ
んの文章です。片倉さんはムスリムと同じようにラマダーン月の断食もやった
そうです。彼女には、身近で見たメッカ巡礼はどのように映ったのでしょうか。

予  習
読んでおこう

何が、かれらを、かくもメッカヘメッカへとひきつけるのだろうか。さまざまな理由があげられるが、そ
の第一は、イスラームの根本思想である平等主義―神の前に、だれもかれもみな同じである―という精
神が、巡礼のときには壮大なるドラマとして展開されるということであろう。

巡礼の行をおこなう者たちは、膚の色、国籍、言語、老若男女、さまざまであるが、みな一様に、イフラ
ームとよばれる縫い目のない二枚の白い布で身体をおおうことになっている。身にまとうものは、それだけ。
下着もつけないのがふつうだ。せいぜい腕時計や金銭、パスポート用の小物入れをもっている程度である。
メッカから数十キロの地点まできたときに、このイフラームに着がえる。（略）

着がえにいって、もどってきた人は、白衣裳に身をつつみ、なにやらおごそかな顔つきになっている。イ
フラーム姿になってから、イフラームをぬぐまで、髪や爪をきること、香水をつけること、結婚、性交、狩
猟などが禁じられる。「聖なる状態」に入るとされるからおのずから、おごそかな雰囲気になるのだろうか。

こうして、生まれも育ちも、いっさいのしがらみを全部ぬぎさって、神の前に、ただ一人の人間として、
たたずむことになる。飛行機で巡礼にやってこられるようなお金のある人も、ロバの背にまたがって、とぼ
とぼやってくるしかない人も、みな同じ姿になってしまうのである。

イフラーム姿で「アッラーよ、おん前にまいりました」という巡礼の文句をとなえながら、だれもかれも、
まったく同じ行をおこなう。カアバのまわりをめぐる人びと、二つの丘をいったりきたりする人びと、アラ
ファートに集う人びと、誰が王様か、誰が乞食か、誰が金持ちが、誰が貧しい人なのかまったくわからなく
なる。自家用飛行機でひとっとびに来た人も、一生かかってやっと巡礼の費用をためてやってきた人も、神
の前にはみな同じだということが巡礼者一人ひとりに実感され、ある種の興奮と陶酔感にひたれるという。

（片倉もとこ『イスラームの日常世界』岩波新書）

聖地の定義
信仰または伝承によって神聖視される一定の地域である。

日 本 カ ミ ー ノ ・
デ・サンティアゴ
友の会HP

資 料

サンティアゴ巡礼ガイド
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代表的な聖地のひとつにエルサレムがあります。エルサレムはパレスティ

ナ地域の中心都市で、石の塀に囲まれた旧市街はユダヤ教、キリスト教、イ

スラームの３宗教の聖地となっています。今もその地の所有や権利をめぐっ

て争いが絶えません。なぜ、あの狭いエルサレムの旧市街に、それぞれの宗

教の重要な聖地が隣接して存在しているのでしょう。そこには複雑な歴史的

経緯が関わっています。

現在「神殿の丘」と呼ばれる場所にソロモン王が神殿を建てたのは紀元前

965年のことでした。神殿にはモーセが神から受けた律法の石版を納めたア

ーク（契約の櫃
��

）が安置されていました。神殿は何度かの破壊と再建を体験

しました。紀元20年にヘロデ王は壮麗な神殿を建築しました。しかしながら

紀元70年にローマ軍によって破壊されてしまいます。以後ユダヤ教徒はエル

サレム市内に住むことを禁じられました。たまに入ることを許されたユダヤ

教徒は、破壊された神殿のわずかに残された外壁の一部に向かって離散の民

（ディアスポラ）であることを嘆き、祖国の再建を祈るのでした。これが

「嘆きの壁」です。

第２次大戦後の1948年にイスラエルが再建され、第３次中東戦争の結果、

この地区はイスラエルの占領下になりました。現在は世界中のユダヤ教徒が

「嘆きの壁」を訪れています。「嘆きの壁」は男性用のエリアと女性用のエリア

に分けられ、夜にはライトアップされて24時間祈りを捧げることができます。

紀元326年、キリスト教を公認したコンスタンティヌス帝の母親ヘレナは

エルサレムを訪れます。熱心なクリスチャンだったヘレナは、イエスを磔
��

刑
��

にしたゴルゴダの丘やイエスが磔
����

になった十字架などをつぎつぎと特定して

いきました。そしてコンスタンティヌス帝はそれらの場所に礼拝堂や聖堂を

建てたのでした。

その後建物は、イスラームとのたび重なる抗争によって破壊と再建が繰り

返されました。11世紀にエルサレムを陥落させた十字軍が建てた聖堂が、現

在の聖墳墓記念聖堂の元になりました。

聖墳墓教会は、複雑に構成された教会です。この教会には、イエスが衣を

ぬがされた場所、釘で十字架に打たれた場所、十字架が立てられた場所がそ

れぞれ祭壇になっています。そして聖墳墓教会の名前の由来通り、聖堂内の

中心的な場所としてキリストの墓が存在します。

エルサレムには、「ヴィア・ドロローサ」（悲しみの道）と呼ばれる道があ

ります。この道は旧市街のライオン門から少し入ったイスラーム地域から始

嘆きの壁で祈るユダヤ教徒

嘆きの壁遠景
右が嘆きの壁、左後方にイスラー
ムの２つのモスクが見える。

聖墳墓教会

人には口が１つなのに、耳は２つあるのは何故だろうか。それは自分が話す倍だけ、他人の話を聞かな
ければならないからだ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユダヤの格言）

宗教の
格言

イスラエルのユダ
ヤ人

動 画

聖墳墓教会
動 画
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●イスラームのメッカ巡礼
巡礼（ハッジ）といえばイスラームの巡礼を思い浮かべる人も少なくない

でしょう。メッカのカァバ神殿の周りをぐるぐるとまわる映像を見たことが

ある人もいると思います。巡礼は、信仰告白（シャハーダ）、礼拝（サラー

ト）、喜捨（ザカート）、断食（サウム）と並ぶ信仰の五柱といわれる重大な

宗教行為です。ムスリムであれば、生涯に一度はメッカへの巡礼をするよう

義務づけられています。

メッカの中心にアスジド・アル・ハラムという聖なるモスクがあります。

このモスクは周囲を回廊で囲われていますが、その中心にあるのがカァバ神

殿です。カァバ神殿は黒の花崗岩でできた縦13ｍ、横12ｍ、高さ15ｍの直方

体の建物で、黄金の刺繍がほどこされた黒の絹布で覆われています。しかし

ながら建物の中はからっぽです。イスラームは偶像崇拝を否定しているから

です。巡礼は、カァバ神殿を時計と反対方向に７回まわることから始まりま

す。はじめの３回は速く、残りの４回はゆっくりとまわります。これをタワ

ーフといいます。次にカァバ神殿の前にあるサファーとマルファーというふ

たつの丘の間を７回往復します。

ここからはカァバ神殿から離れて巡礼が行われます。メッカの北方にある

ミナーの谷に行き、午後の礼拝を行い、夜はそこで過ごします。翌朝アラフ

ァートへ向かいます。アラファートには慈悲の山と呼ばれる丘があり、その

頂上に設けられた説教壇から長時間に渡って説教が続きます。日没になると

巡礼者たちはムズダリファに向かい夜の礼拝をします。３日目、ミナーの谷

に戻って投石の儀礼を行い、犠牲を捧げます。ミナーの谷は捧げられた牛や

羊といった犠牲獣の血で染まるといわれます。全行程が終わると再びメッカ

でタワーフを行い、巡礼は終了することになります。

イスラーム暦は陰暦なので、数年に一度は巡礼が真夏に当たってしまうこ

とがあります。真夏の太陽が照りつける砂漠を長距離移動する巡礼では死者

もでるといいます。

●キリスト教の巡礼、ルルド
ルルドはフランス南西部、ピレネー山脈の麓にある有名な巡礼地ですが、

近代的な聖地というのが特徴です。というのもルルドが聖地として人々に知

られるようになったのは19世紀の後半になってからのことなのです。

1858年２月11日、この地に住む貧しい粉屋の娘ベルナデッタ･スビルーが、

付近にあるマサビエルといわれる洞窟で白い女性を見ました。ベルナデッタ

カァバ神殿をとりまく巡礼者

ミナーの谷
一面に巡礼者のテントが張られて
いる。

ルルド
マリア出現の洞窟を覆うように、
ロザリオ、クリプト、無原罪の宿
りという三層の教会が建てられて
いる。教会の右奥にはマリア出現
の洞窟と奇跡の泉があり、沐浴も
できるようになっている。

正解：③④⑦⑧　ヒンドゥでは川は神聖ですが海は忌み嫌われます。厳格な菜食主義者はこれらのすべ
てを食べません。根菜や卵を食べると生命のもとを絶つと考えるためです。

宗教
クイズ

メッカ巡礼
動 画

ルルド巡礼センター
HP

資 料
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ベルナデッタの遺体
自然にミイラ化したため蝋製
のマスクを被せられて安置さ
れている。防腐処理されてい
ないのに腐敗しないことも奇
跡といわれる。

五体投地
巡礼者は起点の町ダルチェン
にテントを張って巡礼の出発
点とする。巡礼者のための宿
泊施設はなく、市がたってい
るわけでもない。（21頁参照）

は合計18回、この白い女性と対面しています。少女だけに見える女性の噂が

広まっていき、警察や司祭は対応にとまどいました。しかし、16回目に白い

女性が「私は無原罪の宿りである」と述べたことで、この女性がマリアであ

ることが確認され、事態は終息していきました。

病気直しの泉として有名になったルルドの泉が現れたのは９回目の出現の

時でした。ベルナデッタが白い女性の言葉に従って洞窟の地面を掘ると、水

がわき出しました。そして一週間後に最初の「奇跡」が起こります。それま

で完全に右手が麻痺していた女性が泉の水に手を浸したところ、完全に治っ

たのでした。その後も多くの治癒例が報告されていますが、医学的には説明

のできない治癒として130年間で64例が確認されています。現在でも、年間

で数百万人を超える巡礼者がルルドを訪れ、そのうちの数万人が病気を患っ

た人だといわれています。ルルドの泉は水道のように蛇口から飲むことが可

能で、土産物屋で売っているマリア像をかたどった入れ物に入れて持ち帰る

こともできます。私もひとつ持っています。

●聖山カイラスへの巡礼
チベット自治区西部にカイラス山という聖山があります。高さ6656ｍの

山で、ヒンドゥ教、仏教、ボン教の３つの聖地です。登山許可を得ることが

できないため、前人未踏の山となっています。

ヒンドゥ教徒にとっては、カイラス山はシヴァ神の玉座であり、麓にある

マナサロワール湖はシヴァ神が白鳥に姿を変えて遊ぶ湖です。仏教徒にとっ

てカイラス山は、釈迦が五百羅漢に囲まれて仏法を説いている姿を現してい

ます。そしてボン教徒にとっては、教祖のシェン・ラブが天から降り立った

場所です。

この聖山カイラスにも多くの巡礼がやってきます。巡礼路は１周約50km、

歩いても数日かかるのですが、全行程を五体投地でまわる巡礼者が少なくあ

りません。五体投地でまわれば１週間ほどかかります。しかも１周ではなく

何周もまわります。そのあいだは岩陰で睡眠を取りながら巡礼を続けます。

5000ｍの高地の酸素は平地の半分ほどしかなく、50kmの行程は歩くだけで

も苦行です。岩のごつごつした茶色くすすけた道を五体投地で進むと、分厚

い膝当てをつけ、手にグローブをはめてはいても、すぐにぼろぼろになって

しまいます。髪は汚れ、鼻の頭は剥け、すさまじい形相になります。それ

でも彼らは来世の幸せを願って、5000ｍの高地を何十kmもまわり続けるの

です。

聖山カイラス

真の結婚は実際には巡礼であって、カトリックのドグマの最も高い意味における煉獄でなければならない。
（アミエル：スイスの哲学者）

宗教の
格言
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●日本の巡礼
日本でも古くから巡礼は行われてきました。奈良時代には京都に住む人々

の間で南都七大寺詣が行われていました。平安時代になると、上皇や貴族が

盛んに熊
��

野
�

詣
���

をしました。とくに後白河上皇と後鳥羽上皇は数十回も熊野に

詣でています。平安時代にはこの他にも高野山や金峰山、粉川寺などが参詣

の対象となりましたが、どれも近畿地方に限定されていました。

日本の巡礼を代表する西国三十三観音霊場はおおよそ平安時代の終わり

頃にできあがったといわれています。近畿地方に散在する観音信仰で有名な

33か所の霊場を順番を追って参詣します。京都を中心とした観音霊場巡礼が

流行したことに加えて、当時修験者が諸国の霊場をまわり始めたためといわ

れています。鎌倉時代になって板東三十三観音霊場が設けられ、さらに戦国

時代に秩父三十四観音霊場が開かれました。

江戸時代になって社会が安定し、経済的にゆとりが生まれ交通路が整備さ

れていくにしたがって、巡礼は盛んになっていきます。観音霊場も日本百観

音霊場といわれるようになり、多くの人々の信仰を集めました。

もうひとつ日本を代表する巡礼に四国八十八か所巡礼があります。一般

的に四国遍路ともいわれるものです。四国に点在する弘法大師空海ゆかりの

霊場88か所を一周します。弘法大師が42歳の厄年に四国を一巡して88か所を

定めたと伝えられていますが、本当にそうなのかは定かではありません。第

一番の札所は徳島県鳴門市の霊山寺で、徳島から始まり高知、愛媛とめぐり

香川県大川郡の山深い寺大窪寺で終わります。全行程は1400km以上に及び、

歩いてまわれば60日はかかるといわれます。

お遍路さんのいでたちは笈
��

摺
��

に笠をかぶり、手に金剛杖を持ちます。金剛

杖には「南無遍照金剛」と弘法大師の宝号を記し、一人旅であれば笠に「同

行二人」と記します。「同行二人」とは、巡礼者に大師が同行してくれるこ

とを表しています。まわり方はいろいろで、主

要なコースに限定してまわる七か寺、十三か寺、

十七か寺詣や、88か所を４回に分けてまわる一

国参りというまわり方もあります。また、第一

番の札所から順々にまわる順うちだけでなく、

第八十八番から逆にまわる逆うちもあります。

巡礼者は納経帳を用意して宝印を押してもらい

ます。

霊場の数は
なぜ33なのか

『法華経』に、観世音菩薩を
念じると、観音様が33の姿
に身を変えて現れ、衆生の
苦しみを救ってくれると書
かれていることによる。観
音霊場の合計がちょうど
100になるように秩父だけ
が34か所になっている。

column

遍路笠

1

88

24

38
四国八十八ヶ所霊場分布図

西国三十三カ所巡
礼HP

資 料

四国巡礼の作法
動 画

四国八十八カ所巡礼
公式HP

資 料
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巡礼者は巡礼の途中、宿の提供を受けたり、食べ物や

お金をもらうことがあります。宿の提供を「善
�

根
��

宿
��

」と

いい、食物などの提供を「お接待」といいます。巡礼を

するのと同じだけの功徳がある行為とされています。人

間同士の優しさを感じさせますね。

近年日本では、静かに巡礼ブームが進行しているとい

われています。40代50代の熟年夫婦が、バスも車も使わ

ずに自分の足で地道に遍路道を歩いています。彼らはど

のような新しい自分や夫婦のあり方を探しているのでし

ょうか。

ヴィクター・ターナー
Victor Turner 
1920-1983 
イギリスの社会人類学者。スコッ
トランドのグラスゴー生まれ。妻
のエディス・ターナーとともに調
査をした中央アフリカのンデンブ
族の調査から、通過儀礼に関する
重要な概念を見出した。
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お遍路さんのいでたち

巡礼でめぐる聖地は、あくまで日常の延長線上に位置するものと考えられ

ます。つまり、聖地へ行ったきり帰ってこなくなるのではなくて、再びもと

の日常世界へと帰還します。しかし、帰還した巡礼者は、出かける前とは異

なっています。聖地をめぐる巡礼をすることで、いったん俗なる自分は死ん

でしまって別の自分になって帰ってくるのだ、という言い方ができるかもし

れません。

109頁では巡礼を「俗なる日常世界から一時的に離脱して、聖なるものに

近接もしくは接触し、もとの日常世界へ復帰する宗教行動」と定義しました。

この定義は、第３章「儀礼」の中で示したファン=ヘネップの図式である、

分離・過渡・統合という３つのプロセスと似ていませんか。

イスラームの巡礼を例にすると、自分の所属している集団から離れ、沐浴

し、爪を切ります。それまで着ていた衣服（地位や身分を表すもの）を脱ぎ

去り、俗世と決別します。この分離期の後に、いわゆる巡礼といわれる過渡

期が続きます。そして巡礼を終えた者は、ズル・ハッジという名誉ある名称

をもらい、以前に所属していた村から歓迎されるのです（統合）。

こうしてみると、巡礼ではある状態から別の状態へと「移行（過渡）」す

る過程が重要視されていることがわかります。この点に注目したのが人類学

者のターナーです。ターナーはコムニタスという概念を用いて巡礼を説明

しようとしました。日常的な世界は地位と役割の体系からなっています。そ

うした中で人間は不安、攻撃性、妬み、恐れといった情緒的反応にとり囲ま

巡礼の構造

パワースポットと聖地

パワースポットとは、風水
でいう「気」が集まり吹き
上がっている大地のツボの
ような場所のこと。悪い気
を浄化し、運気を上げるこ
とができるとされ、山に代
表される自然系と神社仏閣
に代表される宗教系がある。
2004年頃にパワースポッ
トという言葉がマスコミに
取り上げられて以来、各地
で参拝者が増加している。

column
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れています。ところが過渡期には、こうした構造とは異なった反構造（コム

ニタス）が生じます。人間は俗世のしがらみから解放され、真に人間同士の

触れあいが生まれます。巡礼はまさしくそうした機会のひとつであると、タ

ーナーは主張します。

ターナーの理論がすべての巡礼にあてはまるわけではありませんが、なぜ

人々が現在もなお巡礼に魅力を感じるのか、その理由のひとつをうまく説明

しているように思えます。

僕は聖地巡礼に行ったことがあるよ。アニメの好きな友だちが

いて、人気アニメの舞台になっている神社へ行ってきたんだ。

こういうのをファンの間では聖地巡礼というんだよ。みんなで

記念写真を撮って、絵馬にアニメの登場人物の似顔絵を描いて

奉納してくるんだ。

そうかな。みんなけっこう

真剣なんだよ。

私、四国遍路へ行ってみようかな。歩きながらゆっくり考えたら、

本当の自分がわかるかもしれないし…

それって巡礼とは違うんじゃない？　たんなるエンターテイ

メントでしょ。そんな巡礼で自分が変わるとは思えないわ。

たしかにアニメファンにとっては特

別な場所だということなんだろう

ね。でも、この章であげた巡礼とは

ずいぶん違うと思わないかい？　そ

れを「聖地巡礼」と表現してしまう

ところに現代社会における「聖なる

もの」の問題があると思うのだが、

どうだろう。 久喜市の土師祭に登場した「らき☆すた」神輿
〔鷲宮商工会提供〕（116頁参照）
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レ ポ ー ト を 書 い て み よ う ！

テキストで取り上げた聖地と巡礼以外のものを取り上げ、その歴史的経緯や特徴につ
いてまとめてみましょう。

日本の代表的な聖地である高野山や比叡山について、どのように聖地として形成さ
れてきたか、その特徴はどのようなものかを考えてみましょう。

近年、若者が伝統的な聖地である四国巡礼を歩いて回ったり、アニメやマンガに登場
した場所をめぐる「聖地巡礼」が盛んであると指摘されています。こうしたことはどの
ように考えたらいいでしょうか。

宗教学者の星野英紀によれば、四国遍路が活況を呈している近年の状況は「平成遍
路ブーム」と呼んでいいものだと述べています。テレビや雑誌で頻繁に取り上げら
れています。中高年だけでなく、若い女性たちの歩き遍路も目立ちます。

ここにおいて、巡礼路を歩くことは、自らの肉体を酷使し、疲弊するという身体的実感を伴うことが重要
である。思索の果てに「我思う、ゆえに我あり」というテーゼに行き着いたのはルネ・デカルトであったが、
歩き遍路ではまさに自らの足で歩いている／歩けている自己を発見することが、新しい出発点を見いだすき
っかけとなる。そんなささやかな自己を再び価値あるものとして社会につなぎとめる装置が接待にほかなら
ない。（略）接待は宗教的なシステムと経済的なシステムが交錯する交換関係であった。だが、現代の接待
は、むしろ金品以上に温かい言葉や気持ちを交わすコミュニケーションと理解されている。歩き遍路を行っ
ていると、「エライね」と声を掛けられることがある。私にこの言葉をかけてくれたある接待者は、この
「エライ」には労

���

いと尊
���

びの両方の意味があるのだと語った。現代の歩き遍路がしばしば直面することに、
接待される自己への戸惑いがある。自分の都合で歩き遍路を行っているのに、全くそれに関係のない他者が
労いや尊びの言葉や気持ちを投げかけてくれるのはなぜか。自らにそんな価値があるのか。という問いであ
る。このことは、アイデンティティをどうにか再構築する手がかりを得た自己に、それでよいのだという承
認を与えることにつながる。儀礼の重要な役割は、当該の人物の属性が変更されたということを社会に知ら
しめることである。結婚披露宴の例を考えればわかりやすいだろう。時に、札所での祈りをしのいで接待こ
そが巡礼の魅力や価値として記憶されるのは、こうしたコミュニケーションの回路を通して、自己と、そし
て自らが再統合される社会すなわち他者とを共に価値あるものとして、戸惑いつつもポジティブに位置づけ
ることが可能になるからである。
歩きや若者、定年といった特定の世代、そして接待の三つのキーワード群はこのように絡み合い、四国遍

路の現代的な魅力を創造し続けている。それは社会制度としての通過儀礼が喪失された現代社会において、
自らのアイデンティティの揺らぎをなんとか乗り越えようとした人びとが、巡礼と通過儀礼との結びつきと
いう地下水脈を掘りあて、再び活用し始めたことを示している。現代の歩き遍路がしばしば「自分探し」と
結びつけられる理由がここにある。個人個人がリアルなものとして体験したり実感したりすることが可能な、
いわば個人化された通過儀礼として四国遍路が再発見されたこと。これこそが平成遍路ブームの核心にある
のである。 （星野英紀・浅川泰宏『四国遍路―さまざまな祈りの世界』吉川弘文館）
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宗教社会学者の岡本亮輔は、若者に人気のある「らき☆すた」の舞台となった鷲宮
神社への聖地巡礼について分析を行っています。若い皆さんは「聖地巡礼」という
と、伝統的な聖地の巡礼ではなく、アニメの舞台となったと思われる場所を訪れる
「聖地巡礼」を思い出す人も多いのではないかと思います。「新世紀エヴァンゲリオ
ン」の箱根山、「涼宮ハルヒの憂鬱」の西宮市、「あの日見た花の名前を僕達はまだ
知らない。」の秩父など数多くの場所がファンにとっては聖地と呼ばれています。
「聖地」にはたんに特別な場所以上の意味が含まれているように思えます。

鷲宮神社は同社を舞台とするアニメ放映によって知られるようになり、その後もアニメに絡めたイベント
が行われることで多くの人を集めるようになった。（略）つまり、神社に新たにアニメのイメージと物語が
付加されることで、場所の持つ訴求力が地域を超えて働くようになったのである。
しかし、ここで注目したいのは、単にアニメの物語の挿入によって場所のイメージが多様化され、従来は

神社と無縁だったアニメ・ファンのゲストが増加したという点だけではない。共同性という問題意識から考
えた場合、鷲宮神社のケースには、比喩としての聖地という表現を超えたつながりの創出が見出せるように
思われる。
そうした傾向が端的にうかがえるのが、毎年九月の第一日曜に行われる土

�

師
�

祭
��

である。土師祭では、現在、
二つの神輿が担がれている。メインは鷲宮神社に古くから伝わる神輿で、神社によれば、一七八九年に作ら
れたものである。非常に大きくかなりの重さがあることから、千貫神輿と呼ばれている。土師祭では、昼と
夜の二回、この千貫神輿が担がれる。
一方、二〇〇八年に登場したのが「らき☆すた神輿」である。これは、地元の人とアニメ・ファンのゲス

トが企画したもので、『らき☆すた』のアニメ・キャラクターが描かれた神輿である。土師祭に集まるアニ
メ・ファンから担ぎ手を募り、夜だけ担がれる。千貫神輿の後ろをついて進み、最後は鳥居前で二つの神輿
が並ぶ。
千貫神輿は関東最大級とも言われる威容を誇る。担ぎ手のほとんどは、はっぴに身を包んだ威勢の良い

人々である。一方、らき☆すた神輿は千貫神輿よりも数段小さく、手作り感も否めない。担ぎ手も普段着の
アニメ・ファンがほとんどである。二つの神輿は、一見、本物の神輿と偽物の神輿という対照的な存在であ
るように思われる。伝統的な祭りに、いかにもメディアが生み出した作りもののイベントが付加されている
ような印象を受けるのである。（略）
千貫神輿とらき☆すた神輿は、神が宿っていない点では、どちらも伝統的な意味での宗教的な装置ではな

い。だが、仲間意識や地域への帰属感といった共同性の観点から考えると、らき☆すた神輿の方が宗教的だ
と言うこともできる。鷲宮在住のホストである祭輿会のメンバーを除けば、千貫神輿の担ぎ手のほとんどは
土師祭が終われば雲散霧消してしまう。翌年は、他に担ぎたい神輿やより都合の合う祭りがあれば、そちら
に行くかもしれない。その意味で、千貫神輿はスポーツ神輿だと言える。
他方、らき☆すた神輿の担ぎ手にはリピーターが少なくない。らき☆すた神輿は、鷲宮が自分にとって他

とは異なる重要な場所だと感じ、その場所との継続的なつながりを求める人々に担がれている。このように
考えれば、より持続的な共同性によって支えられているのは、らき☆すた神輿だと言うこともできるのである。

（岡本亮輔『聖地巡礼―世界遺産からアニメの舞台まで』中公新書）

参考３
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