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ABSTRACT 
The Shikoku-Henro (Shikoku pilgrimage) calls at the place which is said for Kuukai to have 

self-trained and the temple it is supposed that there is a connection. A cave is also in it. When Kuukai is 
young, he is describing having gone into the mountain and having self-trained himself, and his influence 
of mountains religion can be seen. Moreover, there is also an amulet-issuing office with the custom which 
carries out ordination- platform-in-a-large-Buddhist-temple circulation.  

A cave and ordination-platform in large-Buddhist-temple circulation have a least common denominator 
called darkness. A cave and the ordination platform in a large Buddhist temple are connected with the 
interior of the womb. I associate entering and coming out in a cave with regeneration, and it is connected 
with the thought of a revival. since it says that itself is circulation and the Shikoku pilgrimage turns 
around the place near a west country paradise -- the thought of a revival -- a color -- I am felt deep. 

Eighty-eight Shikoku where is the dojo four. That is, Ⓓ. Tokushima dojo is a religious awakening, Ⓔ. Kochi 

dojo is a training, Ⓕ. Ehime Bodhi is the dojo, not to us, Ⓖ. Kagawa's dojo is nirvana. Altitude (m) of in the 
Shikoku-Henro(Shikoku-Pilgrimage)is a certain height from 22(yakuohji-temple) to 901(Unpenji-temple). 
In (year), I erect it between 870(Daniji- temple) from 651(Yokomineji-temple) in the foundation year of the 
dojo in the Shikoku-Henro (Shikoku-Pilgrimage) 
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１．はじめに 

 四国遍路は、空海（弘法大師、７７４～８３５）が修行したとされる場所や、ゆかりがあるとされる寺を訪ねてゆく。そのような霊

場には洞窟もいくつかある。 

空海は若いころ、山に入って修行したことを自ら記していて、山岳宗教とのかかわりも深い。洞窟が霊場化していく背景に

は、空海の修行の場としての要素と、山岳宗教の影響があると考えても良いだろう。 

四国八十八カ所霊場（本四国）を模した写し霊場（ミニ八十八カ所）が、江戸時代の１６００年代後半から各地にできていく。



 
 

そのさきがけのような位置を占める小豆島八十八カ所（香川県）には、洞窟自体が札所になっている場所が１０カ所もある。

本四国には完全な洞窟になっている札所はないが、洞窟が札所や霊場の一部になっているケースはあり、洞窟が遍路にお

いて重要な役割を果たしていることは間違いない。 

本四国には、戒壇巡りという暗闇の中を歩く札所もある。ただし、戒壇巡りは本四国に限ったことではない。長野県の善光

寺の戒壇巡りはその代表格でもある。しかし、本四国の場合、暗闇という点で、空海の修行の場としての洞窟と共通項がある。

これは、蘇りの思想に結びつくと考える。 

本稿では、四国遍路の洞窟と戒壇巡りに焦点を当てる。なお、「遍路」という言葉は、「巡拝すること」と「巡拝する人」の両

方に使われることがあるのは興味深い。ここでは、混乱を避けるため、「巡拝すること」を「遍路」と表現し、「巡拝する人」のこと

は、四国の人が親しみを込めて使う「お遍路さん」と書くことにする。 

 

２．四国八十八カ所の特徴 

 

 四国八十八カ所は、空海ゆかりの八十八の寺を言い、四国八十八カ所霊場会として組織されている。寺は霊場と位置づけ

られ、札所という呼び方もある。お遍路さんは札所で、自分の名前を書いた札を納め、本堂の本尊と、大師堂の本尊である

空海に向けて、般若心経を唱える。 

徳島県鳴門市に一番霊場・霊山寺がある。ほとんどのお遍路さんは、霊山寺を出発し、四国を時計回りに札所を巡ってゆ

く。結願の八十八番大窪寺は香川県さぬき市にある。全体の距離は、歩く場合は約１２００㌔㍍で、車だと１４００㌔㍍に及ぶ。

寺と寺の間で１番距離が長いのは、三十七番岩本寺（高知県四万十町）から三十八番金剛福寺（高知県土佐清水市）の間

で、約８０㌔㍍もある。 

ルートとしての特徴の１つは、円を描き、循環型になっている点だ。霊山寺を出て結願の大窪寺にたどり着くと、四国を１周

したことになる。つまり八十八番大窪寺から一番霊山寺までは、案外近いのである。道のりで６０㌔㍍弱。札所の間が最も長

い岩本寺～金剛福寺より２０㌔㍍も短い。さらに▽二十三番薬王寺（徳島県美波町）～二十四番最御崎寺（室戸市）７５㌔㍍

▽四十三番明石寺（愛媛県西予市）～四十四大宝寺（愛媛県久万高原町）６７㌔㍍と比べても、さらに短い。 

このため、大窪寺で結願のあと、一番霊山寺にお礼参りに戻るお遍路さんも多い。そうすると、円は完全に完成する。中に

は、そのまま、あるいは時を隔てて、２巡目、３巡目と遍路を続ける人も少なくない。四国遍路の特徴の１つは、この循環性に

ある。 

この点に関しては、さまざまな解釈ができるが、農耕を基本にしてきた日本においては、太陽の循環性に結びつけることも

できる。農業にとって太陽の恵みは大きい。その太陽には、人間側から見ると、１日循環と１年の循環がある。朝太陽が昇り、

夕方沈む。１日の半分は夜で太陽は見えないが、翌日また朝日として蘇る。 

１年のサイクルで見ると、植物が芽吹く春から夏を過ぎ、秋の実りのあとは、枯れ絶える冬がやってくる。しかし、また春にな

り、新しい命として蘇る。この循環性と蘇りは、人々の生活のリズムや考え方の奥底に根付いていただろう。 

四国遍路は、空海の死後に平安時代からすでに、僧侶を中心に始まったとされる。平安時代は観音信仰が盛んだった。

観音菩薩が住む浄土が補陀洛で、西方浄土とも言った。補陀洛浄土は海の彼方と考えられ、そこに行くことは難しい。そこ

で、補陀洛に近い場所への憧れがあった。その点で四国は補陀洛浄土の周辺部にあると考えられ、当時の人々の精神に大

きな影響を及ぼしていただろう。周辺を「辺地」と呼び、それが「辺路」に変わり、「遍路」となったという説もある。 



 
 

一方で、平安時代には朝廷関係者や貴族階級が、盛んに熊野詣でをした。熊野へ向かう道には中辺路、大辺路、小辺路

などがあった。ここでも「辺路」の字が使われる。紀伊半島についても、常世の国である補陀洛浄土の辺地という捕らえられ方

がされたと推測できる。 

紀伊半島の南端に近い補陀洛山寺（和歌山県那智勝浦町）では、補陀洛渡海というしきたりが続いていた時期がある。僧

が１人で小さな船に乗り、浄土を求めて帰ることのない船出をするものである。死の船出は、２６回記録されている。このことか

らも、補陀洛信仰が当時の人の心に深く入り込んでいたことがわかる。この補陀洛渡海の風習は、高知県・足摺岬周辺など

でも行われていた。 

平安時代の朝廷関係者や貴族階級の中には熊野詣でを繰り返しているケースが見受けられる。これは、浄土に近づき、

再び帰ってくることで、蘇りの意味合いを持っていたのではないか。 

四国遍路の方は、最初は僧侶の修行の場だったと思われる。やがて、室町時代の終盤から安土桃山時代のころにかけ、

庶民の間に広がっていく。江戸時代には庶民の遍路が盛んになる。 

庶民の信心に基づいていることも、遍路の特徴である。弘法大師への信心とともに、補陀洛への憧憬が底にあるのではな

いか。四国を循環すること、四国を回って帰ることは、生まれ変わり、蘇りに通じる。近年、定年退職した後に回るお遍路さん

が目立つ。その人たちの動機の中で、「自分の見つめ直し」が目立つが、これは遍路を機に生き直すということだろう。では、

なぜ生き直しの場として四国八十八カ所を選ぶのかといえば、循環や蘇りの思想に裏打ちされたシステムがすでに用意され

ているからだ。 

３．御蔵洞 

 

 空海は讃岐の国（現在の香川県）に生まれた。２４歳の時に著したとされる。 

「三教指記」には、修行した場所として「阿国大滝の嶽」とともに、「土州室戸の崎」が出てきて、そこで「勤念す」とある。「室戸

の崎」は室戸岬だろうが、勤行をしたのはどこであろうか。修行の場として伝承されているのが、御蔵洞（みくろど）という洞窟

である（写真 1）。 

最御崎寺は室戸岬の先端近い、標高１６０㍍の場所にある。御蔵洞は最御崎寺の

東側で、海岸のそばにある。国道５５号に沿い、道を隔てて反対側は岩場が続き、そ

の向こうは海が広がる。岩山にある横穴の洞窟で、奥行きは１５㍍ほどで、五所神社が

まつってある。 

言い伝えでは、空海はこの洞窟にこもって虚空蔵求聞持法の修行を行った。虚空

蔵菩薩の真言「のうぼう あきゃしゃきゃらばや おんありきゃまりぼり そわか」を１００

万回唱えたという。三教指記では、「勤念す」の後、「谷響きを惜しまず。明星来影す」

と続いている。このため、虚空蔵菩薩の真言を１００万回唱えると、明星が口に飛び込

み、虚空蔵求聞持法を修得した、となる。空海はここで、人生の新たな段階に入ったと

いう解釈が成り立つ。「蘇り」まではいかないが、「生まれ変わり」の印象があるのは興

味深い。 

仏教を志した空海にとって、室戸は重要な位置を占める。空海は幼名を真魚という。

やがて空海を名乗るが、そのいわれを御蔵洞に結びつける説もある。洞窟の奥から外

 

写真１. 空海が虚空蔵求聞持法を

修得した場所と伝えられる御蔵洞

の入り口 



 
 

を見ると、空と海しか見えない。その修行中の体験から空海とした、というものだ。 

御蔵洞は遍路の中で、番外霊場という位置づけをされる。番外霊場は、８８の札所以外で、空海伝説のある場所を言う。こ

のため、多くのお遍路さんが立ち寄る。御蔵洞自体が観光スポットで、前の岩場には散策道が設けられているため、お遍路

さん以外にも立ち寄る人は多い。 

 

４．穴禅定 

 

 私は毎日新聞旅行の遍路旅で、先達を務めている。先達は四国遍路の案内人で、私はお遍路さんと一緒に８８カ寺を６巡

した。このうち３回は、別格二十霊場も組み込んだ。別格二十霊場は、本

四国以外で空海にゆかりのある寺を２０カ寺選んだもので、四国別格二十

霊場会が組織している。 

 遍路旅の参加者に１番印象に残った札所を聞くと、別格３番慈眼寺（徳

島県上勝町）と答える人が１番多い。境内の岩山に穴禅定（あなぜんじょう）

という洞窟の修行場があり、ここの印象が強いからだ（写真２）。 

 穴禅定は、空海が修行をした洞窟として伝えられている。本来は、約２

億５０００年前に形成された細長い亀裂型の鍾乳洞である。それが空海伝

説を結びついて、霊場になっている。 

 三教指記の「阿国大滝の嶽」という記述について、二十一番太龍寺（徳

島県阿南市）は「空海が１９歳のころ、境内から南西６００㍍の舎心嶽という

岩上で、百日間の虚空蔵求聞持法を修行された」と案内している。また、

別格二十番大瀧寺（徳島県美馬市）も、「大滝」と「大瀧」の近似性を挙げ

ている。いずれにしても、慈眼寺は「阿国大滝の嶽」から遠く離れているわ

けではなく、空海伝説が結びつきやすかったといえる。 

 洞窟の奥行きは１００㍍ほどだ。穴禅定の先達が待っていて、参拝者は

その案内で中に入っていく。中は真っ暗で、参拝者はそれぞれ手にロウソ

クを持って火をつけ、それを明かりにして進む。１番奥に空海をまつり、そこで般若心経を唱えて、同じ道を帰ってくる。先達

が途中で見所を説明してくれるが、その説明を入れても、通常なら往復で 1 時間もかからない。 

 しかし、洞窟の中の道は極めて狭い。私と一緒に入った人が「世界１狭い場所」と言ったほどである。洞窟内の道の両側は

岩の壁だが、コンクリート壁のように垂直になっているわけではない。もともと人一人が通れるくらなのに、いたる所で岩がこぶ

のように張り出して複雑な断面とつくり、最も狭まっている場所は２０㌢㍍もない。 

それではなぜ通れるか。背中がこぶに当たれば、背は柔軟性がないので、通ることができない。ところが腹の方がこぶに当

たれば、腹はへこむので通れる。また、左右の壁のどこかの高さの所に少し広い場所があり、その部分に頭など変形がきか

ない部分を合わせて通すような工夫をする。先達は「左肩から入って沈み込み、斜め前の方に立ち上がる」などと指示を出

す。その指示に従わないと、体がつかえて前に進めない。このような体験が、印象に残るのだろう。 

先達として２０人近くを案内した遍路旅の際、穴禅定に１時間半以上かかったことがある。途中で３人が、体が引っかかって

写真２. 穴禅定がある別格三番慈眼寺の岩山 



 
 

動けなくなってしまったからだ。そうすると、先頭を行っていた先達がその場所まで引き返してきて、個別指導をして通り抜け

させる。その間、引っかかった人の後続の人たちは、狭さのために体をひねったような態勢のまま、暗い中で待たなければな

らない。不安が募り、ある人が「南無大師遍照金剛」という大師宝号（弘法大師・空海を讃える言葉）を唱え始めると、ほかの

人も唱和し、洞窟の中に響いて異様の状態となった。そのことが、さらにパニック状態を引き起こし、動けなくなった女性が「こ

の岩、どけて」と大声を出すなどして混乱し、脱出までの時間を長くさせてしまった。 

往復は同じ道だが、出口に近い場所で１カ所違いが出る。そこは２段構造になっていて、行きは２階部分を歩いて行く。帰

りは１階部分を通るのだが、狭いトンネル形になっていて、腹ばいになって進む。先達はこの箇所を母の胎内と案内し、「トン

ネルは産道で、通り抜ける時に悪いものを落とし、生まれ変わる」と説明する。ここでも体が詰まる人は多い。トンネルの出口

側から、詰まった人の両手を持って引きずり出すこともある。これも、出産のイメージに近い。遍路の中に、分かりやすい形で

蘇りの思想を組み込んだのが、穴禅定だともいえる。 

 

５．弥谷寺 

 

 本四国の霊場には、山岳宗教の色合い濃い札所もある。標高の高い所にあるのは▽十二番焼山寺（標高８００㍍）▽二十

番鶴林寺（５５０㍍）▽二十一番太龍寺（６００㍍）▽二十七番神峯寺（４５０㍍）▽四十四番大宝寺（４９０㍍）▽四十五番岩屋

寺（７００㍍）▽六十番横峰寺（７５０㍍）▽六十五番三角寺（４３０㍍）▽六十六番雲辺寺（９１０㍍）▽八十八番大窪寺（４５０㍍）

などだ。 

 

     

写真３. 岩屋寺本堂の横の岩壁には洞窟があ

り、参拝者ははしごで登る 

写真４. 空海が幼少のころに勉強したと伝えられる岩窟 



 
 

岩屋寺は駐車場からでも、１５分ほど歩いて登る。本堂は切り立った岩山に寄り添うように建っている。本堂の横には、岩の

壁の５メートルほど上に、テラス状になった窪みがある。奥行きの短い洞窟で、仏像が安置してある。その洞窟までは、木の

はしごがかけてあり、参拝者はそのはしごを使って登る（写真３）。 

 七十一番弥谷寺（いやだにじ、香川県三豊市）も山岳色が強い。標高は２２０㍍で、それほど高くはない。しかし、駐車場か

らでも、山道を約１５分歩いて登る。本堂は岩山の横の小さな建物。お遍路さんは本堂参拝の後、岩山の磨崖仏を見ながら

少し下り、大師堂に向かう。 

 大師堂は、建物と洞窟（写真４）を組み合わせた構造になっている。大師堂部分のさらに奥には、獅子の岩屋を呼ばれる場

所がある。空海は幼少のころ、この岩窟にこもり学問をしたとも伝えられている。このため、今でも受験時期になると、合格祈

願のために、絵馬を奉納する人も多い。 

ここも山岳宗教、洞窟、空海の関係を保っている。岩屋寺もそうだが、本堂や大師堂に苦労して登り、下りて戻ってき時に

は、あらたかな気持ちになるという庶民の信心の心が垣間見える。 

 

６．戒壇巡り 

 

 札所の中には、地下などに戒壇巡りを設けている寺もある。暗闇の

中を歩くことで、それまでの自分を振り返り、罪を取り除くための精神

修養の場だ。これも生まれ変わりの儀式と言える。 

 七十五番善通寺（香川県善通寺市）は、大師堂を御影堂と呼ぶ。

その場所で空海が生まれた、とされているからだ。御影堂の地下に、

戒壇巡りがつくられている。入り口から入っていくと、中には照明がな

い。参拝者は左手で壁をさわりながら進む。距離は約１００㍍。途中

に空海と結縁する場所があり、ここには少し明かりがあるが、また暗

闇となる。 

 明るい場所から暗闇に入り、また明るい場所に出てくる。これは昼

から夜になり、夜を耐えて朝になる、日々の循環に近似している。暗

闇から戻ってくるのは、蘇りなのであろう。 

 私が先達を努めた毎日新聞旅行の遍路旅の参加者の中に、娘を

２５歳の直前に交通事故で亡くした女性がいた。可愛い娘を失い、

生きる喜びを失った中で遍路だったが、彼女は善通寺の戒壇巡りで

娘に合った、と話したことがある。以下は、彼女の言葉である。 

 「戒壇の中は不安で、『あの子がいたら』と思うと、真っ暗な中で娘

の姿が鮮明に浮かんできた。声もはっきり聞こえてきた。うれしかっ

た」 

 当然のことながら、亡くなった娘が見えるわけではない。強い思い

が、娘のイメージを浮かびあがらせたのだろう。「明るかったら見えない。戒壇は日常では体験できない暗闇なので、自分の

写真 5. 清瀧寺の薬師如来像。像の台座の下には

戒壇めぐりがあり、昭和になってから像とともにわざ

わざつくられた 



 
 

心の中で思っているものが浮かんでくる」と自らの体験を分析していた。遍路が結願した時に話したもので、彼女はそれ以降、

精神的な立ち直りのきざしを見せた。戒壇という暗闇が、彼女に再度生きる力を与えたともいえる。 

 戒壇めぐりは、三十五番清瀧寺（高知県土佐市）や五十一番石手寺（愛媛県松山市）にもある。清瀧寺はミカン畑の山を登

り、標高１５０㍍場所にある。戒壇めぐりは、屋外にある薬師如来像の台座の下に造られている。薬師如来像は昭和８年の建

立。山の下の人たちが手作業で資材を運んだ。わざわざ戒壇めぐりを併設するところに、人々の暗闇に対する思いの強さを

感じる(写真５)。 

 

７．まとめ 

 

 四国は４つの県に分かれている。県が設置される前も、阿波、土佐、伊予、讃岐の４つの国に分かれていた。四国遍路は４

つの国をもじって、▽阿波＝発心の道場▽土佐＝修行の道場▽伊予＝菩提の道場▽讃岐＝涅槃の道場と呼ばれることが

ある。 

 ４つの国というのは、遍路を説明するのに都合が良い。４つの国を春夏秋冬に結び合わせ、１年のサイクルと関係付けて説

明することもできる。遍路は循環する。それはルートとしてのものだが、季節の循環も連想させる。それは、農耕民族として、

太陽を崇める気持ちが根底にあるからかもしれない。 

太陽は夜を経て、朝蘇る。遍路の札所や別格霊場、番外霊場にある洞窟も、暗闇に入り、暗闇から出てくる。ここに蘇りの

思想との接点がある。戒壇巡りも、暗闇という点では洞窟と同じだ。戒壇巡りのことを、胎内巡りと言うこともある。まさに生まれ

変わることを意味する。 

日本の仏教は、太陽信仰と無縁ではないと考える。四国遍路の場合は、観音信仰、補陀洛信仰も結びついているので、

一般の仏教よりも蘇りの思想との関係性が深いといえる。日本は経済にかげりが見え、国民全体が鬱屈した状態の中で暮ら

している。そんな中で、歩き遍路の数は１９９年当時に比べると、８倍程度に増えて、年間４０００人前後と推測される。蘇りを

願う心が遍路ブームの背景にあるのかもしれない。 

(2012 年 1 月 30 日受稿、2012 年 2 月 2 日掲載決定) 
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噃菨酌栽 
鯖嬀 廑鬢 攝妰妼 浦＋ 宗派 本尊 創建年 開基 

1 霊山寺 徳島県鳴門市 23 高野山真言宗 釈迦如来 729 葑滃寱穢 

3 慈眼寺別格 徳島県勝浦郡 159 高野山真言宗 観世音菩薩 782 慷灸寯悒 

12 焼山寺 戯従竭嚭蹛阢 678 高野山真言宗 虚空蔵菩薩 815 練煜 

20 鶴林寺 徳島県勝浦郡 478 高野山真言宗 地蔵菩薩 798 歙滃寱穢わ練煜 

21 太龍寺 戯従竭鬂営息 471 高野山真言宗 虚空蔵菩薩 793 歙滃寱穢, 練煜 

23 薬王寺 徳島県美波町 22 高野山真言宗 薬師如来 726 賍媵 

24 最御崎寺 ＋箺竭幣攔息 146 真言宗豊山派 虚空蔵菩薩 807 忮徇寱穢わ練煜 

27 神峯寺 ＋箺竭帾蛩阢 426 真言宗豊山派 十一面観音 730 賍媵 

35 清瀧寺 高知県土佐市 174 真言宗豊山派 薬師如来 723 賍媵 

37 岩本寺 高知県四万十町 239 真言宗智山派 阿弥陀如来 729 賍媵わ葑滃寱穢 

38 金剛福寺 高知県土佐清水市 85 真言宗豊山派 観世音菩薩 822 練煜 

43 明石寺 愛媛県西予市 311 天台寺門宗 観世音菩薩 734 滀玦倉傯 

44 大宝寺 愛媛県久万高原町 610 真言宗豊山派 阿弥陀如来 701 廩喞儂偱帽盰蘍 

45 岩屋寺 愛媛県上浮穴郡 597 真言宗豊山派 不動明王 815 練煜 

51 石手寺 愛媛県松山市 67 真言宗豊山派 薬師如来 729 賍媵わ葑滃寱穢 

60 横峰寺 掽嵩竭蹛樲息 762 真言宗御室派 大日如来 651 懭廩躡 

65 三角寺 掽嵩竭奘奵倥寸息 346 高野山真言宗 十一面観世音 730 賍媵 

66 雲辺寺 戯従竭倇屎息 901 真言宗御室派 観世音菩薩 789 練煜 慷灸寯悒  

71 弥谷寺 香川県三豊市 99 真言宗善通寺派 千手観音 870 賍媵わ葑滃寱穢 

75 善通寺 香川県善通寺市 31 真言宗善通寺派 薬師如来 807 儿儘堕鐚 

88 大窪寺 香川県さぬき市 467 真言宗大覚寺派 薬師如来 717 賍媵 

 

 
標高（ｍ）は 22（薬王寺）から 901（雲辺寺）まで。        創建年度（年）は 651（横峰寺）から 870（弥谷寺）まで 


