修験道にまつわる情報の流行と消費
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１．はじめに─「修験道情報ブーム」
修験道の教えや山伏が「日本文化」や「日本の心」を体現するものとしてメディア
に登場することが多くなった。原谷桜によれば、1990年代以降の新聞・雑誌において、
修験者による儀式や修行が観光の対象や伝統行事として扱われると同時に、
「修験道」
自体も観光の対象や文化財としてポジティブに描かれているというⅰ。
とりわけ2004年
に吉野や熊野が「紀伊山地の霊場と参詣道」としてユネスコの世界遺産に登録された
ことで、修験道は誇るべき「文化」として公認されたともいえるだろう。
しかし、こうした状況は歴史的にいえば極めて特殊な状況であるといって良いだろ
う。しつこい押し売りや夜盗の類いを「護摩の灰」と呼ぶ慣用句がある。これは修験
者など遊行の宗教者による悪徳商法まがいの活動が語源とされており、かつて修験道
や担い手である山伏のイメージには、ある種の「胡散臭さ」がついてまわっていたと
いえる。修験道に関する歴史研究の先鞭をつけた和歌森太郎は、昔話や伝説において、
あるときには神仏にもまして頼もしいものである山伏が、他方、天狗妖怪のごとく薄
気味悪いものであったと述べるⅱ。民俗学者・折口信夫による山伏を扱った論考は、タ
イトルからして「ごろつきの話」ⅲである。山伏は宗教者であるのと同時に、ある種、
社会にとっては周辺的な存在だった。つまり、先に述べた極めて特殊な状況とは、修
験道に対する社会的認知がある種のネガティブさを伴うものから誇るべき文化として
昇華された現況を指す。このような転回はどのようにして起こったのだろうか。
他方、興味深いデータがある。以下は、文化庁の『宗教年鑑』を参照し、修験道と
かかわりの深い教団の過去20年間の教師数とその推移を表したグラフである。まずは、
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近世期、修験道のセンターであった本山派の聖護院、当山派の醍醐三宝院、吉野の金
峯山寺の様子を見てみよう。
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本山修験宗
（聖護院）
1287
1247
1258
1278
1213
1195
1203
1182
1143
1071
1101
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1073
1039
975
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真言宗醍醐派
（醍醐三宝院）
4247
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3009
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金峯山修験本宗
（金峯山寺）
2892
2715
2715
2104
2203
2240
2128
2136
1848
1840
1809
1773
1730
1788
1659
1734
1727
1714
1696
1672
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一見しても明らかな通り、
修験の中央三本山における教師数は20年で漸減している。
真言宗醍醐派がおよそ30％（4247→3009）
、金峯山修験本宗が43％（2892→1672）
、本
山修験宗が33％減（1287→864）と、金峯山修験本宗の減り幅を筆頭に、各教団ともに
３割以上の減少を見せている。
続いては修験道と関係が深く、現在も峰入り修行を行っている「教派神道系教団」ⅳ
の教勢をみてみよう。御嶽教のグラフがつながっていない年は宗教年鑑データの欠損
による。こちらの教団においても中央本山と同様、教師数が減っていることがわかる。
御嶽教が（2677→1313）およそ51％、扶桑教が（987→407）59％、丸山教（605→467）
23％減と、丸山教のみ旧中央本山よりも若干減り幅が少ないものの、御嶽教に至って
は半数減と教派神道系の教団も、教師数を減らし続けていることがわかる。

図１－３
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これらのデータからは、
修験道の文化遺産化の進展やメディアによる表象の変化が、
教団の担い手の増加にはつながっていないことがわかるだろう。こうした状況は何故
起こるのだろうか。
宗教社会学者の井上順孝は、新宗教の研究において宗教自体への関心が高まる「宗
教ブーム」と、情報としての宗教への関心が高まる「宗教情報ブーム」を区別する必
要があるとする。井上によれば、宗教情報ブームは、教団の活動が実際的に活発化し、
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宗教にかかわる人が増加する「宗教ブーム」とは異なり、
宗教に関する話題自体が大量
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に消費されるところに特徴があるというⅴ。本稿では、井上の観点を援用し、昨今の修
験道にまつわる動向、すなわち修験道にまつわるポジティブな情報がメディアを賑わ
す一方で、教勢の実際的な拡大は起こっていない状況を仮説的に「修験道情報ブーム」
として捉える。その上で、
修験道にまつわる情報のブームがどのような契機で起こり、
修験道の表象のされ方が変化したのかを跡付けてみたい。またあわせて、修験道にま
つわる情報が現在はどのような文脈で人々に消費されているのかを明らかにする。

２．ブームの前夜
日本社会における修験道情報ブームの契機を考える上で、興味深い証言をする西欧
人がいる。羽黒修験の研究で多くの業績を残しているB・エアハートである。彼は1963
年に日本を訪れ、ケンブリッジ大学のカーメン・ブラッカー、宮家準と共に羽黒の「秋
の峰」の調査を行っている。
「私の日本の宗教の研究への道のりは、幾分変わったものであった」と述懐する彼
は、シカゴ大学でミルチャ・エリアーデやジョセフ・キタガワのもと宗教学を学んで
おり、
「ズーニー・インディアンの世界観」と題する修士論文を提出している。彼は当
初から日本や修験道に興味を抱いていたわけではなかったのである。エアハートによ
れば、彼に修験道の研究を勧めたのはジョセフ・キタガワであったという。キタガワ
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は、日本において「豊富な古代伝統」と「民間信仰」について観察でき、かつ「かな
り扱いやすい規模」をもった修験道を彼の博士論文の主題とすることを勧め、彼はそ
れに従ったという。エアハートはフルブライトの奨学金を得て、３年間、キタガワと
も交流のあった堀一郎のもとで過ごすことになる。
彼は日本での研鑽の成果の一端を A Religious Study of the Mount Haguro Sect of Shugendo: An Example of Japanese Mountain Religionⅵ として出版。1985年には同書の日本
語訳も出版されている。ここで注目したいのはこの日本語版である。この日本語版序
文に当時の日本における修験道の認識を知る手がかりが残されている。エアハートに
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よれば当時、日本において修験道は殆ど知られていなかったという。
私が修験道の研究をしていた時に、日本では修験道は殆ど知られていなかったし、
日本の外の国々ではほぼ未知であった。妻と私とは、約20年前に日本に住んでい
た時、しばしば日本人は修験道という言葉になじみがなく、私の研究について、
彼らの質問に答えた時には、私は修験道を自ら意味づけなければならなかった。
勿論、当時修験道のことを知っている日本人が皆無だったわけではないだろう。和歌
森太郎による『修験道史研究』
（1942年）や村上俊雄による『修験道の発達』
（1943
年）ⅶのように、修験道のまとまった研究書は戦時下において既に刊行されていたこと
は周知の事実であるし、実数は明らかではないものの、山伏や拝み屋など、修験道と
関係の深い行法を実践する在地の宗教者達も存在していたはずである。では、何故エ
アハートの目には日本人一般にとって「修験道」がなじみの薄いものに見えたのだろ
うか。
この点について、著書の序文というごく限られた、しかも間接的な資料からははっ
きりした答えが導き出せないものの、
「修験道」という概念についての白川琢磨の近年
の問題提起が示唆的であるように思われる。白川は九州の国東半島にある六郷満山の
山岳寺院において住職にインタビューを試みた際、自身がこれまでアカデミズムにお
いて学んできた概念枠組みとしての修験道と、インタビューをした僧侶の経験枠組み
とが齟齬をきたしているように感じたという。年配の無口な住職は白川に対し、修験
者や山伏と呼ばれることが「落ち着かない」と述べた。白川は六郷満山の僧侶がもっ
ている感覚を P・ブルデューの言葉を借りて、
「六郷満山の僧侶には歴史的に蓄積され
た実践経験の集約（ハビトゥス）があり、それが修験研究の枠組みには適合しない」ⅷ
と表現している。彼はこの他にも、研究者の側が山伏像や修験動的側面を地元の宗教
者に仮託し否定された例をあげている。こうした経験を通し、彼は宗教実践の場にお
いて、修験道と呼ばれる「実態概念としての民俗宗教」が存在するのではなく、そこ
にあるのは「顕密のハビトゥス」とも呼びうる、長い歴史過程の中で蓄積・蒸留され
てきた生きた実践の集約が存在するだけなのではないかとの見方を提示するⅸ。
51

中央学術研究所紀要

第46号

エアハートのいう状況を我々が理解する上で、筆者が白川の指摘を示唆的だとする
のは、60年代当時の日本において「修験道」というある種の包括的な概念が、山伏的
な活動を行う宗教者を包括する実態概念として広く市井に了解されていなかった可能
性を我々に示しているように思われるからである。白川自身、白装束姿の若者を山伏
と表現したことに対し（正確にはあれは山伏か？と地元の人間に問いかけたことに対
し）
「あれは山伏じゃなか！」と返され、窮したエピソードを紹介しているⅹ。論考の
、
中で彼は、実態概念としての修験道の存在を広く知らしめた存在として、現在の修験
道研究の第一人者である宮家準や、宮家のもと半世紀近くの研究活動を展開した慶應
義塾大学宮家研究室の存在を示唆しているが、こうしたアカデミズムの存在がどれほ
ど社会的に包括的な概念としての「修験道」認知にかかわったのかについては、本論
において十分に論証する準備がない。
年表的な事実のみ書き添えるとすれば、修験道にかかわるアカデミズムの大きな動
きとしては、1975年から1984年にかけて全国の霊山についての研究を集めた『山岳宗
教史研究叢書』が発行。時を同じくして研究意識の高まりを機運に1980年、現在の日
本山岳修験学会のルーツともいえる、西日本山岳修験学会が発足。1994年に日本山岳
修験学会へと名称を変えている。また、その間、修験道に関する初めての包括的な辞
典である『修験道辞典』が発刊（1986年）
。このように年表的な事実を確認すると、
70
年代以降になって、集成的な研究書や学会の結成、辞典の作成が行われていたことが
分かる。こうした動きが世間一般の認知とどのように有機的にかかわっていたのかと
いう点は他日を期すほかないが、ここでは少なくとも60年代初頭に日本を訪れた研究
者の目には、日本人に「修験道は殆ど知られていなかった」し、
「修験道という言葉に
なじみがな」かったと映ったという点のみ確認しておきたい。

３．修験道ブーム
では、一般社会において「修験道」という概念が広まるのはいつ頃なのだろうか。
ここではその手掛かりを示す存在として、
修験道研究者である村上俊雄に注目したい。
ここで村上に注目するのは、彼が管見の限りにおいて最も早く「修験道ブーム」とい
う言葉を使って、一般社会における修験道人気の高まりを評した人物だからである。
明治39年徳島県に生まれた村上は昭和５年に東京大学文学部宗教史学科を卒業し、
文学部副手を経て文部省宗務官の任にあたった人物である。宗務官時代は宗教調査や
宗教行政を担当し、修験道に関する資料もそうした彼の任務の中で収集されたもので
あった。彼が1943年に上梓した『修験道の発達』もその時の資料を中心に執筆されて
いる。修験道ブームという言葉は同書に登場するが、1943年の初版本にその言葉は見
られない。
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余談になるが43年の論考序文で彼は、修験道研究がようやくその緒につこうとした
時、
「遂に官命を帯びて南方に旅立たなければならなくなつた」という。爪哇（ジャ
ワ）派遣第十六軍附を命じられた村上は、初稿ゲラも見ずに軍務に赴かなければなら
なかったのである。「南方に向かって旅立たんとする朝」と添え書きされた序文は「生
死もわからぬ出発の日の朝までかかって涙ながらに書いた」ものだという。同書は、
実に35年の月日を経た1978年に増訂版として復刻されるが、修験道ブームという言葉
はこの増訂版に登場するのである。村上は「修験道ブームともみられるこの時期に、
と大幅な書き直し出版」の勧めがあったと再版の事情を語っている。戦中より修験道
研究を志していた村上の見た1978年当時の修験道ブームとはどのようなものだったの
だろうか。もう少し詳しく彼の記述を追ってみよう。
彼は再版の序文において「修験道や密教を中心に、日本宗教史の展開を見ようとす
る新しい傾向が、ここ数年来、強くあらわれている」とし、いわゆる顕密体制論の盛
り上がりを意識したと思われる認識を示した上で、
「ミスティシズム、オッカルトへの
強き関心」が修験道研究の流れを後押ししているという。修験道研究の現状に関する
こうした分析は、同時代には他にあまり見られないものの、70年後半における思想状
況に鑑みると彼の主張は十分に首肯できるものがある。
70年代以降の日本はどのような社会状況にあったか。この時期の社会状況を大きく
規定した経済的なエポックとして挙げられるのが高度経済成長の躓きだろう。周知の
ように、第二次大戦後、奇跡とも呼べる勢いで復興を遂げた日本経済は、1973年のオ
イルショックにより、戦後初めてマイナス成長を記録している。また、大量生産・大
量消費のしわ寄せは、高度経済成長期の末期に水俣病やイタイイタイ病などの公害病
となって社会に暗い影を落とした。70年代の日本は、これまでがむしゃらに走ってき
た「近代化」や「成長」といった物語に生じた無理が社会的に顕在化してきた時代で
あるといって良い。
島薗進はこうした70年代以降の時代状況を「1970年代以来、グローバル化が進展し、
アメリカ流の自由競争至上主義が浸透する中で、個々人のまわりをおおっていた共同
体の安全網が次々と引きはがされていき、裸の個人の心が厳しい社会の圧力にさらさ
れるようになった」と診断し、
「競争社会、格差社会のストレスがますます強まる中
で、痛みからの回復を願う自己や、自他の成功と繁栄を願う自己を求める欲求が高ま
った」時代であるとするⅺ。
こうした欲求に後押しされて顕在化してきたのが、
「精神世界」への関心である。精
神世界とは「心や精神の変容、自己探求・自己実現・自己超越・自己解放といったこ
ととかかわり」、そうした「「自分自身への旅」や精神的成長にかかわる情報や実践の
様々なものが共存している「世界」」である。島薗によれば1970年のよど号ハイジャッ
ク事件、72年の浅間山荘事件と連合赤軍の集団リンチ事件、74年の連続企業爆破事件
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などの暴力革命派による社会事件は若者の心に政治の季節の終焉を強烈に刻みつけ
た。経済の躓き、政治への不信感は人々の心を急速に「精神世界」へと結びつけたと
いう。島薗は精神世界へのあこがれや接近を求める運動を新霊性運動と呼ぶ。村上が
社会に「ミスティシズム、オッカルトへの強き関心」を見たのは、こうした社会・思
想的状況が影響していることは予想に難くない。
加えて、
この時期「精神世界」への社会的関心を牽引したいわゆる「霊性的知識人」ⅻ
には「山」や「修行」に強い関心を示した人物が少なくない。例えば、梅原猛や河合
隼雄、山折哲雄、見田宗介、中沢新一、鎌田東二などである。彼らは神仏習合を日本
的な和の心を表すものとして再評価するとともに、西欧的な belief に対する東洋的な
practiceの優位を協調し、自ら修行的な実践に身を投じた人物も少なくない。霊性知識
人達の行動や発言はカウンターカルチャーを社会へと深く浸透させていく役割を担っ
たとされており、彼らが近代と対抗するオルタナティブな価値をもつものとして修行
や山岳信仰を評価したことの意味は小さくないだろう。
また、現在の教団側が発信する一般向けの情報をみると、こうした霊性知識人の語
りが現代の教団に対して強く影響していることが分かる。例えば金峯山寺の田中利典
は『はじめての修験道』という著作において、
「修験道という類いまれな精神文化を知
ってほしい。山伏の本当の姿を知ってほしい。そういう想いからこの本は書かれてい
る」 とし、修験道が「精神文化」であるとの認識を示す。
同書は、
西欧近代に対する対抗文化としての修験道の価値について次のように語る。
ともに生きるどころか、敵対者はうむをいわせず抹殺する宗教戦争の様相すら
見せている世界に対し、共存共生の一つのモデル・ケースを提示することにさえ
なりうる。
キリスト教やイスラム教のような一神教的な思想にもとづいて、世界全体を一
元的な価値観に染め上げ、グローバル化することが、いかなる末路を迎えるか。
（中略・９.11同時多発テロの例など）そしてこの冷厳な事実に、今や世界中が気
付きはじめている。この時に及んで、むしろグローバル化の対極として、吉野大
峯・熊野・高野に象徴される山岳霊場がはぐくんできた多神教的な世界観、互い
の価値観を認め合う世界観のなかにこそ、諸宗教や諸民族が仲良く共生するため
の秘訣がある
ここでは修験道が西欧文明のオルタナティブであることが高らかにうたわれているこ
とがわかるだろう。他の例も挙げてみよう。
物質至上主義の現代社会にあって、今こそ、自然との共生といった在り様、人間
力の高揚という実践による教えの力…等等、人間存在そのものを問い直す修験道
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の必要性を強く感じるのです
こうした語りからは、霊性知識人たちの思想を取り込んだ修験者達の再帰的な自己認
識が看取できる。現在彼らが積極的に霊性知識人の言葉や論法を用いる背景には、そ
れを求めるある種の社会的な受容が存在していた可能性が高い。村上俊雄が感じ取っ
た「修験道ブーム」は、1970年代後半からの精神世界への注目と、西欧近代に対する
オルタナティブな価値をもつものとしての修験道への関心の高まりであったと見て良
いだろう。

４．文化財行政の進展と観光の対象としての修験道
70年代後半の精神世界への注目に根ざした修験道への眼差しの変化が、現在も一定
の影響力をもっていることは、上述の教団関係者の語りからも読み取ることが出来る
だろう。他方で、1990年代にも社会的な修験道認知に大きな影響を与えたもう一つの
契機が見出せる。
ここでも前節同様、当時の研究者の声を導きの糸としてみよう。歴史学者村山修一
は、1992年に『修験の世界』を執筆した際、人々の修験道への関心の高まりを次のよ
うに分析する。
私が『山伏の歴史』を塙書房から出版して早くも二十余年が過ぎ去った。その
間我が国の有形無形の文化財や史跡に対する人々の関心は急速に高まり、一方観
光ブームに助けられ、修験道に関する出版やマスコミの紹介がしきりと目につく
ようになった。（中略）
人口減少に悩む地方自治体では村おこし町おこしの材料に
もなっているくらいである。
「修験道への関心が高まっている」という状況自体は、70年代末と同様だが、村上はそ
の原因を精神文化への関心の高まりではなく、文化財への人々の関心の高まりと、観
光ブームに求めている。彼のいう有形無形の文化財や史跡に対する人々の急速な関心
の高まりとはどのような状況なのか。
この点に当時の日本の文化財行政が深くかかわっていることは疑いないだろう。日
本では1975年に文化財保護法が改正され、山岳信仰にかかわる祭祀芸能や社寺、儀礼
などが国指定の重要無形民俗文化財に登録をされてきたが、山岳信仰にまつわる事物
の文化財化や文化遺産化を大きく後押しする契機として、1992年に起こった二つの出
来事が重要である。一つは日本が「世界遺産条約」を批准したこと、そしてもう一つ
が通称「お祭り法」と呼ばれる「地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及
び特定地域商工業の振興に関する法律」が制定されたことである。現在、日本山岳修
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験学会の会長を務める鈴木正崇は、これらの法整備により、修験道が宗教から「伝統

文化」へと読み替えられる道が開かれ、以来、地域興しや観光の資源として積極的に

用いられるようになったと指摘しているxvi。
確かに、文化財行政の大きな結実として、1999年には「日光の社寺」が、2004年に

吉野・熊野が「紀伊山地の霊場と参詣道」として、そして2013年には富士山が「富士

山―信仰の対象と芸術の源泉」として世界遺産登録されており、そこを訪れる観光客

が大きく増加した。例えば修験道の中心的な聖地である吉野・熊野の場合、世界遺産

の前年と比べ200％以上の入れ込み観光客増を記録した地域も存在しているxvii。いうな

れば文化財行政の推進は修験道にまつわる事物に観光の対象としての性質も、強く付

与したのである。

現在、修験道にかかわる物事が、観光の対象として見られているという点は、以下

のデータからも読み取ることができる。
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図４－１

上に掲げたグラフは世界最大手のインターネット検索エンジンである google 上での

「金峯山寺」
、
「聖護院」、
「醍醐寺」
、
「修験道」というキーワードの検索量を示したグラ
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フであるxviii。縦軸の数字は割合で、グラフ上の検索数最高値を100とした場合の各値の

相対的な割合を表したものである。横軸は検索時期を表す。このデータを確認すると、

「修験道」という単語よりも寺院名の方が、より人々に検索されていることがわかる

（2005年４月の醍醐寺を100とした場合、修験道はもっとも多い時期で５程度）
。このグ
ラフで注目したいのは、各キーワードの検索数が増加する時期が、桜と紅葉、長期休

みの時期と、重なっている点である。また、google が提供するデータでは、
「関連語」

として、
一緒に検索されることの多い用語のリストを取得することができる。
寺院名で

のデータでもっとも検索数が多い醍醐寺の関連語を確認してみると、
「醍醐」
・
「京都醍

醐寺」
・
「醍醐寺桜」
・
「醍醐桜」
・
「醍醐寺アクセス」
・
「京都桜」となっている。
この結果

が示唆することは、寺院名を検索する多くの人々が桜や紅葉の時期、そして長期休みの

訪問先として修験寺院名を検索している可能性が極めて高いという点であろう。
続いて、もう一つのデータを見てみよう。下のデータは「修験道」
・
「本山修験宗」
・

「金峯山修験本宗」
・
「真言宗醍醐派」
というキーワードの検索量を示したグラフである。
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このグラフからは google がデータを公開している2004年以降、「修験道」や「真言
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宗醍醐派」で検索をかける人々が減少傾向にあることがわかる。教団名では真言宗醍
醐派以外、
2004年末の「修験道」の検索数を100とした場合、どの時期においても「０」
平均にしかならない程度にしか検索ボリュームが存在しないことがわかる。つまり、
観光の対象となり得る寺院名は関心の対象となっているが、
「修験道」という言葉や教
団名について検索をする人々はむしろ減少傾向にある。本論では冒頭において修験道
情報ブームが現在までのところ教団の教師数の増加に資していない点を指摘したが、
現代において修験道情報は観光の文脈で消費されている可能性が極めて高い。

５．おわりに
以上、本稿では「宗教情報ブーム」という観点から修験道の表象の変化の契機と現
在における修験道情報の消費の特徴を分析してきた。諸点について簡潔にまとめ、今
後の課題を示す事で結論とする。
まず、修験道に関する表象の変化の契機としては、以下２つの契機が挙げられるこ
とを論じた。
①、70年代後半：精神世界への注目の高まり
②、90年代：文化財行政の推進による修験道の文化・遺産化と観光化
①の契機においては、
一般的にはそれまであまり知られていなかったと考えられる
「修
験道」が行き詰まりをみせる西欧近代に変わるものとして注目を集め、とりわけ霊性
知識人と呼ばれる人々から評価されていたこと、そして、そうした評価が現在では教
団関係者の語りの中にも取り入れられていることを指摘した。そして②の契機おいて
は、文化財行政の推進が修験道に文化としての価値付けを与えたのみならず、観光の
対象としての性質を付与した点を指摘した。
なお、現在の観光の場では①で付加された近代に対するオルタナティブとしての修
験道と②によって生まれた文化や観光の対象としての修験道が同時に語られることも
多い。一例のみ確認しておこう。
日本海を望む出羽三山が四季折々の表情をみせるように、羽黒修験道は、四季
の峰という季節ごとの修行を行いました。その一つ、
「秋の峰」では生まれ変わり
の修行を実践し、生きながら若々しい生命をよみがえらせることができるという
考えを確立しました。それは中世にまでさかのぼる死と再生の儀礼を現在に伝え
る日本で唯一の修行といわれます。
修行者は、駈ける山々の風に揺れる草木一本に、動物に、自らに、森羅万象す
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べてに、宇宙のはたらきが生まれながら備わっているのをみます。ここに認めら
れる自然界の生きとし生けるものと共存し、生命の尊さを学びとり、互いを配慮
するという考え方は、多くの人々の心に共感を呼び、さらに人の生きかたを深め
ることでしょう。
羽黒修験道は、
はるかな眼差しと未来に伝えるべき豊かな可能性を宿しながら、
今も出羽三山に鼓動しています。xix
以上は修験の霊山としても名高い、出羽三山と接する山形県鶴岡市の羽黒町観光協会
による羽黒修験道の解説である。羽黒山修験道が中世にまで遡る伝統をもっているこ
とが強調され、自然との共存共生などのメッセージが配されている。こうした状況か
らは現在の修験道にまつわる情報が①、②の両契機を引き継いだものであることがわ
かるだろう。
繰り返しになるが、修験道にまつわる表象の変化は現在までのところ教団の担い手
の増加にはつながっていない。しかし、今後もそうであるかどうかについては議論の
余地があるだろう。文化遺産行政の推進が修験道に観光の対象としての性質を付与し
たことは前述の通りだが、これは同時に教団に人々が触れる機会が増加していること
を意味している。教団側もそれは十分に理解しており、
文化遺産化にかかわる行事や、
開帳、修行体験、講演会など、観光客をリクルートする動きを見せている。教団の担
い手である教師の減少は、伝統的な講の消滅や縮小、高齢化などによって増大してい
るものと考えられるが、観光を軸とした「修験道情報ブーム」を教団の拡大につなげ
られるかどうか、現在の教団は挑戦にさらされているのではないだろうか。
―――――――――――――
ⅰ
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