
成される。そのエピステーメーを“真理”の視点として、ある対象の秩

序をみる“まなざし”が腿生する。この経紳を解IUjする知的戦略が､フー

コー（lり66;１，６９）の“勝!',．'Ｗといえる。

この知的戦略を援用して、新・観光まなざし諭は、観光専門家のまな

ざしが、時代の実践的な［時代の価値言“正当性.、をもつ知のまなざしで

あるう)､とみなす。それは､現代の歴史的社会柵造な脊紫とするエピステー

メーで形成される、サステイナプル・ツーリズムのまなざしである。そ

して、そのエピステーメーは、モダンからホストモダンヘという時代の

娠換を背景に産みだされる。これらを、フーコーの考TIT学を適用し、祉

会学的方法論を絡めて探究する。

妓後の節３に、これまでにみた新･観光まなざし論で解明されるのは、

サステイナブル・ツーリズムのまなざしである。そのまなざしは、現在、

マス・ツーリズムのまなざしに代わり、世界中で勝実に形成されつつあ

る。その背景には､モダンからポストモダンヘという時代の蛎換がある。

そして、Ｗｉ:たな捌光形態は、地ﾙlﾐ肌棋の公人剛的!卿似である南北''１１剛や

卿剛IIl題に対応して、ＷＴ()をはじめ多くのIkl隙機|%l、政府や自治体、Ｗ「

究者などの専門家がとりくみ、そこにグローバルな政治経済の脈絡が複

雑に絡み合って発生したといえる。

たしかにアーリ（Iりり(1)が桁摘するように、ｉ11界の現実が流動化し6M,様

化する傾向は顕涛であるが、そのなかで新たな時代の傾向を指し,jくすさ

まざまな兆候が読み取れる。そうした新時代の兆候を反映する社会｣J,'’製

のひとつが、新たな観光であるとみなすことができる（礎村２００１)。ｻｽ

ﾃｲﾅプﾙ･ツーﾘスﾑという新たな観光の木価の解IU1に､おそらく新･

観光まなざし論がｲj効である．

脱光のjﾘ1,論的探究をめぐる観光まなざし論の意義と限界
Ｚ１
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おわりに

仙光の‘，まなざし'’は、印玖的な,ｉＩＩ感をもつ川冊である。その|~|｣蚊の

111紬は、おそらくフーニｊ－の透徹した思索の11悩側に拠為のだろう。しか

し、観光研究の観光まなざし論は、どれほどフーコーのまなざし概念に

まで立ち返って議論されただろう。観光研究がブーコーを離れ固有の思

・紗を展開したとするなら、どれほどフーコーの思営の深さにまで辿りえ

たであろう。観光まなざし論は､残念ながら､恕鯵の深化という作業を怠っ

てきた。

帆ｿCまなざし論にかぎらず、そもそも砿大雄祉会jjJ’蚊である観光に、

脱光研究はどれだけの知的挑戦を進成しえたであろうか。観光の肌諭的

探究のもっとも重大な牒勉は､おそらくここにある。似光の理論研究は、

知的挑戦に値する観光という社会現象に､徹底的に立ち向かってこなかっ

たのだ。この課題は、とりわけ日本の観光研究、観光社会学において深

刻である‘･

逆鋭的だが、仙光,kなざし紬は－その思勝の深化がｲく|･分にもかか

わらず－観光の理論的探究１１体がその怠慢を省察する契機となる。アー

リ（1990）がフーコーを狼がかりに観光への知的挑戦を試みたことは、少

なくとも理論的探究の盗勢として意茂がある。観光の理論的探究の根,I関

的細幽は、知的挑戦という研究塔鞠にあるといえる

注

I）そり)２版では、デーヤ(ﾉ)lllllWi、lxl版の離し件え、部分的な加.iliiIll:がなされている,、

大'ﾘMな漢更は、第７iIitの峨咽I｜・後|&の内祥班虹（・部は鮒８f;『へ）と鮒８噸の

追加であるｰ本碕の引川喪,は、内容が異なる場合を除い．〔、初版の箇所で示し、

２版の箇所は省略する。

2）２１世紀を迎えた翌2001年以降､国際観光の拡大に逆風となる岡際情勢が重なった。

ズーとえば、９月に米個で何時争発テロ、３月にはｓＡＲＳ（'R症心性呼吸器症峡群）

の拡大や米脚のイラク攻唯、などである。それらの彫栂が終息す為につれ、Ｉ川脇

｢肌光のまなざし」の'１魅I側１０１，‘淀



観光の紘大は、次第に回復しつつある

3）観光のまなざしが「社会的に構成され体系化された」と特徴づけられるだけな

らば、それには、突験で検証された社会心即'･協的知見の適用ですむ。,|〕ざわざ

析学の仙城から、フーコーの概念盈仙．r)だすよで'も加い°ネI:会心J'畔では、ｌ‘)･I(）

；|晶代俊半上【Iからニュー・ルック・'1ﾉ･イ冒加jジー（N《･ｗＬ《)〔)kI>罰)｡'《)1（)g>'）とIlfi､剛'Ｌ

る、知蝋に関する一連の実験とF11lMbが促ｌｌｌ１さ＃1,た。その心理学(よ、知蝋には知蝿

の宅体や溶体の状況、さらには両方を取り巻く社会文化の条件がダイナミックに

間炉するという､いわば.･祉会的知猟'．（瓢)cimlI》c１℃叩uon）論である。アーリ（１９９(】；
２(>()2）が‘噸IWIしたように、観光の視‘i:t研究の然点がモダンやボスI､モダンの時代

１１'『蛾にまで討及されるのであれば、フーコーのよなざし概念の援川が(『効I~なる
のだろう視'虻研究をめぐる社会心Ⅱ畔とプーゴー哲学の適用法では、両ffの偲

織紬や方法論の議論が菩慮されねばならないが、本稿では触れない。

4）アーリ（2002:1.1-）は、２版でフーコー〈1966）の．.エピステーメー'，という朋裕

を川いているが、観光まなざし袖との|Ml係を紬じてはいない。

5)“lli,''１性'‘I‘L‘悦|ﾘlを礎)･る概念だが､ここでは紙ｌｌｌＭのM{合で排細を論じない』それは、

１Ｗ代の価1<〔を反映し、人をあ論ﾉﾉlfllに肋かす'刈脆的･１Ｍﾘ4的..↓‘ｕ11..の川ﾊIiであゐ，

そこで、Ｉ哩当''1ﾐの解|ﾘIにフーコーの知的戦略を援用するなら、知的典肌にとりく

む．.￥,Ii学'’よりも、椎ﾉﾉや倫理詮取り扱う’･系譜学“が選択されるべきかもし

れない（l;Uumult1175〉。

‘）観光人撒畔では、フィーールドワークにもとづくイダ愈義な思考の成果がちくみられ

あ．ｋた、ｎ本の観光社会学にあっても、ソ鉦的に社会学的思考を深めようとす

る成果も、放少ないがみられる（たとえば、述藤2001;安隔19,8)ｃ
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自然観光における

観光のまなざしの堆成と発展

西111正識



。‘

１自然景へのまなざし－意味から景観へ

わが11､|の11,.代の人〃は、111脇に!|洲11のまなざしを投げかけ、’１１厩の独

特の表象を611りだしていた。素朴な[I然崇拝と帆先崇拝が111厩と結びつ

いて山岳信仰を'tみだしていた。樹上山、立山、阿蘇山などの恐ろしい

火山を崇め、，If野の背根ヶ雌のように、身近な''1を神衆怖山、水分山と

称するl1llIの山として換敬し/こ°やがて、奈良時代からＷｋ;時代にかけて、

巾l劇渡来の遊牧思想･仏教思想のＩ郷雌うけて、’11脇をIlIIilIl境と見たり、

密教・修験道の修行の場としていく。富上山や大和~2111の尺の香具山は

神仙境の蓮莱山であったし、吉野山、大峰山、熊野２山などは修験道の
’２Ａ

霊場であ，た。一ﾉj、仏が神にな-ｺ-〔現れるとみる神仏習合思想の本地
ｒ；.じゃ

』１１通説も、11,．暇の111儒隙'111と結びつき、男体山、Ｉ‘llll肱ど各地に名lllの

州山をもたらしていた。このようなわが国独特の山偲'1『仰は脈々 とり|き

継がれ、江ﾉ『時代には、富.l:Iil、な111、内111、御欺をはじめとして、川

羽三山、大山、行鎚山、英彦lllなど、今岡の111届が庶民の信仰悪山の対

象となっていた

人々は、このように近世まで、山脇策に対して特別なまなざしを注い

でいた。その|||耐表象は聖なるものであり、現代の‘|)れわれには想像し

がたいものかも知れないこのように111厨を照らしだし、その表象を浮

かびあがらせていたのは、宋牧的な兇方であり、宗牧のまなざしであっ

たといえる。

１２世紀に、IJIi行が、大姉山のＷ上に座して修行する深仙（神仙）とい

う場所で、次のような和歌をﾙ}くんでいる。

深き１１１に澄みける月を見ざりせば恩ひ出もなきわが＃ならまし

現代のわれ;|)れは、この歌に、ｌ鬼深い111中の漆鵬の疎を照らす神ﾉｲし

いばかりのｊｌ)'〔】や、恩念に沈淵し、独り修行につとめ為ljIi行の礎を似ltL」

｢観光のまなざし」の転回０２噸



するだろう。武士であった両行は23歳で家族を捨て淵家、その後、高野

111、吉野111、熊野、大峰山で修行をつむなど、旅と修行の生涯をおくり、

桜やjlの.Xiしさを讃え、’１本人の驚懲,紬をかたちづくった人であった。

のちの“《が「和歌は西行」とI縦えた人物である。すぐれた11Ｍイメー

ジの'11:界をひろげる。この歌は大姉山の荘厳な月夜の風紫を仙桃とさせ

てくれる。しかし、西行という人物は、仏放の普遍的真理を'kきられる

|M:界に兇ようとした人であり、それを和敬というやまとことばに炎現し

ようとした人であった。この歌には、西行のまなざしに射抜かれた深遮

な宗教"催間がひろがっているにちがいない。

このような111田に対する風餓の兇〃が、近代になると大きく班わる。

189‘Ｉ（IﾘlW127）イドの,蹴唖鮒の神,|ドlrllｲﾐ肌恥諭』が象徴的なように、Ｉﾘｊ

淵後lUl、’11吊紫の見方が西欧文Iﾘjの礎祥によって劇的に変群した。肌賊

の見方が伝統的風策観から近代的瓜蛾観に変容したのである。この‘Ⅲ態

は､山価にかぎらず､海洋､森林､湖沼など至る場でおきていた。それは、

良くいえば、ロマン主旋的な側然美の猫兇であり、悠くいえば、深述な

意味の風蹴の評価から平板な祝'随の風蹴の評価への変位であったといえ

る。

ち‘kうど1り()0年前後の明治後期という'１＃代は、自然策へのまなざしが

ﾉ<きく班位していった'1#代であった。｜)Ii欧史ｌｌｊｌの流入がはじjﾐー ,て一|{|：

代ほどをへて、ｌｊＩｉ欧文明の‘更癖がなされたのだ。１８８８（Iﾘl始２１）年、洋|曲ｉ

家の浅ﾉ|:忠はパルビゾン派流の111kM紫の絵両《春畝》を描き、１８９３（明治

26）年、日本画家の高烏北海はロマン蛎義的な山岳景の絵幽集『欧州111

水奇勝』を|:ﾘ行する。１８ﾘ4(明治27)年､政教社の志賀電昂は１１本瓜於諭』

で、１Ｍ常人の風於観を伝統的瓜端から近代的風隙観へと大きく帳換させ、

Ｈ本人のナショナリズムを鼓舞する。１９００（明治33）年、ｌ‘I然への新たな

ＩＡ点で､瀧'､)/:者の久保天随が『'''水塊紬』な藩し､小説家の伽糊禰化が『''１

然と人′|§,｣Iを燃す。１９()１（'U1治34）年に肌、１１ﾙkⅡ1独歩が『武蔵1ｌｌｆｊで州

水林と111剛の美を捉え､肋崎)鵬村が『落怖雌』でラスキン流に雲を拙'“し、

脚然眼光における観光のまなざしの生成と発拠２フ



２８

詩情あふれる表現で新たな見方を普及していく。

そして、奥地の大|‘1然も次々 と見出されていく。１９０６（明治３９）イド、Illfi

物'学間･の｣州11久IlfIJ､州総''111届』の「)鰍iII紀行」で１６洲を紹介し､１９()７（'ﾘｊ

淵4()）年、山厩家の小ﾉﾙ烏水は雑誌『[IL稲川文学』の「梓川の|:流」で

上高地を紹介し、１９０８（明治41）年、紀行文家の大町桂月は雑誌『太陽弱

の「奥羽・周記」で十和田湖と奥入瀬を紹介する。明治後期は、時代を

鋭敏に先取りする人々が新たな自然慨を発兇し、さまざまなメディアを

〕１１じてそれを普及した時代であった。その後、卿然地域へと人々を肌り

)〉:てる自然観光がり{1雌してくる。

２宗教・神話・文芸のまなざし－自然景の編成

わが|坐lの自然凧は、Ｔｌ７代から中世にかけては、宗教のまなざしで捉え

られた|‘；仰の地、｜(''11,,1iのまなざしで捉えられ/こ伝脱の地、文淡のまなざ

しで捉えられた歌枕の地で細成されていた。１'1然欺の緬成とは、人々が

その時代のひとつの凶上空間という表象に各地の自然策を位置づけ、砿

侭し、整序することである。

肖然紫が全l1ilレベルで細成されはじめたのは、奈良時代8111:紀上岡の占

‘１１:肥、’１本,II紀、瓜l:,I'』などに見られる記述であり、〃柴災に見られ論

歌枕のおこりである。IkI生み神話や神武ﾉ〈'1．ｉｌｌｌ功皇后の遮蔽iwll‘Wiなど

が各地に物語を熊み､各地の風景を浮かびあがらせはじめていた｡淡路島、

IWi､ＩＦ穂、熊野、111雲などである。また、各地の111体を神と染め、棚延が

！｣｣体に位階勲等を授けていた。富上111、鳥海111,ノjlll、蔵王山、磐梯山、

赤城山、立山、響科山、’’１１１１、金峰山、大山などは神であり、官位をもっ

ていた。つまり、ル)が111の自然策が整序されていったのである。

わが''1の肖然峨なもっとも広範に盤序し|i,1成していったのは歌枕で

あ-’た。歌枕とは歌にﾙﾙ心名所にはかならず､場所の地名である｡歌枕は、

｢眼光のまなざし」のり侭Iｌｊｌ（)２噸



約１０００年にわたってまなざしを強く引きつづけた、わが凶の伝統的風景

そのものであった。811t紀,kに編纂された『〃蝋染』は多数の地fjを歌に

I泳鍬こんだ。明ｲ｢、須岬など、これほど地名にこだＩ〕ることには勝かざ

るをえない。歌枕はここからはじまる。１１１１t紀になる頃に生まれたiijf少

納言の随筆『枕草子』も、一説に、枕とは歌の素材としての歌枕をさし、

枕草子は和歌の素材をilき集めたものだといわれている。たしかに､山、

峰､原､淵､海、櫛、ﾉﾙ､浜､浦などあらゆるものについて、どこがよいか、
地名をあげている。ｌｌｌＵ:紀､ﾊﾔ少納高･と級戚で''１時代に生きた能閃が､lLI々

の名所（歌枕）を体系化して、歌学書『能lﾉﾘ欺枕』を完成する。彼'よ出家

して、東北、東海、ilIl場、四|・'1などを突際に旅していた。能Iﾉﾘを敬騰し

た人物が12111:紀の西行だった。彼もまた、能閃の足跡をたどって東北を

旅し、近畿、山陽、剛国と巡り、歌枕のIⅡ:界を強IiWなものにしていった。

歌枕は名所百首が綿篤されることによって１３世紀にひとつのピークを

迎える。名所、'↑とは、全国の歌枕の地を１０()か所選定して、和欣を詠
んだものである。い‘|〕ば､!'i時の'１本訂殻であ為。１２１５（迎保3）ｲドに、順

徳院の命で細果した和欣鵬『雌保名所11伽（|ﾉ1襲名所肖片)』は、順徳|兇、
藤原定家など１２人の歌人が全国１００か所の名所を詠んだ、計1200首の

和歌をおさめる歌染である。畿内にあたる呪花の京都､奈良､大阪､兵庫、

滋伐､和歌山のf'i所が紗放を｢'iめるが､束北の｣維姉W､阿武隈iIII､''1河|M1や、
側！〔の筑波'11、伊耐糊{、』北Ⅲ郷fなどが人-’ていあ。のちに'1水；l肘と

あ乱の

なる松島と海橘立も含ま』'Lている。

歌枕の名所は､観念的な言葉として､広くｉＷ)tしていく。1480(文明12)年、

述歌師の宗祇は､紀行文『筑紫道記些で、稲岡の地を旅しているとき、「橘

所ならねば、強ひて心とよらず」としるしていた。歌枕の風縦とは脱念

の風景にほかならない。それは現前のものを見るという視覚の風j;tでは

なく、背後にひろがるものに思いをはせる懲味の風紫なのだ。風飛とは、

ただ現前にあるものをlIlるだけではない。追憶、想起、連想などの$ili神
のはたらきと深く絡まっているのである。

I"l然観光におけるiMl光のまなざしの'kﾙ吃と発脳
忍，



１７１１t紀末、江戸時代の元禄の頃、僧・凶学者の契沖は、それまでの歌

枕を体系的にまとめあげる｡契沖の膨大な斜所研究が完遂される｡同じ頃、

俳人の松Iも芭蝋が東北と北峠の旅にでかけ、名作『奥の細道』を執派す

る。芭煎もまた、歌枕の旅をおこない、能{Ｎ、IJIi行の休大な足跡をたどっ

たのであった。そこには､歌枕のあくなき追究と洗練があったといえる。

３好奇のまなざし－奇観･真景の発見

１７１１１:紀から１９１世紀にかけての江ﾉー f時代には、合理的な精神の萌芽とと

もに、旅の普及と一体となって、それまでにはない新たな好奇のまなざ

しが成擬してい､.,た°それは宗教や神荊や文幾のまなざしと(よ災なる、

近代の}抑'を捉えるまなざしに近いものであり、のちの科学のまなざし

や観光のまなざしにつながっていくものであ-'た。わが国の自然飛が、

伯仰の地、伝説の地、歌枕の地のij↓点ではなく、奇観という純粋に珍し

い殻観の棚点から、再細されはじめたのである

１６４３亜永20）年、日本三策が現れる。陥学昔の林春斎らの地誌『、本

圃噸跡考』に、「三処奇観」として松勝、天橋立、厳島が記載される。の

ちに海Iﾉ1宝踊や二勝策とも呼ばれたりするが、実景としての珍しい般制

ベスト３世M『｜:'１１は別格として進疋したものと思われる。１７８２（ﾌﾐIⅡ｣2）

年の天1l1fli;lj1の随筆『塩尻』では、弓ﾙtとして厳烏のかわりに段潟や孟

見が浦を選んでいる。

１６８８．８，年（応緑２．３）年、俳人の大淀三千脚（友輔）が俳文『11本行

脚文蜘で本棚I･_皇欺をあげる。わが国の)&棚ベスト１２を選んだわけで

ある。松烏、象潟、金沢、田ｆの浦、棚熊、琵琶湖、天橋立、和歌浦、

明石、厳烏、松江、箱崎である。すべてが古来からの名所であるが、蒜

脱に注IＩしたものと思われる。罪風はのちに１６９９（元禄12）年の『か
た鍬かてら’で､ｲＮｉｌﾘ'十城のlliI亀の湘な慨l:といいかえている。１７８８（ﾉく

｢胆光のまなざし」の権回（)２蔵
3０



明8）年、地理学者の古川占松軒は、紀行文『東遊雑記』に、わが'1:Iのす

ぐれた脚然)閃37か所を５戯附にランク付けしてし為している。I洲、を巡っ

た古川赤松!|il:は、水鍬に批'll的で､雌鳥には低い!;WiIIiをくだしていた。

ここには、従来の名所にくわえ、坊の津の海辺、箱崎の海而、海の中道、

桜島、佐慨の関、虹ガ浜、鳥海山、月山、奥州岩城山の雪荒、附後の朝

の津より伊]''路の詠めといった、新たな風鼎が肥述されている。

この好蹄の熊欺ざしを蝋微的に示し、広くｉｌｆ及させたのは、刑岡滞の

儒学荷であり博物学常である貝原祐卿であった約'０年間京都に遊学し、

朱子学、医学、本草学などを修め、経験-膿淡や実証主義の合理的な眼を

培った人物である。柳川剛ﾜjは､1930(昭和5)年の『紀行文集』の解説で、

近'11:の紀↑｣:文学におけるこの,叶欺美文から肌l捌脹への賑換が、１７(|':肥

終わり、江戸'|'期の貝原雑''1Fの紀行文からはじまると指摘していた。観

照から観察へ、好情から記録への転換である。・方で松尾芭蕉の文学が唯

みだされている頃、もう．〃で貝原益軒が近代への助走ともいうべき転

換を灰iりつつあったのである。碓Ilil:は晩年のl71Il(‘跡7)年の牌ル『猫‘11』

で、妓測の梁しみは枕,I}と旅行だといったように、遊覚の旅を好んだ人で

あった。各地を巡り、紀行文も多く残している。彼は、現在の観光にあた

る遊覧や漫遊の楽しみについて語り、遠く離れた自然の風景を見る素晴

らしさを拙え｛よじめていた。１６８５（貞享2）年、『＃〔路記』の後‘１$で次のと

おり、|‘|然の-1-ぐl'した瓜j州‘1.群〃に↓&ることができないとしるしている。

過ゆく処の道路の里侃、名区、故跡、又は惟境勝殿、あるは神社、仏寺

のいみじきところどころ、あるはふるき戦場、城緊など、其堪の人に聯て、

しるしあつめしかば、やうやく・冊-j二となりぬ･（''1略）尺卜･のf′1区惟境を

兇つくさん11:をこのみしは、１１』･人のこの噸ひのひとつ也。されば此梁、常

貴功名を得るよりは尤得離しいかんとなれば、111川よき処は造化おしみ
て仙人の群易に兄るＴＩＦを許さ･１画といへり

rl然硯光における脱光のまなざしの''1成と発鰹
訂



好奇のまなざしをもってわが国の自然賎を捉えはじめた頃、絵画の分

肝では、然をあるがままに捉える「爽峨｜「写真」「迫典」といった言葉

がI1l1題となりはじめる１７．１()年頃の奥村政僑の透視lxl法の浮絵、1760年

頃の円111応挙の眼鏡絵の'堆両､1770年頃の平賀源内の人物l1Ijiの油彩両、

佐竹略111・小田野直武の秋山蘭画の洋風1曲i、1780年頃の歌川豊春のオラ

ンダ風胤の浮世絵版lIIli、両I馬江漢・Iili欧堂田善の釧版lIIliの洋風両などで

ある。とくに、l8ilt紀から１９１１t紀にかけて|櫛画の典蹴似|においては、池

大雅、行文災、渡辺iiitI1Iらが実殻の描啄を発股させた。‘洲１１を巡りｿ鍬

を描いた淵上旭江は、附倣図法ではあったが、１８００（寛政12）年の『山水

奇帆,llliii編、１８０２（郷'12）年の『山水奇観』後編で、全iml83か所2()(）

Ⅸ|の[I然紫を拙き、１８１６（文化13）年には、『山水奇伽伶世』で全ｌＫｌｌＩ５

か所１１７側の自然liI;を柵いた。また、１８１１（文化9）年、ｉｌ:ﾉ『のＩ楠両家符

文塊は､『日本名山側会』で全国88座の山を90図で描いていた。ここには、

本１V坪、地誌、名産図会、物産会などと同様、観察するまなざしが生ま

れはじめていた。江ﾉ『時代には、従来の1,,L方にとら‘}〕１１，ない風凝の兇ﾉｊ

があらﾙ)れ、各地の奇仙、典餓という折たなI:l然蹴が浮かびあがってき

ていた。

3２

４科学のまなざし－自然景の再編

江戸時代の好奇のまなざしは、やがて科学のまなざしと観光のまなざ

しに苑股していく。Ｉﾘj沿後川に、瓜蹴の兄ﾉjに劇的なＩ脈換をもたらした

のは、ｋず科学のまなざしであった。忠側i鮎)の『'１本瓜剛:,;n』は、加

が国の自然景の特色を瀧酒､美､朕端という抽象的概念で語りこそすれ
－それは､西欧の占典美､ピクチャレスク､崇高の焼き直しであるが－、

何よりも自然景の成りfXちを気候、海流、水蒸気、火山聯、流水から卿

託|ﾘlかしたところがiilii雌的であり11ﾘ術だ．ぅた。１'欧州111水制勝』を1:|｣〃し

｢剛光のまなざし」の雌何０２竜



た高島北海もまた、地質学と森林械物学の自然科学的素養を身につけた

凹家であり、111の附造、地織のﾙ成、木の形態、水の糸統などを厳僻に

拙くべきだと拶えていた。

まず、科‘‘１Aのまなざしで捉えられた自然景は、やがて、観光のまなざし

に捉えられていく。その事態を製徴的に語るのは、日本八策の選定と幽

稚公|刺の誕'kである。わが同の|:I然策は、何度か|'｣:細されていくが、大

きなピークのひとつは昭和初年のこのⅡｲﾐ八縦と11.ｌｆ/:公剛の助きであ為。

1927（昭和2）年、東斯〔IIll新'１１・大阪毎'１新lMlがわが111を代表するlLl

然景８か所を選ぼうと、葉書の応募と有識者の幕嫌により「日本八賊」

の選定をおこなった。昭和元年は１２月にはじまり、わずかしかなかった

ので、このｆＮよ'Ｗ和の実fr的な網＃lけの年で、新しいllf代のfll米を．y,感

させる年であ．》た。時あたかも、’１１:界的なｲ<況のIMi代であり、’'１１人lは|Ｍ１

東大震災以後の疲弊の時代であった。人々 は観光による地域振興に期待

をよせていた｡当時､わが国の人rlは約6000万人であったにもかかわらず、

約’億枚近くの蝿$ドが殺到するほど、１１本八賊の逃定には1-1水中がわき

かえった。このときの八l;(とは、’'1冊、渓谷、洲ｲii、河川、湖洲、、lAIi〔、

海岸、淵泉という自然科学的分類をさし、これらのわが岡を代表する８

景観を選ぼうとするものであった。しかし、結局、あまりの熱狂ぶりに

収拾がつかず、八厨、ー 皇十万勝、Ｉ'i紫の計133か所の[l然最を巡ぷこと

となる。八跳のそれぞれ1位になったのは、胤泉脇（盤(11|)、上尚地渓fiL、

華厳滝、水Ｗ川、十和、湖、狩勝峠、零Ｊi崎、別府温泉であった。この

133か所は、ある葱味で、わが凶の自然景の新た欺リストアップであり、

新たな日録であった。

ここで砿喫なことは、群椛誘t:Ｉ会がもっぱらl‘I然側･学＃の識諭によ-’

て進行したことである。審椛委員のなかには、拳川鰐伴、泉鏡花、川山

花袋、横111大脱、川合玉堂、竹1人l栖鳳というそうそうたる文豪や1曲i家が

いた。また、照板勝美や内藤湖南という峠大な学廿もいた。しかし、こ

こで‘談論をリードしたのは、地叫学の脇水鉄/,鷺郎や小川琢治、林学の水

1.|然肌光におけるiMl光のまなざしの生成と発拠
ﾖヨ
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多隙六や田村剛であった。この時期、風策の評価は、文学や美術などで

はなく、地理学、柿物学などの自然科学が中心となり、風景は、地形、

｣雌T、IllIi′|き、Ｉ‘1然』蝿准どの簡礎で、科学的な傑ｌＩＷｋや耐少性について

１W；られるようにな.’ていたのだ。

この選定は、八賊の1位の例が示すように、壮大な自然策観、新しい

自然景観を見出し、新たな観光地を生みだし、そして、わが国の国立公

刷挺生につながってい-’た。１９３１（昭和6）年、倒立公園法が制定され、

1９３４（昭和，）年から３６（昭和11）年にかけて、わがlJJ初の凶立公剛１２か

所が誕生する。国立公剛についても自然科学の順.;･熊で語られることによっ

て、新たな風景が捉えられていった。国.W:公lAiIという制度によって、イフ

が岡のI‘|然景の仰細が進められたのである。

こうして、１９３０年代に、壮大な山岳鍬を中心とした美しい風餓を指定

するわが国の国立公閲が生まれた。その後、わが１１４の国立公園は1960年

代の原生保護思想によって新たな艇開をみせる。アメリカでは、５０年代

からウィルダネスと呼ぶ|ﾙ(4皇地域への志向を強め、６‘1年に原始地戦法を

成血:させていた。このアメリカ発附の原ﾉｌｉ保継思想は、初期のIIilf/:公|Ｎ

モデルと同様、瞬く間にilI:界に伝播した。196()年代以降のわがＩＩｊＩＷ:公

側の指定もまた、原ﾉk林・亜熱帯林・湿原などの原生的景観に傾斜して

いき、原生保謹・生態系保灘の思想にf(かれていく国立公淵にも新た

な照射がおこり、知床、ｌ櫛アルプス、lxi災、小笠原、釧路湿原と新しい

I”:公園が誕生していく。

その後も自然科学の1,1リjは新たな風最を捉えていく。１９８３（昭和58）年

の'1ﾘlll析聞祉雑のr211H:紀に残したい、,|蔦のlll然I{)()逃』は、１:渦、｜‘｜

然海(i、Ｉ‘I然河川、卿然湖↑({、｛‘}然林などという観点から(‘i然欺を捉え、

その後に台頭する自然殿の先取りをした。先鋭的な例は、知床１２鳥、釧

路湿原、白神山地、天神崎、四万・1-川、崖久烏、八重岳、石垣島などで

あるが､知床と天神崎はのちに自然保漉のための上地買取り運動が進み、

ri然地城のナシ’ナル・トラスト迎助な先禅した。釧路iIIllDi〔は1９８７（ｌＩＮ

｢眼光のまなざし」の砿ＩＩｉＩＯ２壷



和62）年にわが国２８稀日の国立公園となり、白神山地と睦久XAは１９９３（平

成5）年に世界自然遺賑に張録された。八重岳、街垣島は野生生物やサン

ゴ礁の宝庫として注目され、淀川ワンド僻は身近な生き物や絶滅危恨猟

の生息地として派11された。

1990年代には、わがIkIでも世界自然遺産と生物多様性に照射された、

自然策の新たな渋蚊が姫成していく。世界自然遺産の|‘I神111地は東北地

方のブナ林を浮かびあがらせた。また､41；物争様眺の朴学的知|,,Lが､ウュ:ツ

トランド（湿地｜:渦・藻｣ル・サンゴ砿等）と里地IlLlll（三次林・川||）の新

たな風策を浮かびあがらせはじめている。新たな炎象がﾉk成しつつある”

５観光のまなざしの生成と発展一絡みあう柵造

自然地域における肌光のまなざしは、古代から中I{I:にかけての、宗教・

神話・文芸のまなざしのなかに、その萌排があった。Ｊ÷た、近''1:の好奇

のまなざしは、その胎』l伽であった。しかし、脚然iiM光における閥光のま

なざしは、近代の脱光の成立とともに、牛成したとみるべきであろう。

近代的な個人の確立と州まって、近代的な労働観を州補するかたちで、

観光のまなざしが形成されていく。それはまた、近代祉会の,紺I|に逆え

られてもいた。ロマン主捲的な新たな近代的風競観、新川1．ガイドブッ

クという新たなメディア、鉄道という新たな交通、旅行斡旋業・ホテル・

旅館という新たな観光難に支えられて、観光のまなざしは大衆のあいだ

で社会的に組織化されていく。

１，１然伽光におけ為tM光のまなざしは、近代にな-’て大きく猫展し、前而

に雌り出たかのようにみえた。しかし､自然賎に向ける仙光のまなざしは、

同然地域という非1.1'附判川の自然という本物にまなざしな'fIjけることでは

あるが、それだけでI:1Ｗ:しているのではない。観光のまなざしは、棋維な

附造のなかで、さまざまな喚素と絡みあいながら'k起し発展している‘

同然観光における観光のまなざしの/ｋ成と発脆
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近代以降の自然賊へのまなざしは、科学のまなざしが先導し、やがて、

観光のまなざしを招来するという樵造をもっていた。明治後期の人々が

受容した両欧文lﾘjの近代的風胤観とは、１Jマン主義に彩られたものであ

るが、根底に自然糾学が仙たﾙ〕っていた。｜‘|然観光における観光のまな

ざしは、何よりも科学のまなざしと通底している。観光においても、自

然紫を語る言葉は地形、地質、械碓、自然現玖などの科学の言葉である。

同然棚)'６は、たとえば、仙光の対盟が混食地形、イi灰Ｗ、ブナ林、iHl欠

泉だから1ｍ白いのである。

さらに、観光のまなざしは、経済的、社会的な力学のなかに、否応な

く組みこまれていく。わが岡における国立公|'Iil誕生の'１１例は、そのこと

を如災に物語る１９３１（昭測6）年の国立公剛法は、ｒＩ然の大風凧地を保

護するとともに、刷民の利朋に供し、国鮎の保健、休礁、教化に職する

目的で、国立公11N制度を発足させたものである。しかし、その背景には、

国際仙光､地域振り11のほか､阿粋13茂､帝国-1乏維などのさまざまな経済的、

社会的な力学がはたらいていた

lIiI立公ＩｌＮはＩｌｉＩよりも'１１際棚光、地域振肌のなかでﾉIきまれた側ｿ6窯IHIで

あった。外客誘致による外鰯“}、内外の観光客誘致による地域振り{1へ

の期待が国立公剛には強くかけられていた国立公園制度を生む議論の

なかで、同立公|刺は、わが岡のﾉくいの大風縦を保誰し、凶民の保雌休徳

に役立ｊ･,、かつ、外枠,瀞数つ}､！')外''1人帆ｿC秤総数に礎するところが火

きいと論じられていた。幽立公園は、Ⅱ本人の観光客のみならず、外側

人の観光客を秒く捌来するであろうと主張されていたのである。当時、

外'1:|人が肋れる脱光地は、’1光、鎌倉、肺帆、戚郁、奈良、禰烏、別府、

盤仙などにかぎられていた当時、人々のあいだには、わが国に'よ、こ

れら以外にも世界に誇る無類の瓜溌地があるにもかかわらず、観光地と

して知られることもなく、施投も整備されていない、という歯がゆさが

あ-’た昭和初年の外四人の脱光群は、スイスでは年lMI2()0万人、フラ

ンスでは18(〕万人、イタリアで120万人あるにもかかﾙﾌらず、わが114は３

｢胆光のまなざし」の擦何０２噸



〃人にすぎない、との談論もあり、カナダのロッキー111脈にある凶立公

剛では、シーズンに－万人の人|輔者があるが、そのうち５〃人が外四人

に占められているという数字まで示されていた。当時、阿際観光の潮流

のなかで、１１(hHf公圃にかけ細肌待'よことのほか大きか．』た。

１９３０年代は、じつはI~1本にかぎらず、１１１:界的規模で凶立公|刺が拡火し

た時代であり、アジアでも、インド、セイロン、マレーシア、フィリピン、

台湾に誕生していた。これらはすべてＭ民地である。１９３()年代は、時あ

たかも、バリルルが「妓後の架|l」としてＷｌ)され、バリの民族文化が'11：

界に紹介され、洗練され、創造されていった時代であった。ハワイも同

様であった。西欧文明がエスニックツーリズムを生成しはじめたとき、

また・方で、’１１'i雌地をＩ''心にiIil立公州を照ルルはじめていた。

IIiI際観光と｣山城恢典を脚立公剛誕生の維済的蝶|火|とヅれぱ、｜脳l粋-1:施

と帝国主義はその社会的要閃であった。１１雌公園法が公布された年、雑

誌『国立公胤Ｉは巻頭に無記名の「風景立剛の大本成るという文章を

'Ⅲせ、皇士に！〔洋岐初の低位公'１K|を誕堆させねばならないと叫び、次の

ようにしるしている。

風景立国のI1iI是はかの産業立国及び海洋立脚の国是と共に我が国の現（【；

及将来に対しとくに重要なる111縦たるを失｣)ず伐が瓜);t立'１４の大木を樹}lﾉ：

し皇土に東洋岐初の国立公閲を災現すべき亜哩使命を{iする(輔３群露４号）

また、脈|立公間行政の中州にいた内務愉術生局長の大！;＃辰次郎は、ＩＩＩＩ

立公閑候補地を内定した1９３２（昭和7）年、雑誌『国立公剛』の「国立公

'1Nの使命と保〃の箭神」という文章に、阿立公閲を|体人の精神や文化

の源泉だとまでいいきり、次のようにしるしている。

凶立公陳lは吾人が父祖より継ﾉ腐せる国土のWi粋である。，伐が神州の緒〈《（

の雄災せるものであって、Ｈ４，§の『本ﾙﾐなるもの.ｊ即ち'１ｲ雌ilIi神の揺礁、

rI然側光における岨光のまなざしの生成と発展'3７
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ｕ本文化の陪従床であるとlld時に亦其具現である、（第４巻輔１１．号）

わが凶の口然の風殻は枇界に誇るべきものだ、わが岡はけっして欧米

に劣るものではない、と189‘1（Iﾘj治27）年の志賀里とAの『11本風jA1諭』

の論理が倣術されていく。風最はつねにナショナル・アイデンティティ

とナショナリズムの問題に絡みついていた。

わが岡の脚立公団の指定を終え、１９３７（昭和１２）年に台湾の倒立公剛の

指定も果たした林'雅博-HII村l1llは、１９３８（昭和13）年、雑総『凶立公１１M.、

の「台湾同立公閲指定記念号」で､台湾のl'､|立公園の指定を「世界の大帝
あ哀れ

LEIたる日本が、他日その燦然たる文化の恵沢を治く世界人類に享有せし

むる底の火叫想から当然だと号え、つづけて次のようにしるしていた。

由来島帝｢肌.1本は、特に南に向って発鵬すべき運命に慨かれてゐる。熱

帯地方に於ける国立公園を、その公園系統に加へることは、極めて緊要で

ある。１ｍして何れは朝鮮、iiMi州、北支、＃j支郡大陸方向に於ても、これが

,砥ﾉkをlUlflルイ1卜るであらﾏﾗか'胃j…（鋪1()綱!Ｉ１１‘j）

国立公園指定に燃える、付剛の視界にはすでに朝鮮半腸、中国大陸が

捉えられていた。’1紬:公剛は蝋なる覗光"剛１１にとどまるものではなく、

'iifIIil-l談の文化;卿ﾊﾄでもあった。

1930年代に誕生したわがI剛の国立公園は、自然保護空側ではなく、、

然観光空間であったが、この自然観光噸間に向けられた観光のまなざし

は、経済的、社会的な力学に炊く規定されて、さまざまな婆素と絡みあ

うｌｌｌｌｆ造をも‐》ていた。

｢観光のまなざしＪの'卿''１０２噸



６まなざしの政治学一風景の発見と隠蔽

近代の新たな凧蹴の蛎成の背後には、隠蔽されていく風景があったこ

とを兇逃してはならない。美しい肌蹄という表象が浮かびあがればあが

るほど、負の表象が相対的に隠蔽されていった。

たとえば、瀬ｊ『内海の風景の覗例をあげてみよう。瀬戸内海は古来か

ら名所'1｣跡の典Wiした〃『であ-,たが、近代になって、Ｉ】W欧文|ﾘlの近代的

風最棚を受容するにあたり、新たな自然識や人文蛾を浮かびあがらせた

所である。住群、弧磨、IﾘＭｉ､崖」;Jj､厳島、ド|典lなどの搭所旧跡の場から、

内海多鳥海の段々畑や港町が織りなす美しい瀬戸内海という場に、その

淀象を礎位させていく。Ｉﾘj治後川の人々は、瀬戸内海は世界飾一の景で

あり、’''二界の公IlKlにしなければならないと布頂天になる。瀬ji内海I1ilW：

公園は、この伝統的風紫観から近代的風殻棚への変遷の延長線上に誕生

していった。

しかし、瀬ﾉ『内海の美しい風蹴のﾉ脂成は、一方で、烏の歴史などの負

の喪蚊を相対的に隠蔽していった。棚ﾉfIﾉ州ljIは美しい多鵬海だと語れば

語るほど､負の災象は覆い隠されていった。裟予諸断の水不足に苫しむ裸

の烏、IIT島・剛坂島・契烏の公害を生みだした工場、大久野脇の地同か

ら消えた噸ガスエ場、大ilﾘfﾙの紗くの犠牝を'1きんだ人lHl魚洲訓練坐地、

能地の群しい生活をつづけた漂油漁民、災ﾉ;＃・大ﾉ;＃の隔離されつづけた

島の搬態所、小Ａ１島・家,'約などの人:脱模な採ｲT、豊|蹄などの廃棄物ｲく法

投棄……、人々は、まなざしを美しい風景に向けることによって、これ

らからはまなざしをそらしつづけたのである。

また、科学のまなざしと通庇する近代の棚光のまなざしは、脚然胤に

関しては、徹底して伝統的な意味の風景をとりのぞき、近代的な視覚の

風景に傾斜していった。備仰の地、伝説の地、歌枕の地など、古い意味

の風餓がきれいにぬぐい去られたように、｜･和田湖や上高地などでも同

じことがおきていた。恐'11と砿ぶ‘,､'1K場であ.’た|一利111湖は、文』緊大Ⅲ１．帖

I‘1然仙光における観光のまなざしのﾉI:股と発鵬
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月の賛美によって、美しいカルデラ湖に変貌し、神々が宿る神河内は、

アルピニストによって、穂11.1iをのぞむ錐しい渓谷の'２淘地に名Iiiiを変え

た。１１本アルプスはヨーロッパアルプスの．茂象そのものであった。

近代のまなざしは、新たなｎ然餓を発見したが、・方で、歴史や文化

からなる磯かな意味の風景を隠蔽した。国立公側が内定した翌年の1933

(昭和8）年、網島定治の『日本の同立公園』には、阿寒同立公閲のパン

ケ湖が次のとおり解説されていた。

０F０》すＬ

周囲のｌｉ(生林と共に幽溌にして神秘に満ちたる殻観を',Ｉし、稀にその静

寂を破るアイヌの丸木舟がﾉﾋある点景となるのみである。

圃立公肌にとって、アイスは北海道の原生の雌観に4上彩を添える、歴

史や文化や′k活を捨嬢した点縦でしかなかった。捨象した背後には国民

国家が潜んでいた。１９３０年代のわが雁|の国立公|刺は欧米の近代的瓜景観

に照射されて浮かびあがったが、同時に、国粋狼義や帝同主義のコンテ

クストのなかで新たな激味付ｹ･がおきていた。肌光のまなざしに射抜か

れた倒立公剛は、結果的に、怠味を置換する文化装置としてはたらいた。

まなざしには、発見するとＭ時に隠蔽をも可能にし、さらに新たな意味

を付与して、螺旋状に腿開していくという政治学が内在していた。

この発見と隠蔽は現代もさまざまなかたちでつづいている。そこでは

多伽多様な雌史や文化が相対的に捨象されているにちがいない。現在進

行している世界自然遺産や堆物多様性による新たな自然紫の照射なども、

発見と隠蔽というま水ざしの政治学に組みこまれているにちがいない。
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