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創出された「観光地」

－輔の浦、良見ヶ浦にみる海域名所の近代
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はじめに

「観光」が大衆的に亨受されるようになったのは、主として明治期以降

である。したがって観光地化が横概的におこなわれるようになるのも、

わが凶では|ﾘl淵以降のことだといえよう。それまでは「名所」という奇

葉はあ．,たが、現在のいわゆる「脱光地」という言葉とは微妙なニュア

ンスの逆いがある。

明治以降に「ある仕掛け」が観光地化においてなされてきたが、この

仕掛けはジョン・アーリのいう「観光のまなざし｣Ｉによって作為された

ものと捉えることができる。以下では、近仙までに景勝地となっている

場所が明治以降どのように変遷してきたのかをみることで、この作為の

意味を解明し、’'水の観光地化の様相をIﾘlらかにしたいと思う。

そのさい、収り上げる対象は、近代以前から伽岸峨勝地としてよく知

られた場所、広,l;#県柄の浦と三軸,I;二見ヶ浦の_ﾕか所である。海景橘所

でInj嫌の帆光地としては、和歌之iiliや松胤、卿脇、江ノ島、須岬など秒

<のものがある。

海に閉まれた日本で海景は古来よりもっとも親しまれたものであった。

したがって海策名所は、聖地としての側面が濃厚な山岳とは異なり、多

くの人々の観光のまなざしを浴び、’11くから観光地化が進展していたと

いえよう。

１靭の浦

（１）なぜ朝の浦なのか

問題の所在

輔の浦は、町全体を対象とした棚光化が大【I利lという',４い時期になさ

I胆光のＪﾐなざし」のI脹何（)３厳



れた点に特徴がある。また妓初の国立公尉のひとつであるということも

IIi喪であろう（先行研究として風景学の視点による西田1K職出のものがある)。

近代までの歴史一「観光地化」されるまでの様態

広島県輔の浦は古代より歌枕に謡われた名所であり、納の名は占萌記

や11本番紀、万葉集にも登場する。古代より近代初頭までの間、瀬戸内

海を代表する要港として栄えた。その様子は「文化文政の噸より明沿維

新に至る迄の柄は非常に催賑を職めしものにして､放行の船舶を容吐し、

(中略）港内は常に純口本式の千万船を以って満たさるるの磯況にありし

なり｣､'といった記述に伺われる。

しかし、１８９１（Iﾘl治2‘1）年1111場鉄道の|Ⅲ通にともない、巡搬は海|:から

欽辿に代わり溌退しはじめる。鞘の|||]､が決定的に寂I'Lゐのは１９０２〈Iﾘj始

35）年以降である。さらに鉄道による輸送に取って代わられたことにく

わえ、それまでの和船から西洋船への切り替えがおこなわれる。ところ

が納港{J;従来の和船川につくられたために水深が満く、｜lIi洋船が人稚で

式次かつたのである公

図表Ｉ「弁天島と柄のjillをみる」

出典：広勘県福山市緬の洲歴史民俗貿料館所蔵絵はがき

1Ｗ川されたＩ肌)Ｗ山Ｊ４５
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（２）「観光のまなざし」の開始

蕊明期一鉄道開通

では純の町に、・体いつの頃から観光地化が始まったのだろうか。そ

のll制Ulについては､鞭と稲llllHlを紬ぷWil慨使鉄道がljMjlmした1913(大1122）

年前後であると想定することができる。

明治中期以降寂れかけていたⅢj､の勢いの復活を鉄道INI通に賭けた大浦

半ばの柄の町の様相は、雌に納慨便の開辿するあり、海には汽船の寄港
やや

鞭、海陸交通機関のり鋤lに辿れ、納々ⅢT勢を挽回せしも、イミだ文明的商

港として算するに足らず岨というものだった。鉄道倣投のさいに「内海

美の粋を尽せる策勝を利川して、内外遊覧の群迩拙致する設｣訓が考えら

れていた。ただしその典体的な脱光地化の方針がどのような内容であっ

たのかについては定かではない。

そのことに関連すると思われるものに、仙酔島や弁天烏などへの燈龍

設協があった。鉄道の開通した１９１３（大正2）年から翌1914（大正3）年

にかけての時期にﾉ〈阪の鰯,僅家の寄進を受けて、対洲楼の化職が仙酔ｶ・

弁天ル・';り斤烏の縦上に故|･ｊＩＬの禰煉龍を設股したことが．ド111ﾘlしている。

このことからも、鉄道|)iljmが．｝i棚A盤lWiをおこなうひとつの契機になった

ことが理解できる。瞭紺設仙という内容からは仙1Wﾘﾙをはじめ弁天鳥、

卿両島を箱庭に見立てた「立川式・名箱庭式の風餓|‘の文脈が続いてい

たことがわかる。

一方で新しい視線を見出すこともできる。開通時の納鴨便鉄道株式会

社の広告をみると、「Ｈ東第一の形勝地」とともに｜瀬ﾉ『内海美の特色」

がうたわれている。これはこれまでにはなかったことで、「湘戸内海」が

脱光という拠点で慰紬されたi剛)めて'１１．いりド例と勝えられあ。ではなぜ、

このような「瀬戸内海美の緋色」という視点がﾒiきまれたのか。その２年

前の1９１１（明治料）年には『瀬戸内海論』~'が出版され、著者である小西

和は瀬戸内海を「1{I:界の公閲、現世の極楽と紹介している。後に小西

は瀬戸内海伺立公剛の順みのI歌となるが、このような瀬ﾉ『|ﾉ1海に注

｢ｊＷ)上のまなざし」のIﾙﾐ'''１０３１前
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図表２「戦前期の対潮楼」

出典：広島県福山市輔の洲歴史民俗資料館所蔵絵はがき

月した毒物による影響があったものと考えられる。

また地元では1９１１（Iﾘj治4.1）年に郷･{含史の愛好会・先憂会が結成され、

1９１６（大正5）年のrIllj＃i之f'i勝.Ｉを噸欠として、１９２４（大11ﾖ13）年の『州

後名所靭津と阿伏兎』など、柄の町を取り扱ったガイドブックがI:11行さ

れる。その集大成として『洲隈ｌｌｌＩ誌』が1923（人lrl2〉年にまとめられ、

郷上の塙所としての納の'1‘I:伝が恥されていく。

このような歴史的継総から,洲み取れることIJ;、火11測の「帆光のまな

ざし」とは、自然紫の萌芽はみられたものの、実際は巾１１１に影響を受け

近世期までに形成された桁庭的風景に依拠するものであり、依然として

近111:的な文脈の延長線上にあったということである。

画家たちのまなざし

１９１１（明治44）年におこなわれた画家たちの瀬戸内海写生旅行齢も、以

上のことに関連していぁ。ここにおいて注{~Iされた対象とは、新しく↓,１

川された「棚『Iﾉ1海進」では欺く、もはや時代から取り残されつつある

削川されたIiM1光地｣|”
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古風な港町という側而だった。そのことを写生旅行に訪れた絵描きのひ

とり、吉田博は次のように記す。

家の屋根や壁の色が而内い、さうして道が狭い極古風に出来て勝るので

叢かきの月には篭極都合の良い所が沢山ある。

そこでは江戸時代につくられた厳をはじめとする近'11:的な腿衆による

光j肘にまなざしが向けられていた。そのことは次の記述に端的にうかが

うことができる,、

二階の眺tiI(と来たら瀬戸Iﾉ1海輔・だろう、直ぐ目の下を帆をｋげた船が

通って行くその松ﾊﾙのＡ:ﾉＷ;のような蛾色だ。Ｉ｣本＝眺搾は無‘磁味な辿

択であったｅ此処でも巳に当縦以上の紫色はあるの

その後大腿から昭和戦前期にかけて、鞘の町はまさに絵の町とし

て、描かれる対換となっていく。柵かれた内容”をみると、港な扱った

ものと仙酔島を含んだ海を扱ったもののふたつに分かれる。前者はもは

や時代から取り残された風於で、後者は新しい自然景というまなざしに

よ.って脚光を浴びたj肘脱だ.,た。liij縦よ1９１１（IﾘI紬44）年に'よ''水'111隊・

小l1f竹蒋による「港唯lWIi矢とし、後州よ'り1７（ﾉく正(,）イドの洋Il1li家．!,'１１

島虎次郎による「仙酔脇」准岐初とする。１９２０（ﾉﾋ正９）年になると、小

野竹喬は「海鳥」でilIllIi雑＃を取り｜:げる。最初は近世的なものがモチー

フになるものの、後には仙州舟を含み１．１然舟tへと描かれる対象が変祥し

ていく

（３）「観光のまなざし」として為されたこと

柄における「観光のま准ざし」とは､仙酔烏の遊覧化と官純・体とな-’

た納町あげての脱光地化にある。１９２５（ﾉ｡lミル1）年の内務杓による箔勝指

I観光のまなざし」のIﾙ(lＩｌＩＯ３ｉＷｉ



定と続く１９２７（昭和2）年の'１本新八景の三十万勝に人選し、・挙に新し

い観光地づくりが磯り上がる。このムーブメントはわが国最初のII泣公

側のひとつとして、柄の浦が洲ﾉ『内海脚立公側に1934（昭和9）年に術定

されるまでの１０年間ほぼ持続していく。納町にとってまさに「観光への

まなざし」がピークに到逮した時代であり、現在の鞭の浦というイメー

ジとはこの時期に形成されたものにほかならない。

仙酔島の遊覧化一国の名勝指定

１９２５（大正14）年、１１１の御|#に「納公lXl」が指定される。これは'''I群Kル

をはじめ弁天島や必津ﾉﾙ、l1jL后,1;ﾙ、つつじ烏、津軽島、少し離れた|{１１伏

兎観瀞がある阿伏兎'1111が含まれたもので、このことは鉄道が蚊設された

ものの依然として哀微が脳せなか-’た柄町の今後のあるべき方|(,jを決定

することになった。指走のさいに柄公園の特色が自然地理学に立脚して

分析され、柄の浦の海景が科学された。史跡名勝天然記念物考員・国府

犀束は「我溌は柄の池ilIliW力がIil晩風細f究廿､風昂鑑賞者の雨視する所

となるべきを雛はないのである」とし、柄の浦が「風蹴の・隙式｜を形

成しているとした。

仙酔烏の歴史を振り返れば、ｉけ了時代に「お立て山」と定められて以

来稲山群の保継林にｵにl')、188り（ｌｌｊｌ治22）イドに県立輔公剛と指疋され為。

広腸鼎|ﾉﾘでは厳1'約i1lll《|:を|('』える'{;W;#とともにふたつだけのりＭﾉ:公'１Nで

あった。実際に公1判としての{剛ｌｉが|)M始されるのは190り（|ﾘl治42）年以

降のことだが、すでに１９００（Iﾘj治33）年に郡部特別会計として予算が計

上されていた。

仙酔烏の遊覧化は次のような経糾を辿った。岡の制勝桁定は1り2３（大

ｌＥ１２）年の時点ですでに判明していた。おそらくはそのことを見越して

柄町は1921（大正10）年頃には仙僻儲の公園化を開始していたと推測さ

れる。１９２３（大正12）年に刊行された『沼隈郡誌』によれば、「先年弥山

に皿ずる道路を披けて籾||に便し、ril:にI)Ll阿を建て、維水を刈り斑し

削川された「iNM光地｣４９
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図表３「瀬戸内海国立公園鞭の浦鳥識図（絵吉田初三郎)．

出典：広品県福山市柄の浦歴史民俗資料館所蔵絵はがき

て眺望に利し、戒は常設渡船を術え、或は海水浴休息所を設け、遊覧観

光の客を招致す」とある。

典休|'〃にどのように整附されたのかをIIfIll初_畠郎による烏lliIkl肌!な下

がかし)に‘ｽ入ると、」;#の雌11.1i部に|ﾉlllIlJがi没けられ、そこからの|ljIi1判がI'Ｒ

される。そしてそこを大禰山、FIiiIの脳を''１捌山、小蝿|||、と名づける。

このようなネーミングからは宮脇が蹴識されていたことがうかがえる。

大洲山と｢|噸111へのアプローチの逆路が山ひだに建設された。

また’９２６大砿１５年にＸ１農が鋤れた御膳'11の鵬望した場所を御野立

所とした”川ノ浦と彦浦にそれぞれ海水添場が|附設され、町桝食蝋と巡

動場が没櫛された海水浴シーズンには町憐の貸家や貸間もオープンす

る。Ｗｊからの術投渡船のための椛怖が海'↑'にI没悩された。アクセスの〃

隣としては'jl↑枇のⅢ1.慨渡船ができる．'ﾐでは、蝋浜に1ｍした件旅館がプヲ

｢胆光のまなざし」の転回０３歳



…
△
，
ｆ

州
ｙ
、
趣

削川された｢観光地｣'5，

Ｄ
司
戸
狸蕊窒蕊毒欝

図表４１桟橋が設けられた仙瀞島（吸闇亭と仙酔亭がみえる)」

出典：広島肌掘山市納の洲歴史民俗資料航所撒絵はがき

イベートに船を出して仙酔島に渡るほかは手立てがなかった。鞘の浦で

もっとも古くから旅館を営む対山館では海に1ｍして船狩き場があり、そ

こから専用の船を出して仙酔烏に渡ったというそのような意味で、誰

もが采船できる渡船が開設されたことは、まさに観光のまなざしの、よ

り幅広い成立につながっていったと考えられる。このように見てくれば、

納町の行政みずからが積極的に海浜リゾート開発をおこなっていたこと

が測明す為。

それと関連して騨人を受け入れる旅館がIﾘj治末lUlから灯剛lにかけて

仙酔島につくられる。吸霞亭を'補欠として仙榊亭、彦浦館があり、仙酔

ｊｉﾙの観光の拠点となった。すなわちそれまでの{''1|聯ﾙﾙはただ見られるだ

けの対蚊に-1-ぎなかったが、海水淵群をはじめとして人'ｲが(IlllIWlI脇を訪

れK’ことで、今座は逆I豚して鞘の町が鍬I:)れる刈吸とな為。御鵬'11から

みる、弁犬烏、大可島、モ津嶋、津慨烏、そして沼隈､Ｍｊの山なみが連

なる納の湘は、新しい海策を形成したのである。

こうして仙酔砧の公園化計測は昭和初Ⅲlには・定の成果をｲﾘ.、わがIT製’

可n世8ｍ拳.、９浬包堅＝

＝熱琶



官民一体となった緬町あげての観光地化一日本新八景と鯛綱

名勝指定の２年後の１９２７（昭和2）年に、鞭の浦は日本新八紫'１に海

岸部門で屋島や苫侠I淵漬と並び選ばれ、全同二|･五勝に入るロ本新八

蹄とは大阪旅'１新聞社と東京、Ｆ１新'1111《|:が．剛|Mしたもので、新しい脱光

地を選定するものだ-'た。その選定は櫛|||大脱や徐崎潤郎らの文化人

とともに､一般からの投票によって選ばれるということに特徴があった。

すでにみたように「晩光のまなざしｌが開始されていた柄にとっては､｢肌

光地」として売りだ．』.のに絶好のタイミングであった。緬町みずからが

｢時！来る１１１４〔第一･形勝輔の浦を天下に紹介するのは此時という

キャッチフレーズの立伝文'2をもって町民に呼びかけをおこなっている。

その時に財政的なバックアップをおこなったのが、森下ｲｰ:丹を刺紫し

た森ド博'”だった。疎ド隊は納町川野懐ﾊ･で:山i時実業界で大成功を遂げて

おり、郷上愛でも，て故郷のWiの浦の風j;峡や鯛網を全111紙の洲Ⅱ|広くＩｆ

で大きく紹介するその結果・挙に鞘の洲のf'iが全凶的に知られること

になる。そのような鴨り上がりは覇の町中をこのイベントへの熱気に包

み込んでいく。

なぜ、このように'|・I'腿・丸となって観光地化に向かったのだろうか。

それは、紺町のﾉ|;き残る方紫が遊覧都Iliとして観光地化する以外に1J:あ

りえないと考えられたからである。このことは後の国立公園指定の伏線

ともなった。

そのような'ﾊﾞ民一体となった観光地化を推進する役割を担ったのが、

納津保勝会だった。保勝会は遅くとも１９２４（大１１臭１３）年までに柄町役場

内に設置されており、海水浴場や鯛網、渡船、食堂など鞘町営施設の運

桝にあたった。

仙酔脇に対すあ加i拠剛liだけでなく、Ｗiしく伽光伽網や祭りがiill出芯

M迎光のまなざし」の帖阿０３章
フ
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岐初の国立公園として1934(昭和9)年に瀬戸内海国立公園指定につながっ

ていく。
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図表５１弁天祭の夜飛（絵吉田初三郎>」

出典：広島県福山市輔の洲歴史民俗資料鮪所蔵絵はがき

れたことも、柄の浦の観光地化の顛婆な特徴だった。前･荷は鯛網という

漁法がショー化されたものであったこれはしばり網によって漁船が閥

んで鯛を捕る漁を見せるものだが、この時期には兇せ物の帆綱だけでは

なく、本当の鯛網もおこなわれており、硯汽艇と和船にモーターを付け

たもので追いかけて槻鷺することもできたらしい。

鯛綱の雛j篭を１９２４（kll;13）イド５１１２()ｒｌのﾉ<阪削111断IlMlJ:次のように

‘絶す．ｌ当地発展の一紫として、この鯛網の見物を主にｌ:M1とHIIiMにごInl

乃宅~皇同催している。中凶筋は問より京阪神名古屋あたりからも見物客

が段別して非常な賑ひだ。観光鯛網は柄町商工会が主催でおこなわれ

ていた。帆綱は現在も五ﾉ1のＷｉの浦の雌大のイベントになって定ｲ'fして

いる。後,聯は弁天祭り（Ⅸ|縄参照）であり、ｌ１もl:げ化火や化１１ﾄ()花火

が|||Ⅱ';のIﾉﾘﾉlにおこなわれることがW{和初期には始められていた。つま

りこれは納町束浜から仙酔勝をみるという視覚がより強調される仕掛け

だった。現在もこの祭りは続けられている。

削川されたrjMl光地」語
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（４）「観光のまなざし」のその後一戦後の覇の浦

昭和20年代までに納のⅢ｣.を訪れた紀行作家・北尼錬之助は次のように

記した。「町そのものがつの棚光地として蝋りこが-ｺていることにおい

て、州のような町の|'|端は他にＩＩＬ川せない｣Ｉ')。WiiIlllliと合併する昭和3ｃ

年代頃まではそのよう欺余韻が残っていた。

編111市になった５年後の１，６１（昭和37）年には仙誹島に面したもっと

も眺めのよい東海岸が埋め立てられ、朝鮮通附使の捕舎として有蒋な対

潮楼の足尤に港まで続く幅広の道路ができる（このような道路新設は柄の町

での戦後歳初の都市改造だった)。それは岩礁に尾根状に続いていた有磯と

いう遊祁街に風穴を蝦けることを意味した。その結ＭＬ、江ﾉﾘﾘjに形成さ

れた巴町の濃密な『|i街地は解体された。そしてｉｉｌＩよりも変存したのは、

聯叫の上に築かれた綱を代災する海於が失われたことだった。すなわち

波しぶきのあがる岩礁と:(『垣、木造建築という三点セットによる対潮楼

が干上がってしまった。このような組み合わせこそが、柄の海景を構成

するもっとも軍要なものだった。それは弁天ﾙﾙ、大風１.ｊｆﾙ、あるいは阿伏

兎伽i’f、などに共池するｿ鰍である。瀬戸内海だけでなく１１本余上にお
ｆ,~ぷ

いてもほかに類例をみないものといえる‘「ﾉ〈然災と人I:美との調和頗る

妙｣'９とは弁天島のたたずまいを讃えたものだが、そのことは1925（大,ビ

1‘Ｉ）年に名勝指定を受けるさいのひとつの喪UV!‘だったこうしたダイ

ナミズムのある海拙がやや隠されてしまっているのが、現住の納の侭か

れた状況なのだろう。とはいえ海景の素材は町のあちこちにみることが

できる。今後、このような特質をどのように生かしていくのかが問われ

ている。

1.伽光のまなざしＪの鵬'''１０３噸



２二見ヶ浦

（１）なぜ、二見ヶ浦なのか

問題の所在

三重県_二見ヶ浦という場所は､昭和時代壮とおして伊勢神宮見学とセッ

トになった修学旅行時１．の定滞の桁f''1地だ．’た。現ｲ|畠も関IjIiの修学旅行

生の．部が訪れるものの、観光地としては'1ｔの流れから取り残された感

がある。おそらくは高度成長期が終止した頃から大きく変容がないまま

にあるのだろう。

そのようなことも作用して、現似J;術il'Ｉする観光客が少なくなってい

る。，''1,腿成健後'1州に建築も含めて帆光のありようについて火規桃な災

新がなされていない観光地の多くは、Ｌ処･浦とﾄﾘ様の傾向にある。つ

まり二兇ヶ浦とは、ある意味では停滞期にある観光地のひとつの典刑例

と捉えることができる。この観光地の成W:を論じることは、わが''1余体

の観光地がおかれている間腫の所化の特定につながる。

では・体いつから、この場所は観光地として栄えはじめたのか。その

変遷を辿ることで、観光地化がどのようにおこなわれていったのかをみ

ることができよう。とりﾙｺけここでは、脱光地としての成tl:様態を如災

に,Jくす旅鮒などの御|‘|施投を'''心にみていきたいと思う。ここで対象と

するのIよ≦t剛lL-皇見町茶屋という湯川である。

近代までの歴史

近代までの歴史噸.をみると、平唆時代には二兇の名は歌に詠まれる歌

枕となり、篭町時代までに夫姉岩の大注辿細が架かつたとされる。江ﾉー ｧ
ﾆﾚ】．Ｚ

時代には(ﾉﾄ勢神宮参拝にさいして潮ﾉkに浴し身を清める垢離場が定蒜し、

夫婦岩の満'1Iする景観によって全同にfiを知られた名勝のひとつとな-’

ていた｡棚)さいの休息所として茶凧が,雌'けるが､その時のMRfは枕

削出された「鯉光地jl5s
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のようなものであった。「一二百年前（一七一・○年）には立,荷茶屋とて、僅
かに垢離掻、旗斎者の休息せし、数字の掛茶屋ありしに過ぎず｣‘，)という

ような様態を示したが、１７７８峡永7）年にはl4111l:の茶服となり、1833（Ｋ
ＪＪ

保‘'）年にl8ll1l；の茶雌が(M糊される。ｉＩ:ﾉ『時代にはiII川Jﾐたく｣､'j･:治の御

11'1iの梢で宿ＷIすることが．般的だったから、一ﾕ見ヶ浦には１１帰り客が多
かったという。その様子はおよそ諸国より神宮に参擁する背は、必ず

I|ﾘ|熊蝋に登覧し、一:兇浦に辿遥せざるはなし｣身’というものであった。二

見ヶ浦行きはこのような神宮参作のシステムに組み込まれていた。この

時代の御茶屋は現在のような海際くりにあったのではなく、少し内陸部

の旧街道沿いに位置した。ただ、夫婦岩という呼称は|ﾘl治以降のもので

あって、それまでは立ｲiと呼ばれていた。

｜仙光の求なざしｌが|)M始されるliiiの|ﾘ｣治初期の二兇ヶiiliについては、

188‘Ｉ（Iﾘl治17）年に英国で刊行された『明治日本旅行業|ﾉ１．１によれば､｢夫

婦淵の小さな方の岩や束に広がる湾の突出部から見える風於は非常に美

しく、日本人ももっとも素lIl1fらしい海岸風溌の一つとして,,WIlIi｣２１と記さ
れた。

（２）「観光のまなざし」

｢観光のまなざし」蕊明期一海水浴場と賓日館

「肌光のまなざし」が|H1始される妓初のものとして、わが側で妓初の加

水浴場設世と、高貴なる人々の術油施設・寅日館の設赴というふたつの

平象が準げられる。前者は内務宵衛生局長・長与専斎､，により海水浴に

好適の地との指摘を受け、地元付の戸長をはじめ村の(f力背が七体とな

り股|i'tされた。そこでは海水を1,{めての柵添窄が海'|'に腿かる冷瀞と平

行しておこなわれた。１８８２（iﾘj袷15）fl2という時川にこのような欧米''1米

の浴冷という新しい医療が'受け入れられたのは、この場所、垢離場が昔

から1M水に浴して身を治める繊場であったということに起囚:”している。

188.1（明治17）年には新たに柵浴j〃が岨没される。

Ｉ肌光のまなざし」の転InlO3IOiY
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図表6「二見ヶ浦の新道」

出典：三軍県度会郡二見町賓日前所蔵絵はがき

後誉の賓日館は貴賓客の宿泊所として、伊勢神宮外郭団体である神苑

会ﾕｨ､によって１８８７（明治20）年に建設される。英照!;1太后のiJ物行啓の

さいに,iWfさ１１，１８９１（I1llWi2‘|）年には';L,ｋｊ篭撚{司籾|(が避粋に｣を期間洲

伍する。離育的な要素を帯びた施設といえよう。その結果、この場所に

高級な保養地としてのイメージがつくりあげられていく．

なにがなされたのか－明治後期の「新道」と旅館街の創出

二kLヶ浦における「観光のまなざしｌがより一・股化していく契機とし

て、１９０５（明治38）年９ﾉjに応成する新しい市街地の創出を挙げることが

できよう。それは村共有地であった海岸の松林を切り附き､その場所に｢新

道」をj1mし、海水桁場の併誰された争放の旅館からな為「新観光術｣師を

つくるI汁lI1Iiであり、この!;|･llIIiI’1体、Iiijｲドのlり()４（Iﾘl始37）年に立ちｋがっ

ている。このような計画が誰によって立案されたのかについて詳しくは

わからないが、おそらくは茶雌の-1乏人た喝の多くがその意見に礎同した

ものとl側'1できる。析逆は表参進と名づけられ、１８り７（Iﾘj治3()）イドに江村

より折たに移された典lﾐ神社へとつながる。実際に光成したのは靭1り(〕５

刑川された「胆光地
5７



(明治38）年，jjのことだった。道路柵がそれまでのものとは異なって広

く取られていた点配に特徴があり、しかも道路を挟んで海岸側が旅館、

陳Ⅲ||が|:厳物lIIiと、用途１１淀のよう岬ﾙZI‘分けがおこな,lうれていた。こ

のような計山的な内容からはある彼の郁市計仙i的な発想の所雌をも読み

取ることができる。実際に朔日館をはじめ麻野館や~見館が発行してい

た絵莱評をみると、新道に沿っては玄側があるが、砂浜に続く松原にIAi

して群室を''1,脱するという、ひとつの形式がつくられていたこのこと

は前節でみた納の旅館と共通する。すなわち「海」が妓大の売り物とさ

れていたことがわかるであろう。新道が附通した直後に創業した旅館は

多く、朝日館や浜下代館も１９()６（明沿3り）年の州推だった。

新市街地計lI1iiの背景に次の２つの1111が考えられる。ひとつは1903(Iﾘｊ

治36）イドに0)勢蝿如鉄道が外桝前から：↓,Lの間にⅧIlillﾘL道を|}||皿させた

ことであり、もうひとつは1871（明治.I）年に師職廃止にともなって、伊

勢参拝のさいの宿泊場所が'’１由化されたことである。

図表７Ｉ二見ヶ洲・海岸側の旅館.ｌ

出典：三重県旗会郡二見町賓日館所蔵絵はがき

｢Ｍ１光のまなざし」の砿l"１（)３碇
５８



前者については、宇治山田から電市によってjWi時間でつながるように

なったことで、一挙に欄泊容は怠噌する。二見ヶ浦はこうして、宿油地

として一蹴脚光を浴びはじめる。後折については、それまでiilllliliが特椛

的に握っていた宿泊業務が解き放たれることで、二見でも宿泊が可能に

なり、二見の茶雌は宿油蓉の受け入れを本格化させることができたので

ある。１９０９（明治42）年には20年に１度の式年遷宮が控えており、全国

から|ﾉI輔に来る火勢の州&解が期排されていた。

「新道」がつくられた翌年の１９０６（明治31）年以降、それまでの茶屋が

新しい街路W)いに移りはじめた。朝Ｈ館と名を変えた角催をはじめ紅災

館、吸髄閲の弓師がこれに該当する。おそらく旅館の移I|臆とその建設は、

式年巡桝のおこなわれた１９()り（lUl袖42）年がピークであ･》たと砂えられ

る。その結果、火庄初頭にはすでに「新道」界隈は「商驚賑盛の震を示

し、大腿高楼の繁曜を極めたる｣2副)という様相となる。すなわち'906（'Ⅲ

治39）年以降の牧年間で一斉に旅館が建設され､1９１３（大'1:2)年の段階で、

１２ﾘilrの海水淵が''1.能准旅館、‘111il:の飲卿,1iを）似』た旅館、７１W:の飲食IlIi、

が確認される。ＷｆｌＩｊ街の様子は「夏は海水浴、冬は避寒に適して来遊の

ー輯…

密茜壷句で門

。

＝〆

ー ー一

図汲８「二見〃洲の烏倣図．

出典：三m県度会郡二見町賓日館所雄絵はが趣

#ﾘ川された｢iM光地｣'5９
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群四時絶ゆる'1fなし。此遜を茶瞳Ⅲ｣.と称し、旅館・茶店・貝細工を売る

家など数多あり｣顕､という状況を呈した。すなわち、それまでの茶臆町と

はすっかり災なる新しい町が誕生-,j-ることになるご兄ヶ油における「槻

光のまなざし｜は、この時Ⅲに肢初のピークを迎える。

新市街地の創出は一塊町における中心部の形成という都市軸の再綿を

蔵味した。すれ,}つち従来は、江村というﾉﾋ'i雀のなかのひとつの小'r:に過

ぎなか＞た茶雁地iﾒ:が旅館街のnIllHによって、新しく話兇町の『↑1心とな

る。：兇111Jは旅館街が純4ﾐした'''〔後のlり()８（明給41）年に東I1iふたつの

-Z見村が合併してできた。それまでは東西に細長く広がった８つの字か

らなったが、’'1心がなかった。町制が施行された結果、茶屋地区には町

役場やⅢ'1便九)、小学校などの公共施般にくわえて、ル｛ﾘ場や銀行出張所な

どが配脱され中心地となる。１，１１(IﾘI治44)年は官営鉄道参宮線が開通し、

二見ヶ浦駅が茶屋Illlに隣接した場所に設俄される。茶賊地区だけがいか

に突出して市街地を発達息，させていったのかは、１９０８（明治･''）年から

lり5０（11州Ⅱ25）年の間に茶賊だけの戸数が突11)して急jMlしていることから

わかる。

（３）「観光のまなざし」のその後

昭和４年の「観光のまなざし」－旅館の大規模化と観光の装置化

「卿光のまなざし」はⅡHｲⅡに入ると、次のように股llMさ,|'しることになる。

ひとつは旅館の大規模化、もうひとつは観光の視覚的な装置化である。

まず前者から見てみよう。そのきっかけは1929（昭祁･Ｉ）年秋の式年遷
DBみ｡･Ｔ

何にあ.’た。鞘年の新宮には紗くの参拝'秤が予iIlllされた。二兄ヶ浦の各

旅館で|L、そのことを見越して・蹄にjW蕊がおこなわれる。今Ｈに兇る

木造二附建ての建築の大半は、この時期に処設されたものである。

明治末期に建設された旅館は敷地に対して相当に余裕をみて建設され

ていたが､このⅡ刷りlに篭ると件旅鮒は収祥人員をjil1やすために､３ルヤを純．’

て増築し大規棋化をはかり、外観にはこれ兄よがしの卓寄せやＦ烏破風、

｢1Ｗ光のまなざし」のfﾙＪｊｉｌＯ３Ｉ‘iｆ


