
懸魚、狐絡子といった豪華な和風のシンボルが付加されていく。賓日館

ですらこの時期に蝋築をおこなっており、その投計は大江新太郎という

伊物伸寓御造僻技師に依頗して、より陥式の1Wりい和風スタイルへと外仙

の改築をおこなう。一:兄ヶ浦の旅館街にjﾘＭﾐﾊ'‘られる於硯の多くはこの

|時期につくられたものである。

後苫･についていえば、同年の式年遭符が兜磯になって､観光施設のWf

Miがｲ驚怖化されている。式年避禰を記念して'j･:給IIlIIl,ljで翌193(）（昭和

5）年に神郁抑ljjf会が開催され、観光施設のり剛Niは式年進宮直後から一準

になされていく。二見ヶ浦でも１９２９（昭和.↓）年に臨海博覧会が開かれ、

1930（昭和5）年には二見水族館が設置されている｡また’932（昭和7）年

に帝熊山へのロープウェイ投慨が完成し、あ.|)せて''’'二の側発がなされ

斉無111遊州がつくられている｡

観光のありようの変化

大｣l;から１１岬'1初期に「観光のまなざし」｛よ、海や''1とい-つた「壮大な

『]然蜘が求められるという､次のｽﾃー ジに脇行することになる。そ

のことは1934（昭和9）年に成立する国立公閲の成立条件と共通する。そ

れを示す装慨がローブウェイやケーブルカーであって、これらが全阿の

火邸市近郊のIll上に蝋没されていく。空中や111頂からの視線の狸得によ-’

て、それまではｲ<側l視であった新しい脚然風般が碓見された。それ'よま

さに、これまでの名所には存在し得なかった「ランドスケープ的な凹然

風最」だ-'た。観光の中心は近'11:川にはMlIi普だった''1国に影禅を受けた

繍庭的な内容から、雄大で蕊壮な向然を対象としたものに変拝しつつあ.’

たのである。その背於には、欧米流の公剛という概念が大きく影禅を小

えていたということを指摘できよう。

そのことをもっともよく表わしたものが、前節で見た日本新八殿とい

う新しい観光地逃定であった。そのさい、三t1tﾘ,!;内の瓜緊地は八j;{fおよ

びに二｜･/I:鉄には選ばれていない。ようやく百j肘のなかに、烏:N湾、llijI

1Ｗ川された「伽光地，
6.‘
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図表９「二見ヶ浦上空のローブウェイ」

出典：三ｍ県度会郡二見町賓日館所蔵絵はがき

熊'11、御浜鬼ヶ城、赤目四一｜･八滝の‘1つが選ばれていたにすぎない。し

かも一二兇ヶ浦はそのいずれにも縦場していない。入選した風紫地の紗<

は、規悦が大きい自然風)(が楽しめる場所であり、それまでの桁庭的な

蹴勝地の文脈とは明らかに異なっていたのである。ご見浦はj剛#地とし

て、それほど価値のある海岸とは思われない｣訓という見方が誕生したの

は、このような考えが求流になりつつあったからだ。

戦後の||ｲﾐでは、一島兇"･浦のような澗所lll跡熊でも'１１体祥を'''心にし

て,'’1i度成災lUlの噸よでは余命粒保-,たが、帆光のrlI心はl'|然)§を楽しむ

方向へと向かった。その結果、観光地はそれまでの都I|j近郊に所仏を脱

ぐものではなく、観光地化がなされていない場所へと移る。伊勢・志摩

ではそのベクトルは二兇ヶ浦からM６判へそして暖烏など、より＃j部へと

向かったのだ

そのように観光のありようが変存しつつあるなかで、一二見ヶ浦は急速

に大衆化していく。すなわち、昭和に入れば二見ヶ浦は兇'１１:物のでる博

職会｣鋤か、｜参符の旅の気分を－１ﾙiする」単楽地のような慨ＩｌをｌｌＩした。

そのため、lWlなるイメージが/ｉＷ化し、脱光地としての大衆化がマンネ

岨光のまなざし」の転回０３厳



リズムを招いた。結果として、ー二見ヶ浦は飽きられ、取り残されてしまっ

たといってよい。

では今後のこ),1,ヶ洲はい．’たいどうなっていくのだろうか。このまま

疲れ、忘れられてい-,てし‘ｋうのか。なぜとりわけ三児ヶ油にこのよう

に集ｌｌｌして多くの木造旅館が残ったのだろうか。戦後高度維済成長期に

は、’１本中の観光地の多くで水造旅館が、鉄筋コンクリート造に建てか

わった。耐火紫を口実とする処てかえであったが、収蒋人此が蝋えるこ

とで、旅館側としては経済的に測った。だが、結果として、Ｗｉ緒に欠け

た宿泊施設へと変貌してしまったことも否めない。前節でみた柄の浦に

はもはや戦前期までにつくられた水造旅館は‐軒も残っていない。－:兄ヶ

洲に蝿された水造三W¥雌ての旅1W州の1ＷEは、令ＩＩ１の捌光｣111のなかでも

きわめて珍しいといえる。このような建築遺産ともいうべき旅館の存在

こそが、今後の_二見ヶ浦が拠り所にすべき観光資源といえるのではない

だろうか。

むすび

以上の分析を経て、なにがいえるのか。本稿で取りｌ:げた海蹴地は近

'M:時すでに名所として評価が定まっていた。そのような文脈の上に「観

光のまなざし」は展開され、「観光地」が創出されていく。海策地に対す

る「観光のまなざし」の内尖は、その場所に固有の嚇愉によって決まっ

たが、災jＩＤするものとして海水浴鋤やIm1然公閲の識冊が脂摘できる。す

なわち脈統的な海餓地が、ljIi洋流の自然側を聯;入することによ-’てﾙ雄

換えられたのである。

また、訪問客を受け入れるために、旅館街などの宿油施股のWf術がな

され為。そのために海岸の埋め立ても含めた地形の変更というIlj街地の

改造がおこなわれる。その時期は近'１１:的な嬰衆が希師化するIﾘl治後期か

ＩｗＩｌＩされた｢観光地｣'6：
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ら大正前期にかけて災!'Ｉしているが、ちょうどその時期は、紫勝地に向

かう近郊鉄道開通の時Ⅲと亜なり合う。その結果、昭和戦前剛に観光地

としての地位を築くことができたのだ。

しかしながら逆説的にいえば、創出されなかった」観光地など、これ

までなかったのではないか。創られたものは日々変容し、廃れもすれば

流行もする。ただ無皿につくったものは時の流れのなかで洗い流され、

現瀧でも残るものはより核心に近いものだという吟えも成りＷＥつので(J;

ないか。

そこで筆昔は今後の裸辿として、ここで取り扱った名所と共通する和

歌之浦や松島、宮脇、江ノJ;ﾙ、鎮磨、明石などについてもその成ｳ:を解

明し、それらの'1ド例放をjWやすことで、近代、ｲﾐの観光地がいかなる嫌

細を呈したのかを明らかにし、その全休像を可視化していきたい。
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１観光客のまなざしの議論と空間／文化論的転回

1990年代以降の人文･祉会科学のキーＩフードとして､｢''剛lillと「文化ｌ

の三つを挙げることができる。空間論的'|砿lml（叩凱血I【ｕｍ）や文化諭的賑

回（cu1mmlKum）と呼ばれたこのような潮流は、主として二つの関心から

生みだされてきたつは、グローバリゼーションが進行し、文化･差異・

澗凹が特徴的となった後期資本張雄社会への経済学的ljM心でああ。もう

一つは、カルチュヲル・スタディーズに代災される、知や文化のはらむ

椛力の問題に焦点をあてた、アイデンティティや他者、抵抗のlHl題など

についての政治蛾的関心である。

そしてこのような関心からなされる識諭において、観光、旅、ディア

スポラなどの移肋」にまつわる現象が、グローバリゼーシコンの現代

社会を象徴し、かつアイデンティティや他者･の問題が密接にかかわる、

窄間的かつ文化的な現象として注廿を災めてきた。なかでも脱光は、ア

イデンティティや他汁、桁力の|M1腿が深くかかわるだけでなく、Ｙｆ水-1ミ

雑社会における離徴的現象であったため、噸間や文化に注目する経済'､稚

的関心と政治学的関心が交差する重要な研究対象となったのである。

1990年に淵版されたＪ､アーリの著押？ThclbunstG愚ze』Ｉは、まさにこ

のような知的関心において生じた象徴的作IY1であり、またそれゆえに注

||を集めるものであった。アーリは水,'１において、「観光襟の‘lﾐなざし」

を編成する文化．Ｋ上会の記号システムや紺搬に注Ｈし、経済学や文化の

政治学に関する問題を取り上げつつ、額間諭的かつ文化論的に観光現象

を.倹討している。そこでなされた的確な分析と視野の広さを思えば、そ

れはまさに、観光研究のみならず、近年の人文・祉会科学における肥念

碑的著作と位侭づけられると考えられる。

しかしながら、アーリの著作は、包橋的な議論がなされたがゆえに、

個別の研究の視点については検討の余地を残すものとなっていあように

思われる。また‘llr例としてもヨーロッパしか取り扱っておらず、時代的

｢佃光のまなざし」の帳何（)‘1京



にも近現代の歴史的変遷を扱っているものの､その分析は現代が主となっ

ている。そこで木柵では、観光研究と関係するいくつかの空間／文化揃

的柵,愉遊紹介しながら２１、近代剛における11ｲﾐのリゾートについての仙

制をおこなうことで、アーリの識諭を補充し、さらに鵬開させてみたい。

２近代リゾート空間の生産と他性のイメージ

（１）近代リゾート空間と他性

アーリは、観光群のまなざしとは、雄児によって形成されていると脂

摘している。この点について本稿では、Ｉ).マッカネル3)が観光と他性

(othcmcss）の密接な関係を論じているように、観光癖のまなざしを他性

との関係から捉えIITし、とくに近代のリゾート噸間について検討してみ

たい。ここで参聯になるのが、Ｊ,ゴス柵によるハワイの観光パンブレッ

トについての分析である。彼は、ハワイには、楽l』M、周縁性、塊界性、

女性性、アロハのような比峨のかたちで他性の場所イメージが喚起され

ていることを見出している。彼のこの研究から､近代のリゾート空間には、

他性のイメージが投影されていることを想定することができる。

ここで、Ｉ|本におけ為近代リゾートとして、刑鰍111ﾘ,(南方の､脚拙部に

位iiVfする南紀白浜柵泉を取り上げたい（例炎1)制。この地は、Ｈ水11|:紀の
４Fろ

j間皇子の条（657年）に「牟喋の温湯」として記lliltされ、有馬や道後と

ともにｎ本三古湯に救えられた、ＴＩ了くからの醤fiな温泉地である。Ｉﾘj治

期に入り大阪からの汽船が就航すると、崎ノ湖を中心とした協崎温泉へ

の旅群が聴加し､1919(klE8)年には大阪からの旅群を想定した近代リゾー

ト洲発が、湯崎温泉の北側でＦ１浜土地６の下によって開始されている。

そして’933（昭和8）イドに大阪と鉄道で接統された頃から、この地域全休

が次飾に、浜１，１(泉、もしくは|+j紀I'1浜1,1{股と呼ばれるようになり、イドIMl

岨光審のまなざしと近代リゾート'6９
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故十万人の観光'作な受け入れるリゾートにな-っている。

この地の1,‘災な仙|'kのイメージとして、洋I1lli'泉の鍋ﾉ|:克之がlり3５（昭

和10）年の紀f｣･文．において、その「白さ」を挙げている。これはとく

に白浜の海浜であった白砂の「白良浜」のイメージによるものであり、

それは煙の都と呼ばれたI:業都市・大阪とは対照的な色彩を有した自然

のイメージであった。また彼は、’'1浜を訪れた「近代女性」の''１ざや近

代的|ﾙ|発による「コンクリート」の白さも舟!,&し、その向こうに州１１の

西洋を透かし見ていた。このような白さのイメージの喚起する他性が、

湯崎温泉から白浜温泉へというこの地の蝋微的なイメージの帳換に人:き

な役割を果たしていたと鯵えることができ為。さらに、この災国のイメー

ジとして、当時の広告案内や紀行文において頻繁に南国のイメージも語

られており、それゆえ、吹第に「南紀」がリゾート名に冠せられるよう

になっていったことも推察される。

このように、、'1時のI＃i紀l‘I浜ｉＭﾙとに'よ、仙光祥が'１常'k活を辿る邪Iｌｊ



との対照性にもとづく他性と、エキゾティックな異同のイメージの他性、

そしてジェンダー化された性的な他性といった、何柴かの欲望が投影さ

れた帆ｿ6騨のまなざしの求める他性のイメーージがｲ｢:化していたのである。

（２）リゾート空間の生産と空間の矛盾

それでは、リゾート空間の他性のイメージは、物理的なリゾート空間

の形成とどのような側係をｲ『しているのであろうか。この点を考える珊

揃的枠組みとしては、１１.ルブェーブルの『蝦|川の生産（ThCI]ro‘1uCii｛,n（)f

sPilcU)』8)の議論が参考になる。

ルフェーブルは、社会空間には三つの空間の次元があることを指摘

している。それらは①側｢祝的で物質的な』1F物の配列（空間的実践：叩細Iiml

Pmcucc)、②都｢l了計l1hi察などが職想する知・‘記号・コードといった忠孝

された空間の秩序（噌間の茨箪：EcprcScn【虹ion()f叩‘Ｉｃｃ)、③ユーザーや浅術

家の仙域である象徴を介して直接生きられる篭間（表象の空間：sIxIccuf

1･叩『"cnii1iion）であり、彼(よこれらが相77:に影郷し合う二7C的弁証法によ-’

て社会空間が′k雌されると川ﾙfしている。この唯えからすれば、’１ゾー

ト空間とは、他性のイメージを通じて観光群によって生きられる「浸象

の空間｣、都市計画家による上地開発計画などの「空間の表象｣、ｔ地会

祉などの観光満水による物衡的空間形成としての「空間的実践｣、という

三つの'醤間の次ﾉ6のlIl./j:関係によって′|ﾐ雌されることになる。

またルフェーブルは、ｒｆ木:E義の空間他が雄児化と均質化をともに求

めるという「空間の矛liri（c(,ntmdictionsoF叩‘,cc)」についても論じている。

とくにリゾート"雛11のような人々の欲望が多く投彫された差異の空間は、

人々の欲望と欲求それぞれの間値が向く、とりわけ矛盾した"劉川になる

ことをルフェーブルは指摘しており、それは近代的洲発などによる曜間

の均質化が進行すると、同時に観光空間の莱兇化の必硬性が強く'ｋじる

ことを意味している。リゾート窄間の他性〔ﾉ)イメージは、雫間の矛、の

斑化をもたら-j-、近代的インフラストラクチ:』アの盤附聯による雫l川の

観光祥のまなざしと近代リゾートフ１
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均質化の動きとともに変容すると考えられるのである。

ここで再度、南紀白浜温泉について見てみたい。南紀白浜iM泉の近代

的ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｭｱは､１９１９(人lE8)年に始まる121浜|:地による､

|:地造成、道路敗批、ｉ,i泉捌削、近代的旅館および娯楽施設の処股、海

水浴場やベビーゴルフ場の設営、を中心とするいくつかの土地会社の近

代的開発事業によって整備されていった（空間的実践)。そしてここで取

り上げた事業の秒くは、「欧米先進国の各棚郁市に於ける道路公剛広場

を、とくにドイツ人が|)M発した遼東Ｗｆｊ鯵洲溌11f脇の海水溶場を参・.吟に

して､本多静六が考案し’921(大正10)年に発茂した141浜上地の開発Iil･IIlIi'１

にもとづいたものであった（空間の表象)。このような開発は、脚然と伝

統の他性を有しつつも､快適なリゾートライフを送るには設備の乏しかっ

た温泉地を近代的窄間に包含し、理想的な矛附した空間を唯みだす過礎

であったといえる。そしてこの白浜の開発は、白さという都市（大阪）と

対照的な他性の発見に帯与し、また西洋という異国の他性のイメージを

もたらすことになったのである（表製の州１１)。

ところが、鉄道がI‘I浜に到述する１９３３（昭和8）年頃から、大阪からの

多数の観光群の到来や近代的開発によりにl良浜が黒っぽくなったなどと、

とくに近代的開発が自然を破壊したり都市と側じ日常的空間を生みだし

たことが批判されるようになった。近代的リゾート開発は、次第に自然

の|'Iさという他性を減我させ､それの4畠みだすIｿIi洋的ｲﾒー ジの近代的

哨間が都I|jとの類似f陸想起させるものになったのである｡そのためか、

この頃から、白浜土地を'1』心とするいくつかの士地会社によって、熱帯

動ilf[物園や熱帯魚''1心の水族館の設侭、そして経営地内への熱州械物の

植樹がなされ､I凱劇イメージによる他性の喚起が試みられるようになる。

すなわち、リゾート空間生産の過程における空間の矛盾の変化にともな

い、観光客のまなざしによって発見される他性のイメージが変容してい

たのであり、かつそのイメージが物質化されていったのである。

｢硯光のまなざし」の雌１１１１０４章



（３）リゾート空間における境界性や異種混清性と場所神話

ここで取り｜:げたルフェーブルの「空間の矛胴」という発想は、アー

リがＶ・ターナー１，'による巡礼の分析における「境界性（limim:11i1>,)」のﾉＭ

語について言及するなかで指摘した、観光の実践における半．Ⅱ常性や

日常化された非・日常性の問題について、雫間論的視点から説明するも

のでもあったといえる。リゾート空間は、欲蝋が投影された他惟の窄間

だが、そこは同時に安全に巡僻され、観光祥の欲求を満たす快適さが提

供され、観光客の慣れ親しんだコードが機能す為といった「環境の泡｣叩

が存在する、まさに矛盾した空間たる必要がある。白浜温泉に見られた

リゾート空間生産の過程における渋象の"部ｌｌや雫間的実践の変祥は、ま

さに､二のJ'M想的な境の"即1形成のためであ-’たといえる。

また、南紀白浜温泉というリゾート"削りの生産過程においては、他性

のイメージを中心にさまざまな場所イメージが投影され、結果としてそ

こが異種混満の空間になっていたことがわかる。まさにそこは、Ｒ､シー

ルズ'2'が近代の周縁の"剛1を脂して表現する、「モダニティの時代にお

けるポストモダンの特徴をもった空間」とな･っていたのである。そして

このように生じた異種混浦性は､P・ストリブラスら'瓢が指摘するように、

｢『彼方のもの』に購造的に依存」しながら絡まり合い、観光霧の覗体形

成との関係から上下関係にもとづいて象徴的地図を織りなし、立Ｗｉｌｌ細(リ

の１１４家による|玉ilﾉ1統沿および'附|':'-1m【渡の戦略と親和的とな筋ものであっ

た。南紀白浜温泉においては、たとえば1J'ｉ洋のイメージと結びついた近

代的な白浜温泉のほうが住々にして伝統的湯給場の湯崎温泉より尚級な

窄間と位ii'１Lづけられたり、南紀白浜温泉の南国のイメージがしばしば美

しく純典な女|’kや性的に仰放な裟肯のイメージと結びつけられたりして

いたことが、｜｜本の近代化や帝lkl主義のイデオロギーと親和的であった

と考えることができる。

さらに、このように政治的に拠菰混滑性をとらえるのではなく、「境の

場所神納（liminillplncc､myIh)」という、「!|I心となる場所イメーージを核にあ

観光客の凄なざしと近代ﾘゾーﾄ'7５
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る一連の場所イメージ群によって形成される｣、観光群を惹きつける魅力

的な吻所の神話を構成するものとして捉えることもできる'１)。たとえば

南紀I‘1浜柵泉では、ｌり3３（昭和8）年に大阪触口折聞に辿lIiRされた恋鍵小

説新しきﾉﾐ」においてにI浜が自由の同アメリカとの境界と位脳づけら

れたことで、芯い男女の心中や新婚旅行客が瑚加するといった、恋愛の

場所神1Wiが喚起されていたｕまた南同のイメージは、純真で作放な女性

のイメージと結びつくなかで性的快楽の卿１Ｍ|‘llI1iIIiを生みだしたり、那ｉｌｉ

の黙さに対比される白さのイメージや温泉のイメージと結びつくなかで

健康地としての場所神話も生産していたことを確認することができる。

３熱帯植民地の高原リゾートと心象地理

（１）南の心象地理のアンビバレンス

ｌＷ紀I"1浜柵泉でとくに倣い他|'睦喚起していた楽剛としてのⅣilIilイ

メージは、Ｅサイードが淵Iド『オリエンタリズム』崎において紬じた、

心象地理（im鴫madv哩恩CO蝦､''１'i"）として誓えることができる。他なる場

所の人、胤観、文化、自然の表象｣!‘'である心象地理には、まなざして文

剛する1｛体としてのIJli洋、槻られ従鵬する他汁としての東W:などといっ

た、桃ﾉJと欲蝋のiHl題が梢接にかかわってい論。そこで近年では、術国

主義の時代に植民地を旅した西洋人旅行家の紀行文の心象地理を分析す

ることで、械民地支配を服､Ｉ１化し従属する人々の属する窄間を剛造する

‘『説嫉股をlﾘ1らかにしたり、泌門･の腕する文化において織りなされるフフ・

ンタジー・欲望・アイデンテイティを検舟|したりする研究がなされてい

る'~〕。このような研究をうけてここでは、１８９５（明治28）熊から１９４５（昭

和20）年までＨ本の械民地であった台湾に11本人が投影した南の心象地

理に注Ｈして、観光客のまなざしと心蚊地肌の関係性について鯵察して

｢剛光のまなざし」の帳ＩＩＩｌＯＩ瀬



みたい'H)。

，942（昭和17）年に『台湾風物誌』’ﾘ'を降した春11i行夫は、「熱帯と

題した序文において、「熱帯！そこはｋ陽の光と熱とが支配する１１t界で

あり、未開人の伝説とｲﾐ知の自然がかくされた神秘境であった。それは

同時に海洋によって閉まれ、海に船出する苫を惹きつける浪漫であり、

冒険であり､夢想であったlと､熱帯への怖れの強さを論じている。そして、

台湾は私にとって、ながいあひだ南方的''1然に飾られた放牧の異国的な

風殻絵娼I｝であったという彼は、＃iの心象地理を(『する台湾に憧慌を

感じて旅なっていく。このように（収）熱州:地域に位置する台湾を紹介す

る､11時の紀行文においては、祥山のように、南への憧れを,論じるものを

非常に紗く砿認することができる。

しかしながら春111は、他所たる南114の台湾について、久しい間『溌蛇

と蛮人とマラリア』の巣瓶のやうに国内に伝へられ」るといったように、

そこが負のイメージも布していたことをIⅢしている。火iI;、昭和初期に

１１行された台湾の伽光'約ﾉ１の紗くでも、すでに瀞蛇と蛮人とマラリアの

巣窟ではなくなったのだと、その心段の打ち消しで‘I催だされていたこ

とから、このような身体的恐怖の心象地理が広く流布していた状況がう

かがわれる。さらには、脈ｉｉｉが指摘するように、「熱帯気候は温柵人にと

っては残噛な|'i然のﾙ剛〔である」などと勝えられていた状況ﾄ゙ にあって、

(111i）熱併に位世する台湾において11本人が入猟的に頗脆する「湾化」と

いう現駿が起きるとされていた。そして、台湾に生まれた第三世代の在

台日本人は「湾製」などと呼ばれ、劣等||本人として茨別されていたの

である。これらは、Ｅ,ハンチン|､ンの|i'烈雌と文UIj2Ⅲにおいて論じら

れたような、環境決定諭的恩将による熱'Ｈｆ地域住民へのまなざしであっ

た。

このように、台湾にみられる南の心象地理には、Ｈ・Ｋ・パーバ２１の指摘

する、ステレオタイプ化された他什“Lにみられるアンビバレンスが〃

ｲ{;していた。つまり南の心敗地皿は、川胤職に欲蝋が投形されるとＭ時

川光容のまなざしと近代リゾート
別旨
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に恐怖が喚起される、低位の他所として位置づけられていたのであり、

まさに帝同主義のイデオロギーと楕擬な関係を有して生みだされたもの

であった。そして、観光祥のまなざしは、南の心蚊地理における欲望の

投影された楽剛的な側1niを、追い求めるものであったとぎえられる。

（２）山岳と日本の風景

・ﾉ、恕環境としての南の心蚊地肌は、山岳の風)肘や環境に億れる観

光客のまなざしを蝋みだしていた。このような場所として発見され、リ

ゾート開発されたのが台湾中部に位縦する阿里山である（図表2)。阿II4

lllは、、11初は森林涜源の素庫として注1-'され、台湾を統治していた台湾

総'|Ｗによって、壁'11鉄道が1912（火'E元）年に蚊没されて木材の伐採''1：

業がおこなわれていた。しかしながら、１９２７（昭和2）年には繰林資源の

枯渇を見据えて阿里山の風致化計画が持ち上がり､総僻府は1928(昭和3）

年に遊圃地計画において実絞のあった林学博士の、村剛を招致して公卿

I没Iil･をおこなわせたのである。このlII1III山の公閲設計にさいして111村は、

｢IWj史ﾉj南洋地〃涼に対してはもっとも便利な位俄にある唯一の避勝

地であると、熱帯槻の暑さを逃れ、冷所としての山届を求める観光粋

のまなざしを指摘し、避暑地としての冊発のあり方を,穴唆している詮)。

さらに（亜）熱州に位脱する台湾にて「湾化」という人伽的頬廃が起こ

ると輔えられていた､!'i時の環境決定論的な思苫において、山岳は典lEな

ロ本人の心身を回復する地としても考えられていた。このようなまなざ

しは、植民地居住民というよりは、内地と呼ばれた11本水上からやって

来た剛光祥によって猟紫に語られている。たとえば、内地からの旅行,｣↑・

蹴怖銚子2Ｊ】は、総い‘１A地と兄なり、l{i11M山が内地と111じ凱候であるため、

周朋の械物や住民の身体が内地的であることを賞激している。またこの

ような気候は、植民地に居住するロ本人にとっては、母伺への郷愁を誘

うものでもあった。とくに阿１K山では、Ｉﾉ1地的雰Ij11虹を砿成し、Ｉﾘ;'１１１．１

本の玖微ともなるＷｉ物として桜の仙樹がさかんになされていた。そのた

MII光のまなざし」の脈ｌｎｌＯ４寂



め、「三ﾉｊド旬と言へば阿II4llI一帯燭漫たる棚花に包まれ、母阿の派を偲

ぶに十分で例年続々と観棚樹11霧が多数訪れて僻販の山地にも時ならぬ

賑やひを1mける｣２１〉ようになっていたのである。

これと賦似した現象を、Ｊ･ダンカン2鍬は、１９世紀の英圃人旅行者に人

気のあったセイロン島のキャンディ高地において指摘している。キャン

ディ尚地も、人緬的頚廃をもたらす熱帯環境から逃避する地所として考

えられ、かつ'11'(民地における小さな英圃としてIｿ側への郷愁な,添うI湖原

リゾートだったというのである。ただ、リ‘１IllIIIの場合には、より強力な

母国との想像的つながりを確認することができる。たとえば先の内地か

ら来た11本人の女性旅行詩のi(‘Ii橋は、阿里111の祝111からｎ本一商い新高

''１の御来)'6を|ド‘Z人、「ｉＩｌＩ々 しきにぬかづかせられ｣、「術|:の秀|脈に似た雌

形の山]riが些海に浮き出された姿」に「神の川を仰ぎ見る心地ｌを態じ

ている。すなわち、阿里111は、Ｈ本人たる自身のアイデンティティを確

認するための、植民地台湾における重要なナショナリズム高揚の地所に

もなっていたのである。

（３）観光客のまなざしと国立公園

この阿蝋山とナショナリズムとの密接な関係性は、そこが1937（昭和

12）年に雁|家を代表する風蹄地である国立公剛に選ばれたことから、よ

りIﾘI確なものとなった。１１本（内地）のI[‘I立公llNに|%lしては、｜ﾘj治,kから

さかんに縦諭がなされ、１９３‘I（昭和9）年と１９３６（昭和11）年に山厩風鎧

を中心とした１２の固立公間が指定されていた2‘〉。すなわち、当時は山岳

がＨ本を代炎する風景として鯵えられていたのであり、内地の識論や制

度を猟人して台湾に選定された11;I立公間も、火屯、次間タロコ、新IWi阿

里山という§つの山岳風j肘地が選定されたのである（側表2)。

台湾の脚立公園の選定について議論した委員会の議事録２７〕を見ると、

両立公園の主たる目的は「同民の剛健なる粘神と、雌全なる体格を滋礎」

することとなっていたが、「外群を誘致して岡隙代借の改鮮に煎献Iする

醗光祥のまなざしと近代リゾー)、
7７
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可

図表２阿里山と固守公同待需|図

たy)に側光地としての役1'(ﾘも期待されており、その避定には観光群の;1ミ

なざしが介従していたことがわかる。実際、Ｉ叫立公側は各地で誘致合戦

が練り広げられるほど観光地としての期待が大きく湖、またその選定は

台湾の観光案内の記述の多くを山岳の紹介に変えてしまうほど動、観光

群のま瓶ざしの櫛成にも影郷を与えるものであった。

ただし、脱光聯の;kなざしは、ｆ↑湾に楽ＩＩＫＩ的なI櫛の心箪地肌を求め為

ものでもあった。台湾の''１立公園選定の委員会においてもこの問題は提

起されており、著名な古生物学者であった台北帝国大学教授の早坂一郎

は、「f『湾に居ります淵･が将い平地にliI}りまして山に術れ」るために山脇

ばかりがlIilｳ:公|州になっているが、他ﾉﾘiから仙光粋を呼ぶためには「台

湾でなければ見られない所の風景、賊棚」が必要であるため、「熱帯台湾

の地理的特徴である所の熱帯景観」の「珊瑚礁」や熱滞雨林」が存在

する南方の恒春半励･･柵を凶立公liMに含めるべきだとｲﾐ推していた。

このような職↓,1.に対して、’１１師|uを''1心とする三つの|{・ｌｆﾉ:公剛瑳を提

I肌光のまなざし」の'畦'１１１０４章



起した台湾総督府内務局長は、「台湾が終いから山が選定されて居ると云

ふ訳」ではなく、「''1鮎の剛雌なる思想1tに体育の増進」のため「内地に

於きましても､削合に111が逃走されてIif;る｜と､帆ｿ餅の志向ではなく人ノイ

の教化の面を強洲して反Ｉ術している。さらに、先の阿里山の|川発投訓･を

おこなった田村剛は、内地の国立公園選定に深く関与した専門家として

台湾における選定委興会にも出席していたが、彼も熱帯風景地を除外し

'11脇のみを選びだすために、伺立公園は「名勝地、或いは観光地」のよ

うなものまで含むのではないと論じていた。こうして熱帯風ﾙI:地の必喫

眺を提起した早坂のような怠見を黙殺するかたらで逃耀された台泌の三

つの国立公園は、ナショナルな風景としてのIlllZではあったが、観光窯

のまなざしを否定することで選びだされたものだったのである。

ここで観光客のまなざしがl1Rj立公卿の選定で問題視されたのは、それ

が求める他性が特定の空間スケールに依仔しないからである。近代期の

lj雌公園の選定には、｜LI民阿家形成に必要な均質化された国|:判川のﾉ|；

雌のため、’１本という空|川スケールが絶対1'|りなものとして〃在していた。

しかしながら、台湾の熱帯瓜踊を求める脱光群のまなざしは、台瀦とい

う畷間スケールをIiij而に押しだし、近代1吋家n本という籍間スケールを

霞ませてしまうのである。

とりわけ、１Wの心蚊地JIMは、帝同蝦誰時代において欲望が投影された

り悪環境とみなさ＃l’たりした他所であ！')、′iifl叫主縦側'蕊の||ｲにと.’て

は､｢伝統の創造J,術､Ⅲ'で指摘されるようなIkl'泉にとっての真l性とIよけっ

して重なり合うものではなかった。マッカネルリ''が指摘する観光燦の求

める真正性は、争煎多様なのである。そのため、早坂が「真の熱柵ｌと

論じる台湾南部の熱柵風j洲地を脚立公刷に選定することはできなかった

し、観光客のまなざしも汚定せざるをえない‘11:態が生じたのである。

実は、先の'11村剛も岐初の台湾訪問時には、「I剛玉l特有の強烈な光や色

や件に濃く色付けられ」た「パラダイス」としてのハワイのイメージを

投影することで、台湾をI:l何のＷｉ民地におけるルjlljの楽剛と想像してお

眼光群のまなざしと近代リゾート
7９



8砲

り，鋤、南の心象地理を求める観光癖のまなざしを有し、またそれをよく

理解していた。しかしながら、そのような帝剛主義的な仙光客のまなざ

しをｲjしていたからこそ、ｌ｣E|虻公閲に他所である熱柵風);Ｕ山ではなく111

屈風蹄地を選定することを主張し、また阿里111のような簡原リゾートの

開発にも尽力したのだとどえることができるａ

あとがき

アーリが指摘するように、観光簿のまなざしは多様であるし、またそ

の洲:でなされたように、それはいくつもの視点から倹舟lが『ﾘ能である。

本怖における視点、取り上げた堺例からも、多くの観光群のまなざしが

見出され､それが生み出された背景や影襟を与えた事象が浮かび上がり、

かつ好干の理論的な進股が成し遂げられたと考える。今後も、アーリの

論じた「観光祥のまなざし」に|則する拙紬は、「空Ⅲl」や「文化」に注I｜

した川究の進股と歩,洲を合わせながら、さらに広く深く展i冊'されていく

ことであろう。観光群のまなざしを検討することは、まさに現代の人文・

社会科齢の知のフロンティアなのだから。
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