
れたのは、「過疎化現象に苫しむ否定的なふるさとではなく、都会の生活

で忘れていたものを思い出させてくれるノスタルジックなふるさと」で

あった（宏ﾉ|:1”7:213)。

しかし、寝を返せばここに示される「ふるさと」という商舶は、みず

からを売る必要に迫られつづけてきた地域の姿でもある。イメージとは

襲腹に過疎化にさらされる地域が、観光に対して、結励のところ、雇用

や所御の創出などの経済的な効果に期待をかけるという現実がそこには

あった。

1980年代後､催になると、まちづくりや村おこしは、他のどこともちが

う地域の資産を産みだし、地域らしさを追求することが聴喫視されるよ

うになる。ふるさと特庵1lii'１の販売やふるさとオーナール11座、ふるさと休

職など、ふるさとにまつわるさまざまなとりくみがおこな‘|)れるように

なった（安井1997:22‘|)。そうした転換を推し進めたものが竹ﾄ゙ |ﾉ11淵の「ふ

るさと則'k論｜であり、「ふるさと創生」1ｔ企」による地ﾉjド1治休への１億

'11交付という施策であった。

かくして全IRI各地が「ふるさと」というI拙号な｡,llfflわされることになっ

たのだが、しかし、それは各地域がふるさとというまなざしを血接に受

けるようになったことを意味しない。むしろ､数あるふるさとのなかで、

そj'1,ぞれの地域が篭異化を要請されるＷ２場に追い込まれたといったほう

がよいであろう。こうした変化を袋井は次のように指摘する。

この時期の町おこしや村づくりで求められたのは、ディスカバー・ジャ

パン」で演出されたような、どこにでもある「ふるさと」ではなく、ここ

にしかない「ふるさと」である。したが-〕て、「ふるさと」という妃号をさ

らに催異化していくような記号を厳み出さなければならなかかた｡（中略）

肯きよきふるさとという抽象的なイメージに、それぞれの地域が岡ｲ｢性を

{､l･け加える作碓が必要となったのである（‘炎J1:lりり7:218)。

地域とiMl光のまなざし
1二ｺ１
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つまり、地域は、マスメディアや政策的なキャンペーンによって形成

されたまなざしに準拠しつつ、みずからの個性を企画し、尚IY1化し、Ｉｌｊ

場に提供することを求められたのである。

ここでのまなざしも、一方的に注がれるものではあるが、それは、個

別具体的な地域に向けられるものというより、全国の地域を覆って「ふ

るさとという記号に還元するものであった。それに対する地域の対応

は、ふるさとであることを後追い的に生みだそうとするもので、個性や

特色を付け加えることを余儀なくされる、受動的な存在として捉えられ

る。ここには､型1面､観光で提示するための個性ある文化が欠如するため、

まなざしを向けてもらおうとするふつうの地域の姿がみてとれよう。

以上のような、一方的に外部から地域に押しつけられる、所与のもの

としての「ふるさとイメージ」とはやや兄なる視点から、脱光における

地域文化の見つめられ方を提示しているのが葛野浩昭である。間野は、

1970年のディスカバー・ジャパン以降の国鉄・ＪＲキャンペーンを材料に

して、そこから11本人が川内観光旅行に関して抱いてざたさまざ;kな蝋

'ｉＭ・虹分のありﾉjを挑み取り、それらのキャンペーンが伝える旅先の文

化の兇つめられ方は、たしかに時代とともに変化していると説く（･蛾If

1998:'03)。しかし、だからといって、観光客のすべてが様に現征のＪＲ

のキャンペーンを,,聴向してはいないという。

観光客はいくつものキャンペーンをくぐりぬけてきているのであり、い

ずれの見つめ方も身に付けるほどに成熟していると考えるべきだろう。し

たがって、観光存を迎える側にも多様な対応が求められるし、爽際にも、

多槻な文脈での災談が組み合わされて職み重ねられていると胃える（蛾リ

1,98:103)、

葛野は、このように、観光癖はすでに成熟しており、侍がＪＲの発儒す

るようなキャッチコピーをなぞって観光しているわけではないはずだと

ＭＭ光のまなざし」のiI陵Ⅲ０７竜



する。したがって、ここでは異なる多様なまなざしが想定されることに

なるし、それに対して地域も観光において多様な文化の創出をはかるべ

きだと読みとることができる。

また、ここには観光者のまなざしの果たす役割を、どちらかといえば

肯定的に、地域にとって意味あるものとして捉えようとする姿勢がうか

がえる。それは次のような指摘からも明らかであろう。

↓,!‘られること・「見せること」を主体的に引き受けることは、樋11の地域

住民・地域社会にとって、まずは、自分たちの文化が外部の人々の目や心

にどのように映っているのか、外部の人々は自分たちにどのような文化を

もっていることを期待しているのかを、真剣に考えてみる契機となる。さ

らには、ｌ‘1分たちの文化が今どういう状況にあるのか、そして、その文化

の現状を、外部からの視線や期待を受け止めながらも、今後、Ｉ'1分たちの

ために、どのように股開させてゆくのかについて、改めて考えてみること

を促すのである。そこには、「文化の切り売り.Iではなくて、「文化のI']柵

成（lIIl川輔)」とでも呼ぶべき了E体的なとりくみが/kまれる！'｢能性もある（削

肝1998,98)。

ここでボされているまなざしは、マスメディアに脱定される一元的な

ものではなく、個々の観光番が紡いでいく多様な捌光のまなざしである。

どのような地域においても、こうしたまなざしを主体的に受けとめ、み

ずからを再認識する契機と捉えることで、観光における地域の文化を創

りだす､｢能性を兇'11そうとする、積極的な姿勢が提示されている。この

ような主根は、地域が張体性をもって、固右の資源を創州し、岨光背と

の共感や交流をもつなかで、地域における観光を促進しようとする、ま

ちづくり観光の政紫論的なアプローチと近い立場にあるといってよい。

観光背の現実のまなざしが注がれていない圧倒的多放の地域において

は、自己防術的なものであれ、拠って立つ個性や伝統的文化のある地域

地域と観光のまなざし
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とはそのi梢を異にする。そうかといって、まなざしを一方的に受け入

れ､そのなかでヒットする商品化に逼進する婆が望まれるわけではない。

理想をいえば、赫野の示したように､さまざまな観光のまなざしを-ｌｘ体的

に活川し、それを地尤地域に適応する試行錯誤のなかから、個性ある地

域の文化を生み出し、まちづくりと観光を相互発展的に進めることが望

まれるであろう』。ただし、そこには、特定の観光のまなざしが前提に

おかれ、その実現の胴難さを承知のうえでまちづくりを進める、地域の

強問なｲﾐ体性が準伽されなければならない。巌後にこの点について考え

てみたい。

３「まちづくり観光」論と観光のまなざし

ここまでみてきたことから、「まちづくり観光」の誰諭とのかか』）し)に

おいて、仙光のまｵ便ざしはどのように捉えられ』るだろうか《，とくに塊ｲｌｉ

の'1$,'Mで、棚光とかか‘|)りのない地域の脱点に,I/:って、必喚とされる仙

光のまなざしについて言及したい．'・

間脳は一言でいえば、地域住民にとっては見慣れたⅡ常のなかに、外

部の人びとが魅力を蝋じて関心をよせるであろうと、観光のまなざしに

期緋することの不確かさである。まちづくり観光の談論においては、「外

部からの視線や仙待」が、どちらかといえば肯定的に捉えられている。

それは、まちづくりを進めるうえでの与件となっているといってもいい

かもしれない。しかし、外部資本による大型施設開発や、旅行会社によ

る誘蒋と・過性的な観光形態など、観光産業の利維や手法に傾斜した伽

光に対して、地域の歴史、文化、自然等の個性を活かし、住民の係らし

のなかに魅力を兇附していく観光においては、観光者のまなざしの稲類

も異なるはずだ。つまり、そこに求められる観光のまなざしは、地域化

比がアイデンティティを抱く‘l製に共磯するまなざしであり、マスツー

｢伽光のまなざし」の椎ＩｈｌＯ７Ｉを



リズムのそれとは‐線を画すものであろう。そこで､共感するまなざしは、

まず、地域の個性を重視し、そこに価値を発見していけるまなざしでな

ければならない。

また、そのようなまなざしを払うのは、紗くの地域に側する情報のな

かから地域の個性を主体的に見つけだし、しかも現地で自己の感性や認

識によって、まちづくりに同調できる資質や経験をもつような観光者で

ある。

かくして、まちづくり観光には、地域の側{'kを志向し、みずからその

存〈Eに気づき発見していくような、主体性をもった観光背に支えられた

共感のまなざしを頭するという難問が提示される。

雌間と‘肥した大きな理111は次のことにある。観光のrfなざしは、個別

の側ｿ6背の主体性の発揮によって発兇された縦1''１%な、っl‘】にマスメディ

ア、観光産業などで構成される記号化のシステムにＩＩｌＩ収してしまう。ま

ちづくりのなかで生みだされた差異も例外ではない。したがって、仮に

地域のまちづくりのなかから刷りだされてきた文化に、仙光のまなざし

が向けられるようになったとしても、マスメディア鞭による記号のIIj:生

雌というシステムのなかに観光者があるかぎり、そのまなざしは記号の

追認と消溌という基本的な性格から自由ではありえないのではないか。

そのシステムにおいて、多くの観光者はメディアが提,パした町並み景

観、レトロな雰囲気､窄問のアメニティの尚さ、人びとの飛朴さや淵かみ、

落ち着いた町のたたずまい、といった・述の「地域らしさ」の記号のな

かから、好みや気分に合うものを拾いだし、自分の希望をかなえてくれ

そうな地域を選択して州かけるだろう‘'。

そうなると、地域の11||が脱光のまなざしを'受け、地域の文化を1,,L1I'〔し、

観光における新たな文化を提示するということのなかに、，把号消凹にさ

らされるのを承知のうえで、巧妙に減出することが必然的に求められて

こよう。強い個性や伝統的な文化を操作して、観光文化な(iIlIII-J･ること

がかな'|弓)ない地域では、ま．ｂづくりは、つ‘|‘)に/紬ＩＩＬを１Ｍ池てはみずか

地域と剛光のまなざし
1２５
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らのシステムに取り込み、記サ化してしまう「今ある観光のまなざし」

に順応していくことになりかねない。それは、きわめて減出志向的なも

のへと(llli-’た「文化のiill出」に、かぎりなく接近していく逆にいえ

Ｍ１、地域化民のアイデンティティの拠り所としてのそれから地ざかって

いく－ことだとするのはいいすぎであろうか'１。

そうならないためには、これからまちづくり観光に綿Ｆしようとする

地域は、岨光背の張体性によって狐われる「共感するまなざしｌを漠然

と待つのではなく、その〈fｲEに鋭敏に気づいて刺き寄せる、あるいは、

地域の個性の提示によって、そのまなざしをみずから生みだすことを余

儀なくされるという、難しい課題と向き合わざるをえないだろう。

むすびにかえて

これまで地域に対して「ふるさと」に欺徴されるような、観光のまな

ざしが洗がれてきた。そうしたまなざしに向かい合い、あるいは、それ

を祇恢的に活かして、観光における地域文化の発伽や創造につなげよう

とする談論がなされてきた。それは地域においてあるべき棚光のひとつ

の叫念咽を示すもので､｢まちづくり脱ｿC｣論の眼I:|とjln庇する。しかし、

まちづくり観光において脱光廿との交流を皿じて求められるまなざしは、

地域の人びとがアイデンティティの拠り所とする事象に、共感できるま

なざしでなければならない。それは、みずからの目や心で感じ取り、楽

しみを兇１１{していけるような棚光背によって形づくられる。これからま

ちづくり観光にとりくもうとする地域にとって、そうした地域の個性を

猫''１１‘できる、主体代に支えられた仙光のまなざしを、果たして伽前提に

期待できるのだろうか。

むろん、この問いに対して、たしかな結論に到述したわけではない。

ここで提示した観光のまなざしへの不倍は、地域の人びとが観光汁と人

l~剛光のまなざし」の蛇I【ｊｌＯ７敵



対人の関係をつくり、交流を展開していこうとする「まちづくり観光」

論の理念と相容れないものかもしれない。しかし、観光のまなざしが地

域化民のアイデンティティと離合する保証がないかぎり、地域には、そ

れを兇すえたうえでまちづくりにとりくむ、帰るぎない主体惟が求めら

れるであろう。いいかえれば、観光という領域のなかで地域の文化を創

出しようとする人びとには、観光者との共感や交流の可能性は祷定しな

いが、しかし期待もしないという、ある航の商踏Iﾐ凝的な』:j'の撒き方が

どうしても必要なことのように思われる。

まちづくり観光が実現しようとする、住民のアイデンティティの形成

や外部の人との交流というねらいと、システム化された観光のまなざし

がもつ特徴である、記号の({【}）生I順と消11(という特|'kとのllIlは、どのよ

うにしてjIl1められるのだろうか帥。このテーマについては、さらに今後

の研究課題としたい。

注

I）現住の仙光地で｜観光のまなざし」の対欺となっている蝋徴的なもの'よ、大手菜

ｆメーカーが展I}Mする地域限定版の商品であろう。各社は金１１１ブランドである自

祉の菓子に、りんご、抹茶、明太子などの地域特産の味｛･』･けとその名を冠するこ

とで差災化をはかっている。また、舞妓さんなど観光地の(』名なものの鹿をとる

「ハローキティ」のようなキャラクターを、商IY1に貼り付けることは、IWi$YI本体よ

りもデザインがより重奨な意味をもつことの証左である。こうしたみやげを求め

ることは、二砿~弓重の記号を消費する、より「遊び化」された行為となっている。

2）地域の視点を砿視して観光を論じたものに、早崎（199‘I)、火（1りり8)、小漬（１９９５)、

石森（2001)、北川（２００１)、西村（2002)、井口（2002)、上田（2003)、堀野（2003）

などがある。

3）ｉルイij院を例にとると、企ＩＲＩ衿地にあるオルゴール、ガラスーL鶏テデｆベア、ラ

ベンダ．－などにちなんだショ･ソプや｛稲ダレントの食品応がりJ‘受けられた（1999

年１０月の筆者の現地観察による)。

.↓）T1i詩の研究事例である奈良県の火和さくらい万葉まつり』においても、地域の

人びとの思いと観光への志向とのずれや葛藤がみられあ。災行番凶会は地域の11）

発兇とIljlもがつくる祭りをめざし、小野妹ｆや万蛎県など,Ir代史にゆかりのある
場な塊介に、雌史的な･せきごとに現代的なアレンジ御．ｌどこして、そルkでとは

jlII城と加光のまなざし
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内容を一新した祭りをつくりあげた。しかし、祭りの調侮結果からは、花火や蟹

能人を取り込んでほしいという来訪者の声もかなり強く聞かれた。祭りの主脈門

側にもさまざまな意見が〃在し、まさに、外部からの視線や期待を受け止めなが

らも、今後、自分たちのために、どのように祭りを鵬洲させてゆくのかについて、

改めて鯵えてみる必嬰に辿られているといってよい（堀野2003:82.り0）。

5）現実に過疎化が進む地域が肌光に側心を群せるのは、交流人口のj簡大による地域

社会の活性化と並んで、依然として経済効果への期待が強いからである。こうし

た背景から、「まちづくり脱光」を進めようとするさいには、「結果として脱光が

成り立つ」という畑iljにﾙＩして、呪突には「達成すべき｢｝的としての側光」に、

できるだけ'11〈向か』),k】ぱなら唯いという矛Il7iがﾉl§じてしまう。

6）佐藤鮮子光は、脱)上l{体に'愛!f窪j'１，ない観光秤休はありえないとして、仙光｣|｣』蛾

のありﾉｱは「異｢I‘鮒での・過性のハレの生活唾、資源の減耗なく、（''1時でも、ノ又

復的にエンジョイさせる聯合（皮・食・住セットの空間）を整備することだと

いう（佐藤1,97:32.33)。

7）観光のまなざしとの棚H1で地域の伽光文化がつくられていくのであるから、それ

が多分にシミュレーンガンになることを今ｉＷｆは蒋定しない。ただし、地元の人び

とがそれにアイデンテｆティを悠じうるかどうかは別の問題である。

S）これに関して、一点だけ付け加えておきたい二観光のまなざしは、地域の個別の

差異を、つねにマスメディア、観光産業などで構成される記号化のシステムに【９１

収してしまう。しかし、見方を班えると、もはや個別化した、各岨光－１２体が見出

してくる歳出によらなければ、肌光のまなざしが形成でき厳くなっているという

こともいえるのではなかろうか。そうであれば､観光荷の暇体性允抑とマスメディ

ア等による同収メカニズムとの緊州瑚係のなかに、観光のまなざしが生みだされ

ているとするのが、尖ｲ'1の妥m11な捉え〃ということになる。つまり、Ｉ↓|i１%･は二抑

背反的ではなく、むしろ、イＭ:依〃的な関係も含みつつ、並立しているのではあ

るまいか。ここに岬法のひとつ〔ﾉ)糸11があるように思われる。
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一Ｈ本統治下南洋群島における内地観光雨をめぐって
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はじめに

本棚の|Ｉ的は、１１本統治下南洋棚;ﾙにおける内地観光閉を’1噸lとして、

本111:に共皿の''11腿恵識である、「仙光のまなざし」という概念によって拠

示さ,h,た視点の蚊術を試みることにある１１．以ドに示した本棚の|州成と

慨挫からもわかるとおり､本稿は､既":の観光研究が依拠してきた|澗光」

をめぐる解釈の枠組みを乗り越えるための雌州的作業であり、そのため

の手段として、１９１５年に尖施された|ﾉｻ地眺光川にかかわる』1噸をできる

だけ紗く取りｌこげている。

まず、第１節では、初期の南洋群船統治機関である、臨時1W洋群脇防

伽隊〈以ド､防備隊と略す）による統治方針を幣理し､南洋湖ルル腿（ｕ､ド、

肌雌とlllif-l-）の統怖Ｆ段のひとつとして、|ﾉ1地伽光M１（以下､肌光卜jlと略-J.）

が成ｳ:した点を述べる。あわせて、伽光卜11突施にさいする防州隊の葱Ⅸｌ

についても指摘する。

続く鱒２節において、１９１５年にﾂﾐ施された第１向観光団を取り上げ、

当時の洲111各紙における鞭道な手がかりに，、参加歯の鵬|'|§や尖際の↑I・

径などを明らかにする。さらに、こうした観光団の実態と、観光間災施

の背餓としてあった防備隊による附洋群烏統治方針との関係について鯵

察す為。

そして鰯３節では、イ鴬'１Wが人:きく依拠･j-る洲H1そのものと仙光|､jIのか

か,|)りに注||する。ここでは、洲111が、「メディア・イベントというか

たちで観光間の行程の‐部を担一’ていたこと、「文明対非文明」や支配

満対被支配者」といった観点から観光剛の婆を描きだしていたことにつ

いて紬じる。

以上の縦諭をふまえ、「おわりに」において、観光のまなざしが立

脚していた問題意識を展開させる。つまり、上記した観光団に関する諮

問脳抵Ⅲじて、観光の場におけあ|‘||ﾘ11'|iへの懐疑というアーリのW:場を

級川しながら、脱光」という｣↓,',蚊|『１体を|川越化、対狼化してl肥,ていく

｢鯉光のまなざし」の転回０８滝



ための祝服を提示する。

１島民統治方針と観光団の成立

ｎ本による南洋詐烏統治は、第一次世界大戦に由来する。ドイツに寅

戦1i告し、ドイツ統治下にあったミクロネシア-.帯を191.1年ｌ０ｊｌにI上ｉ

領した日本は、、11該地域を南洋鮮島として統治した。ここに、太平洋戦

争まで続く日本による南洋群島統治が開始されたわけであるが、占領後

数年は、海砿を母体とした防備隊による統治体制が敷かれている。観光

剛の成立には、この防備隊による占領地域の();民たるﾉ;#雌に対する統治

〃針が大きく関係していた。

１９i５年，月に発布された「南洋占領諸島施政方針｣』（以ド、施政方針と

略す）は、防!|Ii隊による統治の方向性を明確に示す○その総則節２条に、

｢施政ハ１１i領,MfX＃l:人ヲシテ孜艇lノ統沿二H1}llllセシムルトＭ時二期シ得ル

眼|)枕ｊ１１人ノ勢ﾉJヲ挟仙スルコトヲー);旨トス｣、比ﾘｆ第３条に｜上人|ｌＵ及

I:人トハ;人押､外|』人トノ|川ノ関係ハ専ラ旧慣二依り」とあるように、

防仙i隊はﾉ;＃災統治にさいし、Ｈ木への「帰服」と島民の「旧1町の利川

をめざした。｜‘１様に、防州隊司令'1'『松村龍雄による同年‘1ｊｊのIiI'|示には、

術洋脈脇各地の'川1,iたる「酋長」１i'1について､｢須ラク之レヲ紳川シテ縦々

典ノ利用二努メテロIナリJ仰と記されている。

観光Ｍは、こうした統治方針を背策に企画された○今泉によると、防

伽隊は、脇民に間ｲiの片長制、つまり「酋長」制を利用するため、一般

１ﾙ民に対して影僻力をもっていた各地の竹長や実力細こ親１．I感１１Wを抱か

せようとしており､その一手段として､島民有力者を参加者とする「内地」

への観光団を組織した５．１９３８年に発行された字南洋群島教育史』所収

の「観光典選抜喋領｣‘（以下、選抜要領と賭す）は、この今泉による見解

を喪づける。すなわち、脱光Ｈ１実施に先立ち、１９１５年５ノｊ２Ｉ.i{、1.けで発

｢観 光 」 へ の ま な ざ し
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令されたという選抜要領の第１項には、「観光員ハ成ルヘク酋長、名望家

聯実力アリ且誠実ナル者ヨリ避抜スルコト」とある。

さて、上記の過秘を経て、ｌり１５年の厘期に鰯１回側光卜Ⅱが突施される。

後にImLるように、棚光剛は７ﾉｊｌ､､ｲﾘから８ｊｌ中ｲﾘにかけて「|ﾉ1地」に滞

在しているが、いくつかの新|Ⅱlは、７月上旬頃から観光卜iに側する記器を

掲峨しはじめる。たとえば、７月３「Iの『東朝とは、「今度枇国の領土と

なった南洋各烏にはチヤモロ族とかカナカ族とか典他各脈の人稲が住ん
あ』

で居るが此等新付の民をして袷ね<王化に浴させたい、其れには各島各

樋族の里立者に内地訪問なさしめおくが今後の統治上にも非常に便宜が

紗からうという思ったからの忠ひ付である｣7)という、海T〔省谷LI高級副

'''１'によるi淡話を紹介していあ。

続いて、ｌ２ｌｊにはＩｉｌＩ外』が、１．ｔ民の填立たる閲．（例へば附良、禍禦

家等実力あり且常識に窟める苫）を観光員として親しく砿似の風物に接

せしめ一般土民間に吹聴せしむるは将来占領諸所の全く我が領土に帰し

たる際l:民統治上多大の効果あるべきを認め観光団を組織しjm'、１４Ｈに

は『束'|ﾘl』が、「土民I{1の凧なる勝仮令ば崎長、名拙家輔ﾘﾐｶあり且術識

に術める者を選み親しく内地の風物に接せしめ文明の押識を注入して一

般l:民に吹聴せしむる為にして臨時南洋群島防備隊は如上の観光ulを組

織し'，'、とそれぞれ報じた。

これらの搬道は、ここまで凡てきた勝民統治方針と伽光l､１１成立の側係

を1V確認し、観光団実施における防倣隊の意例をより明確にする。つま

り防備隊は､将来的な南洋群島統治という観点から､島民有力者を「内地」

に巡れていく観光団を組織し､そこで参加巻に｢我同の風物｣を認識させ、

さらには、その成果が参加片をjlnじて「一般kLcに吹聴」されることを

川祢していたのである。

以上、防備隊による島民統治の方向性と観光団成立の関係を整理する

ことにより、島民の日本への｝,}服と既存の首長制度の利川という統治方

針の上に企lIlIiされた観光卜１１の猫と、観光Ijiの成果の伝柵という防附隊の

｢ｉJ1光のまなざし」の帳ＭＯ８ｌⅥ



意図がそれぞれ確認された。次に、こうして実施された第１回観光団の

実態を明らかにしていく。

２第１回観光団の実態

第１ＩＭＩ脱光Ｍへの参加者は２２宿で、全はが公出による参加とされ

る'0'・各祈|川に縄iliRされた名簿から参加Hfの詳細を探ると、、その内訳は、

トラックより３名､ポナペより４名､ヤルートより３名、クサイより２名、

サイパンより３名、パラオより３名、アンガウルより１名、ヤップより３

名となっており、I＃j洋俳脇各地から鮒民が参加したことがわかる。次に、

防Illi隊が噸視した参加８．の属性を見ると、Ｉ柵↑良とその親族および．i,↑災ＭＭ

係者が１９f'i、キリスト教教会関係者が２ｆｉ、その他が１名で、年齢肘は

20代から５０代までと幅広い１２'・

観光団成立および爽施の背景については既述したとおりであり、既存

の首長制に関係する人物が参加者の大部分を【'1めた節１回観光団の顔触

れは、防伽隊による統治方針を十分に反映するものであった。また、先

のドイツによる＃j洋群島統治時代には、キリスト教宣教師が島民児童の

教育を拠当しており胴、キリスト教教会は励脆に対する一定の影灘力を

もち得た。よ-’て、２竹の教会関係片の参加も、防附隊の方針から大きく

外れるものではないと判断できよう。

続いて、節１回観光団の実際の行径を見ていく。側表１は、当時の新

聞報道から１１M光卜jlの主な'1的地と行』肋内容をiIj:柵成したものであるが、

それによると､一行は７月２８１１から８ﾉ１１‘111までの18111Ｍ１にわたってI内

地」に滞在している。これら期間中の観光H1の行動には、当然のことな

がら､防術隊の母体たる海軍の強い影響が見出される。一行の横須賀滞在、

東京での水交祉と海↑if参考館訪問の他にも、観光Ijlは谷地で数名の海軍

神部と而会し、「Iﾉ1地」滞在rlIは、リ|率役服案Iﾉ1役としてｌ端の海1〔大尉

｢硯 光 」 へ の ま な ざ し
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が．行に随行していた｡

図表’第１回観光団（１９１５年）の主な目的地および行動内容

ｊ１/Ｈ 目的地および行勤内溶

7/2８ ＃j海ﾉﾘ』が横釧斑に到着

7/2９ 追浜ﾉ|《行場、‘‘I{艦朝日を見物

7/3０ 海1(砲術学校にて明治天皇遥搾式へ参|l、海耶病院を見物

7/3１ 海flII:厳、駆逐艦海風111風を見物

8/Ｉ 横須賀を’H発し東京駅に到清、宿舎となる麹町緊星館へ移動

8/２
二亜橋前、ロ比谷公園、松本倭、築地本願寺を見物、札幌ビール会

社にて昼食、上野公園、東宮御所を見物、南士見軒にて夕食

8/３ 挫公剛、喚狗11、三越呉服店、報知祉を兇物

8/４ 歩兵第_鷺辿隊を見物、 築地水交社にて必食

8/５ iIl:'11谷野砲連隊、戸111近衛騎兵連隊を兄物、夕食後自由行動

8/６ 小(i川砲兵工廠、後楽園、遊就館、jrIlH帥''1社を見物

8/７
上好駅を出発しＨ光に釧狩、１１光ホテル、ーﾕ端山神社、束照向、'鮒

I:が、三代将''1〔胴を見物、１．１光を''1発し_上野駅に到聯

8/８
_上野にて博物館、動物園を見物、粘溌軒にて必食、江戸記念博覧会、

三越を見物

8/， エビス麦酒会社を見物、帝国劇場にて観劇

8/1０
帝I覗く学を見物、水交社にて混食、海‘iI〔参考館を見物、浅草にて仲

児'１１:、活勤'ﾘ典を兄物

8/1１ 休従および自由行動

8/1２ 東賦な出発し横浜に到着、魚油会社、洲防料を見物、横須賀へ移動

8/1３ 鎌介にて大仏、長谷寺、由比ヶ浜、伽岡八幡宮、雌艮．､¥を見物

8/l‘１ 側光団・行が照った南海丸が柵鋪fI(を出発

出所:川間！１１に発行された『側雌』『時JIF』沖外』『!'〔';ﾘI』I‘』〔ｎｊＩｒ報知』『都.1『説売』

『万帆Ｉより下住作成（2003年１１月）

｢剛光のまなざし.ｌの蛎回０８端



さて、既述のとおり、こうした観光団の一連の訪問先を、防備隊のい

う「我国の風物」と見なすことは可能であろう。しかし、観光団実施の

杵蹴をふまえると、これら１.砿11.1の風物は防備隊による統治方針と無

関係ではあり得ない。この祝,点から・行の行程を検討すると、まず、肪

民の口本への帰服という側而が浮かび上がる。その一例として、平関述

施設への訪問を取り上げてみよう。

・行は枇須側洲rEIliに海'11(Mlz股へ赴いているが、２り１１は災際にiIlI人か

が飛行訓練に'11乗し、'|ﾘ111では")i砲ながらも発射訓練を1,,L物した。また、

311~Iに訪れた':職では、鉄材が加工されていく過程を実見している。東

京へ移動してからも観光Ｍは|I櫛|[施殺をいくつか見て回り、そこでも、

砲車や宛賜や各稲兵器を使川した峨側訓練を見物し、工廠でそれらの兵

器が製造される場IIIiに立ち会っている。こうした諸施設で観光剛に対し

て提示されたものは、単なる｢1本の軍隊という存在ではなく、噸洋鮮脇

を占領するに至った｢１本の派‘Ii:力とそれに裏打ちされた日本の優位性で

あったといえよう。そしてその･Ｉｆ縦には、もちろん、島民の｢１本への帰

服という統治ﾉj針が〃化する。

さらに、この1-'本への州服との関連で指摘するならば、２日の二1,橋で

のできごとは看過されるべきではない。つまり．行は、宮城、すなわち

ｌｌ‘在の皇居をのぞ‘上』･その場ﾉﾘiを,Miれ、悔城に向かって押しているのであ

る。約'()lllHlにわたる＃〔〃(Ｉ,I‘物の|)M始にあたっておこなｲ〕れた宵城遥押

は、島民の日本へのＡ１}服をめざす統治〃針、あるいは、先に示した脇民

を‐王化に浴させ」るという防備隊の狙いをきわめて象徴的に体現する

行為にほかならない。また､同様の範時に､１１てはまる観光団の行動として、

３０口の明治天l偶遥拝式参列や２Ｈの＃〔宮御所見物なども挙げることがで

きよう。

次なる一行の行程と統治方針のかかわり方として、日本人の扶械とい

う点を指摘しておきたい。すでに兄たとおり、施政方針には、勝民の１１

本へのﾙ,}服とともに｜為シハトル限り税州人ノ勢ﾉJヲ挟械スル｜という文

｢観光」へのまなざし
1３７



1３８

言が掲げられていた。当時、南洋群島では、南洋貿易会社や恒信社といっ

た企業が貿易事業を展開していたが、観光団の行程にはこれらの企業が

たびたび顔を出す。たとえば、８日の柵礎獅での昼食は恒信社、，１１のエ

ビス麦酒会社見物は南洋貿易による接待であったし、恒信社は浴衣を、

南洋貿易は羽織袴をそれぞれ参加者に贈呈している。また、１名の恒信社

社員、３名の南洋貿易社員が辿削<として観光団に随行した胴'。これらは、

ｋ記した施政方針を唾け、｜W洋鮮ルにおけるさらなる'１１:巣の拡大をめざ

すllIj|:による、防lWi隊およびｶ民(j力,鼎･たる仙光卜１１参加省へ向けた,侭威

的行動として理解できよう鵬１。

ここまで、防備隊によるI#i洋|岬h統治方針とのかかわりから、防附隊

の懲図した「我''1の風物」について論じてきたが、今度は、それとは異

なる視点から「孜国の風物」の髄を明らかにし、一行の行程のなかに、

観光団の成果の伝播という防附隊によるもくろみの萌芽を見出していき

たい。まず、前者の例として、観光団が東京滞在中に訪れた三越呉服店

と帝国劇場という組み合わせに静日する。

一行は、数凹にわたって三越を訪れているが、ただ店内を見て回った

だけではなく、数名の参加将は実際にそこで買い物をしている。また、

観光団は、９口に観劇のため帝I叩則場へ赴いているが、これら三越と帝削

という組み合わせには献味があった。周知のとおり､当時､三越は｢流行」

の伽下を''１負しており、１《ル|年から翌年にかけて「今I|は帝剛Ｉﾘ11星lは

三越」という広告を鵬|州した。この‘'.i【伝文句が端的に示すとおり、帝刷

と三越は、当時の東京に定蒋しつつあった「新しい生活様式」の机い手

であったのだ!‘〉。すなわち、、11時の＃〔京にとって、三越での買い物と帝

削での観劇は、「新しい唯活隙式」を体現する「j泌所」と「行為」の組み

合わせであり､防備隊は､一行に認識させる｢我国の風物｣のひとつとして、

そうした両者のもつ社会的文化的価値に溝目したといえる。

Ｉ可様の視点は、一行が１０１１に接した「新しい娯楽」としての活動写真

に対しても脱かれよう。、'』ill#､洩峨に存/{;していた活jWZ7&典館の多くが、

I棚光のまなざし」のj雌ＩＩｒＩＯ８坂



かっての娯楽たる兇雌物小屋からの転業であったというが'"､ここでは、

それに加え、活動写典と観光団の成果の伝播との関係について指摘した

い｡一行は､浅蹴でいくつか活励写典を見ているが､そのひとつは､｢内地」

における一行の礎を雌影したものであった。参加背を媒介とした成果の

伝播という、観光川実施における防備隊のもくろみについてはすでに言

及したが、１W洋榊冊の祝祭を縦て１９１７年に提川されたある職ＩｌＬＩＩＩ;は、観

光卜jlの活肋'グ典を・股ﾉﾙlCにIILせることによってその効果は聯大になる、

と指摘している'８)｡防ＩＩｌｌｉ隊のもくろみとこの意兄ルの|ﾉ1容をふまえると、

第１回観光団実施時点でのこうした活動写真の存在は、防伽隊が意図し

ていた観光団の媒介化の・端として理解されよう。

以上、第１何娩光間の実態をIﾘjらかにし、その参加茜には'１１慨の利用

という統治〃針が、一行の行職には島民の11本への帰服および日本人の

扶植という統浩方針がそれぞれ反映されていたことを指摘した。また、

｢新しい生活様式」という視点から「我幽の風物」の質について諭じ、観

光団の成果の伝播という防州i隊のもくろみの断片が、活伽啄典のW:ｲFに

,而取されることをノパした。

３新聞と観光団のかかわり

ここまで、当時の新１１M機道に依拠して議論を進めてきたが、今度は、

その新聞と観光団の関係に、より着目していく。以下において、一行の

行穏櫛成に新iHlが大きくかかわっていたという点と、新聞が観光団の婆

を描写するさいに立脚していたiIlIi値棚という点について聯察を進める。

まず、第一の点を‘論じるにあたり、当時の新聞の特徴を簡恥に盤理し

ておこう。明治初期においてff政党の機関紙として機能していた新聞は、

{I清戦7卜やlliiiW戦争を境に細道をiiI心とした商業新i州lへと班慨し、鋪’

四観光剛ﾘ冬施､'』１時には、「不(1,,1不覚｜を掲げて〃iil位の発行部放を競い合

l伽光」へのまなざし
１ざ９



'１４Ｃ

う営利主義的性格を強めたメディアとして社会に流通していた１，'。こう

した新川をめぐる情勢は、「メディア・イベント」という言葉で説明され

る状況をﾉ脂みだす。吉見は、狭鏡のそれを、折'１１１祉などのマス・メディ

アによ’て企l1IIiされ、演出されるイベント、広縦のそれ塗マス・メディ

アによって細道されるイベントであるが、その-股催者が新聞社などとは

かぎらない、とそれぞれ定義しているが21,,棚光付1の行秘には、このＩメ

ディア・イベント」という枠組みによって把州されるできごとがり,!‘受け

られた３Ｈの恨知社訪問がそれである。

一行は､３側の１５時頃に『綴知』の発行元たる縦知社を訪れているが、

『慨知』は当ｎの朝刊に、「酋長一行の本祉訪間今三日午後三時半頃」

という兇11lしで、「新聞の如何なるものにて如何にして作らる覇かを兄せ

しめ、以て－．行の押識を啓発する一而、’1本の文Iﾘjを知らしむる意味に

於いて、今引l此の・行を本社に招待する醤である（中略）新聞の無い南

洋の門提が活'．i･:から紙型、鉛版と日覚ましき労ﾉﾉの活動、更に・分間に

二i'｢I川｜･枚の新iNl紙を刷出す機械の！'f伽々 た為八台の輪１版磯をＨ蝶･j-為
ＷｆＬ

其の瞬IMIの驚11災は篭]ち忠以上にして彼輔の脳ｉ１１に強き印製を与ふること

であらう２１と,1Fき､当日の観光団の来社とその意義について報じている。

さらに『報知』は、同日発行の夕刊においても、再び、「本社へ来るのは

三時頃室という兄|Ｈしを掲げ、一行の来訪をｲＩ調lした。

そして､蝋１１允行の『恨知』は､｢本社へ来た南洋珍需」なる見出しで､｢本

社会談室に於ける南洋酋長一行（三口午後三'１棚iIi影)」という紹介文が付

されたγ典を偽ｌＩｉｆしつつ、前日の観光、来訪の様ｆを、「緊急事項が側外

に人って．腰に十枚宛刷り出される処を見るとパッチ'蝋､た眼と比に
たら.Ｌ

ポカンと「1をM1いて｣、「一二時iMlIilに服映したばかりの写真が忽ち印lII111
frが

されて一枚宛ifii前に現はれて来るにヒヤアと指先で自分の顔を指し乍ら

驚嘆する」などと書いている封。

これら、観光付|の擬知社訪問とそれをめぐる『鞭知』による．速の撫

遊というできごとは、まさに「メディア・イベント」であった。つまり、

｢観光のまオビざし」の'低Ｉｒ１ＩＯ８玩


