
縦知祉は、防仙i隊が企面した観光間の行程に自社訪問を組み込み、一行

の来社をみずからが発行す為『綴知』で同時刻的に告知し、翌日の紙上

においてその嫌ｆを群細に柵じたのである。ここに、iiiに観光団の行粍

を報道するだけではなく、「メディア・イベント」というかたちで・行の

行侭の一部を悩成するという、新聞と観光団の関係が浮き彫りにされる。

また、『報知品によゐ一連の慨道において、新聞発行という行為が「日本

の文明と結び付けられ、服知社の保有する新聞印刷の技術と設伽がた

びたび強澗されたという点も、あわせて指摘しておく。

さて、こうした『報知舟の記密からもわかるとおり、新聞は、防備隊

のいう我ＩＫＩの風物」に触れた観光団の姿とそこでの反応を、ある一定

の価仙棚にもとづいて拙きだす傾向が強かった。それがここでの第甚の

諭点である。たとえば、１１(関連施投における描写を兄てみると、２９１１に

棚11で"腿砲発射訓練に接した一行の姿は、「其凄じき光策に奇声を発して

灘び合ひ!|Iには股々たる砲声に驚き甲板上に突伏す者さへありたり２４１と

柵かれ,、・'１１に歩兵辿隊を見物したさいには、ある参加者によ‐,て詔られ

たｆｆＩ;1,1として、「''１分聯も故郷にA§ては王として随分威恨ってゐたけれど

Ⅱ水に来て見て初めてI‘1分等の小さい事を自覚した、尚ほ宜しく御指騨

を乞ふ｣認というに;.熊が紙而に取り上げられている。

ｌ‘１級の例を紬けて戦げると、・行は、三越でエスカレーダーとエレベー

ダーを11川していあが、そこでの反応は、｜初め'ドlrIiに乗って』Mﾉさだし'１｜

殿となり初めた瞬|川には（中略）不群と恐怖に襲はれてＦ摺に鳴り付いた

計が紗かつた｣帥'、「紺の中へ入るのからして気味悪るげであったが音も

旅く職りだすとﾉﾉd餅をついて購いたものあれば「下から誰か押し|:げて

ゐるのだらう」と奇妙な断定をドしたり)もある｣課)などとI把述された。ま

た、棚光卜jlは、枇須閥から東京へ鉄道で移動しているが、その様子を紺

じたある新IlIlは、走行中の車内でひとりの参加者が、「アレ山が走る家が

飛ぶ｣2A)というﾉ断な発したとilfいている。

このように、各紙における観光1.J1の礎には、驚異や･畏怖といった観点

｢ 観 光 Ｉ へ の ま な ざ し
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｢４二

から描きだされたものが多く、そうした一行に関する描写は、逆に、観

光団が訪れた場所がもっていた新奇性や先進性といったものを際立たせ

る。仮に、これらの特衡を「文明性」という言葉であらわすならば、ま

ず新聞は、防附隊のいう「我''１の風物」を「文明性」という祝点から解

釈し２，'、それら「内地」の「文明性」に触れた観光団の婆を、上で列記

したような文章で麦現した。そして、こうした記述を通じ、観光川に対

して「非文明性ｊという性桁づけをおこなうとともに、「内地」の「文Iﾘ，

M;」をより'ﾘ｣脈にそして強､M1して雌示したのである。

また、上記した４日の歩兵辿隊での「尚ほ宜しく御指導を乞ふ，とい

う言葉が象徴的に示すとおり、新聞は、そうした「文明対非文Iﾘj，とい

う撒図に「支配淵･対被支配淵という別の対立項を噸ね合わせていた。

このもうひとつの例が、２Ｈの二砿怖前における一行の行肋に関する拙

写であろう。各紙とも一行が宮城遥拝をおこなったことを報じているが、

なかでも『時事』、『中外』、『報知』の３紙は、日章旗の小旗を手にして

お辞儀をしている観光間の'殉‘〔を掲峨しながら、「｢天皇陛ドは此の大奥

に居らせられて、御|iii述を支配して屑らせらる、のである」と税Iﾘ』され

て最敬礼の法式を教はりＴ鯉に拝礼｣30)、「揃って鉄柵に沿ふて打Mfんで
ここ

弦に新付の民恭々 しく1;1Jii;にlflIって三拝｣311,「右手に｢1章の小脈を振り

っ、恭々 しく脱Illllして肱敬礼｣卿と、それぞれ記している。先の洲‘１１(竹i}・ｉ
ＪｊＫ

Ｗの‘;喋を緋りるならば、帆光卜I|参ﾉjIl苫は、「治ねく工化に瀞させ」るべ

き「新付の民」のＩ‘１１１立釦だったのであり、新聞は、そうした帆光l;１１

－行がもっていた「被支配者の「代表」としての側而も見逃さなかっ

たのである。

以上、新|ﾙlと棚光Ｍのかかわりについて、「メディア．イベントおよ

び観光団描写という観点から論じ､商業主義的性格を強めた当時の新|H1が、

一行の行程の一部を縦成し､｢文明対非文明｣や｢支配者対被支配者｣といっ

た枠組みにおいて観光、の盗を描きだしていたことを明らかにした。

｢観光のまなざし_ｌの'雌'''１０８堀



おわりに

ここまで、１１本統治下の南洋群脇における内地観光Ijlを取り上げ、そ

の成立および実態と統治方針とのかかわり、新|ﾙlと観光団の関係につい

て論じてきた。岐後に、これらの事例から、「観光のまなざし」によって

提示された視点を簡単に敷行することにしたい。アーリは、ツーリスト

が観光対象に向ける視線を取り上げ、これまで所与と捉えられてきたそ

の視線が、実は社会的に緋成されたものであることを明らかにしたが、

ここでの試みは、そうした観光の場に存在していた胤明性を凝ったアー

リの立場を、さらに深化させていくことにある。

まず、「観光」という現象そのものにＨを向けるならば、１１ｲ慮によるI櫛

洋卿肪Ili領とその＃ﾙ民に対する統治ﾉj針を将般として成'7:した仙光I;１１の

ｲｨ:ｲI;、さらにいうと、こうして実現した島比ｲ〃｣背を「内地」へ巡れて

行くという行為に対して「観光」という鳶葉が咽ね合わされた状況は、

これまでの「側光」側とは災なる「観光」の兇ﾉを提供し、従来、なお

ざりにされてきた「観光」への接近を'１１能にする。たとえば、’2肥した

観光l:iの諸相は、社会隣造の変化による余暇時間と剰余収入の州大をIiij

提とした楽しみのための移動という、多くの既存研究が無批判的に依拠

してきた「観光」観からでは、説明することができない。

「ツーリスト」という仔在もまた、’１１嫌の視点から飢上にlIiltせることが

できよう。近年における「ツーリスト」に関する一般的な理解は、「労働

対余暇」という三項対立を前提とした、「自己」とは異なる「他者」へ向

かう「I‘1発的な」存在、というものである。しかし、観光Ｍへの参加静

とその行縄には防備隊による統治方針が反映されており、商推主錐的性

絡を強めた新聞がその行程の一部を構成していた。さらに、観光間参加

茜自体をその成果の媒体としようとした防伽隊の意図や、「文明対非文明」

もしくは「支配者対被支配者」という枠組みから鋭光川を拙'ゲしたWrlⅢｌ

の視線は、いままで剛恢的に袖じられることのなかった、「ツーリスト」

｢脱光」へのまなざし
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そのものがもっている媒介性への着目を促す。

多少、談論が拡散し過ぎた感は否めないが、これこそが、アーリによ

る間辿提起が含有する可能性の証左であるとしたい。水価の締めくくり

としてまとめるならば､現前する観光現象を無批判的に扱うのではなく、

文字どおりそれを括弧に入れることによって、「観光」に関する１１:象その

ものを問題化、対象化するという態度が求められている。本稿が提示し

た観光団をめぐる問題群は、こうした立場からのiiiなる近共だてに過ぎ

ない。

般後に急いで付け加えると、１９１５年に成立した観光団は、翌年より

征年１１剛lの実施というかたちで恒例化され鰯、南洋群島の委任統治地域

化という↑,il勢の変化を受けながらも、１９４０年Iiii後まで災施されつづけ

る”。そうした側光|:I雌休の実態把握はもちろん、時局とともに変進し

たI｣水のNj洋#ド烏統瀞政策における観光団の位悩づけと役割の解ⅡＩ脳'、

Iiil時期に他の11本統沿地域において組織された観光団との比較検ｆｉな

ど，‘、Ｉ:Iilの拭みを完遂するための課題は争い。

たしかに、「伐Iklの風物に接せしめＩという文‘畠i､のみを取り上げるなら

ば、本棚における企ては、「観光」なる言葉のもつ「''1の光を示す」とい

うI淵源的解釈から抜けだすものではない顎}。しかし、木柵では、こうし

た史,『や行為そのものの存在|'|体を問題視するための悦座を提示したつ

もりである。換,;.すると、それは、iWiなる｜剛光」のI淵源への揺り鵬し

ではない側光」の解釈をめぐる試みであって、「硯光へのまなざし、

とでも呼ぶべ蛍挑戦なのである]8両

注

Ｉ），{§櫛では、今F1において不適切とされている表現がたびたび使用されている。こ

れは、当時の史料に依拠して議論を進めた結果であり、他意のないことを鮫初に

断っておくまた、史料引用にさいし、漢字を新字に改め、ルビは適宜肯端した。

2）水砿執.､〔にあた』て参照したのは、‘､｢lil民新IlHJ:Ｗ;l『折機.ｉ『中外商推新報ｊｒｌ１〔

|胆光のまなざし」の惟回０８京



京州｢1新聞』『東京ＨｌＥｌ新聞』『報知新聞』『都新'H1‘ｊ『読売折ＩＨＩ』『〃''ﾘI報･』の計り

紙である。以下､本稿ではそれぞれ､『国民』『時里'潮『中外』『東'１ﾘ'1『東日』『報知』

『縦『読売』『〃柳と略記する。
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‘I）職村罷雄「各守備隊長全分遣隊指揮官二訓示」ｒ戦;!}』２５，１９１５年.１月ｌｕ。なお、

本訓示は、何日付けで松村より海軍大臣八代六郎に提出された「臨時南洋群島防

附隊現況報告大砿四年三月二十一日」『戦普』室に所収。

5）今泉裕笈ｆ「ロ木の砿政期南洋群島統治（'り'4-1り22)’７，際関係学研究』’７別Ⅲ}、

ｌ”0年、11頁。

6）南洋群Ｉ:ｈ牧青会i動南洋群島教育史』｢+i洋群ﾉﾙ孜行会、’938年、３．｜7.3峰I8r〔。

7）『東朝』１，１５年７月３日、５面。

8）『中外』1915年７月１２日、５面。

()）『服帆１１１１５年７月ｌ‘{日、５而・

,〔}）１９，８年６ｊ１２０１１付けで防備隊'１令官水111泰次郎より血‘'1〔大脳加膝'に娘'Ｉに拠出

された｢卿lfI輔Ｗ|ドル防伽隊現況||独(k1Iiじ年六ﾉj）1i･illRlIM27｡’術Y州励孜ff会、

ルii柵１$、353頁。

,,）『阿民』，９１５年７月’1ｐ、５面。『中外』１９'５年７Ⅱ１２’１，５IiIi。『慨知』’9蛎

年７月131-1夕刊（日付は１４日>、斗而。了時1F』１り１５年７ﾉｊ１．１１|、６１iii。『東朝』

１９１５年７j」１４Ｆ１，５面。

１２）名柳に参加iIiの|ｲk別は記戦されていないが、lMIHllllの．迎の洲11州樋から、参"I｜

＃は全貝ﾘ)性であったと推察される。

13）南洋庁『南洋庁施政十年史』’932年、３４．’1’頁。１W洋群Mﾙ教育会、前掲'#、

６０．６３－６４頁。

Ｍ）南洋群島教育会、前掲書、348-34,頁。

15）これら・迎のできごととの因果関係は不明であるが、防伽隊は後に、南洋群脇に

おける南洋闘易の活動を保護する政縦を採jIIした○今泉．前掲論文．１２頁。

16）当時の三越の経営戦略は､初田亨『百批店の鯉ﾉ蝿三宙蝋、1りり3年や神野由紀『趣

味の誕生：百貨店がつくったテイスト』勤草諜臓、１９９．１年に詳しい。

1-）吉見俊畿『都市のドラマトゥルギー：東京・樵り場の社会史』弘文堂、１９８７年、

20.1.206頁。

'8）熟淑消一「｢マーシヤル」群勘ノ施設二側スル窓見ｊ『戦､'}.；’８，１９１７年５１１．

１り）水陥執慨二さいして、多数の日本折''11史に関す為文献を参則したが、ここでは、

内川万美･折＃:直之編『IEI水のジャーナリズム』（i坐閣､1983年および佐々 水隆『日

本の近代,.I：メディアと権力』中央公論新社、１，りり年のみを準げておく。

2()）古兇俊股「メディア・イベント概念の諮相」『近代''水のズディア・イベント』

Ｍ文州１１版、１９９６年、3-5頁。

21）ＩⅧ知』１９１５年８月３１|、７１ｍ｡
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22）『報知』1915年８月３日夕刊（日付は４日)、４面。

お）『報知』１１１５年８月４日、－面。

24）『時1Ｆ』１９１５年７月３０日、７而・

25）『報知』１９１５年８月‘１，夕刊（日付は511)、．I而・

26）ｒ時､l咽１９１５年８ノル１１１，６面。

27）『中外』１９１５年８)j４１１，５面。

28）『国民』１９１５年８ﾉｊ２Ｈ、４面。

29）花，）の,袖lrは、「内地の風物」認識と「文Iﾘlの科!‘釧注人を併綴させてい論。

３０）『時，ｌＦ.１１，１５年８ﾉ１３日、61,.

31）『t１．１外』ｌり１５年８月３，，５１，．

３２）『椛知』１９１５年８ﾉ121.1夕刊（日付は３Ｈ)、．Ｉ而・

33）1915年から1917年にかけて実施された３回の眼光剛の変遷過程については、千

住一「耶政期南洋群島における内地観光団の実態とその展開：占領開始から民政

部設世まで」『太平洋学会誌１，２，２００３年、17-24頁を参照のこと。

34）＃j洋庁『I+i洋庁統制･年鑑』各年度。

35〉この‘'kは、・ﾘー でに今泉がいくつかの見解を,虎している。今〃&裕光子「南洋IlW鋤姿

任統治における「I;〃腿ノ福祉｣」『I｣本植民地研究』13,2001年、38-56頁。

36）１９０，年には!'ﾘl緋から､lﾘ１０年には済からそれぞれ帆光団が「内地」を訪れている。

僧山抑雄『海外捌光旅行の誕生』吉川弘文館、２(}02年、ｉ57-173頁。

37）賜維』に''1来する「観光」とその解択については、岡本仲之「｢観光」の線Iji縦

めぐって『立牧大学脱光学部紀泌J'２，２００()年、ｉ‐ii頁を参照のこと。

38）雌後になったが、氷刷は、２００３年度立教大学学術推進緋別111点擬金「研究代災･汁：

下住一、研究糾題：叩政期（1914年-1ﾘ22年）日本統治下南洋群島における内地観

光剛の展捌と我襲による研究成果の一部である、
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ホームステイにおける異文化のまなざし

一金沢の事例から
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はじめに

ホームステイは70年前にアメリカで鯉熊した。これ'よ、’11:界平和を促

進するために災文化理解の一ｆ段として、ｌり32年に発疋した'１:|際生活体

験|"会（I;xI'"imcntinIntcrnndon:1lLM鴫、以ドＥＩＬとして友示）によ-’ておこ

なわれたものである。

１９５６（昭和31）年４月に,(･i川晩し金沢市で、このＥＩＬの創始片l).B､ワッ

ト（ｗ:!【【,Ｂ,l).）博上がホームステイをおこなった。このホームステイは、

実質的に日本で妓初のホームステイといってよい！。これは、ワットが

夫人と･1人の女性をともない、１か月間金沢でホームステイを蝿施し、そ

の後２か月にわたり１１本各地を帆光旅行したものであった。判'1ｹは生活

体験IIf（｡xlx:『imcI1IQr）ということばで紹介され、’'水の地ﾉ刑ｌＩｌｌｊにおける

アメリカ人の家庭滞仏は、地元の新I1H記1fにも大きく取りｌ:げられて大

変な反緋を呼んだ。なお、ｉ,ホームステイ」ということばは和製英語であ

り、広辞苑には1998年第7K版に初めて現れた。

この諭考の主な側的は、ホームステイという活動に、異文化に対する

限定的で、ある型にはまった、本衝主義的な見方が存在することを論じ

ることである。ホームステイで滞在するゲストのまなざしには、伝統文

化に対するステレオタイプ化された水質主錐的な捉え方が〃征している。

一〃の‘受け入れるホスト側にも、そのケストのまなざしに合わせて、伏

統文化を「見せる文化」としてしつらえ波出して提示している。ホスト

とゲストの双方が示す、こうした文化把握の背後にある諸要因と全体構

造を、観光人類学の視点から明らかにすることで、そこに語られる文化

を川対的なものとして捉え世すことができる。

しかし、ホストとゲストの双方のまなざしにある、こうした本f〔主張

的な文化観の指摘だけでは充分とはいえない。なぜなら、実際にホーム

ステイがおこなわれる現場では、’11:liijに向けたまなざしからは想定でき

ない「ズレ」が、たびたび起き為からである。この「ズレ」は、異文化

｢胆光のまなざし」の転向０９歳



に対する本質主義的な見方を破る作用となって、お互いに文化理解の機

会を与える場合がある。ホームステイは、ホストとゲストが長期にＨ常

堆活をともにすることにより､表1mだけをみて歩く観光とは違って､<顔〉

とく顔＞が見える生滴の場で接することを可能にする2'。そこでは、生

活者の視点から捉えた文化理解の仕方がありうることを、端緒的にでは

あるが、示してみたい。

’'水におけるホームステイの噛矢であ為金沢の'１１:例を検‘iliすることの

大きな意味は､この'１１例がlり56(昭和31)年という雌史的､社会的な状況や、

金沢という都市の特殊性に規定されつつも、その後の'１本におけるホー

ムステイの原珊ともいえる柵要素を、ものの見‘脳:に含んでいることであ

る。その意味では、１１本でのホームステイの発4kと鵬|)Mを歴史的に解lﾘ}

するためにも、避けては通れない'１１:例研究なのである。

１ホームステイの誕生と発展

ホームステイは、1933年に、アメリカに住む！･代の青年たちが、フラ

ンスとドイツの両国において「訪れた'1,1の文化に完全に浸れるようホス

ト淡庭と旅らす」ことによ-’て始まった１．その後は1935年に英'11へ、

1938年にはイダリアヘと出かけている。、1111#、ワットは、ニューヨーク

州シラキュースに住む博．'冒号をもつ牧行者であり、ホームステイは教育

的見地から｜･代の青年たちを対製にしたものであった(ｗ狐1,B､D,1967:2)』)。

そして、これらの訪問同とWlM;|ﾉ僻から‘|)かるように、ワットが勝えだ

したホームステイはグランド・ツアーと類似している。グランド・ツアー

は、１７世紀から、英国貴族の御ﾘ11たちが大学に行く代わりに、あるい

は大学を出て実務につく前の時期におこなわれていた旅行で、家庭教師

とともに主にフランス・イタリアを訪れるﾉ<周遊旅行のことであった。

このツアーの(.}的は、遺跡やルネッサンス裟術に触れて群塗眼を礎うこ

ホームステイにおけ る 異 文 化 の ま な ざ し
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と、ならびに語学と幅広い教獲の習得であった（木城1983:4-9)。ＥＩＬも１

名のリーダーが大学生や大学を卒業したばかりの若者を述れて、戦前に

語学研修やオリエンテーションを実施し､そして訪れた現地においては、

学生たちがその語学の実践とともに文化に触れ、洲ｲ！§I~I樫の､|《分は観光

にあてられていた。

第一次世界大峨後から1920年代にかけてのアメリカでは、’'1肋『|〔によ

るIkllﾉ1仙光旅行の大衆化が進むとともに、ヨーロッパへの脱光旅行ブー

ムがおきる。第一次|Ⅱ:界大戦によって地中海やヨーロッパI淵郁Iljの魅ﾉＪ

が発見され、アメリカ人が移民としての自分たちのルーツを肪ねる里帰

りブームがおきたのである。１９１３年にはパナマ運河がIMjjlnし、群船の大

型化と尚速化が進んでいた。1920年代から３０年代にかけては、枇界的に

政府観光局、凶立公Md、レジャー関連法などが生みだされるとともに、

バリ島は「最後の楽州」として、またハワイは「太平洋の楽園」として

売り出され、アフリカではサファリツアーが盛んとなった時代であった

(111ド１り”337.40、lllIljl993$り1.1()3)。

ホームステイは、このようなI』＃際観光の潮流と軌を・にしており、ア

メリカの海外旅行と・体となって誕生した。ホームステイにおける滞在

状況や活動内容から、ホームステイが観光の形態を内包していることは

明らかである。

ＥＩＬは、その後'１１:界各111へと肋間岡を増やし、現派、’'１学堆から熟年

層までの幅広い年齢1Wが、ホームステイを30か圃間で経験している。日

本においては、ホームステイの組織とその概念が、この１９５６（昭和31）

年の金沢から、長野市、甲府市、鹿児島市や、京阪神|H1の５都市などへ

と広がってゆき、やがて１１本の人びとに認知されてゆくのである。

｢観光のまなざし」の雌IｎｌＯ９ｊＷｆ



２金沢におけるホームステイの成立とその背景

剛Ｌは1956（昭和31）年のホームステイの災施に先立って、外務符に'1覚

活体験の計画について相談をした。そのさい、東京にあったアメリカ合

衆国教育委員会（フルブライト委員会）を紹介されたが、その‘If務所に勤

めていた女性が金沢淵身の真木雪子であった。金沢市が京都、奈良とと

もに戦災を受けず、そのためアメリカ人な受け入れても｢け民の反米感悩

が相対的に弱いとの配慮がはたらいたことと、’1本の伝統文化の継承が

比較的よくおこなわれていた点から、真木が自身の出獣地を推したとい

う帥。

しかし､1111ｹ、ホスト探しは附雌を械めた。１１K/kが金沢でＩか１１近くを

かけてホスト探しをするものの、打診した11本人家腿すべてから、英濡

が諦せずﾘ|き受ける自信がないこと、洋式トイレがなくIJW洋料叫の提供

もできないことを理由にあげて緬否され、典木は落肌した‘〉。

そこで典水は、金沢市内にあったアメリカ文化センター（八mC『ic‘,n

CulIumlCcntcr､以下ＡＣＣと表記)に同年２ﾉj､ホスト探しの依頼を決心する。

その後、このＡＣＣが、金沢におけるホームステイの成り立ちに深くかか

わっていく。そこでまず、ＡＣＣとはどのような組織で、どのような活動

をしていたのかをみておきたい。

戦後、連合国総司令部の民間梢報教育局（CiviIIMbrmmi‘,n綱ndEducmion、

略称CIE）がロ本の文化と教育部門の任に当たった。そしてこの腎轄下に

あった通称Ｃ砿図詳館が、人口２０万以上の都市、全阿23か所に瞬かれ

るようになった言１°このｃｌＥ図秤館の活動のI-I的は、Ｈ木の比冨1ﾐ化遂行

に協力することと、日本人にアメリカ人の考え〃、ノk活、習仙や、アメ

リカ政府の方針を理解させて、第二次世界大戦の爽悩を知らせるための

悩報を提供することの二点であった。

金沢には１９４８（昭和23）年６ノjに、ＣＩＥⅨliIF館がIⅢかれた。、11時の「似’

11|;館のＩ洲11:利川＊は、Ｉ|~I,ド均3()()人から‘I()()人、岐近のlllM1llにはl()O(’

ホームステイにおける災文化のまなざし|,5，
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人近くにのぼり、学生、インテリ鮒人間に好評を博していた」とあり、

このｃｌＥ図書館が､広くI|了民に浸透していた様子がわかる（北国症Ｈ祈間：

194s年９月2311)。全脚に脱かれたＣｌＥ図iIF館は､§!‘１時では珍しい開架式で、

,蜘濡数は２１万冊を超え、１９５０（昭和25）年の入館者総数は240万人を放

えたといわれているｓｏ

その後ＣＩＥ図雷館は、日米撒和条約発効後の1９５２（昭和27）年に国務

櫛に移梢:され「アメリカ文化センター」とｆｉ称を変え、改めて'３の郁Ili

に発足した。Ａｃｃは、一般Ⅸ|,'Ｉ、参勝涜料のほか、相､'1数に上る医学側

‘１Fを伽え、英会話クラスを設け、映'ｌＩｌｉ会やレコードコンサート、写典股

などを定期的に催した｡ｌｏｌ９５９（昭ｲ113‘1）年の金沢ＡＣＣの貸出映山I-I録

には、アイゼンハワー、鵬|；|雛（|』lllll;瀧を含む)、共産.1菖義、科･'γ:．工

菜（竃〃、ダムなど)、宗敬、スポーツなどがあり、喪に多岐にわたる内容

であった10J･

金沢で妓初のホームステイが実施された時点での八ｃｃは、民間情報教

育局（CIE）の管轄Ｆにはなかった。しかし、それまでの経紳と活助内審

からみて、この機関のＨ的がひきつづき、Ｈ本に対するアメリカの自伺

文化の浸透にあったことは容易に察しがつく。そして、ホームステイに

おけるホストの成立の聯情は、このＡＣＣを抜きにしては語れないのであ

る。

先ほどのホスト探しに雌航した〕'〔/|<の艇ilIiに対して、ＡＣＣに勤める'１

本人職員が、ＡＣＣ主催の英会’活クラスを,受識していた大学生や壬姉たち

を'''心にまず声をかけ、ホストの打診をした。このＥＩＬという組織は民

間組織であり、けっしてアメリカ政府の災務とは関係ないとした上での

ホスト探しであったが、’ﾉ4隙にはこの八ｃｃからの側Ilii的援助がなければ

ホームステイは実現できなかったと勝えられる'1'。こうした交渉を経た

結果、ホストが決まったのはワットらの来、直前のことであった。金沢

における受け入れ家庭探しに奔走したＡＣＣのF|本人職員や、地元の中学

校、IWi等学校の英語の教師たちは、］11時においてすでに海外での堆活体

I観光のまなざし」の幅回０９噸



験者であり、英語で意思疎通ができたことも初めての受け入れが成功し

た喫閃になった（山本１９９７：2-3)。

かくして、ホームステイのホストとなることをリ|き受けた人びとが、

非常に限定的な社会隅であったこと（図災１参照)、そして、それらの人

びとの多くが、アメリカ政府が設置したＡＣＣを通じて、アメリカへの文

化的な関心や憧僚を寄せていたことがホームステイ実現の111f蛾にあった

のである。

しかし、より注目すべきことは、Ｈ木にアメリカからのホームステイ

を受け入れる素地がすでに醸成されていたというリIF実である。つまり、

ＥＩＬのホームステイ実施という行為は、ＥＩＬが民間機関の活勤であること

を、そしてそれなACCが側、的援助で支えることをおﾉI:いに強111A1するも

のの、その恵Ⅸ|とは別のところで、これまで述べてきたようなClEIxliI｝

館やＡＣＣなどの活動が、アメリカによる占弧統治政縦によっておこなわ

れてきたということなのである。当時の金沢の八ＣＣが活勤プログラムを

独白に編成しておこない、その内祥に柔ﾘﾘ<性をもっていたことも、ホー

ムステイ実現のための行動を起こしやすくした一閃である噸'。しかし、

その州肖を考慮しても、その背景には、アメリカ政府が慾lxIしてきた、

政策的な文化敷術があることは明らかなのである。文化レベルの交流の

．Ｉｌｆ後に、戦後l~l米間の政治的色彩の強い州iliが枇たわっていた'１'。した

がって、このホームステイは、アメリカがその文化の優位性を示し、他

方で、日本のアメリカ文化に対する親和的な態度が用意された、そうし

た特定の状況下での、日本という異文化との出会いなのであった'1》。

３準備される異文化のまなざし

１９５６〈昭和31）年のホームステイは、先に述べてきたような学ﾉkを1''心

としたＥＩＬのホームステイとは違ったかたちで'’水な‘ｉｊれている。ワシ

ホームステイにおけ る 兇 文 化 の ま な ざ し
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1５４

ト夫妻とともに来日した４人の女性は､｢Gmnmagxoup」(筆肴注:おばあちゃ

んグループ）とＥＩＬのなかで呼ばれていた、年齢が43歳から６４歳までの

年長の女性たちであった。ＥＩＬは１軸に訪問国のことばや習仙を，挨んだ

後にホームステイをおこなっているが、この女性たちはこれらのかたち

をとらずに訪れており、滞俊期間も学生の夏休みに合わせた２か〃では

なかった。ワットは「11本はあまりにも遠く、そして旅慨が1Ｗいことか

らそれに兄合うように‘|か川よiWM;したいと思い、その川H1の洲ｲが側Ｉ

能な同行古を聯った」のであった（Ｗ;1t『,ｌＩＤ､1967：251)。

ケスト(職業） 年齢

ワット夫変 62歳・59歳

校長補佐 58歳

看護婦 413歳

職業補導 61歳

大学教授夫人 糾成

図表１

趣味

旅行、生け花、室内装飾

学校衛生やキャンプ

園芸と料理

櫛椛希同盟や共同募金

のｲﾋ.'Ii:に活蹄

(※ボランティア活動と

惟察される）

ホストの倣業

金沢大学教授

県の工芸指導所長

歯科医と金沢大学教授

医師

蘭劫会祉経悩肴と高校

教揃

注：北国新'1ﾄ１，１，５６年.1ノＩ５Ｉｌ１Ｉｌｊ]刊記.僻より狂者作成（※鞭老挿人）

ワットたちは、日本へ向かう３週間の船旅の間、妊｢１６時間かけてI｜

本の参考沓５０冊を読み、「1本語のレコードを聞いて勉強をし、まなざし

をひたすら日本へ向けてきた｡金沢駅に着いたワットが手にしていたスー

ツケースはふたつあり、そのうちのひとつは日本に関する文献でいっぱ

いだった（北図洲111：ｌり56年４月５日)。

ワットの著苔のなかで11本が出てくる場面が２箇所ある。ひとつはこ

の1956年の日本訪問の一部始終を記した章であるが、あとのひとつは

1937年にlfl宅を処て、そこにJaljaneseR()()ｍの居間を作ったというもの

で、１ページを11}Ilいてその部膿の'抑!〔を１敗せている。そこには、輔・次'11：

｢観光のまなざし」のt階111109蔵



界大戦後に新幡旅行でウィーンを訪れたときに、当時強くなってきたア

メリカドルで職人した壮大な源平合戦絵巻の扉風が畷一面に飾ってある。

ワットは、｜･代の頃から古くて美しいものへの価れがあり、この下に入

れた脈風は、ボストン美術館にある日本美術AI！Iにも劣らないものだと述

べており、来１１の約30年前から日本への俺れを抱きつづけていたとみる

ことができる。また、１'l宅には、いままでに肋ilIlしたl'､|々 で雌人した家

jLや装飾Ｍなどはたくさんあるとしながらも、他の部峨には'1本以外の

国名を付した部肢はない。「この部屋では、訪側群に||本人がしているよ

うに床に座るように勧めてはいるが、それは思うほど心地よくないと感

じながらも、本当のＨ木の形と折衷しなければならなかった」と述べて

いることから、ワットが[1111での日本追認体験を試みていることがわか

る（Ｗ､[[,Ｂ､D‘1967:226.228)。

ワット夫妻、そしてともに訪れた女性たちが成人を迎えた頃のアメリ

カは、ヨーロッパでの空前の日本ブームを受けてI‘1様の流行があった時

川である。アメリカにおいては||ｲ趣味の及んだ伽川が、捷術や文学に

とどまらず、Ⅲl伽、造剛、装飾111{Iといった'|{活に梢,iW:した品ﾉｲにも広が

り、日本風の家が建てられ、「キモノ」が流行し、「ハイク」が作られ、

美しい日本のデザインがいろいろなものに使われるほど広範開であっ

た。１９１０年頃はアメリカのジ.ヤポニズムが妓商潮に述した時期で、この

時期に11本文化が、服飾、家共、文学、美術など、さまざまな分野でア

メリカにどっと流入していった（児玉1995：i-iii)。また、ｌり0９（明治42）

年１２月から翌年２月にかけての２回に分けて、アメリカ人を中心に計

1400人もの大伽光剛が'1本を訪れている。それまでにも欧米から観光群

が'１本を,Mjれているが、これはどの大人散はliij例がなかった（ｲ『山２００１：

136-148)。

来日後にゲストの一人が、金沢での生活の印象を新1111記群に問われ、

｢アメリカでも岐近１１本ふうなシンプルな設計をとりいれ、ドアも前開き

でなく、ふすまのように櫛開きがふえたし、庭圃も窓からながめて楽し

ホームステイにおけ る 州 文 化 の ま な ざ し
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めるような形式をとりいれています」と答えている。この記事の見出し

は、「茶の間が・番好き、丹前や夜具ふとんは温かい」とあり、Ｆ１本の日

常生活を楽しんでいるゲストが紹介されている(北I』J洲１１１:1956年5ﾉj211〉。

このように彼ら'よ、米ｕして初めて日本文化に触れたのではなく、自国

においてジャポニズムの一端に触れ、Ｈ木へのまなざしを注いで来日し

たことがわか為。

４ホスト金沢における日本の伝統文化一異文化のまなざしの対象

こうしたI｣本文化に対するまなざしをi＃1伽しつつ、彼らは日本に赴い

たのだが、その対象となる金沢はどのような部Iljだったのであろうか。

ここでは金沢における伝統文化に重点を満いて述べてみたい。なぜなら

アメリカからのケストは、家庭滞在ＩｌＩに'1晶活文化とともに、これらの文

化と催する機会を求めていたからである。

金沢(よ、ｉｌ菖戸||#代に肢大の群であった加伐瀞の城ドlIIIである。外様大

名という位圃から、文武両道でも努めて「文」のほうに力をいれた。茶

の湯は藩柵の前川利家が千利休や織田有楽斉から学んだことに始まり、

武家のたしなみとして重視され発展した。またその茶の湯に欠かせない

生け花も、瀞お抱えの生け花古流の家元が金沢にあ-’た。伝統T:芸とし

て九谷焼や輪勝竣､水引細工なども有名である。滞営で工蓑品を作る「御

細I:所」も造られたが、加賀藩が特異であったのは、この御細'二所の細

I:人たｊ．,に太般、小肢、大破、地謡、狂Ii.など准川〔盤として習得させて

いたことである（:MIlIMi2()03)。このようにして僻の能飛行Il1:を''11.人が支

えていたこともあり、城~ドでは、’'1J人でも能を将う片が多かった。こと

に謡は教養のひとつとされるようになって、金沢では「謡が空から降る

町」といわれるほど庶民の間に謡曲が浸透していた（金沢経済同友会２００１：

90.111)'急

｢観光のまなざし」の雌何０９歳



１９５６（昭和31）年に滞在したワット夫人が回想して、「受け入れたホス

トは、お能のための謡をコーラスで,稲っていました!‘)。夜には時々大き

な稲本を取りだして、私たちに柵.ってくれ、本当にめったにない楽しみ

でした」と述べる（山本1980:７)。他のホストのなかにも金工家がおり、

伝統芸能や．I署崖といった文化に触れる機会は必然的に用意されていたの

である。ただ、金沢の伝統文化が生活の一部に根ざしていたとはいえ、

それは部の淵禰1Ｗないし牧催人の間のことであった。そこに1-1米に共

辿する11本文化即解の前提がある。

この当時の金沢の様子を、１９５８（昭和33）年に訪れた当時ハーバード人

学生のJ・ダワー（Dower,ＷＪ.）が、1980年に同想録のなかで、次のように

述べているｒ'向

私のEII‘での体験は、燃繋をうけなかった金沢が、戦前からの伝統とい

う特殊な而を淵存していることを認識させるものであった。しかし金沢は

京都のような、ユニークな美術館的資蘭はもちあわせていなかった。私た

ちは他の部Iliに洲圧するよりも金沢に滞在したことで、たやすく１１本の古

い文化や礼側'|松を体験することができた。またそれとI1il時に私たちは、

経済の驚拠的な復興途‘|iにある11本を感じながら、金沢での家庭生活を体

験した。私の''水における土地柄（那市、県、地方）に対する認識も金沢

の夏によってがまれたのである。Ｈ水との股初の避遁が、閥＃〔や関西以外

の地であったのも端的にいってよかった。（中略）金沢をとおしてｕ木との

趨遁をもち符て、私はこの脚の-雲般的な基本となっている、地方の多様性

について、よい感党をもち得たと怖じている（D《》w",ＷＪ．「KANAZ八Ｗ八

1958」１．１本語択はＷｆによる。１１１本1980：13.1.↓)。

ここで指摘したいことは、金沢にいわゆる伝統文化が比較的よく残さ

れていて、Iljlものなかにも伝統文化を理解し実際に縦ﾉする人がいたこ

とではない。そうではなく、このMlIIljには、ホームステイで蝿まれる文

ホームステイにおけ る 拠 文 鮎 の ま な ざ し
1５７



1５８

化の内容や項I｣が、都合よく地附されていたことに重要な意味が存在す

る。つまり、Ｈ本の伝統文化をよく温存していたからというよりも、ゲ

ストの要望に応えて提示できる文化を備えていたから、金沢が股適の都

Iljとして選ばれたのではないかということなのである。ダワーのいうよ

うに、ホームステイのゲストたちにとって、金沢は伝統をiM〃し、古い

文化や礼儀作法を体験するのにはふさわしい都Ilfであったのだ。こうし

た日本の文化に対する評釈は、実はケストの側だけでなく、ホスト側に

ももたれていたＩり．能性が商い。側挺２は金沢における、初期３年間のホー

ムステイプログラムの概要を示したものであぁ。これらの行４１:は､ゲスト、

典木、ＡＣＣ館長や職員、そしてホストたちが、金沢に着いた翌Ｈ、ＡＣＣ

に集まりスケジュールを決めたのだが、すでに来日前にホスト側で、日

秘上参加'1J能な行11:とＨ水の伝統行1fをあらかじめ用意していたものな

のである（北|服lWrlⅡl：１り56年‘Ijl51I)。

また、ホストのもてなしで注目したいのは、知説主催の茶の湯の席に

おける歓待の棋搬である。そこでは、茶の糊の席が設けられただけでは

なく、その物で11本郷踊、剣雛聯IllI、祭I雌子を続いて見せている。妓

後には、文金高胎川の花嫁婆の女性までも披撫しており、「'1本の奥座敷

金沢の粋を紹介」と新聞記蒋は結ぶ（北国新洲：1956年４月２８日)。ここで

は、あらゆる11本の伝統文化が．堂に会しているのである。しかも、こ

れらの光賊は､,k米の茶席ではけっして兄られることはない｡そして現71Z、

'１１じ光蹴がホームステイ団体の歓迎行覗にも兄ら札る°それはたとえば、

パーティ会場において、敷物をしつらえその上で能が舞われた後、ゲス

トに能の装束の上涛と面だけを付けて舞わせてみたり、また茶道の流儀

を見せて抹茶准ふるまい、締付けを見せ、綱勿のショーと生け花のデモ

ンストレーシコンを何時におこなうといったことである1ﾊ)。

このような文化の提示の仕方は､観光文化のありようそのものである。

これは、長期に滞在するホームステイにおいても、ホストのもてなし方

には、定１１ｉｌｌ化された'1本文化側が継承されてい為ことを,爪している。

｢観光のまなざし」の権回０９噸



図表２ＥＩＬ（生活体験）の金沢滞在と国内旅行初期３年間の内容

1956(昭和31）年

｡I/4～５/４

３１日間の金沢滞在

ワット夫災と４人の女

性

九谷焼や輪島塗の漆器

のT二房、加餌友禅の工

房兇学、知ﾘド主催の茶

の湯、生花の講料会、

淡六園内で花見、金沢

美術工芸大学の美術展

見学、姉人週間大会出

脈、ＮＨＫ放送局の順

談会『火IMI会』川脈、
市長主雌さよならパー

ティ出席

その後２かﾉｊの国内観

光旅行

爪都･奈良･広勝り,L'阿肋．

伊勢志際

６月３０１１離日

合計３かﾉ]滞ｲ1２

1957（昭和32）イド

7/１２～８/８

271-1|H1の金沢滞在

リーダー１堵と大学生

９端

生け化・茶道、金沢大

学柔道部練評参加、英

語研究会主悩の徹迎会、

日本同際連合石川県ユ

ネスコ協会との懇話会、

母親学級での交流会、

立山・輪島・敦側への
旅行、水･ｌＩ痔にて蝿抑体

験

その後大津に始まり、

奈良、宇治、京郡、姫
路城、悩胎、瀬戸内海、

高松、神戸、伊勢

リノ･』中旬雛|･Ｉ

合計２か月滞在

1９５８（昭和33）年

7/6～7/20と7/31～8/１４

３０ｕ間の金沢滞在

リーダーｌ濡と大学生
8名

生け花・茶道・柔道の

定則的レッスン、金沢

大学生との淵会合、Ｆ１

本の歴史・その地方独

自の文化の紹介と講義、

市民の文化活動への参

加〈※英会荊教塔などの

手伝い)、地方官庁、筒

長への茨敬IMi間

2岡に分け家庭滞在、

途中ホストとｌＯＨ間の

旅行を入れ約

8/１４からは各地旅行１

週|M1と大都市滞在かﾛ

由行動旅行

８月２３１１離日

合計５７１．１１Ml滞在

ili：北１１ｲWfl川1956年･Ｉ）１．５月,拙11『、1957ｲ|§７）」・８ﾉ]記'1、1958年７月IiI｣‘I『

北陸新IlIllり57年７月・８月記'１１『、山本茂I･'.|{1際生活体験」２５年の歩み』198ｃ

年了月(社>日本国際生活協会金沢地区蚕貝会より鞭粁作成（※飛者挿入）

５ゲストの日本文化に対するまなざし

実際にホームステイがおこなわれている現場では、どのようにして、

ゲストのまなざしが注がれていたのであろう。

ホームステイにおける異文化のまなざし
｢５９



１６Ｃ

ワットは自身の来日にさいして、また以降に来日する学生たちにも、

ルース・ベネディクトほか、「1本に関する著書を肺むことを課してい

た１，)。ルース・ベネディクトの梯Iド『術と刀』のなかの記述は、たとえ

ば､桜の花､茶会､漆器で囲まれたⅡ本人のｲk活などとあるが､これはワッ

トがＩ)ＩＬのメンバーを辿れて来た時期に見られることであり、おこなっ

ていた行事でもあった（ギアーツ1996:181)。ワットたちは、花見の時期

の４ｊ｣初旬に来'’し、化兇をおこない、お茶会に参加し、東附(カレッジ・

ウイメンズ・クラブの女i'kたちと合流して、輪勝へ漆器を求めて出かけ

てもいる2')》。

この輪島へ出かけたときに、ケストたちが手にしていたのは、表・喪

表紙ともに能叢島（原文そのまま）の祭りの写真を配した写其文liIiであっ

た。この本のなかでは､出かけた先の能綴Ｗ;ﾙについて｜能避の雌史は、

過去の死に絶えたものではなく、ひとびとの生活の中に現に生きている

ことが重要な点である。ｒ'了い信仰や習俗がﾉt活の部として保存されて

いる能登のような上地は、Ｈ本にもそう多くない」と紹介していく（哲木

1り54:2-3)。ゲストたちは木を見て、‘lf前に自分たちの脳袈に拙いてきた

能登､ド烏や山の斜IAiに広がるＩＭＩ|を、現実に'1にした。そして漆塗りの

工房を訪ねて製造過程などを見学した。また、漁民や農民たちが道端に

座.,て魚や野梨を売一’ている、珍しい輪I|;#の朝市の光殿をその11で雌附

し、カメラに収めた（北lIi1折lHl：195‘年４ｊｊｌｌＩＩ)。今協龍太は、「旅」は

場所のあいだにHfたわる文化的「雑異」の存在を、っの前提条件とし

ておこなわれるとして、次のように述べている。「その土地の地勢も、風

土も、人間たちの暮らしも、あらゆるメディアの情搬とともに、すでに

仙らの想像ﾉ｣の'|'にilさ込まれてしまっている」（今陥１９９４：72)。今冊の

指摘は、ここでのゲストたちの行動にもよく当てはまる。ゲストたちは

できうるかぎりの情報をもって、まなざしを注いで､'1地を訪れた。そし

て、「出発前にすでにつくりあげられている宏定した「遮異」の感覚を現

地での観察や体験のための指標としながら、その「艦異」を誠明するさ

｢鯉光のまなざし」の帳'''１０９竃


