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要旨：本論文では、日光、箱根を取り上げ、明治期以降から第二次世界大戦前に至る、初期
の外国人による影響を受けた時代を対象として、主に観光資源、交通環境と初期段階の外国
人利用の差異に着目して、どのような観光地形成が行われたのか、文献収集と分析を通じて
考察した。二つの観光地の形成過程の歴史的経緯の把握により、地理的条件から共通して山
岳信仰の対象として知られていた風光明媚な場所が観光資源となり、また、地理的条件の差
異から道路開削、鉄道敷設の交通環境に違いが生まれ、それとともに初期段階の外国人によ
る利用形態にも差異が生じた背景を明らかにした。外国人観光者の誘致策が叫ばれる中で、
この二つの観光地のルーツをたどりながら、その成立過程を把握し、観光者への適切な情報
フィードバックや観光地整備に反映することは、両地域の観光振興、国際観光の一層の発展
に欠かせないと考えられる。
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１．はじめに
本論文では、箱根、日光を取り上げ、明治期以降から第二次世界大戦前に至る、主に初期
の外国人による影響を受けた時代を対象として、どのような観光地形成が行われたか、文献
収集による分析を通じて明らかにすることを目的とする。先行研究では、土地利用や鉄道敷
設にまつわるそれぞれの地域の形成過程を明らかにした研究が、箱根については土屋、日光
については丸山の研究があるが、観光地として発展した過程のなかで、初期の外国人の視点
に着目して観光地として成立するための要因や現代との差異を明らかにした研究は少ない。
また、異なる発展を遂げた２つの地域を相互に比較することによって、観光地整備や観光振
興を検討する上で補足すべき点や独自性を保持すべき点などを確認することが可能となると
考えられる。外国人観光者の誘致策が叫ばれる中で、近代観光の黎明期より国際観光地とし
て発展を遂げたこの二つの観光地のルーツをたどりながら、その成立過程を把握し、どのよ
うな点が観光資源として当時の外国人来訪者にアピールしたのか、観光目的地として認知さ
れるためにはどのような条件が必要であったか、外国人の記した文献から要因を整理し、今
後の観光地整備に反映することは、両地域の観光振興、国際観光の一層の発展に欠かせない
と考えられる 。
1

以上を踏まえ、次章では、研究対象となる近代観光が始まる前には、日本でどのような観
光行動が前提として存在していたか、その実態について振り返り、それに続く３章、４章で
は、日光、箱根それぞれの観光地としての成立過程を把握し、５章では、両観光地を比較し
て、明治期に外国人がもたらした近代観光のスタイルやそれまでの日本になかった新たな価
値観、視点による観光対象の変化について整理し、本研究の目的である日光、箱根の観光地
として成立の要因を整理し考察する。最後に６章では、本論文の結論を述べる。
２．明治期以前の観光行動の実態
本章は、近代観光がもたらされる前に日本ではどのような観光行動が行われていたのか実
態を明らかにし、その後の章で述べる明治以降に広く受け入れられるようになった観光行動
の前提を把握する。観兵、観艦という言葉から、「観」は自ら見るという意味のほか、他人
に見せるというニュアンスがある。明治維新直前、佐野藩（下野国）では自らの藩校を「観
光館」と称し、佐野藩の威光を外部に示すとともに、国威発揚に用いているが、この「観
光」という造語を考案したのは、一説によれば、長崎奉行であった永井玄蕃であり、易経
（風地観六四）を参考にオランダから購入した洋式軍艦２隻の１隻を観光丸、１隻を咸臨丸
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と命名したといわれている 。咸臨丸は、勝海舟、福沢諭吉、ジョン万次郎を乗せて初の太
2

平洋横断を果たし、日米和親条約を批准したのは周知の通りである。従来は、遊覧、往来と
いった言葉が用いられていたが、明治後半以降、徐々に観光という言葉が定着し、時代とと
もにそれが表現する社会現象自体も変化しながら、現代に至っていると考えることができる。
それでは、観光行動が歴史的に大きな社会現象となるにはどのような周辺環境が必要であろ
うか。
「観光は平和のパスポート」といわれているように、安全の確保に加え、貨幣制度の
整備､言葉・言語の利用可能条件､交通環境の整備などと共に、旅行費用の確保、旅行に費や
す時間に対する補償が適切に行われることが必要不可欠である。農業従事者を例にとれば、
旅行期間に田畑の管理をどうするか、田畑をあけることによる農作物収穫低減をどのように
担保するか、さらに少なくない旅行費用をどのように工面するかがきわめて重要となる。
土地集約的産業から資本・労働集約的産業に移行することによってはじめて観光行動は社
会現象となることから観光を近代の産物と見なすことができるが、近代という時代を映し出
す社会現象としての「楽しみのための旅行」と位置づける以前の歴史にまで戻って旅行・観
光の実態を考えてみる。
新城常三は、旅の歴史を、①内部的強制の旅（宗教や交易・商用など生きるための旅）
、
②外部的強制の旅（権力による使役のための旅）、③自ら好んでする旅の３つに区分 してい
3

るとともに、時代とともに「内部的強制の旅」から、「外部的強制の旅」、「好んでする旅」
へと移り変わったと述べている。古代、中世を通して、日本における主流は、「内部的強制
の旅」
、
「外部的強制の旅」であった。自ら好んでする「楽しみのための旅行」は、日本では
藤原氏をはじめとする少数の特権階級に限られた。古代の日本における旅は、旅行者が自衛
のために手鉾を持ち、宿泊する場所もなかったので食料や炊事道具を携帯して野宿をした

4

ことからも、旅がいかに困難なものであったかがうかがい知れる。大化の改新によって中央
と地方との連絡道が必要となり、駅伝の制が定められたが、718年の養老律令により公使の
往来のために道路、橋、渡船が整備され、治安が維持されるようになり、宿舎についても調
庸を運ぶ人々を泊める布施屋が生まれ、私宿の発達をもたらした 。奈良時代には、特に行
5

基をはじめとする僧侶達が、各地に橋や布施屋を造り、街路に果樹を植えて旅人が飢えをし
のげるように配慮したという 。中世では、宗教心から聖地を訪れる旅が普及した。熊野詣、
6

伊勢詣によって、道路や受入れ体制などの旅の条件が改善され、さらに旅が広まることにな
った。平安時代末期以降、末法思想、浄土思想、浄土信仰が広がる中で貴賎の別なく熊野三
山に参詣する人々が増え、
「蟻の熊野詣」と言われる程であった。これは来世の安穏を願う
人々が、阿弥陀如来を祀る熊野本宮を拠点とし、薬師如来の熊野新宮、観世音菩薩の那智社
を巡るものであり、険しい道中であったにもかかわらず、院生期の白河、鳥羽、後白河、後
鳥羽の上皇４代は、ほぼ毎年熊野御幸を行ったという 。山麓には修験者の御師が経営する
7

宿坊が建ち並んで参詣客を宿泊させたが、山間僻地に位置するために社寺側は貴族の土地寄
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進を期待し、御師は参詣客の誘致を図るために積極的に活動した 。鎌倉時代、円仁、円珍
8

などの入唐僧が天台山や五台山を巡ったことから、室町時代に入って弘法大師にちなんだ四
国八十八カ所巡り（四国遍路）や近畿地方の観音霊場を訪れる西国三十三カ所巡りが一般化
し、ここに参詣客を泊める宿泊施設が建ち並んだ社寺門前町が発達していった。
近世は、旅の歴史から観光の歴史への結節点ともいえる。日本の「観光」が本格的に始ま
ったのは、江戸時代ごろからであろうと考えられる 。日本では、江戸時代に参勤交代が制
9

度化され、道路や宿場が整備された。1821（文政４）年の調べでは、参勤交代で東海道を通
る大名は146家、中山道30家、日光道中４家、奥州道中37家、岩槻道１家、甲州道中３家、
水戸道中23家、練馬から板橋へかかるものが１家、この他江戸に常住する定府が23家 あっ
10

た。こうした人の移動の常態化に伴い、医療と信仰の旅は容認された民衆による湯治や講
（資金を出し合って輪番で参拝する制度、旅のための相互扶助団体）を組織した寺社参詣を
口実とした「楽しみのための旅行」が興隆した。この中で全国的に発生した初めての社会的
観光現象として、
「お伊勢参り」をあげることができる。御師が全国をまわり伊勢講という
組織を伝え、農民が旅行可能となる時間と資金の確保を可能にするとともに、五十鈴川を隔
てた非日常空間の創出、お土産による広報・宣伝活動など一連のシステムを構築し、「お伊
勢参り」自体の魅力度増加と口コミによる宣伝効果の発現を効果的に行った事例と考えられ
る 。
11

このような比較的遠方への旅行と共に、江戸周辺では徳川吉宗による花見場所の整備が王
子・飛鳥山、品川・御殿山、中野・桃園などで行われ、都市部住民の「レクリエーション」
が可能な環境整備も行われている 。さらに自然発生的に社会現象となる湯治なども、日本
12

特有の観光行動と考えられる。
日本の近代化の出発点を考えるとき、日本では1868年の明治維新としているケースが多
い。しかし、欧米諸国にとっては、1854年、日本が門戸を開放した開国の年が起点となって
いる 。ちょうどおなじ頃、1851年にロンドンで世界最初の万国博覧会が開かれたことは、
13

日本に黒船が現れたことと表裏一体をなす出来事であった 。
14

日米和親条約調印から四年後の1858（安政５）年に、日米修好通商条約が調印され、欧米
が日本に影響を与える度合いが著しく増加した。この条約は両国の外交官の相互派遣と旅行
の自由を保証する第一条からはじまって、開港地の拡大、自由貿易、領事裁判権、信仰の自
由などを定めていた。これと同様の条約は、オランダ、ロシア、イギリス、そしてフランス
ともこの年のうちに締結された 。この条約の第三条でひらくことが約束されたのは、神奈
15

川、長崎、箱館、兵庫、新潟の五つの開港場と、江戸と大坂の二つの開市場であった。開港
場は港と市街を外国人に対して開くものであり、開市場は市街のみを開くものであった。そ
して開港場には外国人が居留することができ、開市場には逗留するだけだと定められた。居
留とは永続的に住むことであり、逗留とは単にビジネスのために住むということであるとさ
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れた。そして開港場には居留地が設けられることになった。しかし後には開市場にも居留地
はつくられるようになる。江戸と大坂の開市場は、それぞれ築地と川口と定められた 。こ
16

うした条約締結の交渉にあたった幕府の岩瀬忠震は、開港場を町から少しでも遠くするため
に、神奈川に対しては海が深く港として便利な横浜を、兵庫に対して和田岬（神戸）を、長
崎に対しては稲佐を「居留地」とするということで話をまとめた 。こうして、居留地に外
17

国人が生活し始めることになった。
開国から時間が経過するにつれて、来日した外国人によって自国の観光行動が日本へ紹介
される。異なった価値観により「観光行動」に多様性が生まれ、それにともなって受け入れ
地域の変化も起きたと考えられる。ゴルフが英国から導入され、神戸・六甲山に日本はじめ
てのゴルフコースが設置されたことは、その一例と考えられる 。また、避暑・避寒行動も
18

それまでに日本では大きな社会現象でなかったものであるが、外国人による避暑・避寒行動
により外務官僚、財界人が同様な行動を起こし、それに適した地域では避暑・避寒に適当な
環境整備が進んだものと考えられる。首都圏に着目すると、横浜居留地の外国人、ならびに
政府系外交官と密接に関連した避暑地形成がその周辺でみられる。また、風景の捉え方自体
に対しても、西洋人の見方から日本人は影響を受け、今日にみる自然観光などの観光行動の
基礎となった。
以上のように、明治期以前の日本における観光行動の分析を通じて、特に庶民の間では宗
教心に基づく巡礼や病気療養のための湯治といった理由のみの観光行動が認められていたこ
とが明らかとなった。
３．日光の観光地としての成立過程
日光市は栃木県北西部に位置し、人口約95,000人（2007年）を有する。2006年３月の市町
村合併に伴い、旧今市市、日光市、藤原町、足尾町、栗山村の５市町村の合併により、面積
約1450㎢を誇り、全国でも３番目の広さへ拡大した。旧日光市の市域の大部分は鬼怒川支流
の大谷川とその支流の流域にあり、南の一部は黒川隆起に含まれる。90％以上が山地からな
り、大谷川の北は日光火山群、南は足尾山地の北限にあたる。西部には日光火山の主峰男体
山があり、その南麓には中禅寺湖と湖から流出する大尻川（大谷川）にかかる華厳の滝が、
西麓には、火山群による堰止湖が埋積し湿地化してできた戦場ヶ原があり、景勝地に恵まれ
日光国立公園の中心をなす 。
20

3.1

日光の地名の由来と山岳信仰

日光の名称は、1138年（保延４）の清滝寺の大般若経奥書、1141年の「中禅寺私記」を初
ふたあらさん

見とする 。それ以前は二荒山と呼ばれており、「二荒」を音読することによってニコウ、日
21

光に変化したとする見解が一般的である。二荒の名称起源に関しては諸説がある。空海の書
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とされる「沙門勝道歴山水宝玄珠碑幷序」に男体山を指して「補陀落山」と記されていると
ころから、日光山が観音の補陀落浄土とみなされ、それがフタラク、フタアラに転じたとす
る説が有力である。アラを「現れる」と解し、男体、女峰の２神が出現したことに由来する
という見解もあり、
「滝尾建立草創日記」には、中禅寺の鬼門に洞窟があり、年２回の大風
が吹き出し、寺などを荒らすので二荒と称していたが、この地に来た空海が祈祷によって風
を鎮め、二荒を日光に変えたとする伝説が記されている 。
22

日光はかつて関東地方における代表的な修験道の道場であった。山岳信仰の中心であった
男体山をめぐる自然を仏説の補陀落山に見立てた勝道が、８世紀末に四本竜寺（のちの輪王
寺）を建て、同時に山神に二荒神をまつったのに始まる（のちの二荒山神社）。12世紀にな
り、二荒を日光と音読みにするようになったが、このころから日光は天台宗系の修験の道場
として繁栄した。江戸時代になると、徳川幕府の初代将軍、家康は自分の死後の埋葬地とし
て日光を選び、霊廟を造ってそこに埋葬するように遺言を残した。二代将軍秀忠によりまず
小さな社殿が造られたが、祖父への崇敬の念を強く持っていた三代将軍家光によって1636年
に現在の姿の東照宮へ改築された。これにより現在につながる二社一寺（二荒山神社、東照
宮、輪王寺）の基礎が生まれた。
3.2

東照宮と江戸時代における社参

社参とは、江戸時代、日光東照宮に参詣することを指す ものであり、社参者は、日光例
23

幣使、将軍、大名、旗本、御家人、一般の武士や農工商の庶民など、さまざまな身分階層に
わたったが、東照宮と大猷院に拝礼を許されるのは旗本以上に限られ、御家人以下の身分の
者は、拝見が許されただけであった。江戸時代を通じて19度行われた将軍の社参は、４月17
日（家康命日）の法要に集中していた。幕府が庶民にも社参を許したのは、堂社の荘厳を拝
見させて東照大権現の権威を印象づけることに目的があった。日光奉行からの幕府への報告
によれば1841年（天保12）ごろの庶民の社参者は、堂者（修験僧）１万人、それ以外の者２
万５千人の計３万５千人であった 。
24

日光へ社参することは、個人個人の環境が整っているだけでなく、交通アクセスが十分整
備されていることが必要不可欠である。日本の交通環境について、八十島他は「道路は徒歩
と馬によって用いられる程度で、その質は決してよくなかったが、東京を中心とするものと
して、東海道、中山道、日光道、甲州道、奥州道のいわゆる五街道が放射状につくられてい
た。しかし封建時代には政治的な目的ために移動を監視する必要があった。そこで渡河地点
は通過困難なままにおかれ、また要所には関所が設けられ通行証のないものの通過を禁止し
た。
」 と記している。これは、日光道では、経路に位置する渡河地点である利根川が当ては
25

まり、東海道では、重要な関所であった箱根関所が該当する。江戸時代に、東海道では計画
的な路面固めが行われていたらしいことが紀行文、英国人ジョン・セーリスによる「日本渡
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航記」やオランダ船ツンベルクによる「日本紀行」に記されているが、道路補修は、主とし
て平坦部にとどまって、山間部は放置に近い状態がつづき、とくに箱根八里の難路に旅行者
は苦労した という。
26

1872年（明治５）に男体山の女人禁制が解かれるまでは、馬返〜中宮祠間を結ぶ「いろは
坂」が結界であった。神仏習合の「日光山」と称された二荒山神社、東照宮、輪王寺の二社
一寺を中心に、近世以降は「日光詣」でにぎわった。以上のように、奈良時代末期、勝道に
よって開かれた修験道の聖地で、二荒山神社、輪王寺があり、近世初期に日光東照宮の造営
と日光道中の整備により、二社一寺の門前町として発達した。
江戸時代の将軍の大通行として、日光社参と上洛がある。日光社参は、徳川家康の忌日に
東照宮で行われる四月大祭に、将軍自ら霊廟に参詣する行事である。二代将軍秀忠が参詣し
たのに始まり、以降幕末まで計19回におよぶ。財政窮乏のため、幕府は譜代大名や高家など
を将軍の名代にして代参させた。社参法度によって、道路の整備を命じ、旅宿の準備も早く
から進め、とくに宇都宮をはじめ岩槻・古河・壬生城など将軍の宿城に修理を加え、三家専
用の本陣以下、各宿場の本陣や旅籠屋、臨時の休憩所である寺院なども増改築し、仮小屋も
多く作られた。一方、江戸時代の将軍の上洛は、家康が将軍職を秀忠に移譲する勅許を求
め、また豊臣方大名を牽制する目的で、子の秀忠と共に上京したのが初めてで、幕末までの
上洛回数は16回であった 。
27

3.3

明治期以降の日光と観光

慶応四年三月、新政府は太政官による神仏分離令を布告したが、当時日光地域では戊申戦
争の渦中（家康の神体は一時会津に動座していた）にあって、この布告は実施されないでい
た。また江戸時代に神社として建立された東照宮は、本来奈良時代に勝道上人によって開創
された由来をもつ輪王寺に付属する家康の墓所であり、もし神仏分離を徹底するとすれば東
照宮の存在自体にまで影響が及ぶ事態となること、東照宮内にある仏教関連の堂塔を輪王寺
に移転させるには、受入先の同寺の経済的貧窮度が著しく実行が危ぶまれたこと、たまたま
明治四年には同寺から出火し広大な本坊が焼失してしまったこと、東照宮境内の観光的価値
を落とすとする地元からの反対が強かったこと等の理由によって、結局東照宮、二荒山神社
の二神社と輪王寺が完全に分離し、土地境界も明確にしたうえで二社一寺体制とすることに
よって緩やかな神仏分離が行われるにとどまった

。

28、29

ところで、日光の市街地は東部の大谷川沿いにあり、神橋を境に門前町の東町と、東照宮
造営の際に形成された職人町として生まれ、明治以降は別荘地であった西町からなり、南北
を山々がそびえ、東西に線上に伸びた市街地形成がなされているが、この東部からのアクセ
スがこれまで道路のみであったところ、1890年日本鉄道会社（のちに国有化）日光線、1929
年東武日光線などの開通により、東京からの日帰りも可能となり、あわせて東武鉄道資本に
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よる観光地形成が進んだ。丸山 は、日光への近代ツーリズムの潮流を導いたのは足尾銅山
30

の開発という地域経済の背景があるとし、足尾銅山への主要なルートは、1914（大正３）年
に足尾鉄道が開通するまで日光ルートが唯一の幹線であったため、日光における初期の道路
の改修、1890（明治23）年の日光鉄道の開通、明治40年代の電気軌道等が日光町に影響を与
えた過程を詳述している。一方、大矢 は、日光への鉄道の開通と来訪者行動の関係につい
31

て分析している。鉄道の開通により日帰り旅行が可能となり、なかでも格安乗車券で一日遊
覧する「平民」は、宿泊より日帰りを選ぶ者が多かったため、回遊列車によって大量搬入さ
れる来訪者を中心に町側のスケージュールも経済も動いていくように変化し、これにより、
日光町は避暑地として成熟する前に、避暑目的の外国人長期滞在者を中禅寺湖畔へ奪われる
結果となったと述べている。観光産業の発達に伴う日光門前町の変容と現状を考察した桂

32

の研究、鉄道会社による日光回遊列車の企画と外国人宿泊施設が避暑地日光を観光地に変容
に与えた影響を考察した前述の大矢 による研究などもみられる。
33

一方、この時代に対する論考として福田 は、下記のように示している。
34

1883（明治16）年、栃木県令（知事）の三島通庸は県内各地の道路の改修に着手した。日
光町では、勾配があるために本通りに設けられていた石段を撤去し、人力車や荷馬車が通行
しやすいように改善された。…中略…。1887（明治20）年から1892（明治25）年頃にかけて、
中禅寺坂に新しい道が開削されたと言って間違いはなさそうだ。それはもちろん、中禅寺湖
畔が避暑別荘地として開拓されていった時期に重なっている。…中略…。1910（明治43）年
夏、日光駅から馬返の２キロ手前の岩ノ鼻まで電気軌道が開通し、1913（大正２）年には馬
返まで延長されている。これで中禅寺坂の麓まで電気軌道が通じた。（図１参照） 1912（明
治45）年春、東京市内在住者を中心に日光町や大阪市などに住む有志18人が「日光山電気鉄
道株式会社」創設の発起人となり、奥日光へ電気軽便鉄道を敷設しようと、免許申請をし、
免許は得たのだが、指定期限日までに着工の申請をしなかったため、大正４年春に敷設計画
の免許の効力を失ってしまった。
1919（大正８）年秋に「中禅寺鋼索鉄道株式会社」が創設され、馬返から坂を少し上った
深沢付近から上りきった大平まで、ケーブルカー（鋼索鉄道）を走らせようと計画し、免許
を得たが、この計画も実現しなかった。…中略…
最初の計画が建てられてから七年経た1926（大正15）年５月。新たに結成された「日光登
山鉄道」が、馬返と明智平を結ぶ約1.1キロにケーブルカーを、また、明智平から中禅寺ま
での約2.2キロに電気軌道を敷設する許可を得た。ここでようやく計画が現実のものとなっ
てきた。翌年の春「日光登山鉄道」は、吉野伝治を社長として東京市本所区（現・墨田区）
小梅一丁目に株式会社を設立し、1929（昭和４）年３月に工事着手した。
その後、1929年から巻き起こった世界大恐慌が、建設中の登山鉄道に影を落とした。不況
の波が押し寄せ、工事費の大幅削減が迫られた。明智平−中禅寺間に電気軌道を走らせるた
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（日光駅〜終着地、馬返［中禅寺方面への登坂地点］）
図１

日光電気軌道の路線
出典：国土地理院

め用地の整備を進めていたが計画を断念し、その路面を自動車専用道路に変更することにし
た。そしてついに、1932（昭和７年）８月２日。従来の新道を利用することなく、ケーブル
カーと乗合自動車を使って馬返−中禅寺間を、行き来できる新しい路線が誕生したのであ
る。
一方その間、1925（大正14）年、新道の幅も３メートル50センチに広げられ、一般の乗合
自動車が通れるようになり。上り下りの時間制限を設けた一方通行ではあったが、自動車道
が開通された。いろは坂の道幅は狭く、自動車はすれ違うことができなかった。中禅寺の華
厳ノ滝近くの大黒屋旅館支店（食堂）前と、山麓の軌道電車の馬返駅手前の二ヶ所に設けら
れた信号で車を止め、一時間ずつ上り専用、下り専用とに区切って、車を通行させていた。
1938（昭和13）年頃、加藤彰が「いろは坂」の名を生み出したと記されている 。日光の観
35

光地としての隆盛に、交通条件が密接に関連していること、鉄道やケーブルカーによる中禅
寺湖畔へのアクセスが試みられていたが、その後に完成したいろは坂による自動車利用が観
光行動に大きな影響を与えたことが推察できる。また、1934（昭和９）年には、日光国立公
園として中禅寺湖を初めとする奥日光地域が指定されることとなる。これらについては、永
嶋による日光国立公園の成立経緯を詳述した研究

36、37、38、39
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や、日光への近代ツーリズムの潮

流を導いた足尾銅山の開発や国際観光が国の経済政策に取り込まれる社会・経済史的背景に
着目して日光国立公園の成立過程を明らかにした丸山 の研究、日光の概要と発展史を体系
40

的にまとめた研究 、栃木県の各種文書から国立公園成立期における風景の利用と保護につ
41

いて分析した手嶋 の研究、また中禅寺湖畔の外国人別荘の形成過程に関する伊藤・初田 の
42

43

研究がみられる。
なお、観光に加えて日光では、大谷川と左沢川の合流点にある清滝町には、細尾峠越えで
結ばれる足尾鉱山と大谷川水系の水力発電の動力によって立地した古河電工日光精銅所、古
河アルミニウムがある。日光市は、産業別人口率で第３次産業が65.5%（2005年）を占める
観光都市であるとともに、金属工業を中心に第２次産業が28.8%を占める工業都市でもある
が、73年の足尾鉱山の閉鎖などにより工業都市としてはふるわなくなっているものの、電気
軽便電車の導入など初期の社会資本整備に密接に関係がある。
3.4

外国人の日光地域の利用形態

ハリー・パークスは1865年（慶応元年）に日本駐在公使として着任し、1883年（明治16年）
に清国公使となって日本を去るまでの間、1871年（明治４年）夏から1873年にかけて賜暇を
得て英国に帰国している。この時代理公使となったのが当時英国公使館書記官であったフラ
ンシス・オティウェル・アダムズである。アダムズは日本語書記官であった部下のサトウと
ともにパークス不在の約２年間に三回の旅に出ている。それらは1871年夏の箱根行であり、
翌1872年冬の富士山麓を巡る旅であり、そして1873年の日光訪問である 。外交官の特権に
44

留まっていた国内旅行が、一般の外国人居住者や滞在者に対しても事実上解禁となった。
1874年に、日本政府は「内地旅行規則」を定め、居留地に住む外国人居住者、滞在者を対象
に、いわゆる居留地から10里以内の遊歩区域を越えて旅行することを条件付きで認めるに至
った。その条件とは、旅行目的として「健康安全」「学術調査」などに限ることとしたもの
であって、その都度パスポート（内国旅券）を発行して、国内旅行を条約の運用改善によっ
て認めたのである。このような国内旅行の規制緩和にともなって、外国人の旅行意欲は格段
に向上していく。この事情は日本滞在の外国人のみならず、日本への観光客にとっても同じ
であった。この世界的なひろがりは、1867年の太平洋横断定期航路の開設、1869年５月の最
初のアメリカ大陸横断鉄道の布設、そして同年11月のスエズ運河の竣工によって加速されて
いったという。1870年代に隆盛に向かう世界周遊旅行は、日本をその環の中に組み込んだ。
グローブ・トロッターと呼ばれた旅行者は次々と日本へ来航し、前述のパスポートを入手し
て日本国内の旅を続けたのである 。ここにおいて、当然のことながら適切で正確な旅行案
45

内書が求められるようになる。
ガイドブックに記述された日光地域の変遷に関する今野他 の研究では、外国人を積極的
46

に意識していた明治以降〜昭和30年代以前を４時代区分によって整理しているが、本稿で
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は、開国後、政府の依頼で来日したお雇い外国人と呼ばれた欧米の学者たちの日光来訪にも
着目するため、①開国から明治末頃まで、②大正元年前後、③昭和初期、以上の３時代区分
に沿って外国人来訪の歴史を振り返り、来訪した外国人の残した文献より、その利用形態を
分析する。①の時代では、鎖国が終わり、外交官のみが、その特権を利用して日本での国内
旅行をし始めた段階から、日本政府のお雇い外国人学者達に休暇が与えられ、多くが都市の
蒸し暑さから逃れるため避暑に適した場所を求め、人気が高まった段階にあたる。一方で、
日光回遊列車の開始により、日本人の庶民層が日帰り観光をするようになり、日光市内や二
社一寺は、列車での団体客の到着により俗化が進んだ時期でもあった。②の時代は、日光駅
から奥日光への交通環境が次第に整い、避暑のため中禅寺湖畔で過ごす外国人のアクセシビ
リティが向上した。③の時代は、国立公園の制定による、自然景観の活用が促進され、観光
施設や東武による開発が進み始めた時期であったが、外国人にとっては中禅寺湖畔が日本に
おける社交の場として、皇室、外交官、著名な経営者などが夏を過ごす特異な空間としての
役割を担い、日光市内とは全く異なる発展を遂げた。
①開国から明治末頃まで
幕末以来、代表的な国内の名所として、日光には多くの外国人が足を運んだが、『高野家
日記』の1871（明治４）年八月七日の条に「一．此間中より異人数多登山」と記されている
ように、明治維新後、外国人の数は年々増え、1873年には、ヘボン博士の助言に従い金谷善
次郎が外国人専用の「金谷カッテ
ージ・イン」を開業した 。
「日光
47

市史」の資料をもとに年代順に代
表的な外国人の日光来訪をみてみ
ると、1870年に駐日イギリス公使
ハリー・パークスら外交官たちが
最初に日光に来訪し、その後日本
研究家や避暑地・日光を広く紹介
する外国人が現れた。1873年には
早くも、知られ尽した旅行ルート
に興味を示さない外国人も現わ
れ、その旅行記をフランス人法学
者ブスケが『今日の日本』８章
「日本の冬─日光への旅」に残し
ている。官吏に与えられる年末年
始の休暇を利用した旅で、従者一

図２

首都圏における外国人の別荘地分布（1892年）
出典：斉藤（1994）より
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人を連れての気ままな旅で、旅程なども、数多く見られる日光参詣と異なり、群馬県から足
尾に入り、細尾峠、細尾を経て八日がかりで日光についている。フランスのギメ東洋美術館
の創設者エミール・ギメと、これに随行した画家フェリックス・レガメが文部省から依頼さ
れた学術調査も兼ね来日し、1874年の日光来訪時の様子を記した『日本散歩・東京─日光』
が1880年にパリで出版された。1875年には、最初の英文の日光案内書『日光案内記』が、幕
末より日本に駐在していたイギリス人外交官アーネスト・サトウによって横浜で刊行され、
奥日光の魅力を伝えた。サトウは1872年３月、13日間の日光初旅行から帰った直後の３月30
日より４月20日付の「ジャパン・ウィークリー・メイル」に四回にわたって「日光遊記」
Yedo to Nikko and Back．を連載している。自らの日記を基礎としているのは言うまでも
ない。そしてサトウは1875年にジャパン・メイル社からこれとほぼ同じ内容で「日光案内記」
A Guide book to Nikko. を刊行している。
また、1877年に来訪したアメリカ人の動物学者E・S・モース（大森貝塚の発見者）は、
その代表作『日本その日その日』の中で、馬車、人力車を乗り継いで日光へ旅し、男体山の
登頂も果たした様子を記している。1878年、イギリスの女流旅行作家イザベラ・L・バード
が日光へ来訪したときのことをその著書である『日本の未踏地を行く』のなかに記し、1880
年に出版されている。こうして、外国人滞在者数は、1892年には1928人となり、国際的避暑
地として繁栄するようになった。
（前頁、図２参照）
1887（明治20）年に奥日光を訪れたドイツ皇室秘書官長のモールは、「東京在住の外交官
たちが、日光町の混雑を避けて、中禅寺湖畔に夏を過ごすための居住地を設けている」と当
時の様子を伝えている 。外交官たちが奥日光を避暑別荘地に選んだのは、町の喧騒を逃れ
48

ることのほかにも大きな理由があった。
1893（明治26）年から旧版の『中央部・北部日本旅行案内』にかわって、日本全国を網羅
する旅行案内書「A HANDBOOK FOR TRAVELLERS IN JAPAN─日本旅行案内」（バジ
ル・ホール・チェンバレン、ウィリアム・ベンジャミン・メーソン編）によると、序文では、
「中禅寺湖はサケ科の鱒が豊富に生息し、鱒釣りが楽しめる」と紹介している。さらに、本
文中には、鱒の釣れる河川湖沼がとりあげられ、釣りに適した時期、釣り具、毛バリの種類
などが詳しく書かれている。鱒釣りがなぜここまで紹介されているのかという点について、
版を重ねてきた「日本旅行案内」の編集に関わったアーネスト・サトウやチェンバレンは、
イギリス人であり、古典的名著「釣魚大全」のアイザック・ウォルトン卿を持ち出すまでも
なく、イギリス紳士にとって、釣りのなかでも「アングリング」と呼ばれる毛バリでの鱒釣
りは、カントリー・ジェントルマンのたしなみであり、大切なライフスタイルなのであると
述べている 。このように、この時代、信仰と密接に関係した日本人の日光訪問と異なる、
49

豊かな自然環境などを体験しに来訪していることがわかる 。
50
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②大正元年前後
やがて喧噪を増してきた日光町を避けて、外交官達は閑静な奥日光に移るようになり、中
禅寺湖畔に各国大使館別荘が建てられた。山と湖の美しい奥日光は欧米の外交官達にスコッ
トランドの湖水風景を思い出せた、スコットランド人貿易商トーマス・グラバーは中禅寺湖
にフライフィッシングを最初に持ち込み、鱒釣りを始めた。
湖畔に別荘を構えた外交官達は釣りやヨットレースを楽しみ、「夏場は外務省が日光に移
る」と言われるようになった。1925年（大正14）に、いろは坂も自動車通行ができるように
改修され、翌年には湯元まで乗り入れられるようになり、奥日光の観光地化は急劇に促進さ
れた。
③昭和初期
大正から昭和初期にかけ、中禅寺湖畔に40軒ほどの外国人別荘が立ち並んだ。その頃、ア
イルランド人と日本人女性の間に生まれた実業家ハンス・ハンターは鱒釣りを通して中禅寺
湖に在日外国人と皇室や日本の上層部の日本人紳士達の集う避暑地の国際社交クラブ「東京
アングリング・アンド・カンツリー・クラブ」を1927年（昭和２）に設立し、日本と外国の
親善関係に多いに貢献した。ところが、昭和に入り、日本は満州事変をはじめに軍事体制が
強まり、諸外国との関係も悪化していった。第二次世界大戦開戦のため、日本政府はイギリ
ス、アメリカの国内資産を没収し、外国人たちは帰国を余儀なくされ、奥日光における国際
交流社会も消滅することとなった。
４．箱根の観光地としての成立過程
神奈川県南西部、足柄下郡に位置する、人口約14,000人（2007年）の町である。箱根山古
期カルデラの外輪山内側一帯を町域とし、全域が富士箱根伊豆国立公園に含まれる。古代の
箱根山は山岳信仰の聖地で、757年（天平宝字１）には箱根三所権現がまつられたと伝えら
れる 。中世には鎌倉幕府の庇護のもと栄え、江戸時代に入ると箱根関が置かれ、中心集落
51

の箱根は宿場町として、元箱根は箱根神社の門前町として、湯本は湯治場として発展した 。
52

1888年に小田原馬車鉄道が開通し、ついで1900年には小田原電気鉄道（のちの箱根登山鉄
道）の路面電車に発展するに及び大正〜昭和初期にかけて箱根山一帯で観光開発が進み、近
代的な観光保養地として発展を遂げた 。芦ノ湖をはじめとする美しい自然景観と数多くの
53

文化遺産、箱根湯本ほか18湯の豊富な温泉に恵まれ、日本を代表する国際観光保養地として
年間1900万人以上の内外観光客を集め、就業人口の９割が、サービス産業を中心とした第３
次産業で占められている。保養所やキャンプ場、ゴルフ場、スケート場などレクリエーショ
ン施設も数多くあり、温泉供給事業といった公営事業も行われている。箱根登山鉄道のほ
か、国道１号、138号線、箱根ロープウェイ、芦ノ湖スカイライン、乙女道路など交通手段
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も整備されている。箱根旧街道箱根関所跡、
元箱根石仏群などの国指定史跡や、天然記念
物の箱根仙石原植物群落がある。また彫刻の
森美術館、箱根美術館など文化施設も多い。
なお、箱根は関東、中部以西を結ぶ交通の
主要地点と位置づけられるが、箱根山は東海
道が通過する位置に横たわる山であり、いず
れかのルートで通過しなければならなかった。
近代観光の時代に至るまでを開通した順に記
すと、①碓氷道（上古道）
、②足柄道（中古
道−平安時代）
、③湯坂道（近古道−鎌倉時
代）
、④旧道（近世道−江戸時代）
、⑤新道
（国道１号線−大正時代）の様々なルートが

図３

開かれた 。
54

箱根路の移り変わり

出典：八十島・花岡「交通計画」1986年

また、標高約720m以上の芦ノ湖付近では、
海に近い小田原よりも気温は４℃以上低くなる。足之湯にある横浜気象台箱根地域雨量観測
所の1974年（昭和49）から今日までの観測記録をみると、平均して年間約3500mmで、これ
は東京の二倍以上に当たり、箱根は雨の多いところといえる。地図をみると、箱根山は太平
洋の相模湾や駿河湾のすぐ近くに位置し、海岸線に近いところから、最も高い標高1438m
（神山）までわずかな距離で一気に高くなっていることがわかる 。
55

4.1

箱根の地名の由来と箱根神社
はこ ね

「箱根」という名称は、今から千二百年ほど前に作られた『万葉集』の中の巻七に収めら
れている一首に「筥根」と書かれている。「箱型の山」という意味で付けられたと考えられ
はこ ね さんえん ぎ ならびにじょ

ている 。1191（建久二）年に、箱根神社の創建について記された『箱根山縁起幷序』には、
56

ぼん きょう

欽明天皇の時代（539-571）に、駒ケ岳に登った高僧が「この山は梵 篋（仏典を入れる箱）
に似ている。筥は文殊菩薩の智恵の源だ」と言って、「筥根山」と名付けたと書かれている。
この箱根神社は、もとは「箱根権現」と呼ばれていた 。「箱根神社の創建は、神仏習合が始
57

まんがん

まった奈良時代に遡り、万巻（満願）上人という山岳修行僧が757（天平宝字元）年に箱根
山に入り開山されたと伝えられている。また、箱根山で、六道地蔵などの磨崖仏、石仏、石
塔群がみられるのは、
「地蔵信仰」の霊地であったことを示す 。また、源頼朝が平家打倒の
58

最初の挙兵をした治承四年（1180）八月十七日、圧倒的な平家軍の前に敗れ、追手を逃れた
頼朝は、土肥椙山（今の湯河原町）の山中に身を潜め一命を得た。頼朝を一時的にかくまっ
たのが箱根権現の別当行実とその弟永実だった。鎌倉で幕府を開いた頼朝は、箱根権現から
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受けた恩を忘れず、箱根権現を伊豆山権現とともに関東の鎮護神として敬い、文治四年
（1188）正月から二社に参詣する「二所詣」を始めた。以降、頼朝は、正治元年（1199）に
亡くなるまで四回、二所詣に赴いた。『吾妻鏡』には、三代将軍実朝、四代頼経の代にも続
けられた 。
59

4.2

江戸時代における東海道整備と「一夜湯治」の発展

江戸時代になると、幕府はいち早く五街道を整備し、箱根山中でもそれまでの湯坂越えの
道に替えて、須雲川に沿った谷間の道が東海道として整備された。この東海道中最大の難所
といわれた箱根越えの道が、後に「箱根八里」（小田原宿−箱根宿間：四里八丁、箱根宿−
三島宿：三里二八丁、計約33㎞）と呼ばれる道で、その一部は、今日では「箱根旧街道」の
名で杉並木と共に親しまれる観光名所なっている 。
60

芦ノ湖畔に箱根宿が設置されたのは、幕府が伝馬制度を敷いた1601（慶長６）年から17年
後の1618（元和４）年で、難所の箱根山を越えるための便宜を図るためであった。宿場本来
の仕事は、馬や人足（箱根宿では人足は免除されていた）を備え、幕府にとって必要な荷物
の輸送、情報の伝達をすることで、その代わり、一般の荷物の輸送や旅人を宿泊させること
が独占的に認められていた 。幕府は当初、古くから箱根権現の門前町として栄えた元箱根
61

を宿場としようとしたが、かなわず、今の箱根地区に、小田原宿と三島宿からそれぞれ50軒
ずつ移住させ宿場を設けた。最初は100軒ではじまった箱根宿は、江戸時代の後期には約200
軒に倍増した。箱根宿では、大名が休んだり止まったりする本陣が六軒、脇本陣が一軒と多
く、その他にも旅籠や茶店、また飛脚など交通・運輸、通信などに従事する家が約七割にも
上った。山の上で気候も厳しいことから、農業には適さない場所であったため、宿の人々は
旅人からの収入で生活をしていた。箱根関所が設置されたのは元和五年（1619）で、全国で
五十数カ所の関所を設けたうち、中でも東海道の今切（新居）と、この箱根は最も「重キ」
関所だった。江戸幕府は箱根の山々を、江戸を守る防衛線と位置づけていた。
江戸時代には、東海道を旅する人が箱根越えをする時には、小田原宿を早朝に出発し、箱
根山を越えてその日のうちに三島宿や沼津宿まで行くというのが普通だった。しかし、江戸
時代も後期になると、お伊勢参り、富士山・大山などへの霊山登山、京都・奈良への本山参
りなど、２、30人連れ立った講集団による集団旅行が盛んになり、こうした講集団の人々は、
旅を楽しみながらの旅行なので、幕府公認の小田原宿や箱根宿に泊まらず、東海道を逸れて
温泉のある湯本や芦之湯に泊まるようになった。このように旅の途中での一夜泊まりを「一
夜湯治」と呼んだ。
「湯治」と言っても一晩だけの入浴のため、病気を治すという、本来の
意味からは離れ、今の温泉観光に近いものであった 。それまでの「湯治」は、一廻りは七
62

日間で、病気を治すための湯治というと三廻り（21日間）が常識で、江戸から箱根まで往復
六日間、湯治滞在が二十一日間、合わせて一カ月もかかり、そのようなお金と余裕のある人
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に限られたものだった。客を奪われた小田原宿の旅籠主たちは、1805（文化２）年、一夜湯
治と称して講集団を宿泊させることは、東海道を旅する旅人は脇道にそれて旅をしてはいけ
ない、という幕府道中奉行のお達しに違反する、として幕府に訴え出て争論となったものの、
一夜湯治は幕府から公認されるようになり、箱根温泉は賑わいを増していった。
4.3

明治時代における交通路整備

福沢諭吉は、1873（明治６）年に「箱根道普請の相談」 という文章を書き遺し、箱根の
63

湯屋仲間たちに対して将来を見据えた箱根の交通路整備の提言をした。福沢とは別に箱根道
の近代化を計画したのは、足柄県令柏木忠俊で、その事業実施を湯本村の名主である福住正
兄に依頼した

。湯本─小田原間の車道開削は明治12（1879）年に完成し、湯本−小田原

64、65

間にも人力車が通るようになった。その後、明治13（1880）年より湯本−塔之沢間の道路開
削も実施された 。早川の渓谷沿いにあるこの道は、大水が出るとすぐに崩壊し、交通が途
66

絶した。底倉村や大平台村の人々は、わざわざ湯坂山を山越えして湯本に下ることがしばし
ばあった。もちろん人力車などは通らず、富士屋ホテルをはじめ箱根の旅館に宿泊する外国
人客は、籐椅子の下に竹棒を付けた四人の人夫が担ぐ「チェアー」と呼ばれる山駕籠で宿泊
地に向かった 。山口仙之助は、1886（明治19）年、この計画を底倉村の有志にはかり工事
67

を開始し、湯本から塔之沢・宮之下に至る車道が翌1887（明治20）年の末に民間の手によっ
て完成した 。
68

宮之下まで整備された箱根七湯の車道開削を更に小涌谷−芦之湯−元箱根−箱根へ伸長さ
せ、箱根七湯道の総仕上げをしようとしたのは、芦之湯の松坂萬右衛門である 。宮之下−
69

箱根間の車道開削は、1902（明治35）年より着工され1904（明治37）年に完成した 。
70

一方、鉄道の整備は、1872（明治５）年10月、新橋─横浜間の敷設をはじめとするが、熱
海火山帯を貫く後の丹那トンネル掘削が実現するまで、国府津から御殿場方向を迂回路とし
てとることになった 。箱根・熱海方面へのアクセスは依然として十分とは考えられず、箱
71

根への湯治客の減少、小田原商工業の経済活動の停滞 が危惧された。そこで1887（明治20）
72

年に国府津−湯本間を走る「小田原馬車鉄道株式会社」が設立され、1888（明治21）年９月
３日、全線（12.9km、所要時間１時間５分）が竣工した 。1901（明治33）年には電化され、
73

1919（大正８）年には湯本より強羅へ路線を延長し、スイッチバック方式を取り入れた我が
国唯一の登山電車が開始された 。
74

車道開削による新道が完成すると、箱根山の交通は駕籠、乗馬からチェヤー、人力車、馬
車に変わり、やがて大正に入ると自動車交通の幕開けを迎える 。1912（大正元）年、湯本
75

の松本安太郎によってエム・エフ商会が開業され、貸切自動車の営業がはじまった。続いて、
小田原電気鉄道株式会社（大正２年３月）、富士屋ホテル（大正３年８月）が進出した。富
士屋ホテル三代目山口正造は富士屋自動車株式会社を創立して、自ら貸切自動車業を始めた 。
76
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1920（大正９）年、芦ノ湖に箱根遊船株式会社が設立された。翌年の1921（大正10）年７
月、小田原電気鉄道も小涌谷・箱根町間にバスの運行を開始、同年12月１日、強羅・早雲山
間のケーブルカーが開通した 。小田原電鉄は翌1922（大正11）年５月には、登山電車、ケ
77

ーブルカー、バス、箱根遊船の相互連絡の切符「箱根回遊乗車券」の発売を開始、箱根清遊
１日コースを京浜地方に宣伝している。このように、箱根山交通の近代化は大正年間、小田
原電気鉄道と富士屋自動車二社の激しい競合の間に発展していった 。
78

4.5

外国人の箱根地域の利用形態

江戸時代の末に日本が開国した頃、既出の通り、当時の条約の取り決めにより、来日した
外国人は開港場に設けられた居留地にしか住めず、自由に行動できる範囲もこの居留地から
10里（約40㎞）四方と限られていた。箱根は、最も近い開港場である横浜からでも10里以上
あるが、温泉場があったため特別に「湯治」という理由で外国人が訪れることができるよう
になった。そのため、すでに明治の初めから、日光などと同様に、外国人の訪れることので
きる避暑保養地のひとつとして人気が高まった。それ以前、開国後には、駐日初代イギリス
公使オールコックや２代目ハリー・パークス、同国書記官アーネスト・サトウなどの公使・
領事ら外交官は例外的に国内旅行を認められており、これを利用し富士登山や箱根への逗留
を果たした 。
79

やがて箱根を訪れる外国人たちは東海道沿いの箱根・畑宿・湯本地域からさらに宮之下を
はじめ塔之沢・芦ノ湯、木賀などにも足を伸ばすようになる。1867年（慶応３）、世界一周
の途上に日本を訪れ宮之下で１泊したフランスのボーヴォワール伯爵は著書『Voyage
Autour du Monde』では、宮之下が「日本の貴族階級のバーデン・バーデンで、寒い季節
には人気がなく、夏には浴客で一杯になる」と記されている。1870年（明治３）７月発行の
『The Far East』誌（第１号第３巻）には「…多くの外国人が保養とリクリエーションを求
めて、山中にある宮之下と堂ヶ島を訪れ、彼らはそこの人々に大歓迎され、厚遇される。ホ
テル、あるいは、お茶屋はとてもすばらしく、主人たちはできる限りの世話をしてくれるか
ら外国客は快適に過ごすことができる。大名やその家来らが常にここを占拠した時代は去り、
今では外国人客が贔屓にしてくれることを望み、それを大事にしていますと彼等は素直に言
うのである…」と記されている 。これらから、横浜にある居留地からの近接性から、早く
80

から箱根が保養施設の充実も要因となって、避暑地として適した観光地であると認められて
いることがわかる。また、1881年（明治14年）に、イギリス人外交官アーネスト・サトウと
同国海軍軍人ホーズによって『日本旅行案内 初版』、1891年（明治24年）にチェンバレンと
メイソンの編集による『日本旅行案内 第３版』など本格的な日本旅行ガイドブックも登場
し、箱根のことが詳しく取り上げられ、箱根は国際的な観光地・保養地として知られること
になった。
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1873年（明治６）
、塔之沢温泉に湯治に来た福沢諭吉は、箱根山の車道開削を提言した。
1875年（明治８）九月、小田原の板橋村から箱根の湯本村山崎までの約４㎞にわたって東海
道の道幅が拡張され、勾配のきつい「お塔坂」と湯本山崎の「駒爪橋」という難所が別ルー
トに付け替えられた。この道路が開通したことで、人力車だけでなく、外国人客を乗せた乗
合馬車も通行が可能となった。これが、日本で最初の有料道路となった 。
81

アメリカより帰国後、福沢門下となった山口仙之助は、箱根が外国人に人気が高いことを
知り、宮ノ下の温泉旅館「藤屋」を買い取り、1878年（明治11）に改称し、外国人専用ホテ
ルとして「富士屋ホテル」を開業した。1880年頃（明治13）に塔之沢に日本ハリストス正教
会の箱根避暑館が建てられると、司教のニコライをはじめとするロシア人が塔之沢にやって
くるようになった 。
82

さて、避暑地形成についてみると、鉄道とリンクした御殿場での避暑地形成に関する研究

83

や観光資本による別荘地開発を箱根土地開発株式会社の経営分析や土地所有との関連の分析
を通して明らかにした土屋 の研究がある。この中で、箱根と軽井沢の観光地形成の発展過
84

程と共通する歴史的背景と地域の置かれた状況について明らかにしている。両地域には共通
して在留欧米人によって避暑地として評価され、その後しだいに日本人の上流階級にも認め
られて広がっていった発展経緯は共通し、また外部資本によって買収され開発が進められた
土地は、広大な入会林野と呼ばれる公有林野のなかでも、町村、区の直営林ではなく、農民
の入会利用が行われる土地であったことを指摘している。そのため、その処分にあたっては、
入会権を持つ構成員の間に処分に対する合意が作られる必要があった。その上で、堤康次郎
による広大な入会林野買収に対して、両地域とも共通して売却へ動いた背景として、主要産
業である宿場町の凋落による人口の過疎化、そして農業的基盤が非常に脆弱であったため農
業の発展に期待することは現実的でなかったという特殊な条件のもとではじめて可能となっ
たと指摘している。これにより、両地域の土地の買収、別荘地分譲による資本の蓄積、観光
開発、交通網の整備とつながる観光地形成の過程を説明している。観光資本の別荘地開発の
経営展開による観光地形成とその背景条件について細かい分析を行っており、日本を代表す
る観光地、別荘地の開発経緯を明らかにしている、研究の対象を第一大戦以降と限定してい
るため、それ以前の箱根の外国人の利用形態が及ぼした影響については最小限に留まる記述
となっている。一方、宮ノ下と箱根における日本で最初となる高原避暑地の成立過程を明ら
かにした斉藤 の研究では、インド、東南アジアで発達した高原保養地は、植民地時代に造
85

られたもので、日本における高原避暑地も日本における外国、つまり外国人居留地に強く関
連して形成されていることを指摘し、サナトリウムの機能に疲労回復、さらにモンスーンの
熱波を避けて仕事の能率化をはかる避暑機能を付け加えたのが高原の避暑地であると述べ、
日本における高原避暑地もこのようなパラダイムのなかで考察する必要性があると指摘して
いる。そこで、富士屋ホテルの宿泊名簿から居住圏を分析し、1895年時点では短期滞在
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（２・３日）は63.8％、中期（１週間程度）25.8％、長期滞在（２週間以上）10.4％あり、箱
根地域の宮ノ下が避暑地として当時機能した性格が表れていたことを明らかにした。交通環
境との関係について、東海道線などの開通と延長は、宮ノ下や箱根と東京・横浜とのアクセ
シビリティを高めると同時に、東京、横浜から遠隔地にあるが、日光や軽井沢など標高の高
い避暑地を発達させる原因ともなった、と述べている。
５．両観光地にみる観光地の発展過程に関する考察
これまで行ってきた歴史的経緯の把握をもとに、日本の近代化が進む明治初期から第二次
世界大戦前までの日光、箱根の観光地形成過程について、訪日外国人観光者に絶大な信頼を
寄せられていた既出の英文ガイドブック「日本旅行案内」の記述内容を①1884年発行の第２
版と②1913年発行の第９版を比較して考察を行う。
文献①は、イギリス人外交官であったアーネスト・メイソン・サトウ（Earnest Mason
Satow）とアルバート・ジョージ・シドニィ・ホーズ（Albert George Sidney Hawes）との
共 編 著 で あ る「Handbook for travellers in Central and Northern Japan, second edition,
revised, 1884, John Murray」を指す。当時西欧ではイギリス（ロンドン）のジョン・マレ
ー社とドイツ（ライプチッヒ）のカール・ベデガー社から、世界の主要国などを対象とした
権威ある案内書のハンドブック・シリーズ（前者はこの当時32点に及び広範囲の地域を対象、
後者は21点でヨーロッパが対象）が発行され好評を博していたものの、極東のはるか遠くに
位置し、開国したばかりの日本についてはまだ準備もされないままであった。ここで登場す
るのが大英帝国駐日公使館二等書記官として日本に勤務していたアーネスト・サトウである。
この本は、第３版からタイトルを「A Handbook for Travellers in Japan」と変更され、
1913年（大正2年）の最終第９版まで続き、外国人向けの最良の日本案内として貢献した と
86

いわれている。本研究の比較対象の文献②が、最後の版となった第９版である。なお、文献
①の第２版より、前述の「マレーのハンドブック」シリーズの１冊として出版されている。
文献②は、初版、第２版にも執筆協力していた、バジル・ホール・チェンバレン（Basil
Hall Chamberlain）とW.B.メーソン（W.B. Mason）の共編著である。

― 49 ―

表１
年号
明治17
明治18

日光と箱根の交通環境の発展過程
西暦
1884
1885

日光
日光一円宮内省御猟場に指定
東京〜宇都宮間に鉄道開通

明治21
明治22
明治23

1888
1889
1890

小倉山・野州原及び奥日光が宮内省御料地となる
馬返〜中禅寺間の山道に九十九折りの新道を開拓
宇都宮〜日光間の鉄道全面開通

大正２
大正６

1913
1917

日光駅〜馬返間に日光電気軌道が全面開通
日光自動車㈱は日光〜馬返間に乗合自動車開業

大正14

1925

馬返〜中禅寺間の山道が拡幅され乗合自動車運行

昭和４
昭和７
昭和８

1929
1932
1933

東武鉄道日光線の浅草〜日光間が全線開通
馬返〜明智平間に日光登山鉄道が開通
明智平〜中禅寺湖間に自動車専用道路開通

箱根

年号

西暦

明治20

1887

〃
明治21

〃
1888

横浜〜国府津間に鉄道開通（東海道線は御殿場ま
わり）
湯本〜宮ノ下に至る車道が民間の手により完成
国府津〜湯本間に鉄道馬車開通

明治33
明治37
大正２

1900
1904
1913

国府津〜湯本間、電化
宮ノ下〜箱根間の車道が完成
国府津〜箱根間に貸切り自動車の営業開始

大正８

1919

昭和２

1927

湯本〜強羅間に登山鉄道が開通
横浜グランドホテル〜宮ノ下富士屋ホテル間に乗
合自動車運行
新宿〜小田原間 開通（小田原急行鉄道）

昭和９

1934

東海道線
が開通

小田原、熱海を通り、三島へ抜ける線

出典：伊藤・初田（2002）、箱根温泉旅館協同組合編（1986）より筆者作成

表２
文献

同じガイドブック（第２版、第９版）に記載された日光と箱根の記述の比較
出版年

外国人名

身分

国籍

行先

東京からの
所要時間
２日間

①

アーネスト・
1884
サトウ
（明治24）
（1843〜1929）

外交官
（41歳）

英

日光

①

アーネスト・
1884
サトウ
（明治24）
（1843〜1929）

外交官
（41歳）

英

箱根

②

B.H.チェンバ
1913
東京大学教授
レン
（大正２）
（63歳）
（1850〜1935）

英

日光

②

B.H.チェンバ
1913
東京大学教授
レン
（大正２）
（63歳）
（1850〜1935）

英

箱根

交通手段

日光、箱根に対する記述内容

人力車（また 日光は海抜2000フィートの地点にあるため暑
は馬車・人力 熱の時期でも比較的涼しく、高度4375フィー
車）
トの中禅寺も好ましいところだ

（神奈川〜三
10時間
枚橋まで）馬
（１日以内） 車・駕籠また
は徒歩

箱根は芦の湖畔に位置する魅惑的なところ
で、円錐状の富士の姿が美しく眺められる、
温泉と舟遊びが楽しめ、蚊が少なく、唯一の
欠点といえば温度が少し高いことだ。

４時間

日光は海抜2000フィートに位置するため夏の
鉄道・馬車・ 避暑に適したところである。そのため、たく
人力車
さんの駐在外国人が日光あるいは中禅寺に別
荘を持っている。

４時間半

箱根へのルートは特にお薦めである。眺めが
魅力的で、行きやすく、快適性に富んでい
る。横浜に到着した旅行者は１週間とって箱
鉄道・馬車・
根に行くのがよいだろう。どうしても日程が
人力車
取れない場合は、２〜３日でも行くとよいだ
ろう。富士登山の起点となる場所であり便利
である。そして温泉がたくさんある。

出典：アーネスト・サトウ「明治日本旅行案内 東京近郊編」
（庄田元男訳）
、平凡社（東洋文庫776）、2008（ A
Handbook for Travellers in Japan, Second edition, B.H.チェンバレン「チェンバレンの明治旅行案内 横浜・
東京編」（楠家重敏訳）、新人物往来社、1988
B.H. Chamberlain, A Handbook for Travellers in Japan, Ninth edition, 1913 より筆者作成

明治期以降になり、表２に示すとおり、鉄道、道路の交通条件の整備にともない人々の観
光需要、避暑行動の顕在化が起きる。鉄道の建設では、日光の方が10年ほど早かったにもか
かわらず、避暑地形成はむしろ箱根の方が積極的に進んでいると考えられる。これは、横浜
居留地に近いことによるアクセシビリティ、また前述したような庶民性が存在したと考えら
れる。また、人の往来があった東海道から鉄道・御殿場線への転換により箱根・小田原地域
の地盤沈下が明確な危機として顕在化し、農業等が困難な土地にあって観光に主軸をおいた
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地域整備が欠かせない地元に起因するものも無視できない。
箱根についての記述を文献①、②で比較してみると（表２参照）、①「箱根は芦の湖畔に
位置する魅惑的なところで、円錐状の富士の姿が美しく眺められる、温泉と舟遊びが楽しめ、
蚊が少なく、唯一の欠点といえば湿度が少し高いことだ。」、②「箱根へのルートは特にお薦
めである。眺めが魅力的で、行きやすく、快適性に富んでいる。横浜に到着した旅行者は１
週間とって箱根に行くのがよいだろう。どうしても日程が取れない場合は、２−３日でも行
くとよいだろう。富士登山の起点となる場所であり便利である。そして温泉がたくさんある。
」
となっている。チェンバレンの執筆した文献②では、より読者に箱根の魅力を伝え、訪問を
促す文章へと変化している。避暑地としての広がりとしては、ホテル等受け入れ施設の充実
度、横浜からの近接性、ハイキングなど手軽な観光行動を行う場所へつながる地域内のアク
セシビリティが確保されていた点で、文献①から②への時間の経過のなかで、執筆者の志向
性も影響を及ぼすといえるが、チェンバレンは箱根をより推薦する記述となったと考えられ
る。
一方、日光について同じく記述を文献①、②で比較してみると、①「日光は海抜2000フィ
ートの地点にあるため暑熱の時期でも比較的涼しく、高度4375フィートの中禅寺も好ましい
ところだ。
」
、②「日光は海抜2000フィートに位置するため夏の避暑に適したところである。
そのため、たくさんの駐在外国人が日光あるいは中禅寺方面に別荘を持っている。」と変化
している。これは、中禅寺湖畔（奥日光）へのアクセシビリティは決して万全なものではな
かったものの、彼の地が外交官や皇室など限られた上流階級の人々のサロン的な土地柄とな
り、箱根ほどの頻繁な乗客の輸送・移動を必要としなかったという事情が背景にある。箱根
は一時、東海道線が御殿場回りとなった時点で地盤沈下を心配した経緯があり、住民の意識
としても地域内の道路開削に熱心であったが、日光では主要交通軸の付け替えがおこらず相
対的な地域競争力の地盤沈下が起きなかったこと、東照宮や二荒山神社などの聖域が存在し
ていたため、外部資本の流入が大きくならなかったと考えられる。逆に、それが、新政府、
ひいては外国外交官によるある種、ステータスをもった避暑地としての機能が大きくなった
と考えられる。
このように、日光と箱根は、保養地として発展する契機を外国人によって見出された歴史
は共通し、訪日観光の訪問地として双方とも広く認知された歴史を持つが、日光が日本駐在
の外国人の保養地として発展したのに対し、箱根は駐在外国人と来訪外国人の双方が訪れる
保養地だったこと、その成立過程には交通条件ならびに地域特性が大きく影響することを考
察できた。２つの観光地は、当初いずれも山岳信仰の対象として位置づけられ、成熟してい
く過程は類似している。しかしながら、江戸時代に入り、交通条件、ならびに観光資源の観
点から異なった過程を進む。
まず日光では、西側に中禅寺湖、金精峠に抜ける急峻な地形が存在し、東西を連絡する主
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要な街道も存在していなかったこと、さらには東照宮という江戸幕府のシンボルといえる施
設立地により一般的な人々が容易に訪れることが困難な条件が存在し、観光行動としての来
訪にバリアーとして機能していたと考えられる。これに対して、箱根は急峻な地形であった
ものの、東海道が東西を貫いていたこと、周辺に湯治に利用可能な温泉の存在によって多く
の人々が訪れる条件整備が整っていたと考えられる。これによって、垣根の高い日光に対し
て、箱根は地域イメージとして、より一般的なイメージが醸成されていたと考えることがで
きる。
６．結論
以上のように、日光、箱根を取り上げ、初期の外国人にとって観光地として選択されるた
めの要因は何であったか、今とは、どのように違った要因があったのかという視点で観光地
の形成過程をみてきた。本研究では日光と箱根の外国人の利用に着目して、初期段階の約60
年間に渡る期間を対象に観光地形成にかかわる要因について考察した。次のことが明らかと
なった。
大きな交通環境の変化の前後に刊行された外国人の執筆によるガイドブックの記述の比較
から
１．目的地へのアクセス時間のみならず、地域内でのモビリティの多様性、利便性が観光
地への集客に影響を及ぼすことが近代観光の黎明期の日光、箱根に関して確認された。
２．利用形態の違いが、近代観光が始まる以前の歴史的背景に強く影響を受けていること
が明らかになった。また、近代観光において日光の主たる利用形態は駐在外国人による長
期滞在であった一方、箱根では、より多くの短期滞在者による利用があった。
経済効率や中央集中化の影響から、画一化した景観形成が多くの観光地で生じているが、
各地域の成り立ちをふまえ、観光地整備や地元の特色を客観的にとらえた観光プロモーショ
ンなどに反映するためにも、個々の地域の形成過程の違いや特徴をその時代背景と共に当時
の人々の残した記述によって把握していくことは、そうした歴史的遺産自体が観光資源とな
り得ることからも観光地整備の施策・政策を検討する上で重要であるといえる。
今後の課題として、同様の案内書での記述内容の比較を、日本側が発行した外国人向けの
記述、たとえば鉄道省が編集、刊行した英文案内書と日本人向けの記述との比較、また経年
での記述の比較などが考えられる。
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A Study on the Process of Tourist Destination
Development in Nikko and Hakone：Focusing on
the diﬀerences in tourism resources, transport
environment and use of early foreign visitors
NOSE, Motoko
Abstract：Through the review and analysis of the related researches, records and
documents, this paper clarifies how Nikko and Hakone, the first tourist destinations in
Japanese modern tourism, developed during the period of modernization from Meiji era
until before the outbreak of the Second World War with focus on tourism resources,
transport environment and use of early foreign visitors. This target period is one in which
the early foreign visitors had large inﬂuences in developing these tourist destinations.
Understanding how they historically developed into tourist destinations by comparison
shows that there are similarities in both areas which are known to possess the object of
mountain worship. There are diﬀerences as well between them regarding the transport
environments such as how and when the roads and trains were constructed, and the
backgrounds of how each area was used by foreign visitors during the early stage.
Although Hakone and Nikko are considered to have great roles as major international
tourist destinations which are located close to Tokyo, there are few studies which
compare the development process of these two destinations in light of the history of their
contact with foreigners. As the inbound tourism promotion policy is currently highlighted,
it is crucial for the further development of both areasʼ tourism as well as international
tourism to look back on their roots and review the process of their development to
provide visitors with adequate information and develop the areas in an eﬀective manner.
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