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【 論文 】 
 
 

井上円了の観光論 
 

堀雅通 

 

 

１．はじめに 

 

観光（政策）は、今でこそ、官民挙げて鋭意推進されているが、長い間、物見遊
山・不要不急のものとみなされ、主要政策の埒外に置かれていた。そのような中に
あって、今から 140 年程前、観光に基づく富国、すなわち観光立国を唱えた人物が
いた 1。井上円了である。 

円了は、1881（明治 21）年 11 月発行の『日本人』第 16 号（政教社）に「坐
すわり

な
がら国を富ますの秘法」と題する論稿を寄せ、外国人旅行者を積極的に誘致し、外
貨獲得により国を豊かにする方策を提言した。円了の観光立国の提言は、条約改正
を視野に、富国強兵・殖産興業を意図したものだが、当時の日本の国情と日本人の
気質に鑑み、即座に、容易に実行可能な、極めて現実的、理に適った提言であっ
た。また、円了は、自然景観や文化財の保護・保全の必要性にも言及、さらに観光
が文化の普及、国際交流、教育にとっても極めて重要な意味を持つことを認識して
いた。 

このような円了の観光に対する考え方、すなわち観光論は、現代の観光政策にも十
分通用しうるもので、その先見性に驚かざるをない。本研究は、上記のような井上円
了の観光に対する考え方・認識、観光論を分析・考察することで、〝旅する哲学者〟
井上円了の人間像に迫るものとする 2。 
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２．海外視察旅行の見聞―「観光」への着眼 

 

1881（明治 21）年 6 月 9 日、円了は横浜港からイギリス船ゲーリック号に乗船、
米国へ向けて旅立ち、翌年 6 月 28 日、およそ 1 年に渡る海外視察旅行を終えて帰国
した。「坐ながら国を富ますの秘法」は、その間、米国から英国へ移動中の船の中で
着想、執筆されたもので、3 回に渡り、『日本人』に連載された。なお、同誌の創刊に
関わった円了は、海外視察旅行中及びその後に上記論文を含め以下のような観光関
係の論稿を寄せていた 3。 

 
・「井上円了の欧米周遊日記」第 9 号、1881（明治 21）年 8 月、18～19 頁 

・「坐ながら国を富ますの秘法」第 16 号、1881（明治 21）年 11 月、10～15 頁 

・「欧米周遊日記（第二回）」第 16 号、1881（明治 21）年 11 月、33～36 頁 

・「坐ながら国を富ますの秘法（承前）」第 17 号、1881（明治 21）年 12 月、4～8
頁 

・「坐ながら国を富ますの秘法（接続拾七号）」第 20 号、1882（明治 22）年 1 月、
6～10 頁 

・「強兵策」第 29 号、1882（明治 22）年 7 月、3～6 頁 

・「旅店改良案」第 47 号、1883（明治 23）年 5 月、5～6 頁 

 

海外視察旅行中、円了は、米国人が長期の休暇を得てバカンスを楽しむ習慣を見聞
する。フランス、イタリア、スイスは、こうした米国人が来遊するバカンスの観光市
場となっていた。円了は、そのような観光市場がもたらす観光収入、経済効果に着目
する。 

「余嘗て米国より欧洲に渡航するの際、船中の上等客凡そ四百余名あり。其の内九
分通りは、米人の仏瑞両国の間に三伏の暑を避け、一年の労を息ふものなりと云ふ。
且つ余之れに聞く。米国人は其の国を以て工作場となし、仏蘭西、瑞西、以太利を以
て遊覧場とし、便船ある毎に必ず数百名の客、欧米の間に来往し、仏蘭西、瑞西、以
太利の諸国其の今日富を成す所以のもの多くは、年々其の地に来集せる外国人より
得る所なりと云ふ」（井上[1882b]p.3）。 

観光は、このように、すでに一国の経済を支える重要な産業の一つとなってい
た。そこから、円了は、観光・バカンスに勤しむ国の豊かさに思いを馳せ、観光立
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国の考えを強くした。 

「余以太利にありては、羅
ロー

馬
マ

フロレンス、ベ 子
マ マ

ス等の諸府に滞留せり。時正さに
二三月の交にして、到るところの旅亭皆客を以て充満せり。其客は皆外国人の此に遊
ぶものなり。是れより得る所ろの富推して知る可し。余因て以為らく、我邦若し東洋
の以太利瑞西の如く、外国人の遊覧場となるに至らば、一国の富立(たち)どころに興
すことを得べしと。是れ余が富国策なり」（ibid.p.4）。 

観光立国の実現は、まず外国人旅行者を日本に誘致することから始まる。外国人旅
行者が日本国内の宿泊施設に滞在すれば、その宿泊費、飲食費や土産品購買費などが、
それぞれ観光収入として入る。外国人旅行者が滞在中に消費支出を増やすなら、それ
は結果的に国富の増大に寄与する。観光は裾野の広い産業で、様々な経済効果を有し
ている。宿泊業、旅行業、交通業のみならず、小売業、飲食店業、農林水産業など他
産業への波及効果も大きい。円了は、そのような観光（産業）の経済効果を認め、具
体例を挙げて、これを分析・考察している。 

観光の経済効果は、国民経済効果、地域経済効果、さらに所得創出効果、雇用創出
効果、税収（租税）効果として認識されるが、むろん円了が、そのような経済効果の
知識を有していたわけではない。その概念を直感的に理解していただけである。とは
いえ、円了は、外国人誘致策がもたらす経済効果について、これを「直接利益」と「間
接利益」に分け、極めて論理的に、その効用を説いている（井上[1882a]p.6）。 

「直接の利益」は宿泊費、交通費、飲食費など（外国人旅行者が旅行中に直接消費
する）直接的な観光収入である。これは、旅行中、観光という本源需要から直接もた
らされる収入である。「間接中の直接利益」とは、外国人旅行者が旅行中あるいは帰
国に際して、自らの消費以外の目的のため、追加的に購入する土産品や日本産品（米、
茶、浮世絵など）から得る購買収益である。また彼らが日本産品の存在・価値、ある
いは日本の風味を知ることで、帰国後も日本風の装飾を好み、日本贔屓となり、日本
産品を購入するようになるなら当該産品の輸出は増加し、日本の製造業の発展にも
寄与する。これも「間接中の直接利益」となる。 

さらに観光により他の産業が盛んになる、外国人の日本に対する理解が進む、あ
るいは日本人も外国に行かずして外国の風習に対する理解が進む、すなわち国際間
の相互理解、国際交流が進む。それは結果的に外交や条約改正にも資するものとな
るだろう。このような利益が「間接中の間接利益」である。 

「欧米各国の中等以上の人今後多く日本に来遊して日本の事情を知るに至ら
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ば・・・果たして然らば我が多年来 企
マ マ

望する所の条約改正も 立
たちどこ

ろに実行すること
を得るに至らん」（井上[1882a]p.8）。 

こうした外国人旅行者による観光の（経済）波及効果は外部経済に相当する利益と
みなすことができる。円了は、直接利益もさることながら、間接利益の大きさに注目
する。それが結果的に日本の国際的地位の向上につながるものと考えた。そして、こ
うした観光の波及効果、間接利益によってもたらされる効用・便益こそ、最も重要な
ものと捉え、これを定量的に分析した。 

「毎年五千人の旅客来りて各五百円づつを費すときは我邦に得る所の金二百五十
万円となるべ く

マ マ
。壱万の人来りて各一千円を費すときは千万円の巨金となるべ

し。此数百万乃至千万の金は決して少額にあらず。即ち国を富ますの必要の部分と
なること明かなり」（井上[1881d]p.8）。 

外国人旅行者の観光消費は国民経済に有益な結果（富）をもたらす。国益にかなう
と円了は考えた。より多くの外国人旅行者を誘致することで新たな観光収入、すなわ
ち外貨獲得の機会を生む。それを元手に産業を興し、様々な生産・投資効果を誘発し
ていけば、それが富国強兵策実施の資金となる。何よりも雇用の創出と生産に従事す
る人々の労働意欲を高めるものとなろう。 

「日本人の産業を盛んにするの益あること、即ち輸出品増加すれば日本従来の製
産に従事するもの各其益を得倍々其職業を務め其製産を盛にする」（井上[1882a] 

p.7）。まずは外国人旅行者の増大を図ることが先決・肝要と考えた。 

円了は、このような外国人旅行者の誘致による富国、すなわち観光立国となりう
る条件を日本は十分備えている、「東洋のスイス」となりうる国である、と説く。 

「我邦は山川の景色の美にして四時の気候の宜きは世界に其類少なく且つ到る処
温泉湧出し四浜に浴すべき海水を帯ぶるの便あり」（井上[1881b]p.15）。 

日本は北海道から沖縄まで南北に長く、四季の変化に富む。（円了が学生時代か
らよくいった）伊豆、箱根、伊香保といった温泉もある。京都や奈良の社寺、熊野
古道、茶道など、独自の文化、歴史もある。それらは外国人旅行者の関心を惹くだ
ろう。 

「我が日本は巳に風色と気候の宜きは仏以両国の右に出づるの(ママ)天然の便を
得其美術遊興の如きは或は未だ仏蘭西と肩を比するに至らざるも是より我が邦人を
奨励して其発達進歩を期するときは此地をして欧米各国人の来遊場となすは決して
難きことにあらざるべし」（ibid.p.15）。 
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「我邦は開国以来二千五百余年を経過し其際史上の事跡至て多く旧地霊場到る処
あらざるはなく且つ古代の建築彫刻絵画其他古器古物美麗雅致ある美術亦到る処に
遺存し大に外人の観を引き感を起さしむることを得実に遊客の遊覧に最も適する地
と謂ふべし」（ibid.p.15）。 

ともあれ、日本は、フランスやイタリア、スイスのように、観光大国となりうる条
件、環境を備えている。したがって、外国人旅行者を阻害する諸要因（井上[1883]参
照）を取り除いていけば、日本の観光立国も容易に可能だと考えた。 

 

 

３．富国強兵・殖産興業、条約改正を意図した観光立国論 

 

円了の観光論は、富国強兵・殖産興業、さらには時の政府の懸案事項であった条
約改正にも関わる。富国でなければ強兵を実現することはできない。強兵策を推進
するためには富国でなければならない。富国には多額の資金と資本を要する。また
時間を要する。その実現は今日の日本の国情からいって困難である。しからば富国
はどのようにして実現するか―。 

「富国と強兵は実際上密切の関係を有するものにして、国の富を保たんと欲せば、
強兵なかるべからず。兵強ければ国自ら栄ふるに至るべし。故に富国論あれば強兵策
亦論ぜざるべからず」（井上[1882b]p.4）。 

円了にとって、観光立国の目的は、あくまでも殖産興業・富国強兵の実現にあ
る。観光は、そのための資金、外貨獲得のための手段、方便であるが、それは当時
の日本の国情に照らしても容易に実行可能な策と考えた 4。 

「余が国を富ますの秘法は即時即日より実行すべき方法なれば、此方法より始む
べしと云ふの意なり。斯くして一たび此方法を実行して利益を得るに至れば、此利益
を以て或は兵備を拡張し或は器械を購求し或は製造場を設立することを得べし。実
に此法は坐ながら国を富ます秘法なり」（井上[1882a]p.10）。 

「我邦若し東洋の以太利瑞西の如く、外国人の遊覧場となるに至らば、一国の富
立(たち)どころに興すことを得べしと。是れ余が富国策なり」（井上[1882b]p.4）。 

円了は、海外視察旅行の最中、欧米人との交流、風物の見聞から、富国・強兵の
ための資金・資本の調達は、外国人旅行者を日本に誘致することによって（のみ）
可能と考えた。しかもそれは即座に容易に実行可能な策だと判断した。 
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当時、日本が置かれていた状況、すなわち不平等条約下から一刻も早く抜け出すた
めには、確かに富国強兵・殖産興業策が必要なことはいうまでもない。が、その実現
には相当の時日と非常な困難を伴う。そこで本題の解決のためには、まず現実を直視
し、プラクティカルな方法によって当面の課題を解決する以外に方法はない。その上
で、漸次、所期の目的を達成していけばよい―。円了はそう考えた。このような思考
は円了の思想と行動を知る上で重要である。 

 

 

４．観光文化・観光交流・観光教育論の展開 

 

円了は、観光が、文化、交流、教育上も重要な意味をもつものと考えていた。今
でこそ、観光の社会的・文化的効果、具体的には、教育効果、リクリエーション効
果、国際親善効果については広く認識されているが（藤井[2014]pp.67-70）、そのよ
うな概念さえなかった当時にあって、円了は独自に観光の社会的・文化的効果を考
察し、その効用を説いた。 

「井上円了の欧米周遊日記」（井上[1881a]）及び「欧米周遊日記（第二回）」（井上
[1881c]）では、海外視察旅行の経過報告を行うとともに、日本と米国の文化の相違に
ついて論じている。留意すべきは、外国の事物・風物について述べるとき、円了は、
盲目的に西洋の優位性を説くことはせず、常に日本との比較を行い、東洋・日本（文
化）の独自性・優位性の発見に努めていたことである（井上[1881c]pp.33-36、三浦
[2016]pp.278-283）。 

「彼の芙峰の美や、古来詩人は之を詩に詠じ、画工は之を画に現はし、五尺の童子
をして朝夕目に見耳に聞くの便を得せしむ。是れおのづから人心を薫育して彼の秀
然たる思想を養成するや疑ひなし。故に余は日本人の日本人たる所以のものは米国
人の米国人たる所以と共に、山川の形情の媒介によると信ずるなり。其他米人の美術
の思想に乏く、日本人の文雅の風致に富めるは、亦山川の誘因によるや明かなり・・・
我邦の山川は小は即ち小なりと雖も、其風致に至りては米国の山川と同 日

マ マ
の比にあ

らず。彼の日光山の勝、松島の勝、厳島の勝、嵐山の勝、山に川に海に、雪に月に花
に、天然の書画を現出し、之を見る人をして知らず識らずの間に、美術の思想を薫育
し、詩画の風致を養成せしむ。是れ日本人の雅趣に長じて米人の風致に乏き所以なり」
（井上[1881c]p.35）。 
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それゆえ円了は景観美の保全に努めるべきであると説く。「其天然に存する所の山
河の美勝は 飽

あ く
まで之を保存し、共生来有する所の風雅の思想は飽まで之を養成して、

将来日本をして美術世界の中心となり、美術を以て世界に鳴ることを務むるこそ却
て我邦の得策なりと信ず・・・是れ余が汽車中にありて感ずる所なれば、其侭

そのまま
此に

記して紀行の一部分となす」（ibid.p.36）。 

海外視察旅行を通じて、円了は、日本と欧米各国の社会、経済、政治、宗教、気
候、文化、芸術、食事、国民性等の相違を実感する。また人的交流の重要性を直感
し、外国人旅行者を迎えることが、日本の発展、国際的地位の向上に資するものと
考えた。併せて日本の国情を世界に周知することが肝要、かつ有益、国益にも適う
と主張した。 

「外国人一たび日本に来りて多少の時日を日本に費すときは其帰国の後はおのづ
から日本を愛するの情あるべし。是れ余が万国交際上に影響ありと云ふ所以なり」
（井上[1882a]p.8）。また、円了は、海外視察旅行中、自然の景観が、その国の芸術や
教育に影響を与えうるとの認識を強くする。 

「此一例（日本人の雅趣に長じて米人の風致に乏き所以）によりても山川の形勢
の社会開進の一元素となり、年少教育の一要因となることを知るべし」（井上
[1881c]p.35）。 

これは観光教育論ともいうべきもので、円了の思想形成を辿る上で重要である。
円了は、学生（東京大学予備門・東京大学）時代、学友たちとしばしば国内各地の
旅行を楽しみ、途中目にした山紫水明、風光明媚に心を奪われ、その感慨を旅行記
（『漫遊記』）に記している（堀[2016b]参照）。後年も全国巡回講演や海外視察旅行
を通じて観光が教育に果たす役割を説いている。例えば、南紀地方の全国巡回講演
（1893[明治 33]年 11 月～1894[明治 34]年 3 月）の日誌には、以下のような記述が見
られる。 

「教員たるもの村民に代はりて、暑中休暇の間はもつぱら旅行をつとめ、三府は
もちろん、各地の実況を見聞し、自ら有為進取の気風を養ひ、その結果を児童の脳
漿に注入するをよしとす」（12・133）。 

修学旅行は当時すでに始まっていたが 5、円了は教員自身の見識を高めるためにも
観光・旅行の重要性を指摘し、これを推奨した。 
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５．旅館改善、外客誘致策提言の今日的意義 

 

円了は「旅店改良案」（井上[1883]）で、西洋の宿泊施設と比較し、当時著しく整備
が遅れていた日本の旅店（旅館）の欠点・不備（外国人旅行者誘致の阻害要因）を指
摘、併せて観光立国のための改善策を提言した。 

 
第一点は多数の小旅店を設けずして少数の大旅店を置くこと 

第二点は茶代を廃して席料を定むること 

第三点は酒席遊席は別に其室を定むること 

第四点は各室の戸締を厳にすること 

第五点は浴室便処は精々清潔にすること（ibid.p.5） 
 

このような提言は、おそらく円了自身の国内外の宿泊施設の利用から得られた知
見であろう。「以上は余が此頃地方旅行の際、思当りたる儘此に記して旅店改良案
と題せしものなり」（ibid.p.6）。「旅店改良案と題するは余り大さうらしくあれど
も、旅店改良の事に付一言する位の事のみ」（ibid.p.5）と断わりながらも、旧来の
日本の旅店（旅館）経営、接客サービスのあり方に改善を求めている。 

宿泊施設の整備については、現在、旅館業法、国際観光ホテル整備法などの法的
規制に基づき、消費者保護の観点から、様々な施策がとられているが、そのような
概念さえなかった当時にあって、円了の改善策・提言は極めて理に適った先駆的な
ものであった。 

このように、観光（政策）の重要性に着目した円了は、外国人旅行者を誘致するた
めの具体策を提示する。もっとも、円了の提言が、直接、時の政府の政策立案・実施
にどの程度関与したか不明ではあるが（この点の検証は今後の課題としたい）。ただ、
各提言は、以下の矢印で示したように、後年、結果的に様々な形（法的規制等）で、
日本の観光政策に具体化・実現していった。 

 

第一條 日本国内の名所都会に壮大の旅館を設立すること（即ち東京、横浜、大
坂
マ マ

、京都、奈良、日光、箱根、松島、等の地に洋館を設立すること） → 国
際観光ホテル整備法（1949[昭和 24]年）、国際観光モデル地区（1986[昭和 61]

年） 
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第二條 旅行手引土地案内地図等を作りて外国の各地に配附すること（例へば
桑 港

サンフランシスコ
、香港、新嘉坡

シンガポール
、等の各所に配附すること） → 喜賓会の設立

（1986[明治 26]年）、鉄道省国際観光局の設置（1930[昭和 5]年）、財団法人国際
観光協会の設置（1931[昭和 6]年）、外客誘致法の制定（1997[平成 9]年） 

（井上[1881b]p.14） 

 

第一條 旅館は成るべく壮大を要し、館内の躇事は成るべく適便を計り、欧米各
地の旅店と同様ならんことを期し、務めて旅客の意に適し、旅客に安逸快楽を
与ふる様に注意すべし → 国際観光ホテル整備法（1949[昭和 24]年）、新国際
観光ホテル整備法（1993[平成 5]年） 

第二條 内地の旅行は全て車行の便を計り、案内者を設け外国人にして一語も日
本語を解せざるものに不都合を与へざる様に注意することを要す → 通訳案
内業法（1949[昭和 24]年） 

第三條 各地の旅館は互に共同連結して規則を一定し、務めて丁寧安直に旅客を
接する様に注意すべし → 喜賓会（1886[明治 26]年）、ジャパン・ツーリス
ト・ビューロー（1992[明治 45]年）、財団法人国際観光協会（1955[昭和 30]年） 

第四條 案内道中記は成るべく手広く世界の各地に配附し欧米各所の各汽船汽車
停車場旅店にも数部を配附すべし → 政府観光局（1955[昭和 30]年）、特殊法
人国際観光振興会（1964[昭和 39]年）、観光庁（2008[平成 20]年）の設置 

（井上[1882a]p.9） 

 

1893(明治 26)年に設立された喜賓会(The Welcome Society of Japan)は、我が国初め
ての外客誘致のための政府機関であるが、はからずも「外人の来遊を引くより外な
しと考へ」（井上[1882b]p.3]）た円了の提言を実現する機関となった 6。 

資源に乏しい日本の経済を発展させるためには、恵まれた自然の景観を海外に宣
伝し、外客誘致によって外貨の獲得を図るべきだと説いたのは、ニューヨーク日本協
会のラッセル会頭である。喜賓会の業務は、1912[明治 45]年、鉄道院が中心となって
設立した「ジャパン・ツーリスト・ビューロー」に引き継がれた。また 1930[昭和 5]

年には我が国初めての観光行政組織である国際観光局が鉄道省内に設置され、世界
不況下における国際収支の改善、外貨獲得のため、積極的に外客誘致を図ることを使
命とした。ちなみに、円了は、自然観光資源、人文観光資源のいずれについても、そ
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れらを、現行法と同様、文化的・社会的に保護・育成した上での開発を基本的な立場
とした。 

 

第一 我邦の山川の風景を保存すること → 自然公園法（1949[昭和 24]年）、
自然環境保全法（1970[昭和 47]年）、景観法（2004[平成 16]年） 

第二 我邦の旧地古跡社寺等を保存すること → 古器旧物保存方（1871[明治
4]年）、古社寺保存法（1897[明治 30]年）、国宝保存法（1929[昭和 4]

年）、古都保存法（1966[昭和 41]年）、文化財保護法（1950[昭和 25]年）、
明日香村特別措置法（1970[昭和 45]年） 

第三 絵画彫刻古器物を保存すること → 古器旧物保存方（1871[明治 4]

年）、文化財保護法（1950[昭和 25]年） 

第四 美術を奨励すること 

第五 鉄路を駕するに成るべく風景の宜き地を揮むこと → 景観法（2004[平
成 16]年） 

第六 公園遊場博物館等を修繕し且つ益之を盛大にすること 

（井上[1882a]p.9） 

 

後年、全国巡回講演で京都府に旅した折、丹波名産の栗の木が鉄道線路の枕木の
ために伐採され、代わって桑の木が植えられていることに円了は寂しい想いを抱い
たことがある。「聞くところによれば、一時は栗木をきりて鉄道の枕木に用ひ、そ
の代はりに桑園を設くるに至り、大いに栗の産額を減ぜりといふ。よつて一詠す。
丹山深処有農村、戸々終年蚕事繁、名物亦難免事変、栗林今日化桑園」（15・81）。 

円了は鉄道の開通により自然の景観（美）が損なわれることを、それがやむをえ
ぬこととはいえ、残念に思っていた。「朝霧をおかして人吉を発す・・・軽艇に駕
して球磨川を下る。舟行急速にして、両岸の風光、応接にいとまあらず。なかんず
く『槍たおし』の勝、清正公の岩の景、最も妙なり。その天工は筆紙のよく尽くす
ところにあらず。近来、この間鉄路を架す。風光のために一変せざるを得ず」
（12・465）と記し、以下の漢詩を詠んでいる。「球磨川上別風光、山紫水明無尽
蔵、誰毀奇巖開鉄路、炭煙是穢仙郷」（12・465）。 
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６．むすび 

 

以上、本研究は、井上円了の観光論、とりわけ観光立国論について、その今日的
意義を探った。当時にあっては異色ともいうべき観光立国の提言も、その論拠は、
いずれも欧米各国の実地見聞に基づくもので、いやしくも奇想天外な机上の空論で
はなかった。円了は、国内旅行の体験から得た知見を基に、これを欧米各国の事例
と比較し、当時の日本の国情と日本人の気質に鑑み、即座に且つ容易に実行可能な
最も現実的な解決策として提示した。それゆえ円了の提言は後年様々な形で実施さ
れていった。いずれの提言も現実に依拠してなされていたからである。 

現在、官民一体となって取り組んでいるインバウンド施策を見ても、円了の観光
（立国）論が現代の観光政策にも十分通用しうる側面を持っていることがわかる。改
めてその先見性に驚かざるをない。ちなみに、2017[平成 29]年 4 月、円了の創設した
東洋大学に国際観光学部が設置された。観光の研究と教育を目的とした学部の創設
は、円了の観光教育理念の具現化の一つといえなくもない。なるほど、円了の観光立
国論の意図は、富国強兵・殖産興業、国威発揚のためであったが、啓蒙思想家・社会
教育者として、常日頃、日本が近代国家に生まれ変わるための施策に思いを巡らして
いた円了にとって、観光立国は日本国の実利・実益に適う、極めて妥当、かつ現実的
な策であると考えられたのである。なお、既述したが、上記のような円了の提言が、
直接、時の政府の政策立案・実施にどのように関与したかは不明である。この点の検
証を今後の課題としたい。 
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注  

＊井上円了(1881a)～(1883)は東洋大学井上円了研究会第三部会(1981)に所収されている。

『井上円了選集』からの引用は（ ）内の巻数・頁数で本文中に示した。引用文の表記に

際しては、読みやすくするため、変体仮名、カタカナはひらがなに、漢字は通行体に統一

し、適宜句読点を付けた。ルビを振ったところもある。 
1 1954[昭和 29]年、松下幸之助は、『文藝春秋』5 月号の「観光立国の辯」において、以下

のように述べている。「我が國は今、観光に基礎を置くべき絶好の時期に来ている・・・

観光立國こそ、我が國が最も適しているものに、その基礎を置いていると言える・・・私
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が観光立國を、声を大にして叫ぶ所以なのだ・・・この際思い切って観光省を新設し、観

光大臣を任命して、この大臣を総理、副総理に次ぐ重要ポストに置いたらいい。」盛山

[2010]p.186、参照。なお明治・大正期の「観光立国」策については特に老川(2017)pp.177-

196 を参照されたい。 
2 本研究に際し、三浦節夫東洋大学教授にご教示をいただいた。ここに記して謝意を表す

る。 
3 （円了は）「欧州滞在中に『坐ながら国を富ますの秘法』という観光立国論を三回にわ

たり寄稿している。」三浦(2016)p.305、注 34、引用。円了は、海外視察中に一連の観光関

係の論稿を船便で送っているが、おそらくいかなる資料も見ずに当該原稿を執筆、独自

の知見を述べている。その発想の豊かさと筆力に驚かされる。なお「強兵策」と題する論

稿は題名通り富国強兵策を論じたものだが、「坐ながら国を富ますの秘法」で論じた観光

による富国論を強兵策に応用したものである。観光立国の推進が結果的に富国と強兵の

実現に極めて有効な策であると論じている。 
4 円了は富国の方法について、当時主張されていた、①強兵説、②製産説、③通商説、④

出稼説、それぞれの実行可能性を費用と時間の側面から比較・検討し、いずれの説もそ

れらが実行不可能ないし極めて実現困難な点を指摘する。それに対して自説は費用と時

間のいずれにおいても即座にかつ容易に実行可能な点を具体的に説明している。なお「坐

ながら国を富ますの秘法」の「坐ながら」とは「費用と時間をかけず容易に」の意と考え

る。 
5 修学旅行の始まりは行軍演習に学術研究、教育的配慮を加えた 1886[明治 19]年の東京

師範学校の「長途遠足」であるといわれる。1896[明治 29]年には兵庫県の豊岡中学校が北

東アジアへ修学旅行を行い、早くも海外修学旅行が始まっている（盛山[2010]p.55）。 
6 シベリア鉄道の開通に伴い、ロンドン～北米～日本～サンクトペテルブルクを結ぶ連

絡運輸が可能となる。これを受け鉄道院と汽船業界が中心となって外客誘致策を進めた。

英文の旅行案内や地図を発行、接遇の改善に努めたが、円了は早くからこうしたシベリ

ア鉄道の開通が外客誘致の絶好の機会と捉えていた。「西比
シ ベ

利
リ

亜
ア

鉄道の落成近きにある

こと。即ち西比利亜に鉄道を駕して欧州と日本間の往来を汽車にて便することを得るは

両三年以内にあらん。是れ亦欧州人の日本に来遊するに非常の便を与ふるものなり」（井

上[1881d]p.7）。 

 

（堀雅通：東洋大学国際観光学部教授） 
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