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竹内啓一先生の教材─旅の地理学─

高橋健太郎*・山口太郎**・鈴木重幾***・瀬戸寿一****

Teaching Materials of Professor Takeuchi Keiichi: Geography of Travel

TAKAHASHI Kentaro, YAMAGUCHI Taro, SUZUKI Shigechika, SETO Toshikazu

本稿は，竹内啓一先生が駒澤大学の講義で用いた教材プリントを，ご遺族の許可を得て掲載したもので

ある。竹内先生は，1998年度から2001年度までの 4年間，「総合Ⅱ(1)〔旅〕」という全学共通科目を担当

し，「旅の地理学」について講義した。筆者らはその教材プリントを収集し整理するとともに，講義を受

けた立場からの注釈を加えた。この教材プリントでは，旅の分類方法や巡礼，ガイドブックのことから，

国外に旅した日本人，日本を旅した外国人，探検，オリエンタリズム，ディアスポラについてまで幅広く

論じられている。竹内先生は，自身の著書や論文において「旅の地理学」について記しているものの，こ

の教材プリントほど体系的に論述されたものは見受けられないことから，この教材プリントには学術的価

値があると考えられる。

キーワード：竹内啓一，教材プリント，旅の地理学，アーカイブ，駒澤大学

keywords: Takeuchi Keiichi, teaching materials, Geography of travel, archive, Komazawa University

*駒澤大学地理学教室　**駒澤大学・非　***駒澤大学応用地理研究所　****立命館大学文学部

解　説

竹内啓一先生は，1994年 4月から2003年 3月までの計 9年間，駒澤大学地理学教室において教育と研

究に取り組まれた1）。しかし，駒澤大学退職後わずか 2年あまりの2005年 6月25日に72歳で逝去された。

竹内先生には膨大な研究業績があり，これについては，逝去後に編纂された『竹内啓一先生追悼集―

地理学と国際文化交流とのあいだで―』（竹内啓一先生追悼集編纂委員会編，2006）の著作目録やMed-

iterranean World（地中海論集）第18号の “Bibliography of works of professor Keiichi Takeuchi ”（pp.369－

396，2006）に詳しい。

しかし一方で，竹内先生は大学での教育にも熱意を持って取り組まれ，広範なテーマについて水準の

高い講義を行なった。筆者らは，竹内先生の授業を受講し，またゼミなどで指導を受けた立場から，駒

澤大学での竹内先生の講義や巡検，輪読会などについて資料記事を作成した（高橋ほか 2006）。この記

事の作成の過程で，筆者らは，竹内先生が駒澤大学の講義で配布した各種の教材プリントを収集し，そ

れらの内容と特徴を考察した。その結果，竹内先生の教材プリントは完成度が高く，かつ先生の関心が

多分に反映されていたことを確認した。

授業中に配布されたプリントは，後になってから収集することが難しく，また学外者の目に触れる機

会は極めて少ない。竹内先生についても，著者や論文のみならず随筆や書評までも網羅した詳細な著作

目録が作成されたのに対して，さまざまな授業で相当数の教材プリントを配布していたにもかかわら
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ず，その実態は把握されていない。ここから，本稿のように竹内先生の教材プリントを資料として公開

することには一定の意義があると考えられる。

加えて，竹内先生は，自身の著書を授業の教科書として使用することはほとんどなかった。筆者らが

確認できた限りでは，駒澤大学においては，自身の訳書である『現代地理学の論理』（ポール・クラ

ヴァル著，1975）を一部の授業の教科書として指定した以外は，自身で作成したプリントを配布したり

他の研究者の著書を用いたりして授業を行なった（高橋ほか 2006）。ここからも，竹内先生の教育の取

り組みや学問的関心について考える際に，教材プリントに着目する意義があるように思われる。

以上の理由から，今回，竹内先生の教材プリントのうちの「総合Ⅱ（1）〔旅〕」を取り上げ，掲載する

こととした。

「総合Ⅱ（1）〔旅〕」は，全学共通科目のひとつである。この授業自体は通年科目だったが，毎年2－3人

の教員が，いわゆるリレー方式で講義を担当した。複数の学問分野の視点から「旅」を総合的にとらえ

ることを目的としていたようである。竹内先生は，1998年度から2001年度までの 4年間この講義を担当

した（高橋ほか 2006：96）。竹内先生以外では，冨士昭雄先生（日本文学，1998－1999年度），および桜

井邦夫先生（歴史学，1998，2000－2001年度）が担当となり，それぞれ数ヶ月間または半期間を分担し

た。竹内先生の担当期間は，1998年度の前期の一部（4－6月）と1999－2001年度の前期であった。

本稿の作成にあたっては，教材プリントにできるだけ手を加えずに再現して掲載する方法と，より広

範な解説や解釈などを加えながら教材プリントを再構成する方法の 2つが考えられた。筆者らの間で議

論した結果，前者の方法をとることにした。その理由は，この資料記事の第一の目的ができるだけ早く

に竹内先生の教材プリントを公開して記録として残すことであること，およびこの講義のテーマである

「旅の地理学」について筆者らは重点的に研究しているわけではないので，専門的な見地からの解説が

難しいことである。教材プリントの内容やそれと竹内先生の研究との関連などについての検討は，将来

的な課題としたい。

筆者らは，「総合Ⅱ（1）〔旅〕」の教材プリントのうち，1998年度と1999年度のものを入手することが

できた。プリントはB4版で，パソコンで作成されていた（図 1）。両年度のプリントを比較したところ

内容に若干の差異があったため，本稿では，より新しい1999年度のプリントの本文を掲載することとし

た。なお，1999年度には合計で16枚のプリントが配布された。筆者らは，これらのプリントをスキャ

ナーにかけ，OCRソフトを用いて文字起こしをした。

ただし，1998年度のプリントにより多くの図版が載せられていたことから，これらの図版も合わせて

掲載することとした。また，筆者らのうちの鈴木と瀬戸が，それぞれ1998年度と1999年度にこの講義を

受講したことから，講義のなかで竹内先生が行なった解説についても一部を注釈の形で書き加えた。

本稿では，基本的に教材プリントの本文を原文通り掲載することにしたが，読みやすさを考慮して，

次のような変更を加えた。①掲載誌である『駒澤地理』の形式に合わせたレイアウトや句読点などの変更，

②明らかな誤字や脱字の訂正，③プリントで取り上げられている参考書の形式の統一と書誌情報の補足，

である。図版については，その原本を探して，コピーを取って掲載し，出典を書き加えた。さらに，1999

年度のこの講義で実施された「小テスト」の出題用紙も入手できたので，参考資料として巻末に掲載した。

本稿のように，故人が大学の授業で配布した教材プリントを資料として公開することの是非について

は，筆者らの間で繰り返し議論した。この教材プリントが 4年間にわたって，のべ数百人に配布された

とはいえ，刊行を前提として作成されたものではなかった。しかし，竹内先生自身も著書で次のように

述べており，刊行を目的としていない著作物を研究資料としてあつかうことを容認しているように受け

取れる。



図 1　配布された教材プリントの一例
（40％縮小）
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地理学においては，文字で書かれたものだけではなく，フィールドにおける対話，アンケート，風

景，そして写真，地図，スケッチからフィールドノートまでの記録もテキストなのである……

（竹内編 2001：23）

そして最終的には，管見の限り，竹内先生の著書や論文にこの教材プリントと同様のものが見受けら

れないことから，たとえ内容の一部が不完全とはいえ十分に学術的価値があると判断して，公開を決断

した。読者におかれては，本稿がこのような性格の資料記事であることをあらかじめ承知してお読みい

ただきたい。

教材プリントの目次は次の通りである2）。

1 . 旅の分類学・旅の考古学・旅の考現学

2 . 巡礼・ガイドブック・マストゥーリズム

3 . 国外に旅した日本人（1）

4 . 国外に旅した日本人（2）

5 . 日本を旅した外国人

6 . 探検―「地理的発見」から調査へ―

7 . オリエンタリズム―旅する者（travelers）と旅される者（travelees）―

8 . 強いられた旅・ディアスポラの立場
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1 ．旅の分類学・旅の考古学・旅の考現学

旅の定義

英語の travel，trip，journeyと同様に，日本語の「旅」ということばは，住居を出てどこかに移動す

る意味にも用いられるが，通常は日常的な生活圏の外に出かけることを意味する。日常的な生活圏の外

に出かけるからこそ「旅の恥は掻き捨て」，「旅は道連れ，世は情け」であるわけで，この講義ではこの

意味で旅ということばを用いることにする。

旅・観光（トゥーリズム）3）・レジャー（余暇活動）・リクレーション

現代社会においては，かなり重複する部分のあるこれら 4つの概念の関係を，明らかにしておく必要

がある。

観光は，日常的生活圏の外に出かけるものであるが，すべての旅が観光ではない。観光もリクレー

ションも余暇活動であるが，観光でもリクレーションでもない余暇活動もある。リクレーションは肉体

的または精神的「休養」または「回復」をとくに目的にした余暇活動であり，これは日常的生活圏の内

部でなされることもある。

現代社会においては，余暇活動の経済的，社会的比重がますます大きくなっている。交通（一定の時

間と費用をかけて距離を克服すること）手段，情報伝達手段の発達と旅をふくむ空間的移動との関係は

複雑である。

旅の分類学

当然のことながら，旅の性格は時代とともに変化した。しかし同じ時代であっても，社会集団，とく

に社会階層，生業のちがいによって，なされる旅は非常に異なることになる。

自給自足的，またはそれに近い経済体制のもとにおいては，大部分の人たちは生業のために遠方まで

旅をすることはほとんどなかった。彼らが旅をするとすれば，戦乱などのために強制されたものである

か，そうでなければ，直接的には，宗教的情熱に由来する旅，すなわち巡礼であった。巡礼の内容は，

文化によって規定されるものであり，戦乱などによる移動の強制は，政治的状況によって規定される。

これらの理由から，旅の性格は歴史的にだけではなく，地理的にも大きな多様性をもつことになる。

生業そのものが旅を必要としたのは，商人である。彼らの利益の源泉は，基本的には，安く入手でき

る場所で仕入れて，高く売れる場所で販売するのであるから，生業が空間的移動を必要とすることが多

いし，広範な地理的知識を持たなければならない。直接生産者，消費者が長距離の旅をすることはない

し，彼らは作ったものがどこで消費されるか，消費するものがどこで生産されたかということにも，さ

しあたって無関心である。

統治者および統治者に仕えて行政の仕事に当たる人たちは，情報の伝達だけで，統治・行政の仕事を

することができず，古代から，遠距離の旅をおこなっていた。戦争という営みの場合，とくにそうであ

る。また，統治・行政は広範な領域の地理的知識を必要とするから，そのための情報を収集する専門家

も遠距離の旅をおこなってきた。冒険家，探検家といわれた人たちがそれである。

旅を分類する基準は色々とありうるが，ここではこのような基準で旅を分類したい。

1999年度 駒澤大学 全学共通科目「総合Ⅱ（1）〔旅〕」

竹内啓一先生配布プリント



図 2
久武哲也・長谷川孝治編『地図と文化』（改訂増補版，地人書房，1993）p.89より引用（80％縮小）
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旅の考古学

ここでいう考古学とはarcheologyのことではない。過去に人々がなしてきた旅という意味であり，基

本的には文書記録によって知ることのできる旅である。過去において人びとがなした旅という場合，そ

の記録が非常に偏っていることには注意する必要がある。統治・行政の必要から，あるいは地理的情報

の収集を目的にした人たちの記録は，当然ながら残されるが，戦乱などにより，苦難にみちた「旅」を

強制された人たちの記録は，あまり残されない。難船の結果漂流した人たちの記録は，彼らが生還した

場合にしか残されない。巡礼，観光など，生業と直接関係しない旅の記録を残すのも，通常は，識字

者，すなわち社会的エリートに限られる。

旅の考古学において資料になるのは，通常は文書資料すなわち史料であるが，地理的知識はグラ

フィックな表現手段，地図や絵図によっても残されるし，これによって旅のあとを知ることができる。

地表にきざみこまれた刻印，文化遺産の分布などからも，人びとが過去にした旅の跡を知ることはでき

るが，人びとが旅した場所をどのようにうけとめたか，旅した場所にどのような意味を与えたかという

ことは，文書記録によってしか知ることができない。

旅の考現学

考現学とは1930年頃から，考古学に対して用いられるようになった用語で，風俗の観察を重視する。

現代社会においては，旅が多様化するとともに，場所の意味が，多様なメディアによって操作され，そ

れによって旅の性格が大きな影響をうけるようになっているので，旅の考現学においては，旅人，旅の

販売人，旅される人たちを観察することとならんで，旅に関するメディアが与える情報の分析も重要で

ある。



図 3　マッパエムンディの類型
久武哲也・長谷川孝治編『地図と文化』（改訂増補版，地人書房，1993）p.24より引用（80％縮小）

図 4　インディアス王国のマパムンディ
久武哲也・長谷川孝治編『地図と文化』（改訂増補版，地人書房，1993）p.16より引用（80％縮小）
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図 5
久武哲也・長谷川孝治編『地図と文化』（改訂増補版，地人書房，1993）p.16より引用（90％縮小）
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2 ．巡礼・ガイドブック・マストゥーリズム

巡礼と観光とは，まったく異質の旅であると考えられやすい。しかし，それが生業でない旅であると

いう点，その旅をすることで社会的な威信が生じたという点で，これらのふたつの旅は共通点をもって

いたし，また多くの場合，巡礼は非日常世界への脱出として，遊興をも伴っていたという点では，巡礼

と観光とのあいだを明確に区別するのは困難である。

聖地

あらゆる文化に共通して，人々は，特定の場所に「畏怖」と「崇拝」とが混じり合い一体となった意

味づけをしてきた。そのような場所は，崇拝・巡拝の対象にされるとともに，みだりに出入りすること

のできない禁忌の場所でもあった。「崇拝」の度合いが大きい場合は，このような場所は聖地と定義さ

れる。墓地などのように「畏怖」の度合いが大きい場合には忌むべき場所になるが，聖なる場所と忌む

べき場所とを画然と区別することは困難である。ここでは両者をふくめて広義の「聖地」と呼ぶことに

する。

「聖地」は決して一神教的世界宗教のもとにおけるエルサレムやメッカなどに限られるものではな

い。あらゆる文化のもとにおいて，森，山，岩，川，樹木，泉，湖，井戸など自然崇拝と結びついた場

所や，多くの聖者と結びついた場所が聖地とされてきた。
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聖地は，そこを訪れて参拝する者にとっては魂と肉体の癒しを約束してくれる聖なる中心地である。

そこには守護と救済を象徴するものが置かれ，建物が建造されることもある。

キリスト教やイスラムのもとにおける聖地は，一神教の教義よりもむしろ民間宗教に起源していたと

考えられる。ヨーロッパの聖地には，ルルドをはじめ，聖泉の薬効によって有名なものが多い。日本で

も，恐山，湯ノ峰など温泉の治療機能によって多くの巡礼者を惹きつけた聖地が多い。

巡礼

厳密に定義すれば，聖地や霊場を順に参拝して信仰を深め，心身の蘇りと新生の体験または利益を得

るための宗教行為が巡礼であるが，しばしば，とくに帰路は慰安と観光の旅になる場合が多かった。熊

野詣りや伊勢参りなどの場合のように，目的地への途中の聖地にはできるだけ参拝するのがならわしが

あったし，四国八十八カ所遍路のように一つの特定の聖地を目的にしない場合もある。

歴史的に見れば，旅が困難をともなうものであることにもよるが，巡礼は集団でなされる場合が多

く，その集団に世直しと病気直しの共通の夢を与え，さらに巡礼はユートピアや解放の夢を吹き込む機

縁ともなった。日本では幕末期の「お蔭参り」がこのような性格をもつものであった。

「お蔭参り」がはめをはずしたどんちゃん騒ぎをともなったのを見ても，巡礼と観光とが連続関係に

あることがわかる。イギリスの貴族がはるばると大陸に渡り，ローマまで出掛けたのはもともとは宗教

的な巡礼であったであろうが，16世紀以降，彼らがプロテスタントになってからも，この大旅行はます

ます盛んになった。グランド・ツアーと呼ばれたこの大旅行は，文化巡礼とも考えられなくはないが，

上流社会の若者が大人の仲間入りをするための通過儀礼（イニシエーション・セレモニー）であったと

いう点では巡礼と共通の性格を持っていた。

グランド・ツアーは， 2，3年におよぶ大旅行であり，家庭教師をともなっていくのが普通であった

が，トーマス・ホップズ，アダム・スミスなど，家庭教師としてスポンサー付きの留学をする機会にめ

ぐまれた人も多い。

エリート・トゥーリズムとマス・トゥーリズム

グランド・ツアーをしたイギリスの上流階級の子弟にとっては，イタリアのみでなく，ヨーロッパ文

化の中心であったパリに滞在して，フランス語を習得することも重要な目的であった。しかしフランス

人をも含めて，アルプスの北の人たちにとってイタリアは西洋文明の故地であり，またアルプス山脈，

ピレネー山脈を越えると，風景が一変することからも旅に値する場所であった。ゲーテ，スタンダー

ル，バイロンなど，文学者によるイタリア旅行の記録は非常に多いし，それらについては多くの研究が

なされている。

このような文化巡礼とも呼ぶべき大旅行は費用もかかるものであったし，危険を伴うものでもあった

ので，それに対する対策も十分になされなければならなかった。したがってイギリスの場合に限らず，

このような旅行をすることができたのは，限られた階層の人たちであった。エリート・トゥーリズムと

呼ばれるその旅行の具体的な形態と内容とは，国，文化によって非常に異なるが，観光旅行が長い間エ

リート・トゥーリズムに限られていたことは，ヨーロッパ以外についても言えることである。

エリート・トゥーリズムに対して観光旅行が大衆化した段階のものをマス・トゥーリズムと呼ぶが，

いつヨーロッパでマス・トゥーリズムが成立したかということを厳密に定義することはむずかしい。

マス・トゥーリズム成立の契機としていくつかのことがあげられるが，これらの諸契機は時期的に一

致しているわけではなく，この意味でエリート・トゥーリズムからマス・トゥーリズムへの移行は，い
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くつかの段階を経て，徐々になされたと考えることができる。

まず第一の契機として鉄道の出現が挙げられる。鉄道は長距離旅行を飛躍的に安価，安全かつ短時間

のものにした。西ヨーロッパ諸国，およびアメリカ合衆国において，鉄道建設が盛んになったのは，

1840年代のことである。

第二の契機として，旅行業者と彼らによるパッケージ旅行の出現があげられる。1841年，書籍販売を

業とし，バプティストで熱心な禁酒運動家であったトーマス・クックは，ラフバラで開催された禁酒運

動家の大会参加のために，鉄道会社と交渉して団体割引を実現させ，それがよい商売になることに気づ

いて旅行会社を設立した。彼は1860年代になると，大陸への団体旅行を組織し，1867年のパリ万博には

2万人をイギリスから送り出した。後に息子もその商売に加わり，周知のように現在Thomas Cook &

SonはAmerican Expressとならぶ世界最大の旅行会社になっている。

第三の契機として，労働時間の短縮，余暇の増大が指摘されなければならない。19世紀後半を通じ

て，先進工業化諸国において，中産階級および労働者階級の余暇時間は徐々に増大していったが，1936

年，フランスのレオン・プルム内閣が有給休暇制と週40時間労働制を実現したのは，画期的なことで

あった。

エリート文化と大衆文化との関係について，一般的に言えることであるが，マス・トゥーリズムは，

多くの点でエリート・トゥーリズムの内容を継承した。たとえば，海水浴は，すでに19世紀後半，もっ

ぱら保健・療法として始められていたが，19世紀末頃から北海などの冷たい海に面した海浜のリゾート

地に中産階級が訪れるようになった。地中海岸のリゾート地は，もともと避寒地として19世紀初めにイ

ギリスのエリートが利用しはじめていたが，第一次世界大戦後，パリにいたイギリスやアメリカの知識

人が真に肌を焦がすために利用するようになった。第二次世界大戦後，労働者階級が有給休暇を過ごす

場所として，まずにぎわったのは地中海岸の海水浴場であった。

マス・トゥーリズムが圧倒的になったからといって，エリート・トゥーリズムが消滅したわけではな

い。どこに旅するかということが，社会的な「ステータスシンボル」である以上，西ヨーロッパの地中

海岸にマスがあふれるようになると，エリートはチュニジア海岸，さらにはサファリ，カトマンズに出

かけて自らの差別化をはかった。カトマンズにまでヒッピーや猿真似ヒッピーがあふれるようになる

と，エリートは南極にまで出かけるようになる。皮肉なことに，トゥーリズムのフロンティア，または

ペリフェリーを開拓してきたのは常にエリートである。

先進工業化諸国のマス・トゥーリストが常に国境を越えて地中海やサファリに出かけるわけではな

い。トゥーリストの数から言えば，国内トゥーリストおよび大都市トゥーリストの方が圧倒的に多い

が，ジェット機，特にその大型化にともなってパック旅行の費用が絶対的にも下落したことが，現代の

マス・トゥーリズム発展の大きな動力になったことは否定できない。

ホテル業，旅行業を含むトゥーリズム関連産業が現代の世界経済において持っている比重は非常に大

きく，国際的な富の移動だけを見ても，ほぼ全世界の石油の貿易高に匹敵する。全世界についてみれ

ば，トゥーリスト関連産業は過去50年間，年ごとの減少を記録したことがない。いくつかの国民経済に

とって，トゥーリズム関連産業は国際収支において重要な役割を果たしている。国民経済にとっての意

味だけではなく，国民の総数に匹敵する，あるいはそれを上回るトゥーリストが1年間にやってくる場

合，社会的および文化的にもそのインパクトは非常に大きい。スペインのフランコ体制の重要な経済的

基盤がトゥーリズムであったとすれば，彼の死後，その権威主義的な体制がもろくも崩壊した一因は，

外国人トゥーリストの増大であった。
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ガイドブック

ヨーロッパ中世において，サン・ジャック巡礼用のマニュアルが存在し，またローマ巡礼用の道路図

が存在したことは知られているが，エリート・トゥーリズムの時代にはどちらかというと出版された旅

行記がガイドブックの役割を果たし，もっぱら旅のマニュアルとして書かれたガイドブックは存在しな

かった。日本でも，明治大正期に欧米を旅行する人たちによってかなり読まれたのは，久米邦武による

『特命全権大使　米欧回覧実記』であった。

1836年，もともと文学作品の出版社であったマレー社からMurray’s Handbook for Travellers in……の

シリーズの刊行が開始された。最初の巻はベルギー，オランダを対象にしたもので，このシリーズは赤

いクロスの表紙からレッドガイドと呼ばれていた。このシリーズの日本編も1891年にチェンバレン，

メーソン，ウェストンなどを筆者にして刊行された。

マレーと同じ頃，父の代からの印刷業に加えて出版を思い立ったKarl BaedekerがBaedekers Hand- 

buchの名で知られるガイドブックのシリーズの出版を開始した。最初のものは，1828年のライン案内

である。ベデカは英，独，仏の三カ国版の出版で19世紀末までにマレーを圧倒した。ベデカの成功の原

因としては，広告を掲載せず，公正で客観性に富む記述という評価を獲得したこと，ホテルやレストラ

ンに格付けを行い，名勝旧跡に対しても必見の価値ありと判断されると星印をつけるなど，読者の便を

はかったことなどがあげられる。

第一次世界大戦中にイギリスでブルーガイドのシリーズの刊行が始まり，これはフランス語版も出し

て現在に至っている。タイヤ製造業者であったAndré MichelinはPR用の無料配布物として，1900年に

ガイドブック，1906年に道路地図の配布を始め，1913年には別会社としてガイドブック（「赤のミシュ

ラン」Guide rouge，「緑のミシュラン」Guide vertがある）と道路図（20万分の 1）の発行を始めて現

在に至っている。

その後も多くのガイドブックのシリーズが刊行され，第二次世界大戦後は，主要目的，対象とする社

会集団，社会階層によってガイドブックはますます多様化してきている。ガイドブックに関しては，そ

のテキストを記号論的あるいは意味論的に分析した研究も多い。

参考書

イーフー・トゥアン著，小野有吾・阿部　一訳『トポフィリア―人間と環境―』（せりか書房，1992）

アラン・コルバン著，福井和美訳『浜辺の誕生―海と人間の系譜学―』（藤原書店，1992）

エリック・リード著，伊藤　誓訳『旅の思想史―ギルガメッシュ叙事詩から世界観光旅行へ―』（法政大学出版

局，1993）

岡田春秋『歴史のなかの旅人たち』（玉川大学出版局，1992）

久米邦武『特命全権大使　米欧回覧実記』（岩波書店〔岩波文庫〕全5巻，1977－1982）

ジョン・アーリ著，加太宏邦訳『観光のまなざし―現代社会におけるレジャーと旅行―』（法政大学出版局，

1995）

田中　博『巡礼地の世界―四国八十八カ所と甲山新四国八十八カ所の地誌―』（古今書院，1983）

田沼武能『ヨーロッパ巡礼物語』（グラフィック社，1988）

中川浩一『旅の文化誌―ガイドブックと時刻表と旅行者たち―』（伝統と現代社，1979）

中川浩一『観光の文化史』（筑摩書房，1985）

中川　正『ルイジアナの墓地―死の景観地理学―』（古今書院，1997）

ピアーズ・ブレンドン著，石井昭夫訳『トマス・クック物語―近代ツーリズムの創始者―』（中央公論社，1995）

本城靖久『グランド・ツアー ―良き時代の良き旅―』（中央公論社〔中公新書〕，1983）
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除野信道編『新・観光社会経済学』（内外出版，1998）

加賀美雅弘『ハプスブルク帝国を旅する』（講談社〔講談社現代新書〕，1997）

佐々木　博『観光と地域』（二宮書店，1998）

山内義治『ポストモダンの消費と観光―観光の時代―』（渓水社，1997）

3 ．国外に旅した日本人（1）

先史時代に，大陸あるいは南方からさまざまな文化をもった人たちが日本列島にやってきたし，日本

列島の住民と周辺との交流があったであろうが，記録は残されていない。また，漂流した日本列島の住

民も多くいたであろうが，漂流民の記録は，たまたま無事帰国した場合にのみ残されるのであり，これ

は17世紀末からのことである。

古代・中世

倭人の名が，中国の文献に初めて表れるのは，前 2世紀末の『漢書』「地理誌」であり，季節ごとに

来て，朝鮮半島の楽浪に朝貢すると伝えている。紀元 l世紀になると，倭の国王が，洛陽に来たことが

『後漢書』「倭伝」に記されている。その後 6世紀に至るまで，日本からの朝貢団の記録は中国の文献に

多いが，どのようなルートをたどったかは不明である。

607年以後の，遣隋使および遣唐使の記録は，日本側および中国側で記録されているが，遭難して台

湾やベトナムに漂着した場合も多く，極めて危険な航海であった。遣唐使の航路には，北路，南島路，

南路，渤海路の 4つがあったことが知られている。遣唐使が中国に盛んに赴いたころ，中国から唐船が

貿易のためやってきていたが，中国の商船は，アラブから優秀な航海術を学び，モンスーンをうまく利

用していたようである。838年から10年間，中国で学んだ僧円仁の『入唐求法巡礼行記』は遣唐使の航

海の様子，留学僧の実体を伝える貴重な史料とされている。
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宋が中国を統一した10世紀以降，中国に渡る僧が増えたが，同時に平清盛による兵庫の港の整備以

降，宋との貿易が盛んになった。『今昔物語』や『宇治拾遺物語』には大陸に赴いた日本商人のことが

記述されている。日本の商船が高麗，宋の沿岸に進出するようになると，言葉が通じなかったことなど

から，武力行使による強制貿易を行うようになった。高麗の文献に倭寇の名が初めて登場するのは1223

年のことで，この倭寇は16世紀末，明が海防を厳重にし，1583年に秀吉による海賊禁止令が出されるま

で続いた。

倭寇については，日本側に記録がほとんど残っておらず，13世紀から16世紀にかけて朝鮮と中国の沿

海地方を荒らし回った海賊や武装商人団の総称であったと考えられている。日本人のみでなく，朝鮮

人，中国人，16世紀になるとポルトガル人も加わっていた。16世紀中頃，平戸に本拠を構えて活躍した

王直は安微省の出身で，中国人，朝鮮人，日本人，琉球人など2000人を従えていたと言われる。

2度にわたる秀吉の朝鮮出兵は，朝鮮側の抵抗により失敗したが，その本来の目的は，断絶していた

大陸との貿易を復活させようとしたものであったから，見方によれば秀吉の朝鮮侵略は最後の，そして

日本人だけによる倭寇であったと考えることもできる。

14世紀から16世紀にかけて，日本，朝鮮，東南アジアと広く交易していたのは，琉球の人たちであっ

た。16世紀になると，ポルトガルがマラッカ，マニラを占領して琉球船を排除し，やがて日本の朱印船

が中国や東南アジアと直接交易するようになって，東アジアの海上交易における琉球の地位は低下し

た。

近世初頭の日本人の海外旅行

1549年，鹿児島に上陸したフランシスコ・ザビエルは，アンジローという日本人をともなっていた。

アンジローはその数年前，九州からポルトガル船に便乗して，マラッカに移住していたのである。16世

紀になると，アンジローのように外国船に便乗して東南アジアに赴いていた日本人は，記録にこそ残っ

ていないが，多かったと考えられる。1592年以降，御朱印船貿易が盛んになると，東南アジア各地に在

住する日本人の数も増えていった。御朱印船の形式は，絵図や絵馬に多く残っていてその形を知ること

ができるが，帆柱などに一部ヨーロッパ様式を取り入れ，黒奴と呼ばれたジャワ人をつかっていた。

17世紀初めに日本人町として大きかったのは，マニラ郊外のディラオ，タイのアユタヤなどである。

アユタヤの山田長政は，約800人の日本人を率いた傭兵隊長であった。1639年の鎖国令によって，東南

アジア各地で商人あるいは傭兵として活躍していた日本人は，本国との連絡を断たれ，次第に現地社会

に同化していった。1712年，日本に潜入したシチリア人神父シドッチは，新井白石の尋問に対し，

「1708年頃，マニラの郊外に日本の衣服を着けた日本人が2000人以上いる。」と述べている。

このようにして16世紀から17世紀にかけて，日本人が多く海外に出掛けていたのである。朱印状を受

けた商人たちは，その船中規約などを見ると，異国は風俗言語を異にするが，天賦の利は決して変わら

ないから，いささかなりとも欺詐慢罵してはならないと述べ，国際感覚が豊かであったことを示してい

る。

欧米への使節団

1540年代に，すでに何人かのキリシタン大名がヨーロッパに使節を派遣したといわれているが，史料

により裏付けることはできない。これはキリスト教禁止以後，各大名が対外関係の史料を意図的に廃棄

したためである。イエズス会関係，およびヨーロッパ各地に残っている史料により，その全貌を知るこ

とができるのは，1582年から1590年の間にローマにまで達した天正少年使節団である。これはイエズス
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会の巡察使ヴァリニャーノの示唆により，大友，有馬，大村ら 3人のキリシタン大名が派遣した 4人の

少年で，1585年ローマに到着し，グレゴリオ13世およびシスト 5世の 2人の法王に会い，多くの土産を

持って帰国した。一行は，1591年に聚楽第で秀吉に謁見したが，すでにキリシタン禁制下にあった日本

において，使節たちは数奇な後半生を送った。最後まで日本で神父として伝導にあたった中浦ジュリア

ノは，1633年に長崎で処刑されたが，殉教の時に，自分こそ51年前にローマにいった 4人の使節の 1人

であると絶叫したといわれている。

家康は，反キリシタンの態度を貫いたが，同時に外国との交易を発展させようと考えていた。1609

年，ルソンとメキシコとを結んでいたガレオン船の一つが難船し，上総に漂着したが，家康はウィリア

ム・アダムス（三浦按針）が作った120トンの船を与え，この船にはガリオン船の生き残り船員80人らと

ともに，ノヴァ・エスパーニャとの交易を希望した家康の書状を持った日本人の使節団22名が乗ってア

カプルコに赴いた。これ以前からガリオン船に乗り組んでいた日本人船員はいたが，太平洋を渡った正

式の日本人使節団は1610年のこれが最初である。使節団は，翌年スペイン船で帰国したが，ノヴァ・エ

スパーニャとの交易については思わしい返事は得られなかった。

1613年，仙台の伊達政宗は，家臣の支倉六右衛門常長をスペインおよびローマに派遣したが，この慶

長使節は表面的にはローマ法王への遣使という形をとったが，ノヴァ・エスパーニャとの交易を望んで

いた家康の意図によるものであった。支倉は，西回りの天正少年使節団とは逆に，日本で作った新造船

に乗り組み，まずノヴァ・エスパーニャに至り，1615年ローマに到着して法王パウロ 5世に謁見した。

ノヴァ・エスパーニャとの交易はスペイン国王が許可せず，支倉はマニラに 2年ほど滞在した後，1620

年帰国したが，帰国後は幽閉状態のまま死亡した。ローマには支倉常長の肖像画も残されている。
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近世の漂流民

近世において，中国に漂流した例は非常に多いが，当時中国船は日本との交易を許されていたので，

取り調べを受けた後，長崎に送り返される例が多かった。東南アジアに漂着した場合には，殺された

り，奴隷として酷使されたりした場合が多かったようであるが，1764年，仙台から江戸に向かった伊勢

丸は，難船してボルネオに漂着し，奴隷として売られたりしたが，20人の乗組員のうち 1名だけが，

1771年オランダ人によって長崎に届けられた。

17世紀末にロシア人の勢力がカムチャッカにまで及ぶようになると，漂流民の中で運良く救出され，

モスクワやペテルブルグにまで連れていかれ，その後帰国した日本人が出てくるようになった。最も古

いのは，1695年カムチャッカに漂流した伝兵で，彼は日本語の教師として1710年，ロシアに帰化した。

ロシアへの漂流民の中で最も有名なのは，伊勢の木綿商大黒屋光太夫で，彼は1791年，ペテルブルグ

でエカテリーナ 2世に会い，帰国許可の嘆願書を提出した。帰国後光太夫は，幕府の取り締まりを受け

たが，この取り調べをもとにした『北槎異聞』『漂流御覧之記』『北槎聞略』は鎖国下での国際認識の発

展に大きく貢献した。

アメリカの捕鯨船が日本近海に現れるのは19世紀になってからのことで，アメリカの捕鯨船に救出さ

れた日本人の中で最も有名なのは，1841年鳥島に漂着した万次郎で，彼はアメリカで生活した後，1851

年帰国し，その後は1860年の遣米の使節の通弁主任，明治になってからは，東京大学の前進である開成

学校の 2等教授に任命されて活躍した。

1850年，漂流中アメリカ船に救出された浜田彦蔵は，アメリカで学校に行ったり，店員として働いた

りした後，1859年，アメリカの新任領事ドールの通訳官として帰国し，ジョセフ・ヒコの名で活躍し

た。晩年は横浜で貿易商館を開き，日本で最初の新聞「海外新聞」を刊行した。

参考書4）

円　仁著，足立喜六訳注『入唐求法巡礼行記』（平凡社〔東洋文庫〕，1970）

荒川秀俊『日本人漂流記』（人物往来社，1964）

石原道博『倭寇』（吉川弘文館，1996）

岩生成一『朱印船貿易史の研究』（吉川弘文館，1985）

小和田哲男『山田長政―知られざる実像―』（講談社，1987）

亀井高孝『大黒屋光太夫』（吉川弘文館，1964）

河北新報社編集局編『遥かなるロマン―支倉常長の闘い―』（河北新報社，1993）

デ・サンデ著，泉井久之助ほか訳『デ・サンデ天正遣欧使節記』（雄松堂，1969）

長沢和俊『日本人の冒険と探検』（白水社，1973）

福田清人『天正少年使節』（講談社〔児童文学創作シリーズ〕，1983）

森　克巳『遣唐使』（至文堂，1966）

4 ．国外に旅した日本人（2）

日本人の海外渡航を禁じた寛永鎖国令（1633）が正式にとかれ，渡航が自由化されるのは1866年のこ

とであるが，1854年の開国以後，すでに多くの日本人が海外に出掛けていた。彼らは軽業師，農業労働

者，あるいは娼婦であったが，彼らの大部分は何の記録も残さず，また帰国する者も少なかったので，

詳しいことはわからない。また，1863年の長州藩からイギリスへの留学生の派遣，1865年の薩摩藩から

の交渉，視察，留学のためのイギリスへの派遣は，いずれも密航であったが，長州の伊藤博文，薩摩の



73― ―

五代友厚，寺島宗則，森有礼らは，ヨーロッパでは幕府派遣の使命団や留学生と交流し，共に明治新政

府の中心となって活躍するようになった。

幕末および明治初期の対外使節団

1860年，日米通商航海条約の批准書交換のために，幕府はアメリカへ使節を派遣したが，その後も欧

米へ8回にわたって使節を派遣している。日米通商航海条約の批准書交換をワシントンですることを申

し出たのは幕府側であり，これは海外情勢の視察という意図と，かねて長崎の海軍伝習所で訓練してい

た人々を咸臨丸とともに警備と国威発揚のために派遣したいという意図にもよるもので，海外情勢の視

察という目的もあったため，使節団の規模は大きくなり，諸藩から派遣された人材を含めて約80名，勝

海舟を艦長とする咸臨丸にも数十人が乗り込んだ。正使新見正興の従者として参加した仙台藩の玉虫左

太夫の詳細な航米日録が残されており，これにはかなり多くの写本があることから，広く読まれたと考

えられる。

1862年の竹内保徳を正使とする遣欧使節は，国内で攘夷の運動が激しくなったので，江戸・大阪の開

市と兵庫・新潟の開港の延期を交渉することを目的にしたもので，イギリス公使オールコックの尽力も

あって， 5年間延期の交渉に成功した。この使節団の主席随員であった柴田剛中のフランスおよびイギ

リスにおける日記が公刊されている。この使節団も外交交渉のみでなく，工場や諸施設を見学し，外交

交渉のみでなく軍艦購入の交渉などもしている。またこの使節団には，ヨーロッパ 6か国の調査を目的

にした随員がいて，詳細な報告が残されている。福沢諭吉もその一人で，『福翁自伝』のなかで，彼は

この時の経験を「私の欧羅巴巡回中の胸算は，凡そ書籍上で調べられる事は日本に居ても原書を読で分

らぬ処は字引を引て調べさへすれば分らぬ事はないが，外国の人に一番分り易い事で殆ど字引にも載せ

ないと云うやうな事が此方では一番六かしい。だから原書を調べてソレで分らないと云ふ事だけを比逗

留中に調べて置きたいものだと思て，其方向で以て是れは相当の人だと思へば其人に就て調べると云ふ

ことに力を尽して，聞くに従て一寸々々斯く云ふやうに（此時先生細長くして古々しき一小冊子を示

す）記して置て……。」と書いている。

福沢諭吉はこれら 2つの使節団のほか，さらにl867年の遣米使節団の一員ともなり， 3回にわたる外

国旅行の経験は『西洋事情』（1866），『世界國尽』（1869）に反映されている。

右大臣岩倉具視を特命全権大使とする1871年の米欧への使節団は，幕末維新期の最大にして最も質の

高い，そして最後の遣外使節団であった。以後は，この種の交渉には在外公館があたるのが普通になっ

た。時の政府の中枢部が約 2年，使節団として外国に赴くなどということは，その後は到底考えられな

いことであった。使節団の第一の目的であった不平等条約の改訂には全然成功しなかったが，工場，政

府関係施設などを実に丁寧，かつ精力的に見学し，技術面でも詳細で正確な記述を残した。また，この

50名の使節団に59名の留学生が同行し，各国に留まった。留学生は各層にわたって多様であり，その顔

触れも，のちに伊藤のもとに明治憲法の起草にあたった金子堅太郎，自由民権運動の理論的指導者中江

兆民，三井財閥の団琢磨，英語教育で活躍した津田梅子（当時 8才）など多彩であった。使節団は旧幕

臣と明治政府によって登用された新官僚からなっていて，彼らの関係はかなりぎくしゃくとしていたよ

うであるが，旧幕臣に在外体験もある国際派が多かった。この使飾団に太政官書記官として随行した久

米邦武が編纂して発行されたのが『米欧回覧実記』（ 5編和装で全100巻，岩波文庫版で 5冊）である。

岩倉使節団が現地から送った報告書は，l873年の皇居の火事で太政官が類焼し烏有に帰したため，「大

使事務所目」，「理事官視察官取調諸目」などが久米などにより編纂され，その副産物として，この『実

記』が半公式的な記録として，1878年に出版された（推定部数3,500）。
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編者であり大部分の執筆者である久米邦武は佐賀藩士出身，1888年，帝国大学文化大学教授になった

が，1891年，「太平記は史学に益なし」と「神道は祭典の古俗」の二論文で国家主義者や神道家の非難

を浴び，翌年免官，その後親交のあった大隈重信の東京専門学校で教鞭をとり日本史の研究で大きな業

績をあげた。『実記』の内容は詳細な日録であるとともに，各大陸，訪問または訪問が予定されていた

各国，各都市の概説をつけていて，明治初頭の日本人が欧米の文化に触れ，どのように反応したかを知

ることのできる貴重な資料になっている。

明治知識人のヨーロッパ体験

英文学者夏目金之助が文部省から派遣されてロンドンに滞在したのは，岩倉使節団より約30年後のこ

とである。また久米の『実記』がなかば公的な記録であるのに対して，ここで取り上げる漱石の文章

は，公表されることなど予想もしないで書いた日記および書簡で，性格が非常に異なる。しかしそこ

に，西洋を見る日本人の眼差しの変化，その基礎にある日本の国家，社会の変化を読み取ることができ

る。岩倉使節団が文明の利器として感心した鉄道は，漱石にとっては大きな騒音をたてる乗り物であ

り，岩倉使節団にとっての文明の都ロンドンは，漱石にとっては気味が悪いくらい煤煙のたちこめる不

健康な街であった。日清戦争に勝利した日本では，中国人に対する蔑視，差別が拡がってきていたが，

漱石ははっきりと「支那人ハ日本人ヨリモ遥カニ名誉アル国民ナリ，……西洋人ハヤヤモスルト御世辞

ニ支那人ハ嫌ダガ日本人ハ好ダト云ウ之ヲ聞キ嬉シガルハ世話ニナッタ隣ノ悪口ヲ面白イト思ッテ自分

方ガ景気ガヨイト云ウ御世辞ヲ有難ガル軽薄ノ根性ナリ」と日記に記している。国家のあり方に批判的

であり，同時に多数の民衆からも孤立したインテリゲンツイアの日本における誕生をここに見ることが

できる。また漱石は，日本人が，英語を完全に習得し，英文学を真に理解することができるのだろうか

という懐疑を繰り返し記している。

おなじ文学者でも，医学を学ぶために，漱石よりも15年前にヨーロッパに留学した森林太郎（鴎外）

には，このような懐疑はなかった。軍医として1884年から 4年間，ドイツで衛生問題を研究した鴎外

は，ミュンへンをはじめ，ヨーロッパの各都市で生活環境を改善するためになされていた都市計画事業

から強い印象を受け，帰国後日本の都市の労働環境，生活環境を改善しなければならないことを論じ

た。

明治期のアジアへの旅

ロシア駐在全権公使として，1875年のカラフト・千島交換条約の締結の任にあたった榎本武揚は1877

年の帰国にあたり，わざわざシベリア経由の旅行を行い，ロシア極東，シベリアの実情を視察した。し

かし帰国後の榎本は多忙をきわめ，断片的にシベリア旅行のことを発表したが，詳細な観察記録である

『西比利亜日記』は1943年まで出版されることがなかった。

晩年には内閣総理大臣や枢密院議長になり，明治の元勲とされた黒田清隆は，北海道開拓次官の頃か

ら千島，カムチャッカ，サハリンの調査，アメリカ，イギリスなど欧米諸国への使節として辺境や外国

への広範な旅行を行い，1885年には半年にわたって中国を旅行し『漫遊見聞録』 2巻を著した。さらに

翌86年から87年にかけてはサハリンからシベリアを横断してヨーロッパ各地を訪れ，その旅行記を『環

遊日記』上下 2巻（1887）として発表したが，その上巻には当時のシベリア各地の事情が詳しく述べら

れている。黒田は榎本とともにカラフト・千島交換条約の立役者であったから，ロシア帝国は食事や馬

を準備するなど便宜をはかったが，黒田の意図は各地の産業や軍備，住民の生活などを観察することに

あった。彼は 6人の随員を従えて，馬車，船で， 2カ月あまりを費やしてニジニノフゴロットまでシベ
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リアを横断し，あとは列車でペテルブルグまで行ったが，当時のシベリアは，「逆旅ノ設ナシ。故ニ市

聚アルノ地ニシテ貴客来游スルアレハ，官員又ハ商民ノ居宅ヲ以テ旅館ニアテ，其主人モ亦喜テ善ク之

ヲ遇ス。駅亭ハ旅客ノ止宿ヲ拒ムヲ得ス。然レトモ率ネ陋隘ニシテ，臥榻ノ設ナク，僅ニ足ヲ休ムルニ

過キス。故ニ比旅行ハ昼夜兼行，車上ニ眠ルヲ可トス。食事ニ至レハ，駅亭ニ於テ湯ヲ命シ，携フル所

ノ茶・糖及ヒ食物ヲ取テ之ヲ用フヘシ。」といった状態であった。

榎本と黒田が随員を従えてのシベリア横断だったのに対し，1891年ドイツ駐在武官であった陸軍中佐

福島安正は，帰国に際して「現下のわが国の急務は，ロシアの軍備の調査であり，さらに蒙古，満州に

おける清国の軍事体制の調査である。もし許されれば，私は任期満了後の明年一月より，単騎ベルリン

を出発し，トルコ，ペルシア，中央アジア，シベリア，蒙古，満州を経由して，中近東，ロシア，清国

の実情を調査し，もって国策の遂行に寄与したい。」と献策し，軍当局の命令を得て翌年単身ベルリン

を出発し，馬を10頭乗りつぶし， 1年 5カ月を費やしてウラジオストークに到着した。福島は新橋駅頭

で盛大な歓迎を受けたが，その調査報告は軍当局に対してなされ，その日記は断片的に1942年以降満鉄

広報課などから発行されただけである。

榎本・黒田・福島などが困難を冒してユーラシア大陸内陸部を旅行したのは，福島の言葉にあるよう

に，日本はアジア大陸にその勢力圏を拡大しなければならないという北進論に基づくものであった。

明治以来の日本の大陸政策の影響を受けて中国満蒙を旅した日本人は，おびただしい数に達する。大

陸へのスパイ活動は，1872年征韓論者であった西郷隆盛が腹心の陸軍将校団を中国華北に派遣したのに

始まる。その後，陸軍または陸軍に雇われたスパイの調査活動は華南から蒙古，四川省に及ぶようにな

り，多くの調査報告は軍部の内部文書にとどまったが，なかには竹添進一郎『桟雲峡雨日記』（博文

館，1893年）のように広範な読者層を獲得したものもある。政治家や軍人の調査旅行は記録が残された

が，明治時代，日本人商人で交易のためシベリアやアジア奥地まで足をのばしていた人はかなりいたよ

うである。第二次大戦後，『世界ノンフィクション全集』などにこれら民間人の記録がいくつか収録さ

れるようになった。大学予備門でドイツ語を学んだことのある玉井喜作は，北海道で事業に失敗した

後，1892年ウラジオストークに密航し，隊商隊に加わって中央アジアからシベリアを横断してドイツに

至り，現地の商社に勤務した。1906年彼は41歳で客死したが，いくつかの旅行記録を日本語およびドイ

ツ語で残した。

軍部や外務省関係の調査活動のみでなく，行商などビジネスを目的にして中国に赴く日本人の数が増

えてくると経済的情報が求められるようになった。1886年陸軍中尉であった荒尾精は漢口に楽善堂

（James Curtis Hepburn処方の目薬の販売会社）の支店を開き，多数の同志を集めてモンゴリアから雲

貴高原までに至る詳細な調査を行い，1889年『清国通商要覧』 3冊 2千余ページの大著をまとめた。荒

尾は日本全国を遊説して日清貿易協会と日清貿易研究所の設立を主張し，1890年，304名の青年から150

名を選んで，上海に日清貿易研究所という学校を創設した。日清貿易研究所の卒業生は，日清戦争にあ

たっていずれも通訳または間諜として活躍し，多くの行方不明者も出した。日清戦争後，日清貿易研究

所は東亜同文会所属の上海東亜同文書院に再編成され，この学校はその後 3年制の高等教育機関とし

て，第二次世界大戦に至るまでハルビン学院とともに日本の大陸進出の尖兵を多数養成した。東亜同文

書院では 3年次の夏休みに全 3年生を班分けして中国各地を旅行させ，それぞれの地域の地理，経済，

風俗，物産などを調査し，そのレポートを提出させるならわしであった。前世紀末から今世紀初頭にお

いて，中国に関するこれだけの規模の地域調査は中国によっても他国によっても行なわれていない。東

亜同文書院の建物は， 2度の戦火で焼失し日本の敗戦とともに閉校となったが，膨大な調査旅行記録の

複写本が学生の手によって作られ，そのかなりの部分が東京の東亜同文会に保存されていた。



図 8
長沢和俊『日本人の冒険と探検』（白水社，1973）p.300より引用（90％縮小）

76― ―

これらの図書・文書は，敗戦後占領軍に接収される直前に搬出され，東亜同文書院のスタッフを中心

にして新設された愛知大学に霞山文庫として保存され，マイクロフィッシュも刊行されている。

東京女高師出身で横浜の大同学校，上海の務本（ウーペン）女学堂で中国人子女教育の経験をもって

いた河原操子は，1903年，内蒙古のカラチン王家から教育顧問として招かれて赴任し，1906年までカラ

チンに滞在した。彼女は内蒙古における教育制度の確立に大きく貢献したが，折から日露戦争中でロシ

ア軍支配地域に潜入しようとした秘密工作員に多くの援助を与えた。1904年 2月29日の彼女の日記に

は，「今度入蒙せられし決死の志士は，すべて十二人，半はハイラルへ半はハルビンへ赴かんとはしら

るるなり。いつれも皆我国の荊軻にして忠烈の気天を貫き，殉国の心鬼神を泣かしむるあり。諸氏がそ

の任務を達せらるる日は，露軍の心胆を寒からしむる時なり。我れは神かけて其の成功を祈りぬ。我れ

はかよわき女の身の力及ばねど，今比地にあるを幸い，いささかにても諸氏の便を図るを得ば，またこ

れ報国の一端なり。積雪の砂漠には道案内なかるべからず。百里の旅には馬を替えざるべからず。その

馬その案内，平時ならば事はなけれども，今の時いかにして之を求むべきか。……」と記されている。
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これらの道案内や替馬は彼女の努力と大木の協力によって集められたのであろうが，秘密工作員の多く

はコサック兵に捕らえられて銃殺されたり，モンゴル馬族に襲われて殺されたりした。

河原操子の後任は人類学者鳥居竜蔵の夫人きみ子であった。鳥居竜蔵は1902年から1903年にかけて東

京帝国大学から苗族調査のため出張を命ぜられ，貴州，雲南，四川を各地調査した。内蒙古には夫人と

ともに1906年から1908年まで滞在し，わずか 1歳の幼児を抱えて2頭だての馬車5台での大調査旅行を行

い，遼の文化史研究の研究の基礎を築いた。鳥居はその後1919年に東部シベリア，1921年には北サハリ

ンの人類学的調査，1928年には東部シベリアから蒙古にかけての遼代文化の史蹟の調査を行なってい

る。その調査記録は，東京大学，鳴門市の鳥居竜蔵記念館，ソウルの国立博物館に保存されている。

大谷派の僧侶の何人かは1890年ごろから仏典を求めて中国から当時鎖国状態であったチベットに侵入

しようとしていた。1898年から1901年にかけて能海寛と寺本婉雅はあらゆるルートからチベットへの潜

入を試み，とくに能はチベット文般若心経の研究をしながら1900年雲南からチベットに入るべく重慶を

出発し，1901年4月大理府から本山に書簡を送って消息を断った。数年後，雲南苗族の建築物研究に従

事していた伊藤忠太一行がチベット国境近くの民家の壁に書かれていた海寛の最後の和歌を発見し，こ

れにより彼がこの地で1933年末土族によって殺害されたらしいということがわかった。

中国側からチベットに入ろうとした海寛たちが成功しなかったのに対して，哲学館（東洋大学の前

身）に学んだ黄檗宗の僧侶河口慧海（幼名定次郎）は，仏教の深奥をきわめるためにはサンスクリット

の原典にあたらなければならないが，インドでは仏教のサンスクリット原典は散逸してしまっているの

で，その逐語訳が残っていると考えられていたネパールかチベットに赴こうと考えた。彼は周到な計画

のもとに，1897年ダージリンに到着し 1年余チベット語を学んだ。1899年漸くカトマンズのラマ寺院に

到着し，そこからヒマラヤを越えてチベットに入った。慧海はラサ近郊の寺で 1年以上滞在してチベッ

ト仏教の研究に従事し，13代ダライラマにも拝謁した。1902年になって，日本人であることが露見しそ

うになって，チベットを去り，ネパール国王から多くの教典を贈られて，翌年日本に帰った。帰国後の

彼はジャーナリズムにもてはやされ，各地で講演したが，チベット大蔵経などを求めて1904年日本を出

発し，1913年ラサに入り1915年まで滞在した。帰国後の慧海は持ち帰った大蔵経の帰属をめぐって青木

文教との紛争に巻き込まれたりして，後半生は必ずしも平坦ではなかったが，晩年は東洋文庫で研究に

従事し，1945年80歳で永眠した。彼の業績は今日世界のチベット学会で高く評価されている。

河口慧海の第 2回目のチベット入りが容易であったのは，1910年に清国軍がチベットに侵入し，13世

ダライラマがダージリンに避難してチベットの鎖国体制が既に終わっていたからである。後に西本願寺

の門主になる大谷光瑞はすでに1902年 3年間のイギリス留学を終えて帰国の途中随員とともにタリム盆

地およびインドで仏蹟の調査をしていた。

その後も光瑞は後述のように西本願寺の総力を挙げて中央アジアの科学的探険を試みたが，1910年に

ダライラマがダージリンに避難すると光瑞は直ちに青木文教と多田等観をダライラマのもとに派遣し，

チベット入国の許可を取った。このようにして河口慧海が2回目のラサ入りをした時には，そこにはす

でに青木および多田の西本願寺僧侶，軍事教練の指導をしていた民間人矢島保次郎が滞在していたので

ある。

北進論と南進論とがはっきりと対置されて議論されるようになるのは，日露戦争，さらには日韓併合

を経て後のことであったが，南進の主張は日清戦争前からあった。また「北進」の主張が，当初は大国

ロシア，清に対する警戒心から発していたとはいえ，常に武力進出の軍国主義的，国家主義的主張と結

びついて，陸軍軍人，国家主義者によってなされていたのに対して，「南進」の主張は武力進出の主張

のかたちを取る前に，商人，移民の進出という平和的手段による実態があった。
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幕末，明治初年にすでに何千という日本人が，正規の渡航手続きをとることなく，東南アジア，太平

洋地域（「南洋」説と呼ばれていた）にわたっていた。史料によって確認できる最初の日本人の集団移

民は1868年ハワイ王国に対するものであったが，非合法，民間の手を経たものは南洋に対するもののほ

うが明治年間には多かった。とくに多かったのは，1903年にはじまるマニラ・バギオ間道路工事に対す

るものであった。また1902年には，南洋での妓楼経営者，村岡伊平治の自伝が出版されているが，近年

の研究によると，この本の信憑性はとぼしい。

1884年，マーシャル群島で日本船員虐殺事件が起こり，外務省から鈴木経勲などが調査に派遣され，

彼は現地の住民と交渉して王邸に日章旗をかかげさせたが，外務省はこれを認めず，鈴木は外務省を辞

職し，以後後藤象二郎の援助をうけて太平洋諸島探険のパイオニアになった。1890年には『日本開化小

史』の著書もあり，実業界でも活躍していた田口卯吉は，南島商会を設立し鈴木経勲をつれて，グア

ム，ヤップ，パラオ，ボナペ諸島に巡航貿易を行い，詳細な『南洋探険実記』（1893）を著わした。

札幌農学校出身の志賀重昂は，l886年以来，海軍練習艦に便乗して，太平洋諸島，オーストラリアな

どを訪れ，1887年『南洋時事』を発表した。日本人の知的関心の対象として「南洋」という概念を明示

した最初の著作といえる。『日本風景論』の著者でもある志賀重昂は，しばしば国家主義者というレッ

テルが貼られているが，日露戦争後の日本の膨張主義に警告を発して，国際政治の現実を理解し，日本

人がもっと国際的にならなければならないことを主張していた。晩年の1922年には，アパルトヘイトが

開始された南アフリカを訪れ，有色人種であるために，レストランに入れてもらえなかった経験を味わ

い，日本および日本人の将来にかなりペシミスティックな展望を持つようになっていた。

東南アジアに関しても，1880年代から，菅沼貞風（フィリッピン），岩本千綱（タイ，ラオス，ヴェ

トナム），石橋卯三郎（タイ）などにより，探険，調査が行なわれ，彼らの著書はかなり広く読まれ

た。これらの素地のうえに，明治末になると竹腰与三郎の『南国記』（1910）のような書物が出版さ

れ，広く読まれて，南進論はひとつの有力な世論を形成するようになった。
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藤田佳久編『中国との出会い』（東亜同文書院・中国調査旅行記録 第1巻，愛知大学，1994）
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5 ．日本を旅した外国人

文書記録が残っている外国人の日本旅行は，16世紀のイエズス会の宣教師に始まり，近現代について

は，その数が非常に多くなるが，日本語に訳されているもの，あるいは日本語で紹介されているものに

限ると，その数は非常に限定される。第二次世界大戦後は，日本旅行の記録，あるいはガイドブックが

数多く出版されているが，第二次世界大戦直後の，歴史的価値のあるものを除けば，日本語に翻訳され

ているものはほとんどない。

イエズス会本部に日本から送られた報告は，ほとんどが日本語に訳されているが，これは旅行記録と

いうよりも，日本事情に関する報告であって，事実，ザビエルをはじめ，個々の宣教師が，日本国内を

どのように旅行したかということは，全くわかっていない。

鎖国時代の日本旅行

鎖国時代に日本旅行をしたのは，オランダ商館関係者，中国および朝鮮からの使節団に限られ，いず

れも江戸に参府のため，日本国内を旅行したものである。

朝鮮通信使の史跡については，朝土史研究家によっていくつか研究がなされているが，使節の旅行記

や，報告書に基づいた研究はないようである。ドイツ人の博物学者であり，医者でもあったケンフェル

（ケンペル）は，アジア各地を旅行した後，1686年，オランダ東インド会社に船医として就職し，1690

年から92年まで，長崎のオランダ商館長の侍医として滞在し，商館長に従って， 2回江戸参府を行っ

た。帰国後，著作に没頭し，日本の歴史と紀行に関する著作が，1727年にまず英訳本が，50年後にドイ

ツ語原文が出版されたが，それまでほとんど知られていなかった日本についての正確な記述を，ヨー

ロッパにもたらしたものとして，画期的な意味をもった。参府の道中の観察は，同時代の日本人が当然

のこととしていたことを，外国人の目で記録し，現代の日本人読者にとっては，非常に興味ある記述に

なっている。

ケンペルに匹敵する記録を残したのは，同じ日本商館付き医員として，1823年から1829年まで滞在

し，1828年には江戸参府に随行したシーボルトである。シーボルトは，許可を得て，長崎に学塾兼診療

所を開き，多くの蘭学者を養成した。門人たちにオランダ語の論文を提出させ，彼自身の研究資料にし

た。1828年の帰国に先だって，シーボルト台風の名で知られる史上最大の台風で，オランダ商船が難破

し，修理のため積み荷を陸揚げしたところ，シーボルトの積み荷から，移出禁制であった伊能忠敬の作

成の日本地図などが発見され，シーボルト事件が起こり，多くの日本人が連座した。伊能図は，幕府の

天文方高橋景保から，ヨーロッパの地図類と交換に受け取ったものと推定され，シーボルトは抜け目な

く，別に日本人の絵師に伊能図のコピーを作らせ，これがヨーロッパに伝えられて，以後，ヨーロッパ

の地図における日本が非常に正確なものになった。オランダに帰国後，大著『日本』，『日本植物誌』，

『日本動物誌』などを発表し，これらは以後の西洋人の日本研究の基礎となった。『日本』は，最近全訳

されたが，その一部は，明治期に門下生の呉秀三により，『シーボルト江戸参府紀行』として訳出され

た。なお，シーボルトは1859年，日蘭通商条約締結後，長男および次男をともなって再来日し，息子た

ちは後に，日本で外交官として活躍した。

日本の開国を実現させたアメリカ東インド艦隊司令官ペリーは，1853年に，浦賀沖に来るのに先立っ

て，日本について周到な調査，研究を行っていた。彼は，日本国内を旅行したわけではないが，膨大な

『遠征記』（1856）は，周到な調査，研究の上にたった記録であり，接触した幕府の役人に対する観察の

みでなく，日本の将来，あるいは日本人の特性への，鋭い洞察に満ちている。



図 9　イザベラ・バードの日本の旅のコース
金坂清則「バードの旅、ブラントンの地図」（『地域と環境』第 1号，1998）p.3より引用（80％縮小）
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明治初期の日本旅行

1858年に，諸列強との間で締結された修好通商条約では，外国人は，限られた居住地に居住し，居住

地から10里四方以遠には旅行することができなかったが，この制限は，1874年に撤廃された。外国人が

日本国内旅行を行うようになると，当然，ガイドブックが必要になった。明治初期に日本にいたお雇い

外国人や外交官の多くが，1872年に横浜に設立された日本アジア協会（The Asiatic Society of Japan）の

メンバーとして，様々な専門的分野で異国日本の研究を行っていた。彼らのなかで，1870年代末頃か

ら，イギリス公使館の通訳官，後に書記官であった

サトウを中心にして，日本語学者チェンバレンなど

が協力して，日本のガイドブック出版の準備が始め

られた。日本在住の外国人に大きな影響を与えたの

は，当時，欧米の上流社会で流行していた，冒険好

きの貴婦人の一人イサベラ・バードが，1878年，東

北の内陸部から北海道までを旅行し，『日本奥地紀

行』を1881年に出版したことであった。サトウたち

は，自分たちのガイドブックを，マレー社のガイド

ブックシリーズの 1冊としての刊行を望んでいた

が，1881年に発行された第 1版では，それが実現さ

れなかった。1884年の改訂増補版，A Handbook for 

Travellers in Central & Northern Japanは，マレーの

ガイドブックの体裁に合わせたが，内容は705ペー

ジという膨大なもので，むしろ日本に関する百科全

書的な記述になっている。ガイドブックとして，旅

館，人力車，度量衡など，外国人旅行者が注意しな

ければならない日本の旅行事情についての記述があ

り，当時の旅行事情を知る資料としても貴重であ

る。
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マレー社の『日本旅行案内』（A Handbook for Travellers in Japan）は，チェンバレンなどの編集で

1891年に初版が刊行されたとされているが，これは実質的には，大部分がサトウ編集の第 2版の要約で

あって，ページ数は459ページに減り，サトウが離日したために，編集者がチェンバレンに変わったも

のである。1884年版と1891年版との相違点の一つは，1891年版では，中部山岳地帯の記述がかなり書き

改められただけであって，この部分は，志賀重昂の『日本風景論』（1894）の日本の山岳美に関する記

述に大きな影響を与えた。ちょうど外国人による日本アルプスの発見に対応している。

グラフィックな記録―写真・絵画・漫画―6）

20世紀の日本旅行

明治初期の外国人の日本旅行に対して，次の20世紀百年をひとからげにするのは，たしかに乱暴なこ

とであり，大ざっばにすぎるかもしれない。しかし，明治初期についてみたように，当時から，ロティ

に代表されるようなサイードの意味におけるオリエンタリスト日本イメージと，サトウなどのように，

一介の旅行者ではない知日派の知識人の，あるいはバードのように，虚心坦懐に日本社会の深部まで分

け入ろうとした（多分バードは女性であったが故にそれができたのであろうが，ここではこの問題には

深く立ち入らない）人たちの日本理解が併存していた。勿論，今日の観点から，後者にもオリエンタリ

ズムの偏見を指摘するのは容易であるが，第二次世界大戦までの外国人の日本旅行の記録は，これら二

つの極の間のスペクトル上に位置づけられたといえよう。1930年代，日本を，ほとんど同時期に訪れた

チャリー・チャップリンとジャン・コクトーとは，それぞれ，歌舞伎，相撲など日本の伝統文化を高く

評価するとともに超国家主義の台頭を鋭く感じ取っていた。いずれも，するどい洞察力にみちていて，

20世紀前半のすぐれた日本旅行記になっている。

第二次世界大戦後になると，戦争中の残虐で狂信的な日本人とすぐれた伝統文化をもつ日本人，そし

て1960年以降になると驚異的な経済成長を達成した日本人という，容易に結びつかない日本人イメージ

をどのように結びつけて統一的な解釈を下すかということが，日本旅行をする外国人の重要な知的関心

の的になった。
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ペルリ著，土屋喬雄・玉城　肇訳『ペルリ提督日本遠征記』（岩波書店〔岩波文庫〕，全 4巻，1948－1955）

松田毅一監訳『十六・七世紀イエズス会日本報告集』（同朋舎出版，1991－）

ドナルド・リチー著，安西徹雄訳『十二人の賓客―日本に何を発見したか―』（TBSブリタニカ，1997）

この部分については，私の英文の論文があるので，興味ある方は読まれたい。

Keiichi Takeuchi. Some Remarks on the Texts by Foreigners on Japan up to the End of the Nineteenth

Century: How They Changed the Image of Japan Abroad and the Impact They Had on the Landscape Sensi-

bilities of the Japanese. Regional Views, No.12, March 1999, Institute for Applied Geography, Komazawa Uni-

versity.



図10　マルコ・ポーロの旅行ルート図
長沢和俊『世界探検史』（白水社，1969）p.44より引用
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6 ．探検―「地理的発見」から調査へ―

大航海時代

「大航海時代」という日本語は，1950年代末，ヨーロッパ人がヨーロッパ以外の世界にのり出して

いった時代の記録，史料を提供する大規模な翻訳叢書の企画が持ち上がった時，西洋では「地理的発見

の時代」（age of geographical discoveryまたはage of geographical reconnaissance）と呼ばれているが，発

見された側が，このような用語を用いるのはおかしいし，日本史では「南蛮人の渡来」と呼ばれてきた

ではないか，という議論から，この叢書の名前として採用されたのにはじまる用語である。ヨーロッパ

人が大旅行をして，それまで交渉のなかった地表の各地を一つにまとめあげたことは，たしかである。

「地理的発見の時代」は，13世紀，マルコ・ポーロに代表されるヴェネツィアの商人などの旅行者に

よって，シルク・ロードを西から東に向かう大旅行がなされ，アジアに関する知見がヨーロッパにもた

らされたのにはじまるとされているが，彼らは通常，西アジアから中国までを陸路により旅したので，

「大航海時代」という表現では，これらの地理的発見時代のさきがけをなした旅を含意することはでき

ない。

マルコ・ポーロは，元朝期の繁栄していた港町，泉州（ザイトン）のことや，自らは訪れなかった

が，金がありあまるほどある東方の島国，ジパングのことを物語った。偶然のことから出版されたこの

マルコ・ポーロの旅行記を，コロンブスは読み，アジアへの夢をかき立てたが，ヨーロッパ人のアジア

への旅行熱を煽ったものとしては，何よりも数世紀以来，東方からもたらされていた香辛料があった

し，13世紀以来，ヨーロッパにあったプレスター・ジョンの伝説であった。東方に偉大なキリスト教徒

の帝王，プレスター・ジョンがいて，イスラム勢力と戦って，その勢力を一掃しつつあるという伝説

で，なんとかこの王と接触しようとヨーロッパ人は努めたのであった。プレスダー・ジョンの国は，

1493年頃，ポルトガル人ペーロ・ダ・コヴィリャンがエチオピアに到着して，もはや伝説ではなくなっ

た。



図11　Fifteenth-century ships
出典不明，教材プリントより転写（70％縮小）

図12　Portuguese voyages of reconnaissance
出典不明，教材プリントより転写
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帆船時代の海上交易は，利用する風によって，

別個の通商圏を形成していた。アラビア海の交易

の中心は，マラバール海岸のカリカットで，ポル

トガルは15世紀の航海王エンリケ王子以来，アフ

リカの南をまわってカリカットに到着しようとし

て，アフリカ航路を開拓し，1487年，バルトロメ

ウ・ディアスが喜望峰を発見し，これは1489年の

ヘンリクス・マルテルスの世界地図に記録されて

いる。1497年に，ヴァスコ・ダ・ガマの船隊が，

カリカットに到着したが，ガマは，現在のケニア

のマリンディで練達のアラブ航海士を得て，この

水先案内によってアラビア海を横断したのであ

る。カリカットに最初に到着したのは，カイロか

ら1488年にやってきたコヴィリャンであった。ア

フリカ西海岸航路の開発にともなって，1498年ま

たは1500年に，ポルトガル人はブラジルにも到着

した。

古代のプトレマイオス以来，赤道の長さは実際

の3分の2程度と考えられていたので，コロンブ



図13　コロンブスの航海図
長沢和俊『世界探検史』（白水社，1969）p.72より引用（85％縮小）
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スは，マルコ・ポーロが伝えたジパングをアンティル諸島西部の経度に，カタイをメキシコ西海岸の経

度に位置すると考え，西回りでここに行く計画を，フェルナンドとイサベラのカトリック両王に売り込

み，イサベラの援助を得て，1492年10月，バハマ諸島に上陸した。コロンブスは，西インド諸島および

アメリカ大陸へ 4回の航海を行ったが，死ぬまで自分がインドおよび日本へ旅したと信じていた。コロ

ンブスの第 2回航海に同行した（？）アメリゴ・ベスプッチは，その後，ポルトガル船で南米へ航海

し，新世界と呼ぶのにふさわしい一つの大陸を発見したと述べた。1507年のマルティン・ヴァルトゼー

ミュラーによる世界図で，この新大陸を，アメリゴにちなんで，アメリカと呼ぶことが提案された。

1494年，ローマ法王の仲介によって締結されたトルデシリャス条約によって，スペインは，西経の

46°37′以西の領土権を持つことになり，16世紀全般に中央および南アメリカは，征服者たち（コンキ

スタドーレス）により，スペインの領土とされた。彼らはまず，「征服者」であって，「探険者」であっ

たのは結果にすぎないが，広大な土地に関する知識がヨーロッパにもたらされた。彼らの勇気と忍耐力

は抜群であったが，富を求めるのにかけては，貪欲この上なく，先住民の諸王国を滅ぼし，その残虐さ

は破廉恥きわまりないものであった。このような中にあって，サラマンカ大学をでたばかりの青年移住

者バルトロメ・デ・ラス・カサスは，1510年，司祭となり，先住民に対する同朋の残虐行為を告発し，

彼らの境遇改善に一生を捧げた。晩年，スペインに帰って書いた『インディアス概史』は1875年になっ

てようやく印刷されたが，1492年から1520年に至るアメリカの見事な年代記になっている。

西回り航路をとって東洋に達するという，コロンブスがやり残した仕事を達成したのは，フェルディ

ナンド・マジェラン（フェルナン・デ・マガリャンエス）であった。1519年，ポルトガルを船出し，

1522年10月，後に彼の名で呼ばれることになる海峡を通過して，「南海」と呼ばれていた太平洋に入



図14　イスパニアとポルトガルの領海紛争
長沢和俊『世界探検史』（白水社，1969）p.87より引用

（85％縮小）
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り，それを横断して，100日をかけてフィリ

ピンに到達し，そこで現地人の戦争に巻き込

まれてマジェランは死亡し，部下はさらにポ

ルトガル人によって投獄されたりして，わず

か18名が1522年，ポルトガルに戻った。

16世紀後半になると，スペインはメキシコ

を基地にして，フィリピンの植民地化に成功

し，モルッカ諸島，アジア各地はポルトガル

人の支配下に入った。しかし，16世紀中頃に

なると，イギリス人が「大航海」の仲間入り

をしてきた。16世紀のイギリスの膨張は，二

つの方向をとる。一つは中国に達するための

「北東」であったが，これは結果的にロシア

との貿易という現実的な仕事を結果した。も

う一つは，「南海」に達するための南西ルー

トの開拓であり，これは1572年，プリマスを

出発したドレイク船長の世界周航旅行を結果

した。ドレイクなど，16世紀後半のイギリスの航海士たちは，なかば海賊で，各地でスペイン人やポル

トガル人の基地を襲撃した。1588年のドバー海峡におけるスペインの無敵艦隊の敗北は，17世紀になっ

て，スペインが世界の海における制海権を失う端緒をなすものであった。当初，ロシアから中央アジア

経由でペルシャ，インドへ浸透しつつあったイギリスは，1590年代になると，喜望峰をまわってアジア

へ到着しようとし，ポルトガル人であろうと，先住民であろうと，片端から略奪していたが，1599年に

なると，トーマス・スマイスの音頭取りで，有力商人の一団が一つの株式会社を設立し，翌年暮れに

は，「官許東インド会社」の認可を受けた。1601年には，ランカスターの手記のごとく，最初の東イン

ド会社船団がインドに赴いたが，この時ランカスターは，壊血病に悩む乗組員に，レモン汁を与えると

効果があることを発見した。

16世紀末に，スペインからの実質的独立を達成したオランダは，豊かな商業国家として，バルト海貿

易を基礎に，各地との中継貿易を発展させ，アジアや西インド諸島にも進出し始めた。16世紀末におけ

る，オルテリウスやメルカトール（ゲルハルト・クレーマー）などの地図制作者がオランダに出現した

のは，オランダの航海士たちが世界各地に進出し始めたのに対応している。16世紀末，ジャワにその基

礎を確立してからは，「南島」探険の主役は，イギリス人とオランダ人になった。当初，オランダ領東

インドに到着する航路は，喜望峰経由であったが，17世紀になると，オランダ人は南米南端のホーン岬

をまわる航路も開拓し，オルテリウスやメルカトールの地図に反し，「南方大陸」がマジェラン海峡ま

でのびていないことを明らかにした。また，オランダ人は1630年頃までに，ニューギニアおよびオース

トラリア北部の輪郭を，ほぼ知るようになり，バタビアから東航して太平洋を横断するルートを発見す

る課題が，1642年，オランダ東インド会社総督からアベル・ヤンスゾーン・タスマンに与えられた。タ

スマンは，オーストラリア南岸を東航して，後に彼の名前が冠せられることになるタスマニア，さらに

はニュージーランドの南島に到着した。タスマンはこれを当時その存在が信じられていた「南方大陸」

Terrae Australisの一部と考え，東インド会社は，「裸で浜辺をうろついている」原住民というタスマン

の報告から，貿易の利益の見込みがないと判断して，ここでの探険の続行を断念した。南太平洋を広く
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探検したタスマンによって，マジュランがフェゴ島を巨大な大陸と考えたときから存在していた「南方

大陸」の幻影は消滅していたはずであるが，この幻影は18世紀中葉まで残った。17世紀の探険活動は商

業資本の利害によって評価され，地理的探険の価値は認められず，オーストラリアは長く不毛の土地と

して放任された。

16世起後半に，北アメリカ各地の探険に熱心であったのは，フランス人であった。1560年代に，スペ

イン船を襲撃するためのフランス海賊の基地を作ろうとしたのは，ユグノー教徒であった。17世紀にな

ると，ユグノー教徒の一派は，セント・ローレンス川流域を盛んに探険したが，植民には成功しなかっ

た。オックスフォード大学出身のイギリスの政論家リチャード・ハクルートは，1570年代から，北アメ

リカ植民を熱心に主張し，彼にけしかけられて多くのイギリス人が北アメリカ探険を行い，1607年に

は，ヴァージニアに新大陸における最初の恒久的イギリス植民地が建設された。このころ，沿岸の詳細

な測量を行ったジョン・スミス船長は，1616年，ニュー・イングランドと題した，見事な地図つきの書

物を発行し， 4年後のピルグリム・ファザーズ上陸に大きな影響を与えた。

探検の変質―科学的調査へ―

17世紀の後半から18世紀の前半にかけては，世界的に探険活動が低調であった。革命と戦争がヨー

ロッパをおおい，オランダは貿易活動に忙しく，フランスとイギリスは植民地争奪戦に明け暮れてい

た。この時期における重要な探険としては，エカテリーナ 2世の要請を受けたベーリングによるものく

らいである。

18世紀後半になると，探険が再びさかんになった。この理由または背景として，以下の 3点が考えら

れる。まず第一に，1763年のパリ条約によって，イギリスの海上支配権が決定的なものとなり，これに

挑戦し得るのはフランスのみとなった。イギリス海軍にとって，水路調査や探険活動は，制海権確保の

ために不可欠なものとなった。これに対抗してフランスもいくつかの探険隊を派遣した。第二に，「啓

蒙の世紀」とも呼ばれる18世紀になると，科学と合理主義が重視され，ヨーロッパ各国に物理学，化

学，生物学，天文学，地質学，地理学などの学会がつくられ，これらの学会が率先して世界各地の調査

を行うようになった。第三に，この第二の点と関係するのであるが，「啓蒙」の精神は「進歩」の思想

をもたらし，歴史における進歩の頂点にヨーロッパが，「自然の体系」（Systema Naturae）の頂点に，

ヨーロッパ人がおかれた。このようにして18世紀中葉に始まる科学的探険は，「征服」に反対するもの

であったが，同時に，非ヨーロッパ世界を，ヨーロッパ中心主義的な（Eurocentric）知の体系に組み込

むものであった。

1769年に金星が太陽面を通過することが予想され，この現象を地球上の遠く離れた二点で観測すれ

ば，太陽と地球の距離が測定できるので，イギリス王立協会は国王に観測船の派遣を要請した。1766年

にウオリスによって発見されたタヒチ島に観測点を設けることになり1768年には，ニューファウンドラ

ンドでの日食観測の業績のある若くて有能な艦長ジェームス・クックが派遣された。彼のエンデヴァー

号には，天文学や博物学の専門家が乗り込み，金星観測後は，ニュージーランドの北島と南島の間の海

峡を発見し，さらにオーストラリア東海岸を探険して，ここをニュー・サウス・ウェールズと名付け

た。同じ頃クックは三回にわたって太平洋を探険し，北西航路探険の第三回探険の帰路ハワイで原住民

に殺された。

フランスは1768年ド・ブーゲンヴィルがタヒチなど南太平洋を探険し，1785年にはラ・ペルーズが国

王の命により太平洋を調査し，ヨーロッパ人として初めて日本海を縦断して北海道やサハリンに上陸し

た。ペルーズ隊は1788年オーストラリアのボタニー湾で消息をたち，1829年遺品が発見された。



図15
ラレイ・A.スケルトン『図説 探検地図の歴史』（1991，原書房）p.251より引用（80％縮小）
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1782年に，アメリカが独立し，これに代わる囚人植民地として，1788年に最初の移民がシドニーに送

り込まれた。オーストラリア内陸部の調査探険は，すべてこれ以後のことである。アフリカ内陸部に関

しては，1770年にナイル川上流域を探険したブルースなどがいたが，ヨーロッパ人による内陸部の本格

的探険が開始されたのは，19世紀末以降のことであった。16世紀から19世紀初めまで，アフリカ西海岸

においては奴隷貿易が盛んであったが，貿易商人は，沿岸において奴隷を入手していて，内陸部へ入る

ことはなかった。

新しいアメリカにおける最後の古い探険家―アレクサンダー・フォン・フンボルト―

非ヨーロッパ世界において，フランス革命の影響が，まず現れたのがラテンアメリカである。ヨー

ロッパにおける政治的不安定が，ラテンアメリカにおける政治的再編成をもたらし，やがて多くのラテ

ンアメリカ諸国の独立をもたらした。19世紀全般には，大西洋の両側において，ラテンアメリカ・イメー

ジが作り直され，さらにクレオールの側からヨーロッパが他者としてみられるようになったのである。



図16
ラレイ・A.スケルトン『図説 探検地図の歴史』（1991，原書房）pp.251－252より引用（70％縮小）

教材プリントに掲載されていた様式に合わせるために，原本とはレイアウトを変更した。
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このような新しい時代が始まろうとしていたときに，アメリカに旅行したのがフンボルトであった。

フンボルトは，1789年，兄のヴィルヘルムがいたゲッティンゲン大学に移り，そこでゲオルク・フォ

スターに出会い彼から博物学を学び，また共に旅行をして調査の手ほどきを受けた。フォスターは，

クックの第二次調査航海に参加し，『世界周航記』の著者として著名であった。この点でフンボルト

は，18世紀博物学の伝統の最も良い継承者であった。しかし、フンボルトと植物学者ボンプランが，

1799年にスペイン王カルロス 4世からスペイン領アメリカ調査の便宜を与えられたのは，スペイン植民

地体制の危機に対応してのスペイン当局の思惑によるものであった。この旅行は1796年7）から 5年 2ヶ

月におよび，全30巻の報告書の最後の部分が刊行されたのは，1834年のことであった。フンボルトの調

査旅行は，19世紀の内陸調査旅行の先鞭をつけたものであったが，アメリカ生まれの白人であるクレ

オールが政治的及び経済的なさらには文化的な力を獲得しつつあった中南米，先住民文化とヨーロッパ

文化とが接触して，独自の文化が作り出されつつあった場所に旅行したという点で，フンボルトの旅

は，他の大陸内の調査旅行とは異なった意味を持っていたのであった。さらに彼の透徹した自然および

社会の観察は，19世紀ドイツロマンティシズムといって片付けてすむものではない。クレオールの知識

人と接触し，彼らのヨーロッパ・イメージをヨーロッパにもたらしたという点で，フンボルトは大航海

時代の征服者とも，宣教師とも，また19世紀の調査探険家とも異なっていたのであった。そして，フン

ボルトの旅行記録の影響を，多かれ少なかれ受けて，1820年代以降ラテンアメリカにやってきたイギリ

ス人，フランス人などのヨーロッパ人が，アメリカ社会は変わらなければならない，近代化すべきだと

いう，いわば「帝国のまなざし」をもっていたのに対し，フンボルトにはこのような視点はほとんどな

かった。

参考書8）

会田　由・飯塚浩二・井沢　実・泉　靖一・岩生成一監修『大航海時代叢書・別巻』（岩波書店，1970）

ラレイ・A.スケルトン著，増田義郎・信岡奈生訳『図説・探険地図の歴史―大航海時代から極地探検まで―』

（原書房，1991）

手塚　章編『地理学の古典』（古今書院，1991）

手塚　章編『続・地理学の古典―フンボルトの世界―』（古今書院，1997）

ヤシャック・マホウスキ著，田辺　稔訳『海賊の社会史』（白川書院，1975）

色摩力夫『アメリゴ・ヴェスプッチ―謎の航海者の軌跡―』（中央公論社〔中公新書〕，1993）

多木浩二『ヨーロッパ人の描いた世界―コロンブスからクックまで―』（岩波書店，1991）

長澤和俊『世界探検史』（白水社，1969）

ボイス・ペンローズ著，荒尾克己訳『大航海時代―旅と発見の二世紀―』（筑摩書房，1985）

増田義郎『コロンブス』（岩波書店〔岩波新書〕，1979）

増田義郎『大航海時代』（講談社，1984）

Pratt, Mary Louise. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation（Routledge, 1992）
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7 ．オリエンタリズム―旅する者（travelers）と旅される者（travelees）―

フィクションとしての他者

19世紀中葉まで，アフリカ内陸部のことは，ヨーロッパ人にほとんど知られていなかった。Dark

Continent（暗黒大陸）という呼称は，未知であるという意味のみでなく，未開の「闇」に文明の「光」

をもたらさなければいけないという「進歩」のイデオロギーを反映するものであった。アフリカ内陸探

険の先駆けをなしたリビングストンが，キリスト教の伝道，文明の普及，イギリスとの交易の内陸への

浸透が奴隷貿易を根絶する道であるという信念を持っていた点に，クックからフンボルトにいたる調査

探険の理念の継承を見ることができる。リビングストンは，1870年，内陸で病に倒れ行方不明になる

が，彼を救出したのが，ニューヨーク・ヘラルドから派遣されたスタンリーであった。列強に遅れて植

民地獲得競争に加わったベルギーは，1879年，スタンリーを雇い入れて，コンゴにおいて農業および鉱

業開発を行い，広大な領域をレオポルド 2世の私有地として獲得した。

本国にとって植民地は，有利な交易の対象としてよりも，現地人の安い労働力によって莫大な利潤が

もたらされる資本投下の対象として意味を持つようになった。

奴隷としてではなく，安い労働力の提供者として現地人を見ることができたのは，それがヨーロッパ

の対極的な「他者」として，ヨーロッパの「自己像」からはみ出した様々な否定的イメージが投影され

ている，いわばゴミ捨て場として植民地が見られていたからである。

あらゆる民族が，原始の闇から文明の光へという一本道を歩むのだという進歩のイデオロギーは，

ヨーロッパ啓蒙思想とともにあったものであるが，政治的および経済的抑圧を正当化するために，ヨー

ロッパ人は否定的な他者のイメージを絶えず再生産しなければならなくなった。このようにして，ヨー

ロッパ中心主義はフィクションとしての他者，あるいは非ヨーロッパ世界についての想像の地理を絶え

ず作り上げたのであった。

オリエンタリズム

従来，東洋学ないし東洋趣味と理解されてきた「オリエンタリズム」に新しい意味を与えたのは，エ

ドワード・サイードによる1978年の著書である。サイードは，オリエンタリズムを「西洋の東洋（オリ

エント）に対する思考様式または支配の様式」を示す語として用いた。このような観点からすれば，オ

リエンタリズムとは，オリエント（東洋）を道具立てとしておこなわれるヨーロッパの自己認識であ

り，西洋・対・東洋という二分法の論理をつねに内臓するヨーロッパ的知のあり方ないしは言説であっ

て，しかもそれはヨーロッパのオリエント・イメージをオリエントに強制してやまない力と結びつく，

あるいはそのような力へとたえず転化する知の体系だということになる。

ヨーロッパがみずからと正反対のものとしてつくりだしてきたオリエント・イメージは，あらゆる停

滞的・後進的・受動的・被浸透的・官能的・非合理的・専制的なるものの総合であって，ヨーロッパの

アイデンティティは，これらの対極・裏返しとして獲得され，ヨーロッパのオリエント支配が合理化・

正当化されてきたのである。

サイードは1978年の著書では，彼の出身地パレスチナをはじめとする中近東，北アフリカの事例に限

定していたが，1993年の『文化と帝国主義』で展開された論理からすれば，この概念は，ヨーロッパが

非ヨーロッパ世界に対して，さらには強者が弱者に関して作り出すイメージ一般，したがって日本人が

アジアの諸民族に対して作り上げた共同幻想にも敷衍できることになる。

支配のイデオロギーとしてのオリエンタリズムは，絶えず再生産されなければならず，「統治する国」



91― ―

の側から「オリエント」に旅する旅人は，そのような「オリエント」に関する固定観念，またはステレ

オタイプから自由ではありえなかった。このことは16世紀以降の数多くの旅行記，絵画，エッチング，

写真などに見られるプラットの言う「帝国のまなざし」から知ることができる。南アジア・北アフリ

カ，アメリカ大陸，赤道アフリカ，南太平洋・オセアニアの人々は，自然人類学的にも，民族学的にも

極めて多様であるのに，未開，残忍，エロチシズムなどといったステレオタイプが，ヨーロッパ人旅行

者のオリエント・イメージに見られる。失われた楽園を求めて，1891年，ゴーギャンはタヒチに旅立っ

たが，彼のタヒチ・イメージの形成には，ブーゲンビルなどの探険家によってもたらされた情報が大き

な役割を果たしていた。

旅される者

旅について考察する際に，注意しなければならないのは，旅の記録が残されるのは旅する側のものが

圧倒的に多いため，旅される側からの視点が脱落しがちであるということである。中国や日本のような

文字社会においては，16世紀以降，接触したヨーロッパ人についての記録（たとえば1708年来日した宣

教師シドッチの尋問をもとにして書かれた新井白石の『西洋紀聞』『采覧異言』，しかしシドッチは日本

で死亡して，他のヨーロッパ人旅行者のようにヨーロッパに帰ることはなかったし，鎖国体制下の日本

にあって，シドッチの来日はひとつのエピソードにすぎず，18世紀世界の文化接触というコンテクスト

のなかにあっては，例外的なものであった）が残されているが，無文字社会にあっては，ヨーロッパ人

との接触の記録は，口承，あるいは絵画的表現によるか，ヨーロッパ人によってもたらされた文字に

よってなされたことになる。政治的および文化的にヨーロッパからの移住者または旅行者の影響力が圧

倒的に大きな接触地帯にあっては，旅するものの文化，経済の支配的な影響下にあって，旅される側す

なわちペリフェリーは，旅する側すなわちメトロポリスの文化，経済を，一部分は不可避的に，一部分

は選択的に受け入れて，彼らの文化生活および経済生活を変容させていった。1613年，ケチェア語とス

ペイン語の混淆文体で書かれたNueva coronica y buen gobiernoから現在のクレオール文学にいたるま

で，旅される側からの他者イメージの形成は，絶えず続けられてきたのである。18世紀中葉に，タヒチ

の女は釘一本でヨーロッパの船乗りに体を売っていたが，現在南太平洋の多くの島嶼経済は，観光収入

を基盤にするまでに，その経済体制を構造的に変容させた。

接触地帯における旅する者と旅される者との関係，世界的なコンテクストの中における「北」と

「南」，あるいはメトロポリスとペリフェリーの関係は，常に前者が圧倒的なヘゲモニーを握る形で推移

し，後者の側からの他者概念，後者の文化，経済が前者に影響を与えるのは，極めて限定的かつ選択的

であったが，文化の次元においてヨーロッパ中心主義に対する反省が，非ヨーロッパ世界からの告発に

先立って，少数の知識人によってではあるが，1930年代のヨーロッパにおいてであったことには注目し

ておかなければならない。

参考書

『現代思想―特集サイード―』1995年 3月号（青土社，1995）

青木康政ほか『インディアスの迷宮―1492－1992―』（勁草書房，1992）

エドワード・W．サイード著，今沢紀子訳『オリエンタリズム』（平凡社，1986）

姜　尚中『オリエンタリズムの彼方へ―近代文化批判―』（岩波書店，1996）

多木浩二『ヨーロッパ人の描いた世界―コロンブスからクックまで―』（岩波書店，1991）
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8 ．強いられた旅・ディアスポラの立場

強いられた旅

これまでに取り上げてきた旅は，王や国家の命令によるものをも含めて，自発的な意志によるもので

あることが前提にされていた。どこまでが自発的な意志によるかということは程度の問題であって，厳

密に規定することは困難であるが，現代世界における戦乱や災害による難民，政治的亡命者やいわゆる

経済難民と呼ばれる人たちの場合，自発的な意志によるよりも，彼らの旅はむしろ強いられたものであ

ると考えるべきであろう。強いられた旅をする人たちは決して少なくはなく，第二次世界大戦中とその

前後においては，自主的な意志に従って旅した人たちよりもはるかに多かったと考えられる。そしてこ

れらの強いられた旅をした人たちのかなりの部分がその出発地，すなわち慣れ親しんだ日常的生活圏に

戻る見込みを持っていなかったのである。

古代において，異なった宗教の国に少数者として，すなわちDiasporaとして住んでいたユダヤ人が，

パレスチナから半ば強制的に移住した民として知られている。ユダヤ人はその後，20世紀に至るまで，

とくにキリスト教世界において絶えず弾圧され，強いられた旅をした。1933年のナチスの権力掌握後，

第三帝国においては，ヨーロッパ全体で約800万から1000万のユダヤ人が住み慣れた町や村からの旅を

強いられ，510万から650万と推定される人たちが強制収容所で殺害された。これは映画『ショアー』

（ヘブライ語で「災難」を意味する）で描かれている通りである。第二次大戦後の数年間には，主とし

て東ヨーロッパにおいて新しい国境線が設けられたことにより，約1000万人の人が移住を強いられた。

ユダヤ人のみでなく，歴史時代において，強いられた旅の記録は多い。奴隷というのは身分であっ

て，すべての奴隷が旅を強いられたわけではないが，それが取引の対象になるため，中世のスラブ人の

ようにかなり遠距離にまで運ばれることが多かった。しかし世界史において，もっとも大規模かつ組織

的に旅が強いられたのは，西欧諸国がアフリカから新世界へ運んだ黒人奴隷で，1500万人から2000万人

程度というのが通説になっているが，4000万人以上という推計もある。ピークをなした1761年から1810

年までの半世紀だけでも360万～370万とされるが，奴隷船 1トン当たり 4人以上というほど過密に積み

込まれ，奴隷の旅は奴隷制度そのもの以上に非人道的であった。

ディアスポラの立場

ディアスポラが，彼らの出身地の文化を何世代にもわたって保持し，祖国に帰る期待を持ち続けるこ

ともあるが，これはむしろまれで，出身地から散らばって居住した場所において，新しい文化的アイデ

ンティティをかたちづくることが多い。彼らにとって出身地，あるいは先祖の土地は「想像の祖国」で

あって，彼らは現実的にも，また比喩的にも「複数の言語」を操る。それが現実の，近代国家の国境線

であるかどうかにかかわりなく，国境線を，強いられた旅において，出身地に帰るあてもなく越えると

いうことは，ディアスポラに場所と文化へのアイデンティティ，さらには場所と文化との関係の理解に

関して新しい経験を強いることになる。場所と文化との関係についてのディアスポラの立場からの新し

い理解は，想像の地理にもとづいた自文化中心主義に対するアンチテーゼとなる。

結果的にディアスポラは，彼らが住み着いた場所の文化に重要な貢献をすることになる。大航海時代

以降のウォーラーステイン的な意味でのグローバリゼーションの中で，ディアスポラは先住民とともに

クレオール文化の創造に重要な貢献をした。

世界史における最大のディアスポラである黒人は，音楽の世界において大西洋を地中海（The Black 

Atlantic, P. Gilroy, 1994）にしてしまった。このことを考えるさい，アフリカの真正の黒人音楽とはなん
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であるのか，ブルース，レゲエ，アフロ・キューバン，ジャズ，ソウル，そしてラップなどがどのよう

にアフリカの真正黒人音楽と結びついているかなどということを議論するのは意味がない。重要なこと

は，黒人音楽がヨーロッパ音楽の影響を受けながら，黒人ディアスポラを通じて多様な，そして重複し

たルートを経ながら広がっていき，ヨーロッパ各地をも含めて，それぞれの場所で固有の黒人音楽を

作っていったということである。

強いられた旅の産物であるディアスポラが場所，文化としてアイデンティティの関係について閉ざさ

れたものでもなく，固定的・等質的なものでもない理解を生み出す契機になっているのである。このこ

とを身近なディアスポラである在日韓国・朝鮮人，中国人，そして外国人労働者について考えなければ

ならない。

参考書

イマニュエル・ウォーラーステイン著，川北　稔訳『近代世界システム―農業資本主義と「ヨーロッパ世界経

済」の成立―』（第 1・ 2巻，岩波書店，1981）

マーチン・ギルバート著，滝川義人訳『ホロコースト歴史地図―1918－1948―』（東洋書林，1995）

ウェルネル・ケラー著，迫川由和・天野洋子訳『ディアスポラ』（上・下巻，山本書店，1982）

マイケル・べ－レンバウム著，石川順子・高橋　宏訳『ホロコースト全史』（創元社，1996）

「旅」第 1 回小テスト（1999年 5月13日）

以下のＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄのそれぞれについて 3行程度の説明をしなさい。

Ａ　トゥーリズムとリクレーションの相違

Ｂ　1891年版マレー社日本案内記の意義

Ｃ　日本における海水浴の歴史

Ｄ　マストゥーリズム成立の 4つの契機

「旅」第 2 回小テスト（1999年 6月10日）

以下の 4問について，それぞれ 5行以内で答えよ。

1）天正少年使節について知るためにはどのような史料があるか，それら史料に関しての史料批判とと

もに述べよ。

2）岩倉使節団がこの種のものとしては最大かつ最後のものであったといわれる場合，「この種のもの」

とは具体的に何を意味するか述べよ。

3）明治以降の日本人のアジアに関する地理的知識の形成が，日本の対外政策と密接に関っていたとい

うことを，具体的事例をあげて説明せよ。

4）現代の情報化時代において，旅の性格がどのように変わってきているかを考察せよ。

「旅」第3 回小テスト（1999年 7月15日）

　以下の問に，それぞれ5行以内で答えなさい。

1）志賀重昴が，しばしば言われるような国粋主義者であるよりも，むしろ，明治の先覚的なインター

ナショナリストであった所以を説明せよ。
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2）Alexander von Humboldtが当時のヨーロッパ人旅行者としては例外的に「帝国のまなざし」から自

由であったとはどのような点に関連していえるのか，説明せよ。

3）Terrae Australisの歴史を略述せよ。

4）「ナショナリズムは想像の共同体のみでなく想像の地理に基礎をおく」ということを説明せよ。

謝　辞

教材プリントの掲載については，ご遺族の竹内マテルダ様より許可を得た。ご厚意に深く感謝いたします。ま

た，本稿を作成するにあたっては，前稿に引き続いて，駒澤大学の教職員や卒業生の方々に資料収集にご協力い

ただいたり，執筆に際してのアドバイスをいただいた。記して感謝いたします。

注

1）学術論文においては人物の敬称を省略することが多いが，竹内先生が逝去してからまだ時間がたっておら

ず，筆者らにとって客観的な研究対象としてとらえることが難しいことから，本稿においては，敬称を省略せ

ずに記述した。また，同様の理由から，一部敬語表現を用いた。

2）1999年度の「総合Ⅱ（1）〔旅〕」では，最初に配布されたプリントに，半期間のこの講義の予定と方針につい

て，次のように記されていた。そして，そこには，実際に行なった講義の内容とは若干異なる目次も載せられ

ていた。授業を進めていくなかで，竹内先生が講義内容を調整したものと推測される。

総合科目『旅』（竹内啓一担当分）予定

以下の予定で講義をおこなう。成績評価は，予告なしに行う3回の小テストによるので欠席しないこと。こ

れらの 3回の小テストにおいては，自筆のメモ・読書ノートの類は参考にしてさしつかえない。したがって，

毎回の講義には，それまでの講義のメモ・ノートなどを持参すること。前期の竹内の分と後期の冨士先生の分

の成績を総合して 4単位の成績評価をおこなうので，半年だけでは単位にならないので注意すること。

1 . 旅の分類学・旅の考古学・旅の考現学

2 . 巡礼・ガイドブック・マストゥーリズム

3 . 国外に旅した日本人

4 . 日本を旅した外国人

5 . 探検の変質―「地理的発見」から「科学的」探検へ―

6 . オリエンタリズム・想像の共同体・想像の地理

7 . 旅する者（travelers）と旅される者（travelees）

8 . 王の旅・行幸

9 . ディアスポラ（diasporas，流浪の民）の立場

　毎回，講義要旨を配布する。参考文献は講義要旨の後に示すので，できるだけ読み，読書ノートを取ること。

3）この教材プリントにおいて，竹内先生は，一般的に用いられる「ツーリズム」ではなく，「トゥリズム」や

「トゥーリズム」という語を使用している。ただし，大部分で「トゥーリズム」が用いられているのに対し

て，ごく一部で「トゥリズム」が用いられ，一貫性がないように見受けられた。そこで，本稿ではすべて

「トゥーリズム」に統一した。

4）1999年度のこの回の講義では，竹内先生は，プリントに載せられた参考書の他に，次の3冊の書籍を口頭で

紹介した。

大泉光一『支倉常長―慶長遣欧使節の悲劇―』（中央公論社〔中公新書〕，1999）

宮永　孝『海を渡った幕末の曲芸団―高野広八の米欧漫遊記―』（中央公論社〔中公新書〕，1999）

三好　一『ニッポン・サーカス物語―海を越えた軽業・曲芸師たち―』（白水社，1993）



95― ―

5）1998年度のこの回の講義では，竹内先生は，プリントに載せられた参考書の他に，田村研平『日本人は何を

見たか？―海外旅行記の昭和史―』（社会思想社，1995）を口頭で紹介した。

6）配布された教材プリントには，この項に，次のような執筆途中の文章が載せられていた。記事全体の読みや

すさを考慮して，本稿では，これを本文に載せずに注の部分に載せることとした。

「文書以外の記録も，外国人の日本に関する記録として非常に重要であり，テキスト分析がなされなければ

ならない。この観点からすれば，上記のマレーの旅行案内における図版も重要であるが」

7）フンボルトらの旅行の出発年について，プリントには1796年と書かれているが，西川（1988：5）や手塚編

（1997：33）によると，正しくは1799年のようである。

8）1998年度のこの回の講義では，竹内先生は，プリントに載せられた参考書の他に，島田正彦『未知の大陸を

求めて』（大明堂，1997）を口頭で紹介した。
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Teaching Materials of Professor Takeuchi Keiichi: Geography of Travel

TAKAHASHI Kentaro*, YAMAGUCHI Taro**,
SUZUKI Shigechika***, SETO Toshikazu****

Professor TAKEUCHI Keiichi was engaged in education and study at Department of Geography,
Komazawa University, Japan for nine years from 1994/95 to 2003/04. He died on 25 June 2005, only
two years after his retirement from the university , at the age of seventy-two.
In this article, the authors reprinted professor Takeuchi's teaching materials on Geography of trav-

el. He held the chair of a lecture named “Inter-departmental course II(1): Travel” for four years from
1998/99 to 2001/02, where he distributed the handouts among students. The authors think the teach-
ing materials are valuable since he has never published books and papers on Geography of travel
such systematically.

The index of the teaching materials is as follows:
1. Classification of travel, historical study of travel, contemporary study of travel
2. Pilgrimage, guidebook, mass tourism
3. Japanese people traveled abroad I
4. Japanese people traveled abroad II
5. Foreigners traveled in Japan
6. Exploration: from “geographical discovery” to research
7. Orientalism: travelers and travelees
8. Forced travel, position of diaspora

Keywords: Takeuchi Keiichi, teaching materials, Geography of travel, archive, Komazawa University

* Department of Geography, Komazawa University,　** part-time lecturer, Komazawa University,
*** Institute for Applied Geography, Komazawa University,　**** Faculty of Letters, Ritsumeikan University


