第

位置していることになる︒

回

われるほど数多くの滝がある︒そ

栃木県日光には︑四十八滝とい
を訪れた外国人によってその価値

体山の景観は︑明治維新後にここ

ヨーロッパにも似た中禅寺湖や男

こうした夏季の冷涼な気候と︑

の中でも最も有名なのは華厳の滝
を見出され︑その後このエリアが

冷涼な気候と西欧的景観が
特徴の奥日光

であろう︒ ｍ の高さを落下する
その豪快な景観は︑那智の滝︵和
ていく大きな要因にもなった︒

国際的なリゾートとして発展をし

火による溶岩が渓谷をせき止めた

寺湖は︑約２万年前に男体山の噴
役者となったのが︑幕末から明治

が国際リゾートとして発展する立

日光の中でも︑特にこの奥日光

撮影 ●古田尚也

IUCN日本リエゾンオフィスコーディネーター

時代の波に翻弄されつつも、
いつの時代にも日本を代表する聖地であり、
また、リゾート、観光地でもあった日光。
その歴史を振り返ることは、わが国が今後目指すべき
観光地域づくりの在り方を再考するきっかけにもなるだろう。

古田尚也

１２５０年以上の歴史を有する、自然と信仰の聖地を訪ねて

自然と信仰を基盤とした
元祖国際リゾート
日光

ことでできた湖だ︒華厳の滝は︑
にかけて日本で活躍した英国人外

国際リゾートとしての
日光の発展

歌山県 ︶
︑袋田の滝︵茨城県︶と
ともに︑日本の三大名瀑とも呼ば
れる︒

中弾寺湖によってせき止められた
交官アーネスト・サトウであった︒

この華厳の滝の源でもある中禅

水が一気に溢れ出た流れがつくり
サトウは︑明治維新前の１８６
２年︵文久２︶にイギリスの駐日

上げる自然の芸術品ともいえるだ
ろう︒

する︒その後︑英国公使ハリー・

公使館の通訳生として初めて来日

１２６９ｍ と自然湖では日本一の

パークスの通訳として︑明治維新

周囲約 ㎞の中禅寺湖は︑高度
高さに位置している︒このため︑

前後の激動の日本で活躍した︒
明治維新後の１８７０年︵明治

戦場ヶ原なども含むこの中禅寺湖
一帯の︑いわゆる﹁奥日光﹂と呼

は︑この英国公使パークスであっ

ばれるエリアは気温が特に冷涼で︑ ３︶に日光を初めて訪れた外国人
冬期の寒さは大変厳しい一方︑夏

た︒サトウは︑パークスが訪れた
２年後の１８７２年に︑初めて日

は涼しく快適に過ごすことができ
る︒

光を訪れている︒
サトウは日光を大変気に入り︑

ちなみに︑日光東照宮などが位
置する日光中心部の標高は約５３

その３年後には英文のガイドブッ

56
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０ なので︑奥日光はそことくら

Naoya Furuta

37

ク﹃日光案内﹄を刊行し︑日光が

大正大学地域構想研究所教授。
東京大学大学院農学生命科学研究科
博士課程単位取得退学。三菱総合研究所を経て、
2009年よりIUCN（国際自然保護連合）の
日本オフィスにおいて生物多様性に関する
国内外の政策展開に従事する。

97
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べても７００ｍ 以上も高い場所に

中禅寺湖畔は良質な自然がよく保全されていて、湖畔を周遊する遊歩道を歩いて楽しむことができる。

中禅寺湖から豪快に一気に流れ落ちる
華厳の滝。その落差は97mにも達す
る。

m

世界に広く知られるきっかけをつ

こうしたサト

何度も訪れては植物採取や登山を

中禅寺湖の南岸に建て︑この地を

１８９６年には︑自らの山荘を

畔に別荘を構え

国人が中禅寺湖

後多くの在日外

触発され︑その

ウの山荘建設に

楽しんだ︒この山荘は︑のちに英
るようになる︒

くった︒

国大使館別荘となり︑２００８年
このため大正か
ら昭和初期にか

︶まで利用されることと

︵平成
なった︒
けて︑中禅寺湖の周辺は﹁夏の外
務省﹂と呼ばれるほど外国の要人
が集まる国際リゾートに発展して
いった︒
１９２４年︵大正 ︶には︑イ
ギリス人貿易商と日本人を両親に
持つハンス・ハンターによって社
交クラブ﹁東京アングリング・エ
ンド・カンツリー倶楽部﹂が発足
する︒時の首相が会長に就任し︑
政財界の重鎮や各国の外交官︑皇
族などがメンバーとなり︑中禅寺
湖畔は国際的な社交場として一層
発展していった︒
当時の中禅寺湖は︑ヨットレー
スが開かれたり︑移動のための飛
行機が飛来したり︑英国式のフラ
イフィッシングでのマス釣りが行
われるなど︑日本離れした西欧的
な雰囲気で満たされていたという︒
こうした国際リゾートとしての

し︑現在も当時の面影を残す旧英

て終焉を迎えることになる︒しか

省の岩浅有記自然保護官も太鼓判

コースとなっています﹂と︑環境

自然歩道はレンジャーおすすめの

奥日光は︑第二次世界大戦によっ

国大使館別荘や旧イタリア大使館

を押す︒

日光は︑もともと奈良時代の僧

勝道が開き天海が再興した
聖地としての日光

別荘などが公開され︑往時の繁栄
の様子を偲ぶことができる︒
日光は︑その後１９３４年︵昭
これは︑１９３１年の国立公園法

侶勝道によって開かれた山だ︒勝

和９︶に国立公園に指定される︒
︵現自然公園法︶の制定後︑最初

道は︑７６６年︵天平神護２︶に
日光山域から流れる大谷川と稲荷
川の合流地点に草庵を結んだ︒そ
の翌年から男体山登頂を二度試み
るが失敗︒しかし︑初挑戦から

れている︒

このため質の高い自然環境が保た

定されたごく初期のものであり︑

島の３つの国立公園と同じ年に指

に指定された瀬戸内海︑雲仙︑霧

側についたことから領地を没収さ

臣秀吉の小田原攻めの際に北条氏

拠点として繁栄する︒しかし︑豊

日光は神仏習合の山岳信仰の一大

受けて鎌倉幕府との関係が深まり︑

その後︑中世には源氏の保護を

それを救ったのが︑東照宮の造

﹁特に︑英国大使館跡などのある
手ヶ浜にかけては自然が良好な状

営であった︒徳川家康は︑自らの

れ衰退してしまう︒
態で保全されており︑そこを巡る

中禅寺湖南岸から湖西側にある千

地名が生まれたという︒

この二荒の音読みから日光という

来するといわれている︒そして︑

が降り立つとされる補陀落山に由

呼ばれていた︒これは︑観音菩薩

男体山は︑その昔二荒山さんと

の登頂に成功する︒

年後の７８２年︑ついに男体山へ
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1 中禅寺湖畔南岸に建つ旧イタリア大
使館別荘のテラス。最盛期には、中禅
寺湖でヨットレースが毎週のように開催
されていたという。現在は、記念公園と
して整備され、一般公開されている。2 さ
まざまな模様の杉皮が張り巡らされた書
斎には、座り心地のよいイタリア製生地
のソファが置かれている。3 大使が実際
に使用した食器が並ぶ食堂。4 1928
年にイタリア大使館の別荘として建てら
れ、
1997 年まで歴代大使が使用してい
た。

旧英国大使館別荘では、アーネスト・サ
トウに関する常設展示が行われている。

13

2
3
4
6
5 中禅寺湖の最西端に位置する千手ヶ
浜から望む男体山。6 千手ヶ浜には樹
齢 200 年以上のミズナラやハルニレが
自然豊かな林をつくり、初夏にはピンク
色のクリンソウの群生が見られる。

死にあたって﹁一周忌が過ぎてか

代の将軍に仕えた天海大僧正は︑

の貫主で︑家康︑秀忠︑家光の３

請せよ﹂と遺言を残した︒日光山

換期を迎える︒

ら明治維新の動乱で再び大きな転

を極めた日光であったが︑幕末か

こうして再び江戸時代には興隆

徳川幕府の廃絶と領地の没収で︑

この天海の意見によって︑家康
荒山神社︑東照宮︑輪王寺という

新政府の神仏分離政策によって二

日光山は経済的基盤を失い︑また

は神仏習合の﹁東照大権現﹂とい
こうした混乱の中で︑旧時代の

二社一寺に分断された︒

は薬師如来である︒また︑遺言で
遺物として忘れ去られようとして

１８７８年に日光を訪れた英国

は﹁小さき堂﹂とあったが二代将

豪華絢爛な社殿に造り替えられた︒
人旅行家イザベラ・バードは︑そ

いた日光の素晴らしさに気付いた

その家光も︑
﹁ 死んだ後も東照
の著書の中で日光の素晴らしさを

軍秀忠はこれを超える東照社を建

大権現にお仕えする﹂という遺言
絶賛し︑東照宮をはじめとした日

のは外国人たちであった︒

を残し︑東照宮のそばに建てられ
光の社寺の様子を大変細かく描写

界の旅行者が長期滞在したいと憧

園が選定された︒これをうけ︑世

導的国立公園の一つに日光国立公

公園満喫プロジェクトの８つの先

り返ることは︑わが国が今後目指

時代に適応してきたその歴史を振

ても不死鳥のように甦り︑新たな

くぐりぬけてきた︒衰退しかかっ

の長い歴史の中で幾度もの激変を

ている︒開山以来１２５０年以上

げる上で大きな役割を果たした︒

東照宮︑輪王寺︑二荒山神社の
れる地域にするための２０２０年

すべき観光地域づくりのあり方を

くりと着実に進行している衰退︑

荘厳さと壮大さ︑深い哀愁︑ゆっ

世界遺産の登録と
国立公園満喫プロジェクト

建造物と境内地からなる﹁日光の
を目標にしたインバウンド対応の

社寺﹂は︑１９９９年に日本で

日光は今︑外国人観光客で溢れ

どんな人でも多かれ少なかれ必ず
２０１６年には︑環境省の国立

う︒

再考するきっかけにもなるであろ

取り組みが︑現在集中的に実施さ

家光廟大猷院の二天門。日光山内で一番大きな門とされる。後水尾天皇の筆による「大猷院」の額が掲げられている。

味わわずにはいられない歴史的︑

所の多さというより︑むしろその

個性はそのすばらしい美しさと見

︿日光には独特の個性があります︒

している︒

た家光廟大猷院に眠っている︒

て︑三代将軍家光によってさらに

う神号を持つ神となった︒本地仏

れている︒

造営に大きな力を発揮したといわ

この遺言に基づいた日光東照宮の

神仏分離の混乱を経て
国際的観光地へ

2

番目となる世界遺産に登録された︒ れている︒

宗教的な雰囲気にあります︒
︵中

4

略︶わたしにはこの世で最も美し
い景観に数えられていいのではな
いかと思われるのです﹀
︵講談社
学術文庫﹃イザベラ・バードの日
本紀行︵上︶
﹄２００８年︶
そのバードが日光で投宿したの
が﹁金谷カテッジイン﹂である︒
現在の金谷ホテルの前身となる宿
であった︒金谷カテッジインにつ
いてバードは︿まさに日本の牧歌
的生活がここにはあります︒家の
内外ともに目を喜ばせないものは
なにひとつなく︑
︵中略︶勢い良
く流れる渓流の水音と鳥のさえず
りが快いここの静けさにはまこと
に心洗われます ﹀
︵同前︶と︑大
変気に入り合計 泊もしている︒
このバードの著書﹃日本紀行﹄
は︑１８８０年に刊行されると欧
米で大反響を呼び︑アーネスト・
サトウの著書とともに︑日光がそ
の後︑国際観光地として発展を遂

3

1

ら︑日光山に小さき堂を建てて勧

1 2017 年に修復が終わったばかりの日
光東照宮の陽明門が鳥居の奥に見え
る。東照宮は、外国人観光客で溢れて
いる。2 こちらも2017 年に修復が終わ
り、公開が始まったばかりの「三猿」で
有名な猿の彫刻。
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3 イザベラ・バードが投宿し、その美しさ
を絶賛した「金谷カテッジイン」。1873
年に開業した。旧金谷カテッジインは、
現在金谷ホテル歴史館として公開され
ている。4 バードなど外国人客は、こうし
た和室に宿泊した。5 江戸時代は武家
屋敷であったことから、サムライハウスと
も呼ばれた。

5

