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不同歷史層次的漢語突厥語借詞 1) 

                                                                  王     豔  紅 

 

＜Summary＞ 

Synchronic vocabulary in modern Turkic languages comes mainly from three sources: 

the first source from its own evolution; the second is from the overlaying of the original with 

borrowed words from other languages; and the third comes from the same language but 

from the vocabulary of different periods of time. To illustrate more clearly the characteristics 

of Turkic languages in relation to Chinese, this article will analyze certain words borrowed 

between the two languages during different historic periods. 

 

一．語言的歷史層次 

歷史層次分析法認為語言的共時詞彙中存在著不同來源的語言成分：一是因外來影響即接觸產生的歷史層

次；一是語音的內部音變所產生的歷史層次。學者們對此稱法有別，但本質上都是區分兩種不同含義的“層次”，認

為這種區分是開展歷史比較的前提。如王福堂（2003）稱之為異源層次和同源層次，潘悟雲（2006）稱之為外源性

層次與內源性層次。  

在現代突厥語族語言中，不僅存在著內、外源層次，而且各層次內部的情況亦比較複雜。總的來看，共時詞

彙有三類:第一類是突厥語自身演變的結果。如兩個母音間的清輔音濁化現象、m-和 b-交替現象，維吾爾語 l＞š的

演變等等。2) 第二類是因和其他語言接觸而產生的固有詞、借詞的疊加。如突厥語中表示“天”的同義詞有kün、kök、

töngri、asman，其中 kün和kök是固有詞，töngri為漢語借詞（6C），asman是波斯語借詞（8-9C）。3) 撒拉語“炕”，

固有詞 soɣu和漢語借詞 okʰɑŋ並存並用；“淹沒”，固有詞 qom和漢語借詞mellə 共存。第三類是來自於同一語言

但屬於不同歷史時期的借詞。如維吾爾語的“茶”有兩種形式：ça和çay，分別為15世紀和18世紀的漢語借詞。 

漢語和突厥語的接觸研究和借詞研究，首先要排除掉突厥語自身的音變和演變，排除掉突厥語中的非漢語借

詞。因此下文所指的歷史層次，僅指上文所言之第三類——漢語和突厥語中因相互接觸而形成的帶有不同時代痕跡

的疊置層次。 

 

二．漢語突厥語借詞的歷史層次 

根據漢語語音史的大致分期以及現有的研究成果，我們將漢語和突厥語借詞分為近現代、中古、上古三個時間

層次。 

1．近現代層次借詞，主要由漢語借入到中國國內突厥語族語言之中，因語言使用者所處地域接近、經貿交往

頻繁。如哈薩克語的kaŋ（炕）、lazə （辣子）、daʃwe（大學）、ban（班）、kəʤuj（科舉），維吾爾語的gongshe（公
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社）、 dadüy（大隊）、yünzibi  （圓珠筆）等。4)  而漢語中的維吾爾語借詞、哈薩克語借詞等，也隨著社會交往的

增多而顯現出增多的趨勢，『現代漢語詞典』第 5版中，收“阿訇、穆斯林、坎兒井、饢、汗、可汗、古蘭”等詞，

說明這些詞已然進入現代漢語中。5) 另據喻捷、張慶宏（1991）統計，『漢語外來詞詞典』中，收錄了來自於維語

（包括突厥語和新疆古代語言）的借詞共有 91個，數量較為可觀。 

2．中古層次的借詞，學界一般用“突厥語中的早期漢借詞”來定義，最早開展相關研究的是史學家岑仲勉先生，

但成果最為豐碩的要數陳宗振先生。在「西部裕固語中的早期漢語借詞」、「關於維吾爾語中的早期漢語借詞的探

討」、「<突厥語大詞典>中的中古漢語借詞」等文章中，共分析了兩百多個古代突厥文獻中保存的中古漢語語音特

點的“漢借詞”，如 likʐir（曆日）、xik（石）、kimbɑq（金箔）、lim（檁）、pɑlɑ-（罰）、pi（丙）、sïqi（四至）。6) 文

章總結出一些對應規律：早期漢語借詞保留有塞音韻尾、m鼻音尾；“見” 母字以ɡ、k開頭，溪母、群母以k開頭；

現代發音為zh、ch的“章、昌、初”聲母字以q開頭。據我們統計和分析，比較權威的『阿爾泰語詞源詞典』和『十

三世紀前的突厥語詞源詞典』中，可以確定的中古層次借詞共計 59 個，以文化詞居多。音節方面，既有單音節詞

也有雙音節詞。7)  

ban萬 tsaŋ倉 xa:n汗 çuv/çaw鈔 bakçan默禪 tayğu:n /toyğun大官 

ban板 tu:ğ纛 la:v蠟 çuv區 buda葡萄 çaŋşı: 禪師 

*bit筆 şeŋ升 lu: 龍 ka:家 bulaŋ廡廊 çiki:n織錦 

but佛 şık石 çalıŋ茶 kay街 mınğuy麵糊 kabın /kebin嫁本 

mén面 sɨn/jɨn身 çan盞 kuy閨 tɑluj大流 kimsen金線 

mır蜜 sır漆 çaŋ鉦/箏 kü:g曲 tayşı: 大師 kunçu:y公主 

tevsi: 碟 so: 鎖 çaŋ張 jɑm站 tıŋçan燈盞 saŋu:n /seŋü:n將軍 

teŋ等 suy/tsuy罪 çı:n真 yaŋ樣 totok都督 yinçü珍珠 

ti:m店 sü序 çı:ğ尺 yuŋla:- 用 toyın道人 mekke墨 

tɨŋlɑ-聽 su:n/tsun寸 çıw (çıo) 角 yuŋla:- 雍 limken林檎  

 

3．上古層次的借詞  

根據史料記載以及史學研究成果，“突厥”的族源可追溯至商朝的“鬼方”，自商周時期開始，該民族即與漢民族

有密切接觸。而歷史學、民族學和語言學等方面的研究皆已充分說明：漢語和突厥語之間的接觸歷史像兩個民族一

樣，歷史悠久並且跨越商周、秦漢、唐宋、近現代各重要時期。為了瞭解當時的語言接觸情況，我們比對了“『說

文解字』所收字的上古擬音”和“古突厥語詞根”，8) 發現： 

（1）上古漢語和古突厥語存在數量可觀的“借詞”，占突厥語基本詞根的十分之一左右。如上古漢語“晤/悟”

（*ŋaas）和古突厥語的ɑŋlɑ-“理解、明白”，上古漢語的“伏” （*bɯɡ）和古突厥語的buq-/bus-“埋伏、藏、隱瞞”。 

（2）許多對應詞不是零星孤例，而是系統的。比如上古漢語和突厥語的*KAP音節結構（“閉合、箱篋”義）的

對應，該音節結構在上古漢語中體現為“合、盍、甲、夾”四個諧聲系列字，突厥語中為qɑp-、jɑp-詞根及其衍生詞。

再如古突厥語TVG(V)音節結構的 14個詞根，在上古漢語中皆存在對應字並呈現出規律性：古突厥語的詞首輔音T

對應上古漢語的端組和知組，詞尾輔音G對應上古漢語的舌根音尾。9) 
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事實上，在上古和中古兩個時間層次上，漢語和突厥語的接觸研究尚不充分，目前學者們多採用歷史比較的方

法查檢音義對應詞，研究其音義對應關係和規律。上古的一般稱為“對應詞”或“關係詞”，尚未明確定性為“借詞”，而

中古的稱為“借詞”，採用歷史比較的方法和定性為“借詞”，顯然存在矛盾之處，這是研究進程當中、研究不充分情

況下的一種無奈之舉。正因如此，下文的層次劃分標準，僅針對容易混淆但卻又難以辨別的上古、中古兩個歷史層

次。 

 

三．層次的劃分標準 

關於歷史層次的劃分如何量化和操作，是目前研究中的瓶頸，學者們提出問題、舉例論證，無奈地回避了劃分

標準和斷代的問題，同時也缺乏系統性和可操作性。在漢語和突厥語借詞研究中，我們結合兩種語言的語音和文獻

記錄給借詞劃分歷史層次，這樣就可以雙管齊下、互相制約。詞條仍以穩定的突厥語詞根作為參照標準（Clauson 

1972，Starostin 2003），考證方面則以豐富、悠久的漢語文獻為准。 

 （1）語音標準：漢語的上古擬音以鄭張尚芳『上古音系』（2003）為准，中古音以『宋本廣韻』的反切為准。

上古音和中古音區分明顯的，可以根據突厥語與哪一個更對應直接做出判斷。如果突厥語中某些詞的讀音（聲、韻、

尾、音節等）帶有漢語某一階段的語音特徵，就可以確定為該歷史層次上的借詞。如突厥語 tɨŋlɑ-“聽”中的-lɑ-為名

詞構成動詞的附加成分，詞根 tɨŋ與漢語“聽”的中古音“他丁切”一致，而與上古擬音*lheeŋ相去甚遠，故判定為中古

層次借詞；突厥語çı:n“真的、事實”與漢語“真”的中古音“職鄰切”一致，亦為中古層次的借詞。詳見表 1。 

 表 1 中古層次的借詞舉例 

序號 漢字 上古擬音 中古音 突厥語 歷史層次 

1 聽 *lheeŋ 他丁切 tɨŋlɑ-“聽” 中古 

2 等 *tɯɯŋʔ 多肯切 teŋ “種、類” 中古 

3 真 *tjin 職鄰切 çı:n“真的” 中古 

4 筆 *prud 鄙密切 *bit“筆” 中古 

5 蜜 *mliɡ 彌畢切 mır“蜂蜜” 中古 

 

 （2）文獻標準：根據語音標準可以分清大部分借詞，但尚有漏洞，還需文獻方面印證和把關。如果突厥語的

讀音與漢語的上古音、中古音高度一致，不足以區別時間層次，那麼我們參照文獻記錄，追蹤該字或詞的歷史，如

果文獻顯示該詞出現較早，就判定為上古層次，較晚則為中古層次。如突厥語bi:“分、切”與漢語“匕”（上古擬音*pilʔ，

中古卑履切）相對應，一般認為是中古層次的，但“匕”早見於古突厥語文獻和『戰國策』，時代上應為上古層次。

再如突厥語be:g“首領”和漢語“伯” （上古擬音*praaɡ，中古博陌切），二詞分別見於古突厥語和『說文解字』，也應

為上古層次借詞。 

有些突厥語詞語音可以與上古漢語相對應，可是該詞卻不見於古代突厥語文獻或上古漢語文獻，此時我們根據

文獻判定該詞是較晚層次即中古層次的借詞。如突厥語 tu:ğ與漢語“纛”，10) 按照語音判為上古、中古皆可，但根據

漢語文獻，“纛” 的“車蓋義”早見於『周禮』，“旌旗義”見於唐宋，11) 突厥語中早見於『突厥語大詞典』，但僅有“旌

旗”義而無“車蓋義”，可見其借入突厥語時間較晚，因此可據文獻判定為中古層次借詞。再如突厥語 qïmbaq“金箔”
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中的 baq 和漢語“箔”（上古音*baaɡ、中古傍各切），同樣是判定為上古、中古層次皆可，但 qïmbaq 見於回鶻文獻

（9-15C）、“箔”見於『廣韻』，出現時代晚，當為中古層次借詞。詳見表 2。 

                                 表2文獻情況舉例 

 

簡而言之，我們的判定標準是：在都有文獻證據的情況下，根據上古音和中古音哪個與突厥語更對應來判斷。

若都與突厥語相對應則根據文獻早晚來判斷，即儘量從古，如“匕、伯”。若上古無文獻而中古對應且有文獻，則判

定為中古層次，如“纛、箔”。我們試圖客觀離析不同歷史層次的漢語和突厥語借詞，盡可能做到有據可查，但仍有

許多值得商榷之處。另外，在不同的歷史時期，漢語和突厥語接觸的強度、方式和所產生的借詞數量存在明顯差異，

亦需繼續深入研究下去。 

 
注 

1）本文為中華人民共和國教育部規劃基金專案“歷時視角下的‘漢語-突厥語’語言接觸研究”  （16YJA740033）階段性研

究成果。 

2）引自李增祥  （1992：217、234）、力提甫·托乎提（2007）。 

3）此處關於突厥語“天”的分析引自王新青、孟海（2012）；後文撒拉語例引自舍秀存（2015：246）；維吾爾語例引自陳

宗振（2016）。 

4）引自仲崇峰（2009）、閻新紅 歐陽偉（2000）。 

5）其中維吾爾語的“阿訇”和“古蘭”分別借自波斯語和阿拉伯語，屬於詞彙的二次借用。 

6）陳先生所用的材料包括突厥文、回鶻文、喀拉汗王朝、察合台汗國的文獻，還包括清代的阿拉伯字母式的老維文資

料，其“早期”是指現代維吾爾語形成之前，只分古今兩期而“古”的時間跨度非常大，這與我們的劃分不完全一致。 

7）據高莉琴（2005）統計，『十三世紀前的突厥語詞源詞典』共有漢語借詞92個。 

8）本文所引詞彙，有兩種表現形式：國際音標和拉丁文轉寫，為從原文故並不統一。星號（*）標注的是擬測的形式。 

9）引自王豔紅（2013、2015）。 

10）纛，上古擬音*duuɡ，中古徒沃切。『突厥語大詞典』漢文版第三卷第124頁：tuq“纛，旗，旌旗”，第一卷第488 頁：
tuqraq“可汗之璽，國王的詔書，烏古斯語，突厥人不懂這個詞”。 『十三世紀前的突厥語詞源詞典』第464頁：tu:ğ“皇

室標誌、絲旗、馬尾、馬鬃”。第471頁：tu:ğrağ“皇室標誌”。 

11）語料取自北京大學中國語言學研究中心古代漢語語料庫（http://ccl.pku.edu.cn/Yuliao_Contents.Asp）。[戰國] 『周禮·地
官·鄉師』：“及葬，執纛，以與匠師禦柩而治役。” [唐]許渾『中秋夕寄大樑劉尚書』：“柳營出號風生纛，蓮幕題

詩月上樓。”[宋]歐陽修『相州晝錦堂記』：“高牙大纛，不足為公榮。” 
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「ナポレタニタ」をめぐる新しい表現とピーノ・ダニエーレ

近　藤　直　樹

〈Sommario〉
  Nel 1977, quasi come risposta alle dure parole di Antonio Ghirelli: “il solo modo di 

spogliarsi da ogni nostalgia e ogni retorica, per considerare quanto vi è di positivo nella 

tradizione napoletana, sta nel costruire per Napoli un volto nuovo”, apparvero, in vari generi, 

nuove espressioni contro i luoghi comuni, oramai arrugginiti, della vecchia napoletanità. 

Inoltre, nello stesso periodo, spinti dal movimento di Radio Libere, aumentarono gli interessi 

verso la nuova cultura dialettale. Pino Daniele, che debuttò nel 1976 e lanciò il primo album 
Terra mia nel 1977, ne fu il rappresentante per eccellenza. La sua scelta musicale del blues si 

basa sull’ analogia fra i napoletani e gli americani di colore, e gli è congeniale per delineare i 

problemi della Napoli contemporanea e farne denuncia. La fusione da lui operata, sia in campo 

musicale che letterario, tra Napoli e l’America nera aprì una nuova possibilità per la cultura 

partenopea.

はじめに

1970年代のナポリのポピュラー音楽は，NCCPやエウジェニオ・ベンナート Eugenio Bennato

（1948-）らによるフォーク音楽の新しい試み，エドアルド・ベンナート Edoardo Bennato

（1946-）のアイロニーを込めた社会批判のフォーク・ブルース，「オザンナ」Osannaのナポリ

的なプログレッシブロックの実験，「ナポリ・チェントラーレ」Napoli centraleによる黒人音楽

とナポリ音楽との「フュージョン」など，同時代の世界的な音楽的潮流をナポリ固有の音楽や文

化と組み合わせた，グローバルにしてローカルな音が開花し，それらは「ナポリタン・パワー

ズ」と呼ばれた。

だが彼らの音楽的姿勢は，NCCPの思想的リーダーであったロベルト・デ・シモーネ Roberto 

De Simone（1933-）を除けば，理論や体系に基づいたものではなかった。こうした一連のアー

ティストから一世代遅れて 1976年にデビューしたピーノ・ダニエーレ Pino Daniele（1955-

2015）は，いわゆる「ナポリタン・パワーズ」の活動を分析してその総決算とも言うべき音楽世

界を生み出した。そこにはさらにナポリの音や言語文化の本質についての深い考察が見られ，

「ナポリらしさ」や「ナポリ的なもの」を意味する「ナポレタニタ」の新しい解釈が伺え，音楽

だけでなくナポリ文化史的にも重要な価値を有している。

この論考では，ピーノ・ダニエーレの初期音楽活動を通して，1970年代後半から 80年代にか

けてのナポリの音楽文化とそれに関わる表現としての言語のあり方を明らかにしたい。
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1．ナポリの新しい表象

1-1．「ナポレタニタ」への懐疑

1973年，北アフリカからナポリ湾にもたらされたムール貝によってコレラの感染者が出て，

「前近代的」，「非ヨーロッパ的」都市として，ナポリが各界からの批判に悩まされた年に，左派

のジャーナリスト，アントニオ・ギレッリ Antonio Ghirelli（1922-2012）の『ナポリの歴史』

Storia di Napoliがエイナウディ社から刊行され，話題を呼んだ。ギレッリのナポリ史が特徴的

であったのは，ギリシアの植民都市時代やその後のアンジュー時代，「麗しきナポリ」と呼ばれ

たアラゴン時代など，通常の「ナポリ史」であれば多くのページが割かれる古代から中世までの

歴史を短い序論の形で概観し，ナポリ王国が独立を喪失した 16世紀のスペインによる副王政権

時代から本格的な叙述を始め，19世紀のイタリア統一で締めくくっている点にあった。それは

ナポリの通史としてはあまりに近世および近代に偏っていたし，「ナポリ王国史」としても成立

していない。こうした奇妙な「ナポリ史」の目的を，ギレッリは序論の冒頭で次のように説明し

ている。

ナポリを没落へと導いたメカニズムを復元し，同時に，人間の活力と，知性と，感受性と，

苦心と，想像力という失われた遺産の実体を検討するためには，この都市の起源や，その後

の 22世紀間に，つまりはコンサルヴォ・ディ・コルドヴァ公のスペイン軍入城に先立つ全

ての事件にまで遡ることは，必ずしも必要とは言えないだろう 1）。

つまり同書は，統一以降，イタリアという別の国家の中の，きわめて多くの問題を抱えた一辺境

都市に凋落し，そのアイデンティティと活力を失ってしまった都市について，いかにしてその没

落が可能であったのかを歴史をたどることで究明しようとした一冊であり，ナポリ史の体裁を

取ったナポリ文明論なのであった。ギレッリは序論の少し先で，言葉を換えながら，同書の非ア

カデミックな「探求」の目的を説明している。

なぜなら我々の探究は，未刊行の情報や史料の発見を目的としているのではなく，著名な，

あまりに著名な，むしろ彼らが満喫しているまさにその名声のために，往々にして虚像を与

えられてきた事件や人物を結び付けている，見えない糸を見出すことを目的としているのだ

から 2）。

その「見えない糸」については，序論ではそれ以上触れられていないため判然としないが，結論

において示唆されている。「ナポレタニタについての省察」と題された結論は，イタリア統一か

ら同時代までのナポリの歴史と文化についての概観となっているが，その中で，「ナポレタニ

タ」napoletanitàについての考察が述べられている。
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独立の喪失とブルボン王国の崩壊は，特殊な価値観や，確固たる文化遺産や，集団と個人の

関係性の決定的なシステムといった，「ナポレタニタ」という概念に凝縮することのできる

ものを保持しているという意味でのナポリという国家の消失を自動的に含意した訳ではな

かった 3）。

そして続くページにおいて，イタリア統一から同時代までの歴史と文化をたどりながら，政治的

には失われたナポリ文明の残影のような文化的な「ナポレタニタ」までもが徐々に失われていっ

た過程が述べられている。「ナポリ的であること」や「ナポリらしさ」を意味する「ナポレタニ

タ」こそが，言わばギレッリの「見えない糸」であり，多くの書評が注目したのも，まさしくこ

の結論部分であった。

ギレッリはこの結論部分を書くにあたり，ラッファエーレ・ラ・カプリア Raffaele La Capria

（1922-），フランチェスコ・ロージ Francesco Rosi（1922-2015）といったナポリ出身の文化人や，

ピエル・パオロ・パゾリーニ Pier Paolo Pasolini（1922-1975），アンナ・マリア・オルテーゼ

Anna Maria Ortese（1914-1998）など，ナポリについての考察や提言，創作を積極的に行った非

ナポリ出身の識者たちに，「ナポレタニタ」に関するインタビューをしていて，それは様々な立

場の政治家，作家，学者，芸術家に及んでいる。そして『ナポリの歴史』の結論についての反響

を鑑みて，1976年には，そのインタビューを整理して『ナポレタニタ』Napoletanitàと題する小

冊子を出版している。そもそも「ナポリらしさ」「ナポリ的なもの」の表象やそれを成立させて

きた文化的システムを支えるナポリ文明自体が存在したことに懐疑的な意見もあれば，王党派

（ブルボン党）のジョヴァンニ・アルティエーリ Giovanni Artieri（1904-1995）やアキッレ・ラ

ウロ Achille Lauro（1887-1982）のように，ナポリはその優れた代弁者たちを今もなお輩出し続

けているというあまりに楽観的な意見もあり，同書は，「ナポレタニタ」の意味するところがあ

まりに曖昧で多様であることの確認に終わっている。だがギレッリが，イタリア統一から 110年

を経た 1973年に，時代錯誤的に「ナポレタニタ」という概念によって投じた石は，80年代には

ラ・カープリアに受け継がれ，その後のナポリ文化論にとって重要な反響を呼ぶことになる 4）。

ギレッリは『ナポリの歴史』の結論の中で，「ナポレタニタ」の最後の本格的な代弁者が劇作

家兼俳優エドゥアルド・デ・フィリッポ Eduardo De Filippo（1900-1984）であったと明言し 5），

「ナポレタニタ」が 1973年の時点で既に消滅していることを示唆しているが，1976年のインタ

ビュー集を締めくくるにあたって，ナポリの「新しい顔」を作り出す必要性について書いている。

だが，この書を終えるにあたって，私がとりわけ強調しておきたいのは，「ナポリの伝統の

中にどれほど肯定的なものがあるか」を考察するために，「あらゆるノスタルジーとレト

リックを脱ぎ捨てる」唯一の方法が，ナポリにとっての「新しい顔」を作り出すことにある，

ということだ 6）。
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もはやステレオタイプと化した伝統的な「ナポレタニタ」とは違う「新しい顔」という言葉で，

ギレッリは何を暗示したのだろうか。いずれにせよ，彼がこの言葉を書いた 1976年のナポリの

街路と空気には，「あらゆるノスタルジーとレトリック」を脱ぎ捨てて「新しい顔」を模索しよ

うとでもいわんばかりの若者たちの熱気が充満し，試行錯誤が飛び交っていた。

1-2．ナポリの「新しい顔」

アントニオ・ギレッリが，それまで自明の所与とされていた（あるいは既に蕩尽された「レト

リックとノスタルジー」の産物と化していた）「ナポレタニタ」を再考するインタビュー集を刊

行した 1976年のイタリアでは，68年世代から発展・変質した新左翼グループと極右グループが

半島の至る所で衝突とテロ活動を繰り広げていた。ナポリ独自の動向としては，1975年の末に

誕生し，1977年に消滅した「組織的失業者運動」Movimento dei disoccupati organizzatiを挙げ

ることが出来るだろう。「ストライキも出来ない」失業者や学生たちが路上を行進し，町全体を

ストライキの場と化して，就業の可能性を訴えたのだ。1975年 9月には，ナポリ初の共産党市

長マウリツィオ・ヴァレンツィMaurizio Valenzi（1909-2009）が就任し，公明正大な市政をス

ローガンに，50年代の王党のアキッレ・ラウロの時代から，60年代のキリスト教民主党時代へ

と受け継がれていた，建設業界と癒着した建築投機熱の見直しに着手した。こうした動きによっ

て，若者たちの間に，新しい時代を自らの手で作り出せるという期待と夢が培われ，それが具体

的な行動へと駆り立てていたのだ。

そしておそらくはそれ以上に新しい世代の音楽文化に大きな影響を与えたのが，「自由ラジ

オ」Radio libereと呼ばれる FM放送のローカル局の乱立であった。イタリアは戦後の混乱期を

除いては，ラジオ放送は基本的に国営の RAI（戦前にはその前身である EIAR）が独占する状況

が長く続いた。1960年代には，イギリスやオランダの近海を航行する船から，イタリアに向け

た海賊ラジオ放送が目に付くようになる 7）。イタリア人による「海賊ラジオ」の最初の試みは，

1970年のシチリアのパルティニコの「ラジオ・シチリア・リーベラ」Radio Sicilia Liberaであっ

た。同局は開設後わずか 26時間で，警察によって機材を押収されて閉鎖された。そしてその後

同様の試みは，イタリアの各地に広がって行く。イタリア憲法裁判所は 1974年に，ケーブル放

送による民間のラジオ放送を認めた。そして 1976年 7月 28日，憲法裁判所はついに，民間のラ

ジオ放送の開設と放送を自由化する法令を施行した。それを受けて，イタリアのあらゆる都市で

FMラジオ局が開設され放送が開始された。

「自由ラジオ」についてはいくつかの特徴が挙げられるが，ここでは二つを紹介するにとどめ

たい。なによりもまず，テクノロジーの発展によって，わずかな機材で番組作りが可能になった

ために，個人が自宅でラジオ番組を放送することも少なくなかった 8）。つまりはローマやミラノ

のような大都市だけでなく，地方の小都市においても情報の発信が可能となったのだ。マルコ・

トゥッリオ・ジョルダーナMarco Tullio Giordana（1950-）監督の映画『ペッピーノの百歩』I 

cento passi（2000年）は，1977年にラジオ局「ラジオ・アウト」Radio Autを立ち上げた実在の
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人物ペッピーノ・インパスタート Peppino Impastato（1948-1978）の闘争を描いているが，彼が

活動をしたのは，パレルモのような大都市ではなく，その郊外のテッラシーニという人口 1万人

わずかの小都市である。

こうしたことから，1970年代後半には，イタリア全土で 1000を超えるラジオ局が乱立する状

況が生まれた。そして音楽を中心とした文化的な情報がそれまでのように画一的でなくなり，地

元の音楽から海外の最新ヒット曲，オールディーズ，ジャズ，クラシックなど多様な音楽空間が

並立し，それを選択できる状況が到来したのだ。

「自由ラジオ」のもう一つの特徴として，ローカル性を挙げることができる。FM放送であっ

たために電波の届く範囲が限定され，国営放送 RAIとは異なるローカルなラジオ番組となった。

これは一面，メディアとしては限定的で影響力に乏しいようにも思えるが，ローカルなリスナー

を対象としたために，DJが方言を使用したり，地元のニュースやアーティストを優先的に取り

上げたり，あるいはリスナーとの電話を通じたインタラクティブな関係を築くことに貢献したた

め，地域によっては方言文化や地域文化の再興に多大な影響を与える結果となった 9）。つまり，

高校や大学への進学率の上昇とテレビの普及によって，イタリア語話者が飛躍的に増加していっ

た時代にあって，一見すると矛盾するようだが，今一度方言文化への熱が沸き起こる契機となっ

たのだ。だがそれは，例えばナポリにおいては，ギレッリの言う，失われたナポリ文明による

「ナポレタニタ」の方言と文化ではなく，後に述べるように，「今の」ナポリの方言であり，「今

の」ナポリのローカルな文化であった。

ここで，当時のナポリの「自由ラジオ」をいくつか紹介しておこう。「ラジオ・ナポリ・シ

ティ」Radio Napoli Cityと「ラジオ・ナポリ・プリマ」Radio Napoli Primaは，憲法裁判所の判

決の前年である 1975年から活動を開始し，警察による機材の押収を何度も繰り返しながら生き

延びた。「ラジオ・ナポリ・プリマ」は，市内の劇場や各種学校（ゲーテ・インスティテュート

やフランス文化会館など）と提携して，音楽だけでなく広く文化的な情報を届けた。

だがナポリでは，こうした「68年世代」の申し子のような先鋭的なものばかりでなく，より

ローカルなナポリの庶民文化に特化した局も見られた。「ナポリ音楽祭」の常連だったアーティ

ストを多く取り上げた「ラジオ・ナポリ・チェントロ」Radio Napoli Centroや，マリオ・メロラ

Mario Merola（1934-2006），ピーノ・マウロ Pino Mauro（1938-）らを積極的に取り上げた「ラ

ジオ・スパッカナポリ」Radio Spaccanapoliもその傍らで人気を誇った。

そうした中，最も成功を収めて現在でもよく知られているのが「ラジオ・キス・キス」Radio 

Kiss Kissであろう。1980年にはナポリ，1983年にはカンパーニャ州全土，そして 1985年には，

イタリアで最もリスナーの多い局に輝いている 10）。

こうして，若者たちによってローカル文化の豊かなネットワークが爆発的に展開していく中，

1977年には，カンツォーネのみならず，文学や演劇においても，良くも悪くも終戦以降続いて

きたナポリの表象に大きな変革をもたらす作品や文化事象が相次いで起こっている。

レッロ・アレーナ Lello Arena（1953-），エンツォ・デカーロ Enzo Decaro（1958-）とともに，
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ナポリ近郊のサンジョルジョ・ア・クレマーノの劇場でコントを上演していたマッシモ・トロ

イージMassimo Troisi（1953-1994）は，1977年にグループ名を「ズモルフィア」Smorfiaに改

めて，前衛的な演劇を上演していたナポリのサン・カルルッチョ劇場でデビューした。太陽と信

仰と美食の町というステレオタイプなナポリの表象を解体し哄笑に変えた彼らのコントには，同

時代のナポリ社会への痛烈な諷刺が込められていた。

演出家アルマンド・プリエーゼの兄ニコラ・プリエーゼ Nicola Pugliese（1944-2012）が野心

的な長編小説『マラックア』Malacquaをエイナウディから刊行したのも 1977年のことであった。

四日間にわたって降り続ける雨のために，都市ナポリは壊滅的な打撃を受け，道路は陥没して，

いたる所が水面下に没していく。《オ・ソーレ・ミオ》’O sole mioなど古典的なカンツォーネで

描かれたナポリの「晴れた日」の神話に対する懐疑は，ラッファエーレ・ラ・カプリアの長編小説

『瀕死の傷を負って』Ferito a morte（1961）において既に表現されていたが，太陽の光が一切差

すことのない破滅的な豪雨の都市ナポリというプリエーゼの『マラックア』は，ナポリの破滅を

黙示録的かつ不条理的に描き，全く新しいナポリ像を提起したといっても過言ではないだろう。

舞台の演出家として，そして 90年代以降はイタリアを代表する映画監督として活躍すること

になるマリオ・マルトーネMario Martone（1959-）が，弱冠 18歳で劇団「ノビル・ディ・ロー

ザ」Nobil di Rosaを立ち上げて演出家デビューを飾ったのも 1977年であった。同劇団は 1979年

には規模を拡大し「ファルソ・モヴィメント」Falso movimentoとなり，80年代のナポリ演劇の

躍進にとって不可欠の存在となる。アントニオ・ペティート Antonio Petito（1822-1876）からエ

ドゥアルド・スカルペッタ Eduardo Scarpetta（1853-1925）を経て，ラッファエーレ・ヴィヴィ

アーニ Raffaele Viviani（1888-1950），エドゥアルド・デ・フィリッポにまでいたる統一後のナポ

リ演劇の系譜は，コンメディア・デッラルテ的な要素がイタリアの都市の中で唯一命脈を保って

きた貴重な例なのだが，そこには俳優の芸への信頼が根強く残っていた。そうした意味では，太

陽が沈んだ日没後のナポリの夜の顔にこだわり，ビデオ映像を舞台に投影し，「総合演劇」を目

指した演出家マルトーネの初期の仕事は，ナポリ演劇の伝統に対する挑戦でもあった。

そしてその同じ 1977年には，「カンタウトーレ」ピーノ・ダニエーレのファースト・アルバム

『我が町』Terra miaが発売されている。彼もまた，ステレオタイプ的なナポリの表象を徹底し

て忌避し，19世紀の，あるいはそれよりも古いナポリの歴史文化に立ち返りながら，同時代の

ナポリの現実を克明に描き，ナポリ文化の表現に新しい地平を開いた一人であった。

ダニエーレは「自由ラジオ」を積極的に活用した初期のアーティストで，新しい地方文化のあ

り方をきわめてよく理解している一人でもあった。デビュー間もない 1976年，まだ発売前の

ファースト・アルバム『我が町』のカセットテープを片手に「ラジオ・ナポリ・シティ」のドア

を飛び込み営業のように叩き，リスナーと電話でやり取りをしながらスタジオで生歌を聴かせて

いる。また，シングル曲《コーヒーでも一杯》’Na tazzulella ’e cafèや《フォルトゥナート》

Fortunatoを繰り返し放送して，地元ナポリでの人気に火を点けたのは，「ラジオ・キス・キ

ス」であった。
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2．「我が町」ナポリ

2-1．ステレオタイプへの反旗

ピーノ・ダニエーレ（本名ジュゼッペ・ダニエーレ Giuseppe Daniele）は，1955年 3月 19日，

ナポリ東洋大学の校舎であるジュッソ宮とサンタ・キアーラ教会に挟まれたフランチェスコ・サ

ヴェリオ・ガルジューロ通りで生まれた。父には定職がなく，彼らの住居は，本来は居住に向け

られてはいない地階のいわゆる「バッソ」で，典型的なナポリの貧困家庭であった。その目と鼻

の先のサンタ・マリア・ノーヴァ広場には，比較的裕福なダニエーレの母の叔母二人が暮らす住

居があり，幼少の頃から彼は親元を離れてその大叔母の家で暮らすことになる。「バッソ」の貧

困家庭と中流家庭という二つの実家を往復しながら育ったことが，ピーノ・ダニエーレのアー

ティストとしての形成に大きな影響を与えている。義務教育も満足に受けない最下層の路上の声

を聞きながら，書斎には書籍も揃い，高校や大学への進学が当然という恵まれた環境の中で，前

者の声に意味や形を与えるだけの知性が育まれたのだ。

こうして 14歳の時にはギターを手に入れ，アメリカのレコードを買い漁ってはむさぼるよう

に聞き，マティルデ・セラーオMatilde Serao（1856-1927）らのナポリ文学を読みながら，ダニ

エーレ少年は 1973年に高校を卒業し，音楽活動のためわずか 3ケ月で退学したとはいえ，ナポ

リ東洋大学で外国語を学んでいる。既に高校在学中からバンドを組み，地元のナイトクラブで演

奏活動を行い，1976年にはプログレッシブロックのグループ「サン・ジュスト」Saint Justの

ジェニー・ソッレンティ Jenny Sorrenti（1953-）のソロアルバムにギタリストとして参加し，

ベーシストとして「ナポリ・チェントラーレ」のメンバーとなった。その傍ら，1976年にはデ

ビューシングル《なんて暑いんだ／フォルトゥナート》Ca calore / Fortunatoを，そして翌 1977

年，書き溜めた楽曲を詰め込んだファースト・アルバム『我が町』を発売する。

アルバム『我が町』の冒頭を飾っているのは，今もなおピーノ・ダニエーレの数多い楽曲の中

でも，おそらくは最も有名で，彼の，そしてナポリのポピュラー音楽の代名詞ともいうべき《ナ

ポリは…》Napule è . . .である。

ナポリは千の色，

ナポリは千の恐れ，

ナポリは少しずつ立ちのぼる

子供たちの声，

そして君はひとりじゃないと知る。

ナポリは苦い太陽，

ナポリは海の匂い，

ナポリは誰も気にとめない
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汚れた紙切れ，

そして誰もが運命を甘受している。

ナポリは路地から路地を

めぐる散歩，

ナポリはすべて夢，

世界中が知っているけれども，

誰も真実を知らない。

詩は全編，「ナポリは…」の繰り返しが，隠喩によって様々な形容と形象に結びつけられてい

き，ピーノ・ダニエーレのナポリ観が述べられている。最初の「千の色」によって，画一的なナ

ポリのイメージに対する否定が表明される。「ナポリ音楽祭」が掲げたナポリのステレオタイプ

と言えば「陽気」だが，そこから一歩進んだ陰と陽の二項対立としてでさえなく，無数の色彩に

よって表現される，それがダニエーレのナポリなのだ。ナポリのカンツォーネと言えば，《オ・

ソーレ・ミオ》の太陽賛歌が有名だが，ダニエーレにとって太陽は「苦い」。ポジリポの丘から

眺めたナポリ湾を描いた絵葉書もまたステレオタイプなナポリの表象だが，ダニエーレにあって

は「汚れた紙切れ」となる。そして 18世紀以来世界中の観光客を引き付けてきた都市ナポリは

「世界中が知っているけれども」それは「千の色」を持つ都市の一面に過ぎず，その実情となる

と「誰も真実を知らない」のだ。

音楽もまた，ステレオタイプのナポリの表象に対する彼の立ち位置を明らかにしている。イン

トロ部分はギターとピアノ，そしてオーボエによって，歌唱部分の冒頭を思わせるメロディーが

奏でられる。オーケストラの作曲を担当したアントニオ・シナグラ Antonio Sinagra（1949-）は，

ダニエーレのイメージを次のように回想している。「オーボエが地中海オリエントをすぐに想起

させ」，そしてその後そこにマンドリンが重なっていき，「即座にナポリへと誘う。古の，清明な，

夢見るようで美しいナポリに」 11）。オリエントを想起させる音とナポリの音，その両者が一つに重

なり合った後に，「ナポリは…」という歌唱部分が始まるのだ。それは彼がその後の楽曲におい

て積極的に行っていく，ナポリと異なる文明の音とのフュージョンであり，ファースト・アルバ

ムの一曲目において既に自覚的であったことが分かる。

2-2．告発と自由

アルバム『我が町』の収録曲は，リアリズムを志向しながらもリリカルな《ナポリは…》のよ

うな曲ばかりではなく，むしろ全体のキーワードになっているのは「告発」と「自由」であった。

シングルカットされた《ナポリは…》の B面に選ばれ，晩年にいたるまでダニエーレが歌い続

けた代表曲《コーヒーでも一杯》は，政治に対する告発という 70年代的なカンタウトーレの一

曲である。
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「コーヒーでも一杯」なんて言って，その後は知らんぷり。

俺たちが死にそうなくらい腹が減ってるって，誰でも知ってるのに，

助けてくれるどころか，コーヒーで誤魔化しやがる。

一杯のコーヒーと，煙草一本で

後は会ってもくれない。

間違いばっかりやらかして，インチキしかやらずに，

じゃれあって，喧嘩して，それでコーヒーを飲みやがる。

俺たちは問題をかかえて，やっていけないってのに，

奴らは手を貸してくれるどころか，

じゃれあって，喧嘩して，この町を食い物にしている。

弟ネッロ Nello（1964-）の証言では，18歳から 19歳にかけて，ピーノは新左翼組織「継続闘

争」Lotta continuaに参加し，「右翼の連中と殴り合っていた」 12） という。「継続闘争」の歴史を

書いたアルド・カッツッロ Aldo Cazzullo（1966-）によれば，やはり同じ 73年にトニー・エス

ポージト Tony Esposito（1950-）や「ナポリ・チェントラーレ」も「継続闘争」の思想に共鳴し

て，組織が企画したライブツアーに参加し，「ジェイムズ・セネーゼとピーノ・ダニエーレは

『継続闘争』の拠点で寝袋にくるまって寝た」 13） とある。ピーノ・ダニエーレがいつ頃組織に参

加し，具体的にどのような役割を担い，そしていつ頃退会したのかは不明だが，少なくとも

1973年頃には，当時の多くの若者たち同様，新左翼思想に共鳴し，「継続闘争」と関りを持った

ことは事実であろう。そして彼がギタリストとして様々な歌手と関わりながら楽曲を書き溜めて

いた頃，ナポリ市内は前述した「組織的失業者運動」のために期待と不安の中騒然とし，ファー

スト・シングルが発売された 1976年には「継続闘争」が，そしてファースト・アルバム発売の

1977年には，「組織的失業者運動」が解散する。「継続闘争」よりも遥かに過激な新左翼組織

「赤い旅団」が，キリスト教民主党左派のアルド・モーロ Aldo Moro（1916-1978）を拉致して殺

害した大事件がイタリア中を震撼させ，若者たちが新左翼から距離を取り始めるのは，アルバム

『我が町』の翌 1978年のことである。《コーヒーでも一杯》には，こうした時代にその一端を担

いながらも，遅れてきた世代であったカンタウトーレの幻滅と期待と抗議の声が込められている。

ステレオタイプへの反旗は，自由を求める行為でもある。多くの期待が裏切られ，若いエネル

ギーが費やされながらも，結局「革命」は起こらず，世界は変わらない。そうした政治運動の挫

折から周囲を見回してみれば，多くのナポリ人たちが人任せで，自らは動こうとせず，諦念の中，

無気力で無批判的な生を送っていることに気づかされる。だが，自由を求めようとすれば，そう

した受け身的な諦念から脱して動き出さなければいけない。ナポリの伝統的な民族楽器プティ

プーを使った陽気なブルース曲《俺たちのことを考えてくれる奴がいるさ》Ce sta chi ce pensa

は，そうしたナポリ人の伝統的な無為と無責任な人任せを批判した一曲として印象的である。

町を覆う諦念は，諷刺的に笑い飛ばすことも出来るが，しかし根本的には絶望的である。アル
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バムのタイトルにもなっている楽曲《我が町》Terra miaについて，制作中の 1976年 11月にラ

ジオ番組「40度のパラレル」40º Paralleloで受けたインタビューで，ダニエーレは次のように

語っている。「この曲にはとても愛着がある，これは完全に僕自身だからだ。これがピーノ・ダ

ニエーレだ。僕が言いたかったことの全てなんだ」 14）。

なんて悲しく，なんてつらいのだろう

言葉ではどうしようもないことの一切を

座って見つめているだけなんて。

自殺してしまえば，この町が，この人たちが

いつか与えてくれるはずのわずかな自由さえ捨てることになる。

わが町，わが町よ，

なんと美しいのか思いの中では，

わが町，わが町よ，

なんと美しいのか眺めていれば。

思いを馳せ眺めているだけならば，ただ単に美しいだけの故郷，そこに巣くう矛盾と無力感から

来る絶望のあまり自殺までも考えるが，それでもやはり未来への希望は捨てきれない。その希望

とは，『我が町』のピーノ・ダニエーレにとって，「自由」であった。

3．「半
ネーロ・ア・メタ

分黒い」

3-1．黒人音楽とナポリ音楽のアナロジー

既にファースト・アルバム『我が町』においても，ブルースへの傾倒がいくつかの楽曲におい

て伺えたが（《コーヒーでも一杯》や《マロンナ・ミーア》Maronna miaなど），プロデュー

サーをクラウディオ・ポッジ Claudio Poggiからウィリー・デイヴィッドWilly Davidに変えた

二枚目のスタジオ・アルバム『ピーノ・ダニエーレ』Pino Daniele（1979年）以降，ブルースや

ジャズの影響は，アルバム全体の基調となっていく。セカンドアルバムのプロモーションを兼ね

たテレビ番組のインタビューで，「君にとって音楽とは，黒人にとってのブルースみたいなとこ

ろが少しあるのかな？」と尋ねたジョー・マッラッツォ Joe Marrazzo（1928-1985）に，次のよ

うに答えている。

ピーノ・ダニエーレ　「少し」どころじゃない，僕にとっては，まさにそのものなんだ。今

僕は，音楽活動の中で吸収してきたブルースを，地中海文化の一部である僕の町の，文化的

な根源の音楽と結びつけようとしているんだ。つまり，この二つを一つにしようとしている

のさ。どうしてブルースかって？　ブルースってのはつまり，黒人を憎み，有色人種を憎む
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奴らの側からの絶え間ない横暴に対する，反抗なんだ 15）。

個人的な音楽的経験であるブルースと，自分が属するコミュニティの地中海的音楽文化とを結び

つけようというのが，この時期のピーノ・ダニエーレの音楽的なアイデンティティであるという

ことだが，ブルースという選択はただの個人的な嗜好ではない。彼はインタビューの中で，黒人

とナポリ人との間の関係，そのアナロジーについて踏み込んでいく。

ジョー・マッラッツォ　それで，黒人と我々の間のアナロジーって，どういったものなんだ

い？

ピーノ・ダニエーレ　アナロジーっていうのはだね，僕たちは黒人に似ているんだ。残念な

がらいまだに南部人に対する敵愾心というか，差別があるからだ。僕はそれを受けて来たし，

今も受けているから分かる，差別はあるんだ。そして，まさにその差別に，非文明的であり

続けているナポリ人，「テッローネ」 16） に対する障壁に，立ち向かっていかなければならな

いんだ 17）。

つまりピーノ・ダニエーレにとってのブルースは，個人的な音楽経験のレベルを超えて，ナポリ

人の置かれた，主に北部イタリアからの差別的な言動やシステムを暴き，それを告発するための

強力な武器になる。ブルースを歌うナポリ人ピーノ・ダニエーレは，いわば「黒いナポリ人」と

なり，彼のシャウトには，怒れるナポリの若者の声とともに，長年にわたって隷属的な状況に置

かれてきた黒人たちの嘆きと怒りが込められている。だがダニエーレは，レナート・カロソーネ

Renato Carosone（1920-2001）が《アメリカ人になりたいの》Tu vuo’ fa’ l’americanoで揶揄した

ような，単なるアメリカかぶれのブルース・シンガーではない。インタビューの最初で明言して

いたように，ブルースをナポリの音楽文化と結びつけることこそが，彼の目的なのだ。

こうした彼の思考を明確に表しているのが，セカンドアルバムに収録された《俺はいかれて

る》Je so’ pazzoである。ナポリの民族楽器「タンムッロ」でリズムを取りながらシンプルなブ

ルースに乗せて歌う《俺はいかれている》の語り手は，現代の「マサニエッロ」Masanielloを自

負しているピーノ・ダニエーレ自身である 18）。「マサニエッロ」になったダニエーレは，ナポリ庶

民たちを扇動し，黒人たちの音楽であるブルースに乗せて，権力者や差別をする者たちへの怒り

を爆発させる。

俺はいかれてる，かなりきてる，

俺は自分のなりたい奴になるんだ

俺の家から出て行ってくれ。

俺はいかれてる，かなりきてる，

民衆が俺を待ってるんだ
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急いでるんで，失礼するよ。

いつだって俺が正しいなんて言わないでくれ，

自分が間違ってるのは分かってるさ。

人生で，せめて一度くらいは

ライオンのように生きてみたいんだ。

今度ばかりは政府も

俺を裁かないだろう，

だって，俺はいかれてるんだから，かなりきてるんだから，

今日は話をさせてもらうぜ。

（中略）

マサニエッロは大きくなった，マサニエッロは戻ってきた，

俺はいかれてる，かなりきてる，

邪魔をしねえでもらいたいな。

だが，当然ながら黒人音楽とナポリ音楽との「融合」は，ピーノ・ダニエーレの発明ではない。

ナポリ音楽においては既に 1944年の《黒いタンムリアータ》Tammurriata neraに始まり，1950

年代のレナート・カロソーネの活動や，1960年代後半の「ショウメン」Showmen，そしてとり

わけ1970年代のジェイムズ・セネーゼ James Senese（1945-）の「ナポリ・チェントラーレ」は，

ピーノ・ダニエーレの言う「二つ」の要素の融合をラディカルなまでに表現していた 19）。ピー

ノ・ダニエーレはこうした「先駆者」を十分に意識していて，とりわけ，デビュー前に短期間で

はあるが在籍した「ナポリ・チェントラーレ」は，初期ピーノ・ダニエーレの音楽的アイデン

ティティをナポリで本格的に始めたグループであった。ダニエーレは 1994年に刊行された唯一

の著書の中で，ナポリのポピュラー音楽におけるセネーゼの重要性を次のように総括している。

セネーゼはとても重要な役割を果たした，彼の楽曲は，アメリカ音楽とナポリ音楽との間の

「混淆」の最初の例だったんだ。彼のスタートから，彼の創案から，炎を燃え上がらせる火

花が始まり，それは藁の火には終わらなかった。僕はジェイムズに多くを負っている，彼は

メロディーを書き直す方法において革命を起こしたんだ。アメリカと，アフリカと，そして

ナポリに同時に根を持つ音楽の路線を誕生させたのさ 20）。

そしてセネーゼは，『ピーノ・ダニエーレ』，『ネーロ・ア・メタ』Nero a metà（1980），『ヴァ

イ・モ』Vai mo’（1981）と三枚のアルバムに渡ってテナーサックスを担当し，ダニエーレの初

期を特徴づける怒れるブルースにとって欠かせないメンバーとなる。中でも，いまだにダニエー

レの最高傑作と評判の高いアルバム『ネーロ・ア・メタ』が，その制作中に夭折した「ショウメ

ン」のマリオ・ムゼッラMario Musella（1945-1979）に捧げられている事実には注目しなけれ
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ばならない。ムゼッラとセネーゼは「ショウメン」の同志であったばかりでなく，ともに米兵を

父に持つ「黒い赤ん坊」であり，幼少期から兄弟同然に育った 21）。「半分黒い」を意味するアルバ

ムのタイトル「ネーロ・ア・メタ」は，ダニエーレの音楽的アイデンティティでもあるが，セ

ネーゼと「ナポリ・チェントラーレ」，そしてその更に向こうに「ショウメン」を措定し，ナポ

リ音楽と黒人音楽とのフュージョンを，彼の個人的なものに終わらせず，ナポリの新しい「伝

統」として位置づけようとする，ピーノ・ダニエーレの宣言でもあったのだ。

3-2．ナポリの虐げられた者たち

黒人とのアナロジーの中で虐げられた者たちとしてのナポリ人を歌うピーノ・ダニエーレは，

そのナポリの中でも更に蔑まれ虐げられている者たちの生活を表現した楽曲を幾つか制作してい

る。同じアパートに住む娼婦が仕事に出掛けていく様子を優しく描いた《雨が降れば》Quanno 

chioveは，アルバム『ネーロ・ア・メタ』を彩る一曲である。そして，セカンドアルバムに収録

された《あいつはいい奴》Chillo è nu buono guaglioneは，ベースのリフ，コンガとパーカッショ

ンの絡み合う軽快なリズムに合わせたラテン風の一曲だが，その歌詞は，同性愛や性同一性障害，

そして性転換手術をテーマにしている。

登場人物である「あいつ」は男娼で，性転換手術を受けて女性になって恋をして結婚すること

を夢見ている，「いい奴」である 22）。タイトルにも使用された「あいつはいい奴」という詩句が何

度も繰り返され，次第に激しいシャウトによって歌われ，彼の抱えた悩みの切実さが畳みかける

ように訴えられている。

あいつはいい奴，

あいつは街灯の下で夜の生活。

深夜になると

街に出て，仕事に行く。

あいつはいい奴，

けれども，ちょっとばかりゲイだからって何の罪がある，

姉さんの服をふざけて着てみたのがはじまり。

あいつはいい奴，

女になりたくて

あいつはいい奴，

今でも恋に憧れて

あいつはいい奴，

結婚生活を夢見ている。

けれども，路上に出ると落ち着かない

好奇の目にさらされるから。
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あいつはいい奴，

金にがめついのは手術のため

他に方法がない

強い決意にほかならないのだ。

後半では一転して「あいつ」が語り手となり，手術後の生活への夢が綴られる。「テレーザ」

と改名して女性として生活し，友だちを呼んでホームパーティを開く。そして今のように「好奇

の目」にさらされることなく路上を歩き，「私はノーマルよ」と大声で叫ぶ，それが「あいつ」

の夢なのだ。

あたしはテレーザって名乗って，買い物に行くの。

髪の毛を伸ばして，

ピンヒールを履いて，

友だちを家に招いて，

楽しい一日を過ごすの。

電話の呼び出しに

怯えることなく

町に出掛けていって，

「私はノーマルよ」って叫んで，

それでも誰も何も言わない

お巡りも何も言わないの。

男娼の夢と血の叫びのような歌詞は，当時は今以上に閉鎖的で差別的であった偽善的な社会に対

するピーノ・ダニエーレの告発であり，そしてそれ以上に，黒人音楽を取り入れることでナポリ

文化を相対化して眺めようとしていた彼の多様性への願望が，アメリカ音楽に憧れるただのスタ

イルではなく，より深層から湧き上がるものであったことを証言している。

3-3．ナポリの怒りと新しいナポリ方言

ピーノ・ダニエーレが登場した 70年代後半，ナポリ音楽においてブルースを歌う言語といえ

ば，エドアルド・ベンナートの例に見るように，イタリア語が一般的であった。60年代末の

「ショウメン」も，最後のシングル曲を除いてはイタリア語か英語による歌唱であった。ブルー

ス，R&B，ジャズといった黒人音楽においてナポリ方言を自覚的に使用したのは，ジェイム

ズ・セネーゼのグループ「ナポリ・チェントラーレ」が嚆矢であったが，一曲の長さが 7分を超

える，ジャズロックというレコードセールスを念頭に置いていないマイナーなジャンルにおける

実験的な試みに過ぎなかった。その意味では，初期のピーノ・ダニエーレがナポリ方言による歌
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唱にこだわったことは，きわめて画期的であった。

アルバム発売直前の 1976年，ラジオ番組「エウロサウンド」Eurosoundに出演したダニエー

レは，エドアルド・ベンナートとの違いを尋ねられて次のように答えている。

ピーノ・ダニエーレ　彼はナポリ音楽の並外れた代弁者だけれど，イタリア語で歌い，物事

を僕とは違う風に見ている。僕は街路に降りていって，今の人々が話している特徴的なナポ

リ方言をつかみ取るんだけれど，それは古いナポリ方言ではなく，庶民の表現であるスラン

グなんだ。どうしてそんな言葉を選んでるかって？　それはスラングっていうのが，ナポリ

人自身の発散の一つの形だからなんだけど，全てのナポリ人の言葉ではないんだ。僕が言っ

てるのは，バッソやゲットーに住んでいる階層のことで，ゲットーはナポリの至る所にある。

旧市街から金持ちの棲む地域にまでね 23）。

ダニエーレはここで，彼が歌詞に使用している「今の人々」の言葉である「スラング」を「古い

ナポリ方言」と対置させている。彼の言う「古いナポリ方言」とは，おそらくカンツォーネ・ナ

ポレターナに使用された（そして戦後は「ナポリ音楽祭」の楽曲においても踏襲された）ナポリ

の伝統的な文学言語のことであると思われる。

ピーノ・ダニエーレ以前，少なくとも 1970代以前の文学的なナポリ方言は，19世紀末のサル

ヴァトーレ・ディ・ジャコモ Salvatore Di Giacomo（1860-1934）やその影響を受けたカン

ツォーネ・ナポレターナの詩人たちによって形成された。ナポリには，17世紀のジャンバッ

ティスタ・バジーレ Giambattista Basile（1566-1632）やジュリオ・チェーザレ・コルテーゼ

Giulio Cesare Cortese（?-1622），18世紀のオペラ・ブッファ，19世紀のプルチネッラ劇など，

それ以前からナポリ方言文学の豊かな伝統があったが，そこで使用されたナポリ方言は，主に正

書法の問題において必ずしも安定してはいなかった。カンツォーネ・ナポレターナのナポリ文学

史における功績は，正書法を安定させ，猥雑な語彙を廃することで，下層階級のみならずブル

ジョワ層にも親しむことのできるテクストを量産したことにある。

だがそのナポリ方言は，ラッファエーレ・ラ・カプリアがナポリ文化論の名著『失われた調

和』L’Armonia perdutaで指摘しているように，ブルジョワ階級にも受け入れられやすい「柔和

な言語」lingua molleであり，17世紀にバジーレやコルテーゼが庶民の口から採取した，猥雑で

本来的なナポリ文学の言語である「固い言語」lingua tostaの伝統は，徐々に失われてしまっ

た 24）。ピーノ・ダニエーレのこだわった「今の」ナポリ方言の使用は，こうした文脈を念頭に置

けば，ナポリ文学史の中でも極めて重要なものとなってくる。

ピーノ・ダニエーレの語る「今の」ナポリ方言が，カンツォーネ・ナポレターナで使用された

「古い方言」と具体的にどう違っていたのかを巡っては，慎重な言語学的調査が必要とされるが，

ここでは「下品な言葉」を意味する「パロラッチャ」parolacciaの多様と，新語の使用を挙げて

おきたい。『パロラッチャ』Parolacciaの著者であるヴィート・タルタメッラ Vito Tartamella
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（1966-）は，ピーノ・ダニエーレの全スタジオ・アルバム 24枚に収録された 260曲において使

用された「パロラッチャ」の統計を取り，紹介している 25）。タルタメッラの調査によれば，全曲

の 11％にあたる 31曲において「パロラッチャ」が使われ，その 58％が 80年代の楽曲で，とり

わけ 1980年のアルバム『ネーロ・ア・メタ』が 5曲，次いで『ピーノ・ダニエーレ』，『ヴァ

イ・モ』，『ベッラ ･ンブリアーナ』Bella ’mbriana，『ムジカンテ』Musicanteがそれぞれ 4曲と

続いていて，2枚目から 6枚目までの初期アルバムに集中していることが分かる。「パロラッ

チャ」の使用は，反体制的なロックにおいては決して珍しくはないが，上記のようにブルジョワ

向けの品の良いナポリ方言を売りにしてきたカンツォーネ・ナポレターナの支配的な歴史を考え

れば，ピーノ・ダニエーレの特殊な言語意識がどのようなものであったか理解できるだろう。

ピーノ・ダニエーレはまた，当時はまだ珍しく，ナポリ方言辞典にも収録されていなかった

「新語」も積極的に使用していて，とりわけ 1980年のアルバム『ネーロ・ア・メタ』収録の《俺

はブルースが好き》の中で使用された「カッツィンマ」cazzimmaは，現在に至るまで 80年代以

降のナポリの一面を表す「新しい顔」として知られている。

俺はブルースが好き，一日中だって歌ってやる

ずっと黙っていたけれど，もう我慢できねえ。

俺は品はないが，弾き続けてやる

望まない劣等感を抱えている奴のために。

俺はコーヒーの底に沈んでいく砂糖が好き。

アニス酒を一滴垂らしたのが。

けれども俺よりも

「カッツィンマ」な野郎はいねえ。

気に入ったことは何だってやってやる

ブルースのことは分かってるし，変わるつもりはねえからな。

「カッツィンマ」について，ピーノ・ダニエーレは後に次のような定義を試みている。

際立ったずる賢さ，どんな時にも，どんな状況においても，常に自分だけの利益を計ろうと

する行為，それがたとえ親友や親族に付け込むことになろうとも 26）。

このように「カッツィンマ」は，否定的な意味合いにおいて使用されることが多い語彙であるが，

「いかれている」ダニエーレはそれを逆手に取って，権力者や差別主義者に対する庶民の怒りの

表明として使用しているのだ 27）。

またピーノ・ダニエーレの歌詞には，新語と「パロラッチャ」というナポリ方言内だけの実験

にとどまらず，イタリア語や英語といった他言語との創造的なフュージョンも数多く見られる。
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そしてそれが，ナポリを含む地中海的な音とブルースとのフュージョンという独特の言語空間を

作り上げ，初期ピーノ・ダニエーレの音楽的アイデンティティと緊密な関係を築き上げているの

が大きな特徴であり，おそらくはそこにこそ独創性を見なければならない。

例えば『ネーロ・ア・メタ』収録のブルース曲《うんざりさせるなよ》Nun me scoccia’では，

イタリア語とナポリ方言との興味深い関係が表現されている。

うんざりさせるなよ，うんざりさせるな，

お前のその，誠実さのかけらもない

知的な会話ってやつで。

うんざりさせないでくれよ，もう

お前だって死ぬ身なんだし，

お前だって，ああ。

歌詞は基本的に，彼自身が育った市内の「ポルト地区」の粗野なナポリ方言で書かれているのだ

が，「お前のその，誠実さのかけらもない／知的な会話ってやつで」の箇所だけがイタリア語で

書かれていて，相手のインテリぶった議論が，ナポリ方言ではなく，真心のないお役所言葉的な

イタリア語で行われていることがメタ的に表現されている。

英語とナポリ方言との混淆もまた，枚挙に暇がない。ブルース・シンガーが英語を歌詞中に取

り入れたり，英語の曲を歌ったりすることはそれほど珍しくなく，そこにはブルースの本場であ

るアメリカ（英語）を上位に見て，イタリア（イタリア語）を下位に置く姿勢が見え隠れするの

だが，少なくとも初期のピーノ・ダニエーレの楽曲には，そうした二項対立は見られない。その

好例は，『ピーノ・ダニエーレ』収録の《よー，マン》Ue manであり，港でアメリカ人相手に

ポン引きをするナポリ人の，英語とナポリ方言が混じり合った奇妙な混淆語が再現されている。

一番の歌詞を見てみよう。基本的には英語で書かれていて，太字箇所のみナポリ方言となってい

る。

Ue man よー，マン！

Where are you going どこに行くんだい？

You need a girl tonight 今夜は女の子が必要かい

Come on with me man! 俺について来なよ，マン！

You will enjoy your time あんたは楽しい時間を過ごして

Nu poche ’e dollari to me 俺にちょっとドルをくれれば

E me ne faje i’. 消えてやるからよ。

ナポリは港町であり，さらに NATOの基地が郊外にあったために，米兵をしばしば見かけた。

23「ナポレタニタ」をめぐる新しい表現とピーノ・ダニエーレ



ピーノ・ダニエーレの父親はこうした米兵相手に様々な斡旋をして生計を立てていて，長男で

あったダニエーレ少年はそれに着いていくこともあり，またデビュー前には米兵が出入りするク

ラブで彼自身しばしば演奏していたこともあって，こうした混淆語を耳にする機会も多かったの

だろう。

興味深いのは，同曲が音楽的にはシンプルな本格的ブルースの一曲であり，まるでアメリカ人

である顧客の身体的なリズムに合わせるかのような音楽に，こうした混淆語が重ね合わされてい

る点である。歌詞の混淆語とその喜劇的な状況に，音楽の選択も大きく寄与している。言語の

フュージョンと戯れるようなブルースのリズムが，そのどの要素からも自由な表現を可能にして

いるのだ。

おわりに

ピーノ・ダニエーレの 1982年のアルバム『ベッラ・ンブリアーナ』は，座敷童に似たナポリ

の民間伝承の妖精をタイトルにしていて，一見してきわめてナポリ的な，それまでの路線を継承

した作品にも見えるが，ナポリ人アーティストに代わり，フュージョンジャズグループ「ウェ

ザー・リポート」Weather Reportの主要メンバーであるアルフォンソ・ジョンソン Alphonso 

Johnson（1951-）とウェイン・ショーターWayne Shorter（1933-）が参加していて，より広い

世界とのコラボレーションというその後の彼の方向性を暗示したものとなった。

続く『ムジカンテ』（1984），『フェリー・ボート』Ferryboat（1985），『ボン・ソワレ』Bonne 

soirée（1987），『シュキッツェケーア，愛を込めて』Schizzechea with love（1988），『マスカル

ツォーネ・ラティーノ』Mascalzone latino（1989）といったアルバムでは，ラテンアメリカやア

フリカのミュージシャンとのコラボレーションが目立ち，音楽的にももはやブルースやジャズと

いったアメリカ経由のアフリカ系音楽だけでなく，サンバやボサノヴァ，そして北アフリカの音

楽を取り入れたユーロロックとナポリ音楽との「フュージョン」を試み，また言語的にも，英語

やイタリア語だけでなく，アフリカの方言やポルトガル語やスペイン語がナポリ方言と「混淆」

する実験に溢れていて，イタリアでは当時まだ定着していなかったワールド・ミュージックの好

例として評価を得た。

その後はワールド・ミュージックをポップスに昇華させた『ブルースの男』Un uomo in blues

（1991），『神の祝福を』Che Dio ti benedica（1993），『砂漠の花を踏むなかれ』Non calpestare i 

fiori nel deserto（1995），『地球で何が起こっているのか教えてくれ』Dimmi cosa succede sulla 

terra（1997）によって，ナポリ人アーティストとしては破格のセールス的成功を収め，数々の

名曲を世に送り出して，イタリアを代表するアーティストの一人として，絶頂期を迎える。

だが，都市ナポリとそこに生息する同時代のナポリ人のメンタリティを，音楽と詩によってその

根本から問い直したアーティストの姿勢は，そしてそれを怒りによって表現した楽曲は，稀に

なった。それは，より自由な表現へと向かった一人のアーティストの進化だったのだろうか。あ
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注

1） Ghirelli （1973）, p. 5.
2） Ghirelli （1973）, p. 5.
3） Ghirelli （1973）, p. 261.
4） 「ナポレタニタ」神話を分析したラ・カープリアのナポリ文明論『失われた調和』 L’armonia 

perduta（1986年）は，アントニオ・ギレッリに捧げられている。
5） Ghirelli （1973）, p. 273.
6） Ghirelli （1976）, pp. 71 -72.
7） Fiorentino （2012）, p. 64.イタリアで最初に受信された海賊ラジオは，1964年から北海で放送を続
けている 「ラジオ・キャロライン」 Radio Carolineであり，1966年には 「ラジオ・モンテカルロ」  
Radio Montecarloのイタリア語による放送が，北部では受信できた。Cf. Menduni （2016）.

8） Fiorentino （2012）, p. 65.
9） Fiorentino （2012）, pp. 65 -71.
10） Fiorentino （2012）, p. 94.
11） Poggi e Sanzone （2017）, p. 70.
12） Daniele e D’Errico （2015）, p. 25.
13） Cazzullo （2015）, p. 178.だがセネーゼが 「ショウメン2」 解散後 「ナポリ・チェントラーレ」 を結
成するのは1975年で，ピーノ・ダニエーレの加入はその翌年の1976年であるため，おそらくはこ
のコンサートツアーは1976年のことであったか，あるいは 「ナポリ・チェントラーレ」 結成以前
のことで，ピーノ・ダニエーレは別の歌手のコンサートにギタリストとして参加していたと思わ
れる。

14） Russano （2015）, p. 21. http://www.broadcastitalia.it/pagine%20programmi/40MO%20PARALLELO.
htm（2019年 9月 1日閲覧）

15） Russano （2015）, p. 132.
16） 都市 cittàを terraと呼ぶ南部のイタリア人に対する，北部人側からの蔑称。
17） Russano （2015）, pp. 132-133.
18） 「マサニエッロ」Masanielloと呼ばれたトンマーゾ・ダニエッロ Tommaso D’Aniello（1620-

1647）は 17世紀ナポリの貧民であり，当時のスペイン副王政権に対して革命を起こした実在の
人物である。下層民であったマサニエッロは圧制に苦しむナポリ庶民たちを味方につけ，革命は
あと一歩で成功というところまで漕ぎつけた。

19） 近藤 （2018）．
20） Daniele （1994）, p. 33.

るいは，1970年代にギレッリが問いかけた「ナポレタニタ」そのものが，もはや「新しい顔」

をもってしても表現することが難しい時代になったということなのだろうか。80年代半ば以降

のナポリの「顔」は，ステレオタイプ的なナポリの表象に対して挑戦したピーノ・ダニエーレよ

りもむしろ，ステレオタイプ自体の新しい表現者であるニーノ・ダンジェロ Nino D’Angelo

（1957-）と，その影響を受けた「ネオメロディチ」と呼ばれた歌手たちが引き受けていくことに

なる。
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21） 近藤 （2018）．
22） 「フェンミニエッロ」 femminielloとも呼ばれた男娼は，ナポリでは敬意と侮蔑の混在する複雑な
感情の対象であり続けてきた。ジュゼッペ・パトローニ・グリッフィ Giuseppe Patroni Griffiは
長編小説『トレド通りを下って』 Scende giù per Toledo（1975）において，男娼のロザリンダを主
人公にしている。

23） Russano （2015）, p. 129.
24） La Capria （1999）, pp. 107-115.
25） https://www.parolacce.org/2015/01/11/parolacce-pino-daniele/（2019年 9月 1日閲覧）
26） Daniele （1994）, p. 53.
27） とはいえこうしたピーノ・ダニエーレの「今の」ナポリ方言へのこだわりは，彼個人の独創性や
嗜好に帰せるべきではなく，上述した「自由ラジオ」を支えた若者たちの方言文化への回帰とい
う社会現象を踏まえた上で理解しておくべきであろう。それは，カンツォーネを超えて，同時期
のナポリ文化全般に共通してみられる，より広範な特徴でもあった。1980年には，エドゥアル
ド・デ・フィリッポ以降のナポリ演劇を代表する 3人の優れた劇作家が相次いでデビュー作を上
演している。マンリオ・サンタネッリ Manlio Santanelli（1938-）の『非常口』Uscita di 
emergenza，アンニーバレ・ルッチェッロ Annibale Ruccello（1956-1986）の『ジェニファーの 5
本の薔薇』Le cinque rose di Jennifer，そしてエンツォ・モスカート Enzo Moscato（1948-）の
『カルチョッフォラ』Carcioffolaである。彼らのドラマトゥルギーはそれぞれ異なっているが，
共通しているのは，デ・フィリッポ以前のラッファエーレ・ヴィヴィアーニの演劇スタイルに大
きな影響を受けていること。ステレオタイプと化していた「ナポレタニタ」的な「古き良き」ナ
ポリを超えるべく，あるいは歴史的に遡りながら（イタリア統一直後のナポリ貴族を描いたルッ
チェッロの『フェルディナンド』Ferdinando），あるいは戦後の混乱期にこだわりながら（モス
カートの一連の作品），ナポリのバロック的な混沌を舞台の上で再構築しようとしたこと。そし
て，カンツォーネ・ナポレターナ的な洗練されたナポリ方言ではなく，はるかに粗野で下品で強
力なナポリ方言の使用にこだわったことなどである。イタリア語話者が飛躍的に増加した 1980
年以降のイタリアにあって，こうした方言へのこだわりは，ピーノ・ダニエーレ同様，三人の劇
作家にとって不利には働かず，三人ともがイタリア国内で数多くの賞を得て外国でも上演され，
ナポリのみならず 1980年以降のイタリア現代演劇を代表する劇作家として評価されている点に
注目しなければならないだろう。
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「真実」への「凝視」
― 訪日中国人観光客へのアプローチ ―

戴　　　智　軻

 〈提要〉
	 	 本文主要尝试从以下三个方面对访日中国游客进行分析。首先，在掌握访日中国游客现状

的基础上，从越境游的角度出发对访日中国游客和前往海外的中国游客整体进行横向比较，并

对异同点进行整理。其次，为了验证普通分析框架针是否同样适用于访日中国游客，对观光理

论中最为基本的两个视点，即	“真实性”	和	“游客凝视”	在中国学界的评价和应用进行梳理，

分析其实质及可能性。最后，通过加入	“近现代”	这一视点，分析中国游客对日本	“真实”	的

“凝视”	中是否存在历时性要素。

1．はじめに

　国連世界観光機構の報告書 2018によると，2017年の国際観光収入は化学，エネルギーに次ぐ

第 3位となり，その総額は自動車関連を上回り，1兆 3400億米ドルに達していた。報告書はさ

らに国際観光の大半は旅行者の居住地域内におけるもので，即ち地域内観光とし，その比率は実

に 8割前後に達していると指摘している。日本が位置する準地域としての北東アジアもその例外

ではない。中国を代表とする新興経済市場で成長する購買力，航空路の接続利便性の向上，さら

に旅行形態の多様化，ビザ手続きの簡素化が地域内の観光需要を喚起し続け，堅調な成長を下支

えしている。その恩恵を受けた日本のインバウンド観光は 6年連続で 2桁成長し，国際観光収入

ランキングにおける順位も続伸し，2017年に初めてトップ10に食い込んだ 1）。それを受けて，日

本政府は 2016年 3月に「2020年に訪日外国人旅行者数を 4000万人に，2030年には 6000万人に

増やす目標」を打ち出し，訪日外国人による旅行消費額については，「2020年に 8兆円，2030年

には 15兆円まで拡大することを目指す」としている。

　日本のインバウンド観光の成長を支える諸要因の中で特に重要とされているのは中国人観光客

の存在である。前掲の報告書でも中国の国際観光支出について，「継続して世界全体のアウトバ

ウンド観光支出を牽引している」と表現している。それは直近の数字によっても裏付けられてい

る。2016年に比較して微減したものの，2017年の中国の国際観光支出は 2577億米ドルに上って

おり，依然として 2012年からの首位をキープし，2位のアメリカのそれより倍近くの規模を維

持している。

　2018年の訪日外国人旅行者総数の約 27％を中国人訪日客が占めており，こちらも 4年連続の

首位である。その規模はビジット・ジャパン事業が開始された 2003年と比べれば，実に 18倍強
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の 838万人となった。一方，旺盛な消費意欲を示す中国人訪日客の消費額も訪日外国人旅行消費

総額の約 35％を占め，最大となっている 2）。

　日本のインバウンド観光の成長を持続的なものにし，その成長空間をさらに拡大させるために

は，これからもより多くの中国人観光客を日本に引き寄せることが必要である。現状を見れば，

その可能性は十分あると考えられる。2018年の中国人海外旅行者数は前年比 14.7％増の 1億

5000万となり，そのうち，台湾・香港・マカオへの渡航客を除いても約 7125万人であった。中

国旅行研究院が発表した報告書（2018）が指摘したように，これは「即ち 100人の内陸住民のう

ち，海外旅行をしたことのある人はまだ 5人未満という計算になり，アウトバウンド市場は依然

として大きな潜在力を持っている」 3）ことを意味している。中国人海外旅行者にとって最も人気

のある観光目的地ランキングにおいて，日本がタイに次いで 2位にランクインしている。確かに，

日本を目的地として選択し，観光にやってきたのは中国人海外旅行者総数の約 12％に過ぎな

かったが，前年比の伸び率は全体の伸び率とほぼ同様の 13.9％であり，タイに行く中国人観光客

の伸び率の 7.4％を大幅に上回っている 4）。そのいずれを取ってみても，中国はこれからも日本の

インバウンド観光戦略の成否を左右する重要な送客市場であろう。

　日本のインバウンド観光市場における中国人訪日客の重要性は否定できないが，それについて

の研究は必ずしもそのプレゼンスの拡大に比例するものではない。たとえば訪日中国人観光客が

果たして何を日本に求め，どのように日本を眺め，何に満足を感じ，どのような評価を下すか，

などは日本の観光産業，特にインバウンドの持続的成長にとっていずれも重要なファクターとし

て深く掘り下げて分析する必要がある。しかし，ここ数年の日本国内の関連研究を概観すると，

マーケティングの視点に基づく市場の動向分析が主流で，表層的な現状をなぞるだけのデータは

蓄積されているが，その内面についての考察は必ずしも十分になされず，そのいずれに対しても

満足な答えが出されていない。

　中国は 2012年から世界最大の送客国となり，国際観光市場において牽引的な立場に立ってき

た。しかし，根本的に言えば，ヨーロッパや北米の先進諸国の状況と同様に，日本にとっても中

国人観光客の大挙来訪がここ数年間の出来事である。日本のインバウンド市場にはヨーロッパや

北米，またはアジア・太平洋の先進経済群（UNWTO用語，以下同）を主要な送客市場とする

という伝統的な構図が依然として根強く存在し，新興経済群の客層に向けての構造転換が急速に

進んでいるにも関わらず，これまでとは「異質な」客層についての深層的な解読は必ずしも伝統

的な客層に対するそれらと同等なものではない。

　消費金額や到着人数などの数値変化に一喜一憂する業界と同様に，研究者の間でも訪日中国人

観光客の全容を捉えきれないために，不透明感が漂っている。現状のあまりにスピーディな変化

に問題整理が追いつかないのは理由の一つとして考えられる。確かに，突如として現れた観光者

集団の膨大さと「異質さ」を前に，従来の分析の枠組みや共通項の有効性に限界を感じざる得な

い面はある。が，それと同時に，「日本」から「日本」しか見ないという分析視点の単調さも，

背景にあるのではないかと思われる。訪日中国人観光客はあくまで中国人海外旅行者の極一部で
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しかないという現状を考えると，日本に限定して分析を行うことを継続すれば，中国人海外旅行

者全体に「訪日につながる」共時的な要素が存在するかどうかは判断できない。一方，周知のよ

うに，中国の観光発展は典型的な開発途上型の観光振興パターンに属しており，即ちインバウン

ド国際観光から国内観光へ，さらにアウトバウンド国際観光という三段階をたどってきたもので

ある。海外観光客と国内観光客の接続性から考えても，中国の国内観光客の関連要素に対する把

握は明日の訪日客の分析につながるもので，必要な作業であろう。

　本稿ではこのような現状に基づき，三つの作業を試みようと思う。まず，訪日中国人観光客の

現状を把握するうえで，それをアウトバウンドの視点から中国人海外旅行者の全体と比較し，観

光行動などにおける共通点と相違点の析出を試みる。次に，訪日中国人観光客に対して社会学的

アプローチを行う際にいわゆる「一般的な分析的枠組み」が応用できるかを検証するために，観

光理論で最も基本とされる二つの視角，「真正性」と「まなざし」の中国での評価及び援用を点

検し，その内実と可能性を分析してみたい。最後に，中国人観光客の日本に求める「真正性」，

と日本に向ける「まなざし」には果たして通底する通時的要素はあるかを，「近代」という要素

も投入して論じてみたい。いうまでもなく，中国人観光客が日本の何をみるか，すなわちその

「まなざし」の連続性こそ，日本のインバウンド観光の持続的成長を予測するうえでコアなファ

クターになるであろう。

　本稿は既往研究，特に中国側の研究を整理し，再解読することによって，訪日中国人のこれま

で見落とされてきた特徴を理解するための図式を析出したい。またそれをきっかけに，日中両国

の観光研究の接続点を見出し，その架橋への第一歩を踏み出すことを願っている。

2．中国人の海外観光と日本観光

2.1　中国人による日本観光の概況

　中国国民の海外旅行が一般に許可されたのは 1983年のことであるが，90年までは香港，マカ

オへの親族訪問に限定されていた。本当の意味での海外旅行が始まったのは 90年以降のことで，

東南アジアにおける中国の友好国であるシンガポールなどから，北東アジアの韓国まで旅行目的

地が順次に拡大し，2000年前後を境目に，オーストラリア，ニュージランドを先頭に，日本な

どいわゆる先進国もそのリストに加わった。2003年に香港を対象に個人観光旅行が試験的に許

可されたことで長く敷かれてきた団体旅行の制限も事実上撤廃となった。2004年の中国人一人

あたりの GDPは都市部では既に約 1,200ドルに達し，1964年に日本国民に海外観光旅行が開放

された時の一人当たりの GDPの 847ドルを大幅に上回っていた。本稿に関連して特に指摘して

おきたいのは，このように中国人の「アウトバウンド国際観光への基本的条件がそろいつつあ

る」 5）時期は，日本が観光立国戦略を打ち出したタイミングと実に見事に一致している，点であ

る。

　当初，日本が観光目的地として開放されても中国人観光客を誘致するには不利だと指摘された
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障害の数々も ― ビザ発給に対する厳しい制限，割高なコスト，受け入れ態勢の不十分さな

ど ― この十数年でほぼクリアされ，あるいは改善されつつある。もちろん，これは中国の経済

が持続的に成長し，可処分所得が急増した人口が膨大な数に膨らむことを背景に，観光誘致のた

めに日本側が意欲的にとってきた諸措置による結果である。中国人の「観光消費への欲望は日本

の 70年代の海外旅行ブームに引けを取らない」 6）と当初から予言されていたが，日本ではむしろ

それ以上の熱が感じられているといっても過言ではないように思える。

　JNTO等の機関から関連データが月ベースで更新されているため，ここ数年の訪日中国人観光

客についてのものは紙幅の制限もあり羅列しないが 7），日本側で発表された各種報告書を総合す

ると，その主な特徴はおおよそ次のようにまとめられる。①団体客の占める割合は 2015年を最

後に半分以下の水準で推移し，緩やかな低下を続けている。②ビギナーの割合は依然として半数

を超えているが，リピーターは確実に増えている。③旅行支出額は「爆買い」が流行語としてメ

ディアを賑わした 2015年に異様な高さを記録したが，その前後の数値を見ると，むしろ安定し

ている。中国人観光客は訪日外国人旅行者の平均を大幅に上回る買い物代で「上客」の地位を不

動なものにしている。④男女の比率は約 4対 6で推移し，世代別で見ると 20代（90年代生まれ，

通称「90後」），30代（80年代生まれ，通称「80後」）はともに主力となってきている。⑤同伴

者の状況をみると，家族との旅行をトップとする各項目の割合はほぼ安定しているが，同僚との

訪日旅行が減少傾向にあり，対して友人との旅行がおおむね増加している 8）。

2.2　中国人の訪日観光は継続的なものとなるだろうか

　しかし，JNTOをはじめとする日本側の調査は訪日中国人観光客の現状説明や量的変容を把握

するには有用であるが，その質的変化を解析できるデータとしては必ずしも十分ではない。もち

ろん，数値上の増減を見るだけでは，その背後に動く諸要因や相互関係を説明できないし，その

行方の予測にも不十分であろう。

（1）政治的影響要因

　中国人の訪日観光の継続性に影響を与える諸要素を概観すると，地震などの不可測の自然災害

を除けば，大きく政治と経済の両面に分けることができる。前者に関していうと，日中両国の政

治的外交的関係の良し悪し，特に突発的な事件によって大いに影響される可能性があることは既

に過去の事例によって証明されている 9）。その理由は，国家間の関係悪化に引き起こされた，観

光目的地への急激な感情的変化及び信頼度の低下など，観光者個人に求めることも出来るし，ア

ウトバウンド観光市場に対する政府の意識的介入など，国家レベルでの分析を進めることも可能

である 10）。もとより，中国人向けの訪日観光ビザの発給制限が完全に撤廃され，個人の自由意志

による選択ができ，個人旅行の割合がさらに増えれば，政府による意識的介入が機能出来る空間

は狭まるとも考えられる。しかし，一部の人を除いて，中国人が訪日観光をする際，必ず訪日指

定旅行社を経由して観光ビザを取得しなければならないという現状を見れば 11），国家の影響力は

両国間の取り決めという構造上の保障を得ており，依然として絶大なものがあるといえよう。
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　もちろん，これまでの東アジアの状況を踏まえて考えると，最悪なシナリオを回避する努力は

常に関係国によって行われており，両国間の外交関係の悪化は長続きするケースが少なく，それ

による観光市場への影響も永続するものとは考えにくい。

（2）経済的影響要因

　政治と経済の両者を比べれば，前者は影響要因として強烈なインパクトを持つが，短期的に終

わる可能性が高い。一方後者のほうはむしろ持続的決定的な要因として機能する。これについて

は中国側の識者もほぼ同じような見解を示している。たとえば，訪日中国人観光客の増減に影響

を与える諸要素を経済学的な視点から量的分析を加えた張陽らは，突発的な要素を除外し，中国

人観光客の続伸傾向を予測する際，中国人の平均所得，日中両国の消費者物価指数（CPI）の比

率，為替レートなどがより安定した変数として考えるべきだと主張する。その中で張陽らは特に

一人あたりの GDPの向上によるプラス影響は最も大きいとし，「実質平均所得が 1％上昇すれば，

訪日中国人観光客が 5.268％増えることになる」という極めて具体的な結論まで出している 12）。

　日本はこれからも相当長い期間にわたって中国人観光客の最重要観光目的地の一つであるとし

たうえで，「中国経済の持続的発展と都市化の急速な進展，及び一人あたりの GDPの増加はこ

れからも長期的な傾向として予測されているために，訪日中国人観光客は長期にわたって安定的

に成長していく。特に中西部の増加は顕著になるだろう」と張陽らは展望する。

　張陽らと同様，王領らの研究も観光ビザ発給制限の段階的緩和は訪日中国人観光客の続伸につ

ながる最大要因の一つとしてみており，張陽らの研究結果を補足する形で，次の三点を指摘する。

①日本側による観光ビザ発給条件の段階的緩和は訪日中国人観光客の客層構成に変化をもたらし，

最初の高所得者層から中所得者層への漸次的転換が観察できる。②高所得者層の訪日意欲に比べ

れば，中所得者層の訪日意欲はより CPIや為替レートの変動から影響を受けやすい。③高所得

者層は体験型観光により強い関心を持つ 13）。

　興味深いのはこれらの研究がともに客層の構造変化に言及したところである。訪日中国人観光

客の地域分布を見れば，経済発展の比較的に遅れている「中西部」への波及が見られる。一方，

所得を見れば，高所得者層から中所得者層への広がりが観察できる。それはまた「訪日中国人観

光客のうち，ビギナーは二線，三線都市に偏り，リピーターは一線都市に集中する」 14）という指

摘にも通ずる傾向である。言い換えれば，中国人訪日観光客の続伸を支える客層は厚みを増し，

ソースが多様化し，構造的な安定性を獲得しつつある。

2.3　中国人海外旅行者との比較 ― 観光行動の共通点と相違点

　既往の研究によると，中国人訪日観光客の観光行動における空間的特徴は都市周遊型を中心と

し，短期間で複数の高名な観光地訪問と大量の観光内容が詰め込まれる，というところにある。

すなわち，「空間的には，東京と大阪を結ぶ中心軸が明らかになり，両都市における買い物と名

所見物が観光行動の中心となっている。これに，大都市近郊の温泉や火山，景勝地などを周遊す

る観光行動が付加されている」というものである。中国人の海外観光は経済発展や旅行に対する
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制約の緩和によって急成長したために，その顕在的な特徴はむしろ外的な制限によって発生し変

化するものとも理解できる。制限が緩やかになり，ビザの発給要件が緩和されれば，個人旅行の

増加による訪問地の広がりや観光行動の多様化もあり得るとの予測が 10年前からなされてい

た 15）。

　確かに，10年後の現状を点検すると，個人旅行に関して言えば，上述の予測はおおよそ的中

していると言えよう。たとえば，WTOF（World Tourism Cities Federation）が発表した「観光

消費市場調査報告（2017～2018）」や Hotels.comが主体となって行った「中国人観光客海外観光

調査報告（2017）」では海外を訪れる中国人観光客の消費スタイル，行動にはともに変化が生じ，

特に個人観光客に「体験重視」の傾向がより強く現れるようになった，としている。一方，

JNTOなどが公表したデータなどからは，訪日中国人観光客の爆買いの勢いに衰えが見られ，代

わりにご当地美食を満喫するための「レストランめぐり」や現地での娯楽が占める予算の割合が

増加する傾向が読みとれる 16）。

　報告などを並べて比較すると，訪日中国人観光客の性別，年齢分布など社会的属性に関する全

体的特徴，及び所得などに特徴付けられる客層の変化傾向は，おおむねほかの海外観光地に赴く

中国人観光客のそれらと一致していることが分かる 17）。

　しかし，細部を比較すれば，若干の差異が存在することも明らかになる。たとえばWTOFの

報告書では，観光目的地を選択する際，中国人観光客を引き付けるプル（pull）要因として 1位

に挙げられているのは「エキゾチックな雰囲気」である。その後に，「美しい風景」，「山水風景」，

「知名度」，「独特な文化」などが続いている。「グルメを堪能する」は「生態環境」に次ぐ 7位で

あり，ショッピングは11位と更なる下位に位置すると示す 18）。観光目的にも同じ傾向が現れてい

る。中国人海外旅行者の観光目的は多様化すると報告書は指摘する。いわゆる観光遊覧（sight-

seeing）は主要な目的であるが，その次はレクリエーション，異文化やグルメを楽しむことであ

り，ショッピングはあくまで 5位にとどまっている。Oliver Wyman社の報告も同じ傾向を指摘

している。同社の報告書では，ショッピングが主要な観光目的と回答する中国人観光者の割合は

図 1　中国人海外観光客の観光目的（WTOF報告書 2018）
出所：WTOF報告書（2018）に基づき筆者作成
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図1 中国人海外観光客の観光目的（WTOF報告書2018）
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2016年以降急速に下降し，2016年の 91％から 2018年の 43％にまで縮小し，その順位も 3位に

後退したと示す 19）。

　それらの調査結果と比べれば，訪日観光客の観光目的は明らかに異質な一面を示している。た

とえば，JNTOの訪日中国人観光者についての過去 3年の調査では，「ショッピング」と「日本

食を食べること」は僅差で首位攻防しているが，ともに 6割強の割合で推移し，3位の「自然・

景勝地観光」との差が明らかで，それ以外の項目には大差をつけている，と示している 20）。

　WTOFの報告書は「中国人海外旅行者の異文化体験に対する関心が高まり，都市文化，歴史

古跡，有名建築，芸術館／博物館と重大な祝祭日やイベントへの文化的観光を楽しむ比率は以前

より一定程度上昇した」と報告している。これは，中国旅遊研究院と CTRIP社が発表した

「2018年中国遊客出境遊大数拠報告（2018年中国人海外観光ビッグデータ報告）」で指摘した，

「単純な観光遊覧（sightseeing）から深度遊（目的地の生活環境やサービスについての深みのあ

る体験を楽しむこと）への転換」を特徴とする，中国人旅行者の海外観光の質的「グレードアッ

プ」とも一致する内容である。しかし，日本の状況に目を転じてみると，「同じ傾向が見え始め

る」 21）と報告されているが，「目的地の文化に対する理解を深めようとする」全体の変化と比較す

ると，一定の温度差が見られる 22）。

　訪日中国人観光客は日本の伝統，文化，歴史等に必ずしも関心がないわけではないが，その関

心度がほかの観光地に赴く旅行者のそれと比べれば比較的に低いことは，従来の研究でも指摘さ

れたものである。たとえば，海外旅行先を日本にした理由についての分析を行った経年研究では，

①距離が近くて観光計画を立てやすく，観光費用も欧米より安い；②電子製品，化粧品などを購

買するトラベルショッピング；③観光施設がよく，レクリエーション施設がよいなどを，その主

 
出所：WTOF報告書（2018）に基づき筆者作成 
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図 2　中国人海外旅行者の現地における目的地選択（WTOF・2018）
出所：WTOF報告書（2018）に基づき筆者作成
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な理由としてあげている 23）。一方，日本における中国人観光客の人気観光ルートに注目した研究

では，日本の伝統文化が脈づいている京都に強い関心を見せないことを取り上げ，中国人観光客

の日本観光には依然として広域周遊型が多いと分析する。訪日中国人観光客は「経済大国として

の日本」を東京や大阪などの大都会で再確認し，あるいは温泉，桜，富士山，寺社仏閣など日本

に纏わる代表的な標識，すなわち観光目的地としての日本に関する原初的イメージを確認するだ

けで観光を終了する。その観光行動には，いわゆる「走馬看花（馬を走らせながら花見する）」

の特徴が強く現れ，表層を見るだけで満足し，日本文化に積極的に触れ，それに対する理解を深

める努力が欠如していると指摘されている 24）。

　日本が中国人観光客にとって観光目的地として高い人気を得ているのはもはや疑いようのない

事実となっている。しかし，その理由はどうやら日本の観光業者が先進国からの観光客に自慢し

てきた伝統や文化にあるわけではない。もちろん，日本の固有文化や伝統に対する理解を深める

ことはいわゆる UNWTOが提唱する「責任ある観光者」としてなすべき努力である。しかし，

朝鮮半島を含む東アジアは歴史的に深くつながっており，文化的伝統的にも近似的なところが多

数存在する。「一衣帯水の隣国にやってきた」と思う中国人観光客には，伝統や文化の相違を観

光市場のセールスポイントとして強調してきた従来のアピールの仕方は効果的であるかどうかは

さらなる議論が必要であろう。文化の近似性が日本文化に対する認知度を高め，その結果，時間，

空間だけでなく，心理的距離も近い構造を作り出し，中国人の日本観光につながるというのはむ

しろ一般的な議論である 25）。

　文化的差異と観光目的地の相関関係に注目した楊暘らの量的研究もその一般論をある程度裏付

けた。楊暘らは，目的地選択に機能する要因には日中両国の差異が存在すると主張する。日本人

観光者は文化差異の大きい国を観光目的地として好んで選択するのに対して，中国人は観光目的

地を選択する際，文化的差異から受ける影響が比較的弱い，という 26）。一方，文化的差異が大き

いほど（ホスト・ゲスト間の）コミュニケーションを阻害し，文化衝突をもたらす可能性が高ま

るとの指摘もある。観光体験がそれによって損なわれる可能性があり，その不確定性は旅行者を

不安させ，特に中国人観光客に著しい消極的な影響をもたらす可能性が高い，とする研究結果も

出ている 27）。

　王静は中国を訪れる日本人の観光活動には「文化交流」が欠落すると指摘し，その理由は日本

人観光者の無関心というより，むしろ中国の観光業全体に共通する「経済型観光」という構造に

あると分析する。王静が批判した中国の「経済型観光」とは，「観光業が単に経済発展の有効な

手段として位置づけられた下で，最大限の利益を追求するためだけに品質の低い観光商品が販売

され，収入を得るためだけという仕事観で，観光現場で働くという中国国内の観光現場のありか

たである」 28）。もちろん，これは外客向けのインバウンドだけなく，国内客向けの観光現場でも同

様な傾向が観察でき，更に，そのまま一部海外観光向けに開発された商品にも反映されていると

も言えよう。前項で確認したように，中国人の海外観光は国内観光の発展を経て隆盛を見せたも

のである。王の議論をさらに敷衍すれば，海外旅行者の多くは国内の「経済型観光」の「培養」
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を経て海外に出たもので，「文化交流」に対する関心が比較的薄いのはこのような構造上の欠陥

に由来するものだとも指摘できよう。日本を観光目的地として選択する際，観光地の知名度をは

じめ，さまざまな変数が機能するとの報告もあるが 29），果たしてこのような文化の差異に対する

消極的な態度は，これまでの個人の観光経験に根ざしたものであろうか。その分析は次節以降，

「真正性」と「まなざし」の解読を通して行うこととする。

3．中国人観光客は日本に何を求めるか ― 「真正性」からのアプローチ

3.1　中国における「真正性」についての研究

　須藤が指摘したように，中国で日本が海外旅行目的地として指定された 2000年前後より，「新

中国建国以来の公私混同の旅行形態は次第に改善され，先進国の状況と同様，完全に私的な休暇

旅行として海外旅行が位置づけられつつある」 30）。

　中国国内におけるアウトバウンド研究はまさにそれを契機にして 90年代後期に行われるよう

になった。初期はアウトバウンドの利害，現状，特徴，及びその趨勢についての概況的な分析が

ほとんどで，先進国で主流とされる基礎的観光理論を取り上げたものは僅少であった。2000年

に入ってから少しずつ状況が改善され，特に国際観光市場における競争力の向上を目指しながら，

消費者需要などのマーケティング研究が盛んに行われてきた。しかし，今日に至っても「アウト

バウンドについての基礎理論や概念」についての研究は依然として不十分であり，とりわけ特定

国家へのアウトバウンドについての研究が欠如しており，分析方法も更なる精緻化が必要だとさ

れる 31）。一方，中国のアウトバウンドに対する日本側の研究は受け入れ側の視点に立って行われ

ているものがほとんどで，観光消費の促進に重点が置かれているために，両方の研究においても

「非経済的要素及び不可制御的要素についての分析は尚浅いままとなっている」 32）。

　中国の現実を考察するための基礎理論と分析の枠組みが必要と指摘される中，中国側の研究者

がまず目をつけたのはマキァーネル（MacCannel）の「真正性（Authenticity）」である。中国で

はそれを「真実性」，「原真性」，「本真性」と訳されてきたが，近年「真実性」への一本化が図ら

れているようである。

　真正性についての中国の国内研究は一部では「スタートこそが遅れたものの，理論と実践の両

面において重要な進展を見せる」段階にきていると評されている 33）。「観光の真正性」自体は

1970年代からマキァーネルにより提出されて以来，常に観光研究における第一級のコア・ター

ムとして注目され研究されてきたが，中国での関連研究は 90年代の後半に入ってから始まった

ものである。言うまでもなく，それは解禁されたばかりの一般民衆の海外観光を対象とするもの

ではなく，可処分所得の増加やレジャー活動の活発化及び国内移動の自由化等によって中国の国

内観光が大いに促進され，真正性の研究に必要な土壌と材料を提供した結果である。

　しかし，中国の観光社会学の研究自体は決して自慢できるものではないと戒める識者もいる。

「方法論にしても理論研究にしても，（体系化せずに）断片的なものが多く見られると同時に，漫
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然としていて主観的色彩に満ち溢れている。その多くは科目レベルから（既存）理論に対する簡

単な移植や借用を行うだけのものにとどまっている」。その研究対象も「観光地の社会的影響，

観光者の役割分類及びホスト・ゲスト間のインターアクション」など，中国国内の具体的な事象

に対する分析に限定しており，海外，とりわけ英語圏で行われてきた体系的な研究と比べれば，

その理論的根拠は依然として貧弱である，とされている 34）。

3.2　中国人観光客が求める「真正性」 ― 「観光地化した少数民族居住区」という異文化の中で

　上述のように，中国のアウトバウンドの「非経済的要素」についての関連研究が極めて少ない

中で，中国人観光客が観光地に求める「真正性」は，中国国内の観光研究からその片鱗を覗くこ

としかできない。

　「真正性」についてのマキァーネルの理論的考察は「分析の壮大さと深淵さ」ゆえ，極めて難

解とされている 35）。中国での関連研究は既存理論，特に「舶来もの」の整理や補充などを目的と

する，メタ理論化を図るもの ,と国内有力産業としての観光のさらなる規模拡大を狙うものや観

光の発展による負の側面に対する反省などを出発点とする実学的なもの，の 2つに大きく分けら

れる。特に産業促進に関していえば，観光客が観光業の最重要な参加主体とされている以上，彼

ら／彼女らの真正性の体験の質が目的地観光産業の発展に直接関わっている。そのため，観光客

の視点から真正性を探求することには理論的価値だけでなく，実践的意味も多分に含まれている

との論調が多く見られる。言い換えれば，それは「真正性研究の重点は観光対象それ自身の真正

性ではなく，観光客の真正性の体験の如何に置くべき」と主張するものである 36）。

　国内観光現場の経験に基づき，真正性理論をローカル化しようとする試みは多岐にわたって展

開されている。本稿はそのすべてを論じ尽くそうとするものではない。インバウンドの視点から

中国観光客の訪日観光を分析の主眼としている以上，本稿は後者，すなわち観光客の真正性の体

験についての研究を議論の内容としたい。なぜならば，後者に関する研究の多くは観光地化した

少数民族の居住地における漢民族観光客の観光行動，及び比較的に後進地区として知られている

湖南や貴州などの各省に点在する史跡古城での観光行動を研究対象としている，からである。漢

民族による少数民族集住地域への民俗体験観光は紛れもなく「異文化を体験する観光」になるた

め，そこに見られる特徴はアウトバウンド観光と相通ずるものがあると考えてもほぼ妥当であろ

う。

　その中で，特に漢民族としての「我々」，と少数民族としての「他者」についての指摘は興味

深い。漢民族による少数民族集住地域への観光の流行は，漢民族としての「我々」，と少数民族

としての「他者」という，古くから存在する中国の二元的民族構造による側面が大きい。数十年

にわたって叫ばれてきた経済発展至上主義が，いよいよ社会生活の中心を貫こうとする今日の中

国では，文革期に壊滅的な打撃を受けた，漢民族を中心とする伝統文化の復調と再生が社会秩序

の維持に必要とされるが，その道程は必ずしも順調なものではない。そこでは，少数民族の社会

的構造をシンボル化したことによって生じる「他者」の境界が，漢民族の「我々」という集団的
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アイデンティティへの再確認や補強に機能できる，とされる。何故かというと，観光客の一人ひ

とりは必ずしも自覚していないが，多数民族としての漢民族は往々にして国内の少数民族を「異

境的，伝統的他者」として構築することによって，近代化が急速に進んだ結果としての自民族の

真正的文化の衰退を救済しようとしている，からである 37）。

　もとより，いわゆる「インターナル・オリエンタリズム」の視点に基づいてなされたこれらの

研究は少数民族集住地区における観光の権力構造を鋭くえぐり出し，漢民族観光客の権力的優位

を明らかにしたことで評価できよう。しかし，個々の観光客が求めている真正性は，必ずしも

「歴史のある時刻に凍結され，不変を特徴とする文化状態」にある，「前近代」，「原始」，「貧困」

といった標識ではない。それは無視できないもう一つの特徴である。ごく単純にいうと，彼ら／

彼女らが求めているのは，人工的痕跡があまり見られず人を陶酔させる自然風景，未開発状態に

釣り合う原始的村落，及び市場経済によって「汚染」されていない「人と人との付き合い」であ

る。観光客は「日常からの離脱としての観光を通じて，現代性によるマイナスな影響から抜け出

すが，観光が終われば，よりよいコンディションで現代性に帰っていくこと」を求めているため

である。これこそ漢民族の観光客が「真正性を求める」真の目的であると指摘されている 38）。

　中国国内で「真正性」研究の第一人者とされる王寧氏（N. Wang）は「実存的真正性（existen-

tial authenticity）」 39）という新たな理論を提起し，「オリジナルなままかどうかにはこだわらず，本

当の自分を探す」のは主観性のある「真実／真正性体験」であると唱えた。それは恐らく中国の

観光客の現実に最も近い議論であろう。

4．観光地に向けられる中国人観光客の「まなざし」

4.1　中国における「観光のまなざし」の研究 ― 「馴化」される「まなざし」

　中国では「観光のまなざし」は「旅遊凝視」と訳され，それが体系的に中国に紹介されたのは

2005年以降のことである，とされる 40）。提唱者のアーリ自身も『観光のまなざし・増補改訂版』 41）

で認めたように，「真正性」は「観光のまなざし」が向ける重要な内容の一つであり，真正性研

究は「観光社会学に貢献のあったいくつかの主だった業績の一つ」である（p. 12）。その流れを

汲んで，「まなざし」を理論的分析ツールとする中国国内の研究も「真正性」研究と同様に少数

民族の集住地区からスタートしたものである 42）。

　「まなざし」は観光体験を実現する主要なルートであり，方式でもあるので，「各々の観光体

験に極めて重要な意味を持つものである」というアーリの指摘には，中国の識者たちは一様に賛

同の意を表している。また，「観光体験は目的地における観光客の『見る』行為にとどまらない。

観光プロセスそのものに置いても，またその前後に置いても，観光客は常に自身の経験，動機，

予見，態度，体験及び関連情報に対して関連付けや意味付けを行い，その行為は数ヶ月ないし数

年に及ぶものである」という点に関しても，内外の研究が出した結論には大きな差異が見られな

かった 43）。
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　まなざしについての中国国内の初期研究は主にゲスト，すなわち「観光客によるまなざし」に

重心が置かれていたと指摘される。しかし，その後，「ローカルな（地元の）まなざし」や「相

互的まなざし」を提唱する D・マウズらの研究に刺激を受けた一部の研究者は，ゲストとホス

トの緊張関係及びその権力構造の解析に注力するようになった。

　その中で比較的に注目を集め，学界では多くの共鳴を博したのは「まなざしの多方向的解読」

である 44）。議論の主旨はすなわち，ゲストのまなざし及びホストのまなざしは実は観光企画立案

者の「専門化」した「まなざし」によって構築されたもので，「企画されたまなざし」である。

それと同時に，政府主管部門の監視下に置かれる「凝視される凝視（監視されるまなざし）」で

もある。

　少数民族集住地区などの貧困問題を解消するために，中国政府は 20世紀 80年代から既に「観

光の促進による貧困救助」を提唱し，観光の開発を「貧困地域の産業構造の調整及び地域住民の

貧困からの脱出」を実現するための重要な施策として取り入れてきた。「まなざしの多方向的解

読」はまさしくこのような「政府による全面的介入」を強く意識し，中国の現実に基づいてなさ

れた「解読」であろう。事実，「（中国の）観光客のまなざしによる消極的作用を牽制する上で，

企画者のまなざしと，政府のまなざしはより大きな役割を発揮している」 45）。

　その結果として中国の観光客のまなざしは「自我の主体的行為という偽装を纏いながらも，そ

の裏ではホスト，目的地政府，観光企画者または目的地の観光企業の経営者から来る，さまざま

な文化的力でコントロールされている」 46）。

　それよりもっと典型的な例は恐らく国家や執政党への忠誠を培うことを目的とする「紅色旅遊

（red tourism）」と称されるものであろう。「愛国主義教育基地」とも呼ばれている観光地におい

ては，観光客のまなざしはあらかじめ規定され，その向ける先に用意されているのはいささかの

逸脱も誤読も許されない，「計画された真正性」である。観光者のまなざしはこのような多層構

造の中で馴化され，自主性，能動性の機能する空間はほぼ皆無といえよう。愛国主義教育は正規

学校教育の一環として取り入れられている以上，20代から 40代の中国人観光者は必ずと言って

良いほどこのような観光体験を有しており，多少なりともこのような馴化されたまなざしをあら

かじめ保有していると考えられる。

4.2　メディアによる「まなざし」の構築

　「ある特定の景色へのまなざしは，その個人の体験や思い出によって決まり，その枠組みは規

範や様式で決まり，また流布しているあれこれの場所についてのイメージとテクストにもよ

る。」（p. 3），メディアという「非・観光的な技術」は絶えず観光への期待を作り上げ，「まなざ

しをつくり上げ，強化しているものである」（p. 7）。

　アーリの指摘はメディアと「観光のまなざし」との関係を明確にしたものである。メディアの

視点から見れば，中国人観光客のまなざしの構築は，メディア自体の技術的進歩と形態変化に

よって重心の変化はあるが，主に①ガイドブックや紀行文などの印刷媒体，②テレビ番組という
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電波媒体，及び③ネットを介在するデジタル媒体の三つによって行われている，とされる 47）。

　中国のメディア研究者が言うには，印刷媒体は厳密な確認や編集作業を経たものが多く，比較

的信頼できる内容で「本物の裏舞台」を表現できる。一方，テレビ番組が提示する，「見るに値

する」まなざしの対象は制作側の主観によって選択されたものである。「個性的観光」が確認で

きたのはネット空間だが，ネットによって構築された「まなざし」は特に「80年代生まれ」，

「90年生まれ」の若者に迎合するものが多い。それと同時に，真正性などまったく気にせず，日

常からの逃避を目指す「逃避型」の観光客も対象とされている。即ち，ネットに現れている「ま

なざし」は方向性が明確で，排他的な傾向がある。しかし，メディア全体のデジタル化が進み，

ネットを経由する融合が急進行する現状を鑑みれば，ほぼすべての研究者は中国人観光客のまな

ざし構築においてネットが発揮する役割は甚大と指摘し，観光に行く前の準備作業が「ますます

ネットに頼るようになり，ネット媒体は（中国の）観光の発展に重要な影響を与えている」，と

いう。

　まなざしを構築する主役がネットによって担われるという傾向は訪日観光客においても顕著に

見られている。その中で特にソーシャルメディアによる影響が急増していると指摘される。春節

やゴールデンウィークなどの大型連休期間中，中国人が愛用するソーシャルメディアでは「日本

観光の関連情報で埋め尽くされている」というほどの熱気ぶりである。観光目的地に関する情報

収集，関連観光商品のオンライン予約，写真，動画のアップなど観光地到着後の情報共有，観光

後の感想文の投稿などすべてソーシャルメディアを通して展開され，日本観光への誘発には良い

循環として機能していると言う 48）。また，その逆をたどり，ネットに発信されたおびただしい数

の紀行文や観光感想文を，「まなざしが向けられる場所」を分析するための有用データとして捉

え，訪日中国人観光客の観光ルートや目的地選択の傾向を分析する研究も行われている 49）。

　ただし一部の研究者が指摘するように，観光関連の各種情報の質に限って見れば，理性的で真

剣なメディアが少なく，浅はかで主観的なメディアが多いため，商業的要素が満ち溢れている。

このような状況を放置すれば，「偏ったまなざし」に繋がりかねない。また，ネットの影響力が

日増しに増大する中で，「情報の断片化」による皮層的な表現の氾濫と，それによる解読の表層

化はともに加速しており，中国人観光客のまなざし構築に，さまざまなバイアスをかける可能性

もあることは否定できない。

5．「真実」と「凝視」に示唆されるもの ― 結びに代えて

5.1　文化・価値観・アイデンティティと「まなざし」

　これまでの研究によれば，先進諸国の観光客に比べれば，伝統的文化や価値観に影響される中

国人観光客の特質は，よりオピニオンリーダーの意見に左右され，ブランドに敏感であり，自ら

進んで不満を表出するクレーマー的な存在は少ない反面 50），サービスの質にこだわり，承認や尊

重をより強く求める傾向も顕著である，といったところに現れている 51）。
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　言うまでもなく「西洋」を軸にする「西」と「東」という二分法で中国観光客の観光行動や価

値志向を分析すれば，極めて混沌な状況しか見えない。差異の羅列はできていても，それらを説

明するための安定的な枠組みの析出はすこぶる難航な作業になるだろう。なぜかというと，前項

でも触れたように，今日の中国においては伝統的文化や価値観はむしろ市場主義や自由主義のあ

まりにも急速な蔓延に対する反省から，復調と再生が求められている最中である。かといって，

これまでの中国民衆に強要されてきた「共産主義」や「社会主義」の価値観は色褪せたものの，

体制上の理由もあるため，表舞台からの完全なる退場はまだ許されていない。せめぎあいが伴う

三者の同居は，それぞれの年齢層や社会集団に，異なるまなざしを規定する異なる枠組みをもた

らしていると，推察されている 52）。本稿で取り上げた各種の調査データもその複雑でダイナミッ

クなメカニズムの存在を示唆している。

　訪日中国人観光客を考察する際も，この三者によって構築されたまなざしの複雑さをもちろん

考慮に入れる必要がある。しかし，欧米に赴く中国人観光客のまなざしの大半は「東洋」と「西

洋」との文化的差異に引き付けられていくとすれば，これまでの考察で分かるように，訪日中国

人観光客はむしろ文化の相似性によって日本に引き寄せられ，そのまなざしの先には必ずしもい

わゆる「日本の歴史や伝統」を意識させられる「代表的」ものばかりではない。

　アーリが言うには，「観光者は一種の現代の巡礼で，自分の日常生活とは別の『時』と『場』

に本物を求めているのである」（p. 15）。残念ながら，これまでの観光商品への満足度や忠誠度

などをメインとする量的研究は，日本が中国人観光客にとってどのような「時」と「場」となっ

ており，そこでどういう「本物／真実」が見つかったのかは必ずしもそのすべてを提示できない。

　もちろんマキァーネル自身が示しているように，「本物と偽者の構造の境界線は商業の領域で

ある。偽の社会関係や構造的要素は世界中で売買され，交易され，運搬される」（p. 232）今日

において，中国人観光客が踏み入れる前に既にさまざまな国内外の観光客のまなざしに晒され，

商業的な塗装が幾重も施されてきた観光地にそもそもオリジナルな真正性が残っているかもはな

はだ疑問である。これまでの調査データも示しているように，それらは必ずしも中国人観光者が

求めているものではない。須藤氏は中国人観光客が大挙来日する前に，既に次のように指摘して

いる。「我々は，海外に行って自らのアイデンティティを確認するだけではなく，海外からの来

客を迎え，海外の人たちのまなざしにさらされることによって，自らのアイデンティティを確認

することを要求されるようになったのである」。「中国をはじめアジアからのインバウンドツーリ

ズムを受け入れることは，アジアにおける日本や日本の各都市の『イメージ」づくり，そして

我々の集合的なアイデンティティの確立にも寄与するのである」 53）。この十数年の傾向はおおむね

須藤氏の予言を証明した形となりつつある。

　であれば，その逆も成立するだろう。中国国内の少数民族観光地でみられたように，「我々」

としてのアイデンティティを再確認できるアイテムこそ，漢民族観光客が求める「真正性の内

容」であり，「市場経済」に汚染されていない「過去への回帰」によって憩いを得るのは真正性

を求める目的であるという結論は恐らく訪日観光客においても成り立つであろう。

42 「真実」への「凝視」



　訪日中国人観光客の民族構成についての統計がなく，しかも漢民族と少数民族観光客の訪日観

光行動の比較をテーマとする研究も皆無という状況で，「漢民族観光客が求める真正性」＝「中

国人観光客が求める真正性」であるというのを議論の前提とするにはいささか乱暴に見える。も

ちろん，それは中国人口の 9割以上を占めるのが漢民族であり，経済的余裕のある集団も漢民族

が圧倒的多数をしめるという現実に基づく推論であることを前もって断っておきたいが，大勢を

代表できる合理性はそれなりにあるとも言えよう。

5.2　日本の何の「真実」が「凝視」されているか？ ― 過去から現在までの中国人のまなざし

　しかし，日本の何を見るべきか，というのは，中国人には決して新しい問いではない。1927

年に出版されたに『日本論』は，知日派として知られた戴季陶の名著である。「数ある外国人の

日本に関する著作のどれをとってみても，決して引けをとらない，すぐれた作品」 54）と評される

この本は，「70数年後の今日においても，日本の国情や民族的性格や風俗習慣を理解する上でも

依然として価値のあるもの」 55）として日中両国において高く評価されてきた。『日本論』で，「彼

らの良し悪しではなく，彼らは『なに』であるかは，我々が今最も知るべきものである」 56）と戴

は主張し，日本批判を展開しながらも，日本人の「美的世界論」について次のように述べている。

　「日本の審美の程度は，外の国民に比較して高尚且つ普遍なりと言い得る」。「日本人の芸術生

活は真実にして彼は芸術の中に彼の真実にして虚偽なき生命を体現しうる」。

　「乞食にまで窮した僧侶が，古韻悠揚たる尺八を吹くは之を吾人の聞く宣巻に比すれば数十倍

の深さに於て中古時代の歴史を耽想せしむることを得る」 57）。

　即ち戴は日本人に「真実」と「美」を見出し，古韻悠揚から中古の歴史を回想し，思いに耽り，

感動を覚えた。言い換えれば，戴にとっては，儒教の理想的な境界，清貧を甘受する体現者とし

ての日本人こそまなざしが向けられるべき対象で，中国の中古時代を思い出させる中国の古韻こ

そ感動すべき対象となったのである。

　清末民初の学者で，「中国文化の代表，中国の世界における唯一の宣伝員」と称される辜鴻銘

は 1924年，招かれて「日本上陸後の第一印象」として関東大震災後の日本人を見て，「『泰西人

が大廈高楼に暖衣美食して自己の物質文明のみを誇つて居るのに引更へマッチ箱の様なバラック

内に一本の大根を食ひつつ露命をしのぎながらも尚人生を享楽し得る吾東亜の精神文明はヨリ尊

し』と云う信念を更に確證」したという 58）。さらに来日中の講演で彼は「今日の日本人こそ真の

中国人であり，唐代の中国人である。当時の中国人の精神は今日まで日本で受け継がれているが，

中国ではその大部分が既に失われた」 59）と日本人を絶賛した。また辜鴻銘は自らの日本に対する

好意を隠さずに公言し，その理由について，「余は何故大なる親日派であるかというに日本国民

が真に支那文明の精華を実際に自己のものとして之を実行しているからである」 60）と説明した。

　第一次大戦後，日本から屈辱の 21ヶ条を突きつけられ，反日デモが各地で起こった 20年代の

中国は決して日本に対する友好的なムードに包まれたわけではない。日本賛美とも取れる戴季陶

や辜鴻銘のこれらの言論は当時でも議論を呼び起こしたものである。もちろん，昨今の日中関係
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を考えれば，両者の言説がしばしば嫌日派の攻撃の的とされてきたのは容易に想像できる。

　しかし，ここで両者の言説をあえて取り上げたのは，かつて日本研究者や一部の歴史マニアで

しか読まれてこなかった二人の著作は，今はネットで再び議論され，静かにブームを巻き起こし

た，ためである。たとえば，2億以上の登録ユーザーを有するが，大卒以上の高学歴者が圧倒的

に多く，知的で理性的な議論が期待できるとされる中国国内最大級の知識共有サイト「知乎」

（Zhihu.com）では 61），上述の辜氏の「日本人は真の中国人である」説についての解説は専門のス

レッドが立てられ，20万を超える PVを獲得するほどの人気ぶりである 62）。

　その中で感情的な書き込みも散見するが，「日本や日本人を賞賛しながらも，宣揚したかった

真の対象は中国に由来する東亜の精神文明であり，古きよき時代の中国人である」というのは

「本質を突いた解説」として多くの賛同を得たようである。戴や辜の言説だけでなく，高名な現

代知識人による「日本こそ唐文化を全体的に継承した」との説なども同サイドで議論を引き起し，

「日本は世界で最も民度の高い国か？」などのスレッドと図らずして相互呼応するような形と

なっている。

　1億 2千万のアクティブ・ユーザーを有するといわれる中国のニュースアプリ「TOUTIAO（今

日頭条）」が掲載した調査記事によると，初めて日本を訪れた中国人が「日本は良いところだ」

と実感する瞬間としてあげたのは，①安心して消費できる，商品と接客の質，②高い民度によっ

て守られる秩序，である 63）。それは，即ち「誠」，「信」，「礼」など中国の伝統文化で最も尊いと

される価値観を，「実際に自己のものとして之を実行している」日本人を見た瞬間である。

　さまざまな言説についての理性的な議論が中国のネット空間で見られること自体は日本に向け

る中国人のまなざしに多様な要素が含まれる可能性があることを意味している。また習慣的構造

的要素によって「馴化されたまなざし」もメディアの刺激と相まって所々で喚起され，機能する

だろう。ここで再びアーリの議論に戻ろう。「まなざしは差異ということから形成される」

（p. 4）。しかし，日本は「歴史のどこを探しても，れっきとした国が文明を計画的に輸入するの

に成功した例は，ほかには見当たらない」 64）と評されるほど，中国の伝統文化と深いつながりが

ある。戴や辜と同様に，日本にやってきた中国人観光客が感じた差異は，寺社仏閣など日本が西

洋に誇ってきた伝統文化には恐らくない。その差異はむしろかつての中国にあったといわれ，現

在の中国人の日常に欠落したものの数々である。それらの差異を体現したのはモノや景観だけで

はなく，それらを作り出した「ヒト」である。それこそ，中国人観光客を感動させる「真正性／

真実」であろう。

　「それぞれの社会集団がどうやってそれぞれの観光のまなざしを形成するのかということを考

察することは，その社会で何が正常とされ，そこで何が生起しているかを理解するのに実に良い

方法なのである」（p. 6）。その逆も成立する。中国社会で何が正常で何が生起しているかを考察

することは，逆にそれぞれの観光者集団がどうやってそれぞれの観光のまなざしを形成している

のかを理解するのに実に良い方法である。紙幅の制限でそれについての深い議論はまた別の原稿

に譲りたい。
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　もとより，徐福や漢字を持ち出す「同文同種」論はあくまで善意のある「幻想」にすぎない。

向き合うホストとゲストの個々人は基本的に相手のことや相手の国について無知であると考えた

ほうが無難であろう。しかし，中国社会の「足りないところ」に向けるまなざし，と「古きよき

時代の中国」を見出そうとするまなざしとなれば，究極的にはそのいずれも「自分の置かれた中

国社会」の「非正常」を見出そうとするところに共通点がある。一方，前述のように，少数民族

を「他者」だとすれば，中国人観光客にとっての日本人はむしろ「われわれ」と，より共通点の

多い，「近い他者」である。自民族の伝統文化の衰退を，それが一部今日まで保存された日本を

前に改めて気付かされれば，偉大なる文化の復興への自尊心が燻ぶられ，自らのアイデンティ

ティへの再確認や補強につながる可能性も芽生える。

　「モノ」より，「ヒト」を観る。日本の「真実」を見ることによって，中国の「真実」を発見

しようとする。自意識があるかどうかは別として，これこそ近代以来の中国人が日本に向けてき

た「特徴」のある「まなざし」といえよう。

　「百闻不如一见（百聞は一見に如かず）」。「读万卷书，行万里路（万巻の書を読み万里の路を

行く）。これらは東アジアの観光客が共有するテクストである。「真実」を自らの目で「凝視」す

ることによって確かめる。これもまた東アジアの観光客が共有する，「観光」への欲望と伝統で

あろう。
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〈Summary〉
  Linguistic landscape refers to visible language shown on signage in public spaces. At 

present， most domestic studies in China about the linguistic landscape have paid much atten-

tion to description of the linguistic landscape， but less to explanation of its construction. This 

research develops an analyzing framework of language choices in the construction of the 

linguistic landscape in tourist areas based on the framework of Kallen， which includes the 

subject (who constructs the linguistic landscape)， and three levels， including the level of 

symbol resources， the level of functions， and the level of motivations. People or institutions 

who are in charge of building the tourist areas are usually the subjects of the construction of 

linguistic landscape. The choices of language from various symbol resources have varied 

motives， such as language policies， needs of travelers， and economic profits. It is the multilin-

gual signage that is an important feature of the linguistic landscape in tourist areas. The 

languages on the multilingual signage generally include the native language and foreign 

languages which both undertake informational function and symbolic function. The native 

language， on the one hand， reflects the status of language usages of ethnic groups and the 

implementation of language policies， and， on the other hand， labels the “authenticity” of the 

tourist areas， which meets the needs of visitors who want to experience exotic life. Foreign 

languages together with the native language play a significant role to construct the scenic spot 

into an international， optimistic and friendly area welcoming tourists from all over the world.

Linguistic landscape， as an important feature of tourist areas， aims at attracting and providing 

better services to visitors， and thus creating higher economic value. Therefore， studies on the 

relationship of linguistic landscapes and tourism should take how to improve service quality， 
and the image of tourist areas via the construction of linguistic landscape， into consideration.

1．引言

语言景观（Linguistic Landscape）的概念由 Landry & Bourhis 于 1997 年首次提出，其定义

是“出现在公共路牌、广告牌、街名、地名、商铺招牌以及政府楼宇的公共标牌之上的语言共同构

成某个属地、地区或城市群的语言景观。” 1） （Landry & Bourhis，1997） 目前，语言景观研究已逐

渐成为社会语言学的一个热点领域，国内外学者对以城市为主的公共空间的语言景观展开了大量的

调查研究与理论探讨（Ben-Rafael.et al.，2006 ；Backhaus，2007 ；Shohamy & Gorter，2009 ； 

Bruyèl-Olmedo，2015 ；尚国文 赵守辉，2014 ；尚国文，2016 ；徐红罡 任艳，2015 ；俞玮奇 王

婷婷 孙亚楠，2016 ；邱莹，2016 ；巫喜丽 战菊，2017 ；张蔼恒 孙九霞，2019，等等）。这些研究
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从不同视角分析了世界各地城市语言景观折射出的多语现象、族群语言活力、语言地位和权力关系、

身份认同、语言政策、语言使用与意识形态之间的冲突等问题，并且随着研究的不断深入，学者开

始有意识地对语言景观研究的理论、方法和研究视角进行探讨。

作为公共空间的一种特殊形态，旅游景区具有和一般公共空间不同的属性和特征。旅游景区是

指以旅游及其相关活动为主要功能或主要功能之一的区域场所，在这一公共空间活动的人具有“短

时性”和“多样性”的特征。“短时性”是指在旅游景区内活动的游客通常只做短暂停留，他们并

不长久生活于此。“多样性”是指来自不同语言文化背景的人共同出现在旅游景区的有限空间内，

使旅游景区成为多元文化接触和碰撞的场所。因此，Kallen（2009）指出在进行旅游语言景观研

究时，应将“短时性”和“多样性”作为重要的社会环境组成部分引入到语言景观分析模型中2）。

由于旅游景区语言景观的特殊性，应将其作为语言景观研究中一个重要且独立的部分加以研究。

随着语言景观研究的壮大，语言景观开始应用于其他领域，其中也包括旅游领域（徐茗，2017）。

国外一些学者开始有意识地将语言景观置于旅游语境之下，对在旅游语境中语言如何作为有价值的

资源和商品而获得流动性，语言景观如何塑造旅游目的地的真实性，少数族群语言在旅游空间中的

呈现、认同与竞争等问题进行探讨（Kallen，2009 ；Moriarty，2014 ；Jaworski，2010 ；Bruyèl-

Olmedo，2015 ；Márta，2011 ；Carden，2012）。

国内方面，关于语言与旅游的互动关系已得到一些学者的关注。多年前，谷建军（1997）就

专门论述了语言与旅游的关系，近年又有不少学者提出应将语言作为重要的旅游资源加以认识和利

用（钟虹，2007 ；田海龙 沈长智，2008 ；陈丽君 胡范铸，2010）。在人文地理学领域，张捷等

（2010，2012）对书法景观在构建地方意义和地方感方面进行了一系列研究，其中大多选取旅游景

区作为研究的案例地。在语言景观研究领域，尚国文（2018）提出“旅游语言景观”的概念，重

点对旅游语言景观的功能、研究维度以及构建策略进行理论探讨。其他学者的研究大多采取案例分

析，研究者选择某一景区进行个案调查，从语种、排序、规范性等方面进行分析，其中有的以调查

数据分析为主，有的则力图进行理论阐释。

目前国内语言景观研究多以描写语言景观的呈现方式，并揭示其所反映的社会语言现实为主，

对语言景观的构建给与的关注不够。语言景观的构建是一种有意识有目的的交际行为，在交际意图

和各种动因的促动下，语言景观创设者通过有意识地选择语言符号向交际对象，即游客，表达意义，

与之形成互动。语言景观是旅游景区的重要的组成部分，如何通过语言景观的构建提高旅游景区的

服务水平、塑造良好的景区形象，从而吸引更多的游客，创造更多的经济价值，应该是语言景观研

究和旅游学研究共同关注的问题。本文将在语言选择分析框架下重点讨论旅游语境中如何通过语言

选择来实现语言景观的构建，并对北京天坛公园景区内的语言景观进行个案分析。

2．语言选择与语言景观的构建

2.1  语言选择分析框架

语言景观的构建是在语言选择的基础上进行的。Kallen（2009）指出，应将旅游景区中的标

50 语言选择与旅游景区语言景观的构建



牌看作是一种发生在标牌所在地的言语行为，将语言景观看作是一种话语形式。因此，他认为，语

言景观的构建应包含四个层面的选择：语言选择（选择语言、语言和信息内容之间的关系）；代码

选择（字体选择、颜色、置放等）；语用选择（指示、行为、认知、互动）；观众选择（期待的游客，

比如本地人、游客或者二者均有） 3）。

Kallen 所说的四个层面的选择是构建语言景观时需要做出的选择，但他并未对四个层面的选

择之间的关系进行讨论。我们认为，这四个层面的选择并非并置在一起。在此基础上，我们提出语

言景观构建过程中的语言选择分析框架应包含一个主体和三个层面：一个主体，即语言景观的创设

者，要回答是谁构建了语言景观的问题；三个层面，即符号资源层、功能构建层和动因层，要解释

的分别是创设者在符号资源中进行何种选择？所选语言在语言景观的构建中具有何种功能？创设者

做出的语言选择的动因是什么？ Kallen 所说的语言选择和代码选择共同属于符号资源层，语言景

观的创设者在众多符号资源中做出有限选择。语用选择属于功能构建层，即所选语言和代码在语言

景观的创设者和接受者之间的互动交际中所具有的功能。所选的语言和代码必须要通过功能构建实

现其价值。观众选择属于动因层，语言景观创设者的语言选择和语用选择都受到动因层的制约。当

然，动因层不仅仅包括对读者的选择，还包括诸如利益驱动等其他一些因素。

2.2  语言景观的构建主体

在旅游景区这一场景中，语言景观的创设者通常以景区开发者和管理者为主，他们受到政府有

关主管部门的领导和管理，因此由他们设置的标牌应看做是自上而下的或官方的标牌。很多研究表

明，和私人标牌相比，官方标牌通常能更好地落实国家的有关语言文字政策，是国家语言意志的体

现。但随着开放式旅游景区的发展，在没有明确的、清晰的地理空间边界的景区空间内，会有很多

个人或社会力量设置的私人标牌参与到景区语言景观的构建中，这就丰富了景区语言景观的表现形

式，也使得民间的语言意志在旅游景区的公共空间中得以表达。

2.3  符号资源层

语言不仅仅是一种工具，而且是人类社会活动可资利用的重要资源。陈章太（2008）指出

“语言以它的物质结构系统，承载着丰富、厚重的社会文化信息，为社会所利用，能够产生社会效

益和政治、经济、文化、科技等效益，所以是一种有价值、可利用、出效益、多变化、能发展的特

殊的社会资源。” 陈丽君、胡范铸（2010）专门讨论了旅游产业中语言资源的重要性，指出“语言

资源是一种可以开发利用的重要旅游资源”“应加大语言资源在旅游资源开发中的权重，充分利用

作为文化代码的语言资源来开发旅游产品。”

对于旅游景区语言景观的创设者来说，语言是他们可以利用或者说必须利用的资源，他们从丰

富的语言资源中做出选择，构建出独特的语言景观，与游客形成互动，从而实现其交际意图。旅游

景区语言景观的一个重要特征是有大量的多语标牌。在我国的旅游景区，语言景观中出现频率最高

的是汉语，在外语的选择上，首先是作为国际通用语的英语，其次，日语和韩语也是出现频率较高

的语言，法语和俄语也有一定的出现频率，此外，还有一些其他语言，如德语、西班牙语、泰语、
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越南语等等。少数民族地区的旅游景区中当地族群的语言都会出现在语言景观中，比如新疆、西藏

等地的景区内通常都有使用维吾尔语和藏语的标牌。通常认为，公共空间中的语言景观所呈现的语

言反映的是当地语言状况以及语言族群的权势、地位，但 Kallen（2009）认为这种分析并不适用

于旅游场景。旅游场景中的多语景观是由那些来此地旅游的、只做短暂停留的游客的语言背景及其

旅游需求所决定的。Kallen 指出游客在旅游活动中主要有四种需求：真实性体验异域他乡的需求，

心理安全的需求，打破日常常规的需求和创造独特旅游体验和记忆的需求。构建多语景观是满足游

客需求的重要手段之一4）。

符号资源层的选择不仅包括语言的选择，还包括文字的选择。因为，所选语言必须以文字的形

式呈现在公共空间的标牌上，而文字以什么样的字体、什么样的书写体式呈现，也是经过创设者有

意识的选择的。

2.4  功能构建层

在功能构建层上发生的是符号与功能的互动，即语言景观创设者选择哪些语言文字去实现何种

功能。Laundry & Bourhis（1997）指出，语言景观可以发挥两种功能：信息功能和象征功能。从

语言作为交际工具这一属性看，语言在旅游景区中首先发挥着重要的信息和话语功能，即 Kallen

（2009）所说的四种功能：指示功能、行为调节功能、互动功能以及认知功能 5）。景区全景图和导览

图以及指路牌为游客在旅游过程中的行进路线提供信息和帮助，提示警示牌可以起到调节游客行为

的作用，写有迎送话语的标牌在景区和游客之间建立起良好的人际互动关系，景点介绍牌则向游客

介绍具体景点景物的情况。

很多研究都发现，在很多非英语国家和地区的语言标牌上使用的英语往往错误百出，Lanza

（2009）就曾指出“语法和拼写错误在标牌上是很常见的” 6），而这似乎并没有引起语言景观创设者

的重视。究其原因就在于，他们对英语可能并不熟悉，更谈不上掌握，在标牌上使用英语其主要意

图是使其店铺或产品或者其场所看起来更时髦、更有品位、更高档。正如 Curtin（2009）所说，

英语“被设计为看，而不是读，外语文字的视觉吸引优先于其准确性和适当性”，因而其“传递的

是气氛而不是信息” 7）。 Heller（2014）等指出“消费文化将经济系统和符号系统连接起来，文化商

品，最初与经济交换没有关系，比如语码和语言变体，开始按照经济市场规则被生产、分配和使

用。” 8） 象征着时尚、受教育的、国际大都市、年轻等意味的英语，成为一种商品化的符号呈现在

公共空间中，发挥着象征功能。

在旅游场景中，本土语言和外语对于不同的游客对象发挥不同的功能。本土语言对于本地游客

来说，主要发挥信息功能，但对于外国游客来说，则主要发挥象征功能，除了标志当地族群主要语

言地位之外，更重要的是本土语言的呈现为外国游客提供了一种凝视“他者”的旅游体验。本土语

言是游客在外国旅游时的经历的重要组成部分，它能够提供一种超然于日常的直接的感受，一种在

新环境中的真实感。正如 Moriarty（2014）所说，“爱尔兰语的使用可以使游客有机会体验并消费

那些真正的爱尔兰的产品。即爱尔兰语的使用使得这些产品被戴上了真正的爱尔兰的标签。少数族

群语言从使用价值变为了交换价值。……游客可以由此获得异域的、他处的、真实的旅游体验。” 9）
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旅游语言景观中的外语首先同样是发挥信息功能，标牌上的外语为操这些语言的游客提供必要

的语言服务。但外语的功能并不仅限于此。由标牌上的各种外语构建的多语景观将景区塑造为一个

国际化、开放性、友好的公共空间，为无论是本地游客还是外国游客提供了一种语言多样性的文化

体验。“语言景观将空间塑造为一个独特的、异域风情的地方，形成一种‘地方感’，调节旅游者的

社会经验和他的记忆。” 10） （Heller，2014）日常生活中，人们使用自己掌握的语言、熟悉的语言，

而当旅游行为发生时，伴随地理空间的转移，人们进入到一个不同于日常的语言文化空间。Cenoz 

& Gorter（2006）认为，语言景观中语言多样性的间接使用价值体现在，为了因语言环境的“友

好性”而吸引更多游客，以显示不同族群的融合，营造一个现代化、都市化与多元文化的城市或区

域的形象上11）。

多语标牌上的语言承担的信息内容不一定相同，Reh（2004）将多语信息的关系概括为四种：

完全重复，各种语言信息完全一致；部分重复，一种语言表达完整信息，其他语言只表达其中的部

分信息；重叠，几种语言既表达共同的信息，也表达彼此不同的信息；补充，每种语言表达不同的

信息，共同组成完整的信息12）。多语标牌上各语言之间信息的异同，一方面表明标牌的创设者通过

不同语言与不同的读者互动，另一方面，不同的语言具有不同的功能，有的语言主要承担信息功能，

有的语言则更多地承担象征功能。

文字作为语言的书写工具直接呈现在语言景观中，但文字并不是简单地记录语言，它也以自己

的方式向游客表达意义。在爱尔兰旅游小镇 Dingle 的标牌上，凯尔特字体被用来书写爱尔兰语，

其意在于用凯尔特字体象征旅游地的“真实性”，向游客传递着“这里是真正的爱尔兰”的讯息；

在天坛公园神乐署的展厅里，用草书、隶书、繁体字等汉字字体书写“鼓”“乐”“钟”等乐器的名

称，将书法艺术字体所展现的传统文化意蕴与展厅内所展示的古代神乐文化巧妙地融合起来；在上

海豫园商业街的星巴克咖啡厅，“星巴克咖啡”五个汉字自右向左书写在咖啡厅的匾额上，这种全

球本土化的表现方式体现了上海的传统与现代、东方与西方相融合的独特的文化气质。

一些学者专门对书法景观进行了研究。“书法景观（Calligraphic Landscape），是指由一定规

模或视觉效应的书法作品或类书法作品（如刻字、书法雕塑等）在特定地理空间范围内集体展现而

形成的具有特殊外部视觉特征和特殊地方感的场所环境或空间。书法作为象征符号构成了能够反映

地区文脉和精神传统的特殊精神文化空间，实际上，在中国传统的象征空间中，书法往往起到重要

的象征作用，换句话说，通过书法的象征作用，可以构建一种新的富于文化内涵和历史文脉的空

间。”（张捷，2010）书法景观呈现的文字不是作为记录语言的符号，而是作为文化的符号。在很

多景区我们可以看到在山石上刻有繁体字书写的汉字，特别是在历史遗迹类景区，繁体字和隶书草

书类字体的使用，有助于景区历史文化氛围的塑造。

2.5  动因层

语言景观的创设者选择哪些语言绝非随意之举。Sposky（2009）指出公共标牌上的语言选择

通常应考虑三个条件或因素：第一，使用创设者熟知的语言，第二，使用读者能读懂的语言，第三

使用自己的语言或者能标明自已身份的语言13）。通常情况下，标牌的制作者首先使用的应该是自己
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掌握或熟悉的语言，但这并不适用于所有情景，比如在很多非英语国家和地区，城市中繁华地带的

商业店铺常常在其招牌的显著位置上使用英语或者其他外语，而这些外语并不一定是店铺主人所熟

知的语言，店铺招牌上的外语不是作为交际工具而是作为象征性符号而被使用的。此外，国家或地

区语言政策对公共标牌上的语言选择也起着重要的甚至是决定性的作用，比如，在加拿大魁北克地

区，地方政府为了保证法语的地位，在 1977 年通过的 101 法案规定魁北克境内的交通指示牌和商

业广告必须单独使用法语。语言景观创设者通过语言选择及其功能构建来实现语言景观的构建，这

一过程是在权势作用、游客期待、利益驱动等多重动因驱动下实现的。

张蔼恒、孙九霞（2019）指出“语言作为一种意识形态的物化表征和权力话语，政府和统治

者通过法律法规保护和巩固官方语言的地位和优势。”“政府主体以语言景观作为空间实践的中介，

保证其官方语言的可见性，渗透着国家意识形态。”《宪法》和《中华人民共和国国家通用语言文字

法》都对普通话和规范汉字在我国的法定地位做出了明确的规定，此外，还有一系列法规、政令，

对我国语言生活中汉语和外语的使用做出了规定。因此，旅游景区的语言景观以汉语普通话和规范

汉字作为首选和必选并置放于中心位置，既是我国社会语用的现实状况的反映，更是国家语言意志

的体现和权势作用的结果。

权势作用下的语言选择不仅体现在官方语言在旅游景区语言景观中的高可见性，还体现在语言

景观的语言多样性。中华人民共和国文化和旅游部（原国家旅游局）《旅游景区质量等级评定与划

分》国家标准评定细则（2008）对景区外文的使用做出规定，“每增加一种外文对照，得 1 分，最

多得 3 分”。因此，各个景区会尽力通过增加语种数量来提高自身的评定等级。

在不同的景区，由于其目标游客的期待不同，其语言景观的语言选择也有所不同。和仅以本地

游客为主的景区相比，那些希望吸引外国游客前来旅游的景区，其设置的语言种类更为丰富。笔者

在近几年对全国多家旅游景区调研的过程中发现一个大致的趋势，旅游景区等级越高，景区标牌上

的语种数量也越多，因为等级越高的景区其预期面向的外国游客也越多，增加语言景观中的语种数

量是由预期游客所决定的。旅游景区通过营造多语空间体现其友好性，用游客自己的语言欢迎他们

的到来。但是，受空间面积和制作成本的限制，标牌上的外语语种也不是越多越好，如何解决这一

矛盾是景区建造者和管理者应该思考的问题。

“商品化”是旅游研究中的一个重要议题，在语言景观的构建过程中，语言符号被商品化为一

种可以创造价值、创造经济利益的商品。英语作为国际通用语通常是我国旅游景区外语选择的首选，

英语除了发挥信息功能外，其象征功能也不容忽视。英语通常被贴上全球化、西方文化的标签，它

的这一象征价值，为公共空间营造出一种国际化、开放性的氛围，英语这一语言资源成为吸引游客

的重要手段。同样，当爱尔兰小镇书写爱尔兰语的凯尔特字体和天坛公园内的繁体字被贴上特定的

文化标签后，在起到标志旅游地“真实性”的作用的同时，其本身也成为被游客观赏、消费的对象，

成为一种商品化的旅游吸引物。因此，旅游商业利益驱动也是语言景观创设者语言选择的动因。
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3．天坛公园语言景观构建中的语言选择

3.1  案例地选择与调研区域

天坛公园是中华人民共和国文化和旅游部（原国家旅游局）于 2007 年首批评定的国家

AAAAA 级旅游景区14），是深受国内外游客喜爱的旅游目的地。汪秋菊等（2017）研究发现在入境

游客对北京 5A 级旅游景区国际形象整体评价中，天坛公园位列第二。因此，本研究选取天坛公园

作为调研地点。

天坛是明清两代皇帝“祭天”“祈谷”的场所，位于北京市正阳门外东侧。天坛的主要建筑有

祈年殿、皇乾殿、圜丘、皇穹宇、斋宫、无梁殿、长廊、双环万寿亭、神乐署等，还有回音壁、三

音石、七星石等名胜古迹15）。我们对天坛公园采用数码相机拍照的方法进行调研，对出现在以下三

个区域内的各类标牌进行拍照以收集语料。第一个区域是初入天坛公园大门的区域，这里主要是一

个大幅的公园导览图和公园简介。第二个区域是天坛公园的几处主要建筑，包括祈年殿、皇乾殿、

圜丘、皇穹宇、斋宫、无梁殿、长廊、双环万寿亭和回音壁。在这个区域内出现的标牌主要有景点

介绍牌、警示提示牌和环境教育牌。第三个区域是公园内的道路，在从景区大门到各处建筑的道路，

以及往来于各处建筑之间的道路，这个区域的标牌主要是指路牌、警示提示牌和环境教育牌。

3.2  语种数量与优先语码

天坛公园各类标牌共使用了汉语、英语、日语、韩语、俄语、法语 6 种语言。单个标牌最多

语种数是 6 种，出现在“天坛公园导览图”的“图例”部分。此外，神乐署展厅还使用了盲文。

不同类型的标牌语言使用情况不同。在各类标牌中全景导览图和指路牌上的语种数量最多。天

坛公园导览图使用语种最多，天坛公园导览图包括天坛简介和导览图两部分。天坛简介部分使用 5

种语言：汉语、英语、日语、韩语、俄语；导览图部分，图上景点名称为汉语和英语 2 种语言，

图例为汉语、日语、英语、韩语、俄语 5 种语言。另一处导览图的图例为汉语、英语、日语、俄语、

韩语、法语 6 种语言。指路牌的语言种类和数量有三种情况，第一种是汉英双语，第二种是汉语、

英语、法语、日语、韩语 5 种语言，第三种是部分双语、部分 5 语。景物说明介绍牌以汉英双语

为主，公园内设展厅里的介绍以汉语单语为主。警示提示类标牌和环境教育类标牌都只有汉语单语

和汉英双语两种。

天坛公园是入境游客首选的旅游目的地之一，因此，使用多种语言标牌可以为外国游客提供必

要的语言服务。天坛公园将目标游客定位为国内外游客，为了吸引国外游客，也为了给国内外游客

提供良好的语言服务，天坛公园语言景观的创设者设置了大量多语标牌，外国游客可以利用自己熟

悉的语言对景区进行认知，这样的做法有助于其对天坛公园形成良好的旅游形象感知。对于国内游

客来说，在汉语为其提供充足的语言服务的前提下，语言景观上的多种外语也营造了身处他乡、异

地的氛围。景区也通过多语标牌将自身打造为一个国际化的、迎接海内外八方来客的景区形象。

多语标牌的语言排列顺序是语言景观研究关注的一个重要问题，置于优先位置的语码往往反映

出该语言及其语言族群具有较高的社会地位或具有较高的被认同度。天坛公园多语标牌各语种排列
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顺序有以下几种情况：

汉语、英语

汉语、英语、日语、韩语、俄语

汉语、英语、日语、韩语、法语 

汉语、英语、法语、日语、韩语

汉语、英语、日语、俄语、韩语、法语

以上排序的标牌中前三种占主导，数量最多。因此，语种排序规律可以总结为：汉语在第一位

序，英语在第二位序，第三位序是日语或韩语，第四位序是法语或俄语。

汉语位于绝对优先的位置，这是毋庸置疑的，这既是语言身份认同的结果，也是权力制约下的

必然。英语作为第二位序的语言，与其作为国际通用语的地位密不可分，尽管有关语言文字使用的

规定没有明确公共设施上中外文对应中的“外文”必须是英语，但是英语所具有的国际地位是任何

其他语言所不能比拟的，因此，大多数情况下，“外文”主要就是英文。在英语之后，日语和韩语

出现的比例比较高，这是地缘、文化、经济等因素所导致的，来自日韩的游客数量高于除美国以外

的其他国家地区的游客数量。根据北京市统计局 2019 年 7 月的统计数据，2018 年北京市的入境

游客数量按来源国统计由高到低依次是：美国 72.0 万人次、日本 24.9 万人次、韩国 24.8 万人次、

德国 19.4 人次、英国 15.9 万人次、法国 12.7 万人次、俄罗斯 8.7 万人次16）。从这个数据中可以看

出，美国游客遥遥领先于其他国家的游客，其次就是来自日本和韩国的游客。此外，入境游客中还

包括来自法国和俄罗斯的游客，因此，景区标牌上使用法语和俄语是适当且有意义的。但是来自德

国的游客入境人数多于法国和俄罗斯，而标牌上却没有使用德语。这种情况不仅出现在天坛公园，

在我们进行的全国 AAAAA 级景区的抽样调查中，同样发现德语没有出现在标牌上。

3.3  语言选择与信息量

从多语标牌上各语言和信息内容之间的关系来看，公园导览图（含景区简介）和指路牌，通常

各语种的内容基本对应，属于完全重复这一类型。这两类标牌对游客对景区的整体认知和行走路线

具有最重要的指导价值，因此，从提供语言服务的角度说，多语种信息完全对应是必要且适宜的。

不过，需要指出的是，天坛公园指路牌的语种数量不统一，有的是汉英两种语言，有的有 5 种语言，

有的指路牌上甚至出现有些景点的中文名称同时对应 4 种外语，有的却只对应英语。这种不统一

的情况可能会给不懂汉语和英语的游客带来困扰和不便。

景物介绍牌，有完全重复和部分重复两种类型。有些标牌汉语和英语的内容完全相同，有些标

牌则标题是双语，具体内容介绍只有汉语。比如天坛公园在“斋宫”和“祈年殿大展”的展厅内的

介绍展板上，通常标题是双语，而具体的内容介绍只有汉语。见图 1。“斋宫”汉字下方有英文 the 

Fasting Hall，对斋宫的具体介绍，则只有汉语。景物介绍牌没有使用除英语以外的其他语言，很

有可能是出于篇幅和制作成本的考虑。景区大门处的导览图和公园简介是一个大型标牌，在整个公

园中只使用一次，指路牌上的文本信息较为简单，由各个景点名称和箭头组成，所占篇幅较小。但
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景物介绍牌上的文本内容通常篇幅较大，而且，每一处景点都要置放一块介绍牌，如果每一块介绍

牌都使用多种语言，则需要较大面积，增加了标牌的制作成本，其中也包括翻译成本，所以大多数

景物介绍牌都以双语为主。展厅内的介绍牌也具有同样的特点，而且，具体内容只有汉语，没有翻

译成任何一种外语。这种情况也普遍存在于其他景区中。不过，自助导览设备和现在一些景区采取

的扫描二维码获取景点介绍的方式可以弥补标牌语种不足的问题。

多语种信息部分重复这种情况也出现在告知说明类标牌上，见图 2，景区开放时间使用汉语和

英语，天坛公园门票优惠减免规定只使用了汉语。显然，不同的语言靶向的是操不同语言的游客，

景区开放时间是必须向所有游客提供的信息，所以必须有中英文对照。而公园门票优惠减免的政策

只针对国内游客，所以只使用了汉语，没有对应的英语翻译。

3.4  字体选择

天坛公园内，汉语的书写字体以规范汉字为主，同时使用了少量繁体字。繁体字集中出现在神

乐署。神乐署是专司明清两代皇家祭天大典乐舞的机构，目前作为古代音乐博物馆向公众开放，馆

中陈列展示了神乐署历史、乐律、词曲、琴瑟、鼓和埙笙等乐器、中和韶乐、舞蹈服饰等17）。展馆

内每一个展示内容的开篇部分用大字体繁体草书或行书汉字书写此部分展示的内容名称，见图 3。

同时在“前言”中对该部分内容进行总体介绍，前言内容以汉英两种语言呈现。

天坛神乐署展厅中用繁体字书写的“乐律”和用草书体书写的“舞”都象征着中国古代传统的

舞乐文化。展厅在具体内容的介绍中都采用的是汉英双语，但是“乐律”“舞”等则只有汉语，这

也说明，这些文字的呈现更多地承担的是象征功能。汪秋菊等（2017）指出“对于入境游客而言，

其游历中国更重要的是为感受异国独有的风情与文化，因而在游览中他们把关注的重点放在历史与

文化的载体——人文旅游资源吸引物上。”在景区对人文旅游资源吸引物进行展示和介绍时，通过

具有艺术性的汉字书法营造中国古典文化氛围，且与旅游吸引物相契合。繁体字书法可以使游客产

图 2　告知说明牌图 1　“斋宫”介绍牌
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生和“中国”“传统”“文化”有关的联想和感受，为天坛公园贴上了地方性与时代性的标签。作为

展现传统文化的空间，神乐署语言景观创设者将繁字体和汉字书法作为重要的符号资源，利用其营

造出古典气息和传统文化氛围，加深游客对作为历史文化遗产地的天坛公园的旅游体验。

4．总结和结论

公共空间中的语言景观是其创设者通过有意识地语言选择进行构建的，在旅游景区这一特殊的

空间场景中，语言景观的读者是来自多元语言文化背景的游客，他们在这一空间中仅做短暂停留。

基于空间属性和读者对象的特殊性，旅游景区语言景观的创设者必须通过适切的语言选择进行语言

景观的构建。本文基于将语言景观看做是交际活动中的一种话语形式的认识，在 Kallen（2009）

的基础上发展了语言景观的语言选择分析框架，即包括一个主体和三个层面，一个主体是指语言景

观的构建主体，三个层面包括符号资源层、功能构建层和动因层。在符号资源层，语言景观的创设

者在众多符号资源中做出有限选择；在功能构建层，所选符号资源通过功能构建实现其在公共空间

中的价值；语言选择和功能构建都受到动因层的制约，由多重动因所驱动。基于此，讨论语言景观

的构建，就是要回答（1）是谁（是谁构建了语言景观）？（2）什么（在各种符号资源中做出了

什么选择）？（3）如何（所选语言如何构建其功能）？（4）为何（为何做出这样的语言选择和

功能构建？）这四个问题。本文第二部分对这一分析框架进行了阐释，第三部分在这一框架下对北

京天坛公园的语言景观进行了个案分析。

旅游景区语言景观的一个重要特征是有大量的多语标牌，语言景观的创设者在各种符号资源中

选择某些语言，通常包括本土语言和外国语言，它们共同承担信息功能，标记景区内的地理空间信

息以及有关景点的知识信息，同时本土语言和外国语言又分别发挥了不同的象征功能。本土语言标

志了旅游地所在地区的族群语言状况以及语言政策的落实情况，也为旅游景区贴上了“真实性”标

签，满足了外来游客来到异域体验“他者”的需求。外国语言参与构建的多语标牌，将景区塑造为

一个国际化、开放性、友好的旅游空间，可以为游客提供一种语言文化多样性的旅游体验。在这样

的语言选择和功能构建的背后，语言景观的创设者必须考虑到体现国家语言意志的政策因素，考虑

到游客的多元化需求以及各种语言所能够带来的经济价值等等因素。

图 3　“乐律”介绍牌
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通过语言景观创设者的语言选择，多种语言文字被叠置于同一空间中，语言和文字被重新语境

化为重要的符号资源。语言景观不仅塑造了景区的地理空间，也塑造了景区的社会文化空间，并影

响了游客的旅游体验及其旅游记忆。

旅游景区要吸引更多的游客、创造更高的旅游价值，就要提供高质量的旅游服务。语言景观是

旅游景区的重要组成部分，如何通过语言景观的构建提升旅游景区的服务质量和整体形象，应该是

语言景观研究和旅游学研究共同关注的问题。
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注

＊   本文得到中国国家语言文字工作委员会“十三五”科研规划 2018 年度重点项目“文明美丽城市

公共空间语言景观评估与规范化问题研究”（ZDI135-70）的资助。

 1 ） 尚国文、赵守辉译，见尚国文 赵守辉《语言景观研究的视角、理论与方法》（《外语教学与研究

（外国语文双月刊》）2014 年第 2 期．pp. 215．）
 2 ） 笔者自译。

 3 ） 笔者自译。 
 4 ） 笔者自译。 
 5 ） 尚国文译，见尚国文《宏观社会语言学视域下的旅游语言景观研究》（《浙江外国语学院学报》

2018 年第 3 期．pp. 47．）
 6 ） 笔者自译。 
 7 ） 笔者自译。 
 8 ） 笔者自译。 
 9 ） 笔者自译。 
10） 笔者自译。

11） 笔者自译。

12） 笔者自译。

13） 笔者自译。

14） 根据中华人民共和国文化和旅游部官网上公布的旅游名录 http://zt.mct.gov.cn。
15） 天坛公园介绍参考天坛公园官网 http://www.tiantanpark.com。

16） 数 据 来 源 于 北 京 市 统 计 局 2019 年 7 月 的 统 计 数 据，http://tjj.beijing.gov.cn/tjsj/ndtjzl/ 
2018ndtjzl_6949/ly_6698/201902/t20190220_417110.html。

17） 神乐署介绍参考天坛公园官网 http://www.tiantanpark.com。
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遠願寺址石塔の四天王像・十二支像

李　　　鎭　榮

 〈Summary〉
  In the Enganjiʼs stupa at Gyeongju, Korea, four heavenly kings and the Zoodiac figures are 

enshrined, but little research has been conducted on then until now. These works are consid-

ered to have been produced in the first half of the 8th century because they have much in 

common with those of the early unified Siila in the second half of the 7th century. This paper 

will examine the meaning of the Enganjiʼs stupa of the unified Silla Era and determine the 

period of time when it was built.

はじめに

　韓国慶州の遠願寺は，13世紀の記録である『三国遺事』「明朗神印」によると，統一新羅

（660～935）の都の慶州の東南部に位置する寺院であるが，金庾信（595～673）らが創建した寺

院とされる 1）。しかし，金庾信は統一新羅初期まで活躍した武将であり，創建年代が 8世紀半ば

～800年を前後すると位置付けられる遠願寺址東西石塔（図 1）とは年代の開きが大きい 2）。その

ため，本格的な寺院としてなり得たのは 8世紀になってからであろう。また，同寺については，

他の史料には恵まれず，石塔は 20世紀にはすでに倒壊された状態で発見され，舎利容器など年

代がわかるものも伝来しない 3）。

　遠願寺址石塔に関する先行研究は乏しく，年代についても決着はついていない。その原因は，

遠願寺址東西石塔のような 8世紀以降の双塔伽藍は，7世紀後半（統一新羅初期）に出現した双

塔伽藍の配置形式や石塔様式を踏襲したものだとする認識にあると考えられる。遠願寺址石塔も

図 1　遠願寺址東西石塔（①・②）8世紀前半　塔高 570cm　慶州　石造
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双塔伽藍として，同寺石塔には守護尊として初層に四天王像が，上層基壇に十二支像が浮彫され

ており，四天王寺双塔（679年）のような，基壇に守護尊を安置する 7世紀の規範に基づいてい

ることは間違いない。しかし，統一新羅の石塔として初めて守護尊を塔表面に表現したと考えら

れることから，遠願寺址石塔は大きな意味を持つ。

　本稿は，遠願寺址石塔の四天王像と十二支像の形式・様式を中心に検討し，同塔の建立年代と，

両守護尊を安置した意味の解明を目的とする。方法としては，7世紀～8世紀の統一新羅の仏塔

（石塔）などの作例と比較しながら建立年代を論じていく。また，四天王像とその眷属とみられ

る基壇の十二支像においては，唐僧道宣が執筆した『戒壇図経』（667年成立）と，それに基づ

いている 7世紀（新羅）創建の通度寺戒壇との関わりについても触れていきたい。

1．四天王

　遠願寺址双塔の初層は，各面に縦方形の額縁を設けて立像の四天王を浮彫する点が特徴的であ

る（図 2）。石塔初層に「門扉」（額縁）を浮彫する最古作としては，中央の 2か所に各 3か所の

孔を設けて取手を止めた痕跡が残る，高仙寺址石塔（686年以前）がある（図 3）。高仙寺址石塔

では四天王像は省略こそしているものの，遠願寺址石塔の初層ではこの石塔初層の門扉の表現規

範に基づきながらも，同様の門扉の中に四天王の表現を追加していることがわかる。

図 2　遠願寺址東西石塔の初層の四天王像（① -⑧）8世紀前半

（画像なし）
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　また，四天王と門扉を示す，遠願寺址石塔に先行する作例としては，羅原里石塔舎利容器（7

世紀末～8世紀初）や，『戒壇図経』の影響が指摘される四天王寺塔（679年） 4） がある。四天王

寺塔では基壇に安置した守護尊はアーチ型の門扉中（格狭間中） 5） に浮彫される。

　682年の感恩寺東西塔舎利容器（図 4-1及び図 4-2）においては，遠願寺址と同じく邪鬼の上

に四天王が立ち，四天王の両脇には獅子頭部で装飾した取手があり，はっきりと「門扉」を表現

する。また，遠願寺址東西石塔と感恩寺址東西石塔の舎利容器において，四天王を門扉中に描い

たという共通点は注目すべきである。

　これについては，道宣が 667年に執筆した『戒壇図経』の祇園精舎図が注目される。同図では

中央の七重塔の他に，比丘・比丘尼戒壇を東西に配する（図 5）。後述するように道宣は，同書

図 3　高仙寺址石塔と初層門扉（①・②）686年以前　国立慶州博物館蔵　塔高 10m

図 4-1　感恩寺東塔舎利容器の四天王像と持物（① -⑧）682年　国立中央博物館蔵　金銅製
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で「舎利を安置した戒壇は仏塔である」とし，仏塔であるとみなした東西戒壇にはそれぞれ四天

王などの護塔神を配置することを規定する。であるとするならば，『戒壇図経』の影響が指摘さ

れる感恩寺址舎利容器も 6），戒壇型として 7） 四天王や東西塔を含めて考えると，『戒壇図経』に

従っているとみなすことができる。こうした作例から，取手を省略して四天王を表した「門扉」

図 4-2　感恩寺西塔舎利容器の四天王像と持物（① -⑧）682年　国立慶州博物館蔵　金銅製

図 5　『戒壇図経』祇園精舎図の東西（比丘・比丘尼）戒壇　667年

図 6　葛項寺址東西石塔の四天王像の浮彫痕跡（① -④）758年　国立中央博物館蔵
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を表現した遠願寺址東西石塔は，『戒壇図経』を含む 7世紀後半の規範に基づいていると推察で

きる。

　一方，統一新羅の石塔に浮彫を施した多数の作例では，木塔の柱を簡略化した隅柱を，塔身の

四隅に表現することで，自然に門扉のような空間ができるため，浮彫のための空間はほとんど設

けられていない。また，守護尊を浮彫する 8世紀の紀年銘作として現存最古である，758年作の

葛項寺址東西塔がある 8） （図 6）。同塔には初層四面に四天王を浮彫した痕跡があるが，同じ四天

王でありながら遠願寺址石塔のような門扉はない 9）。また，それ以降も初層に隅柱を表現しなが

らも，門扉を設けて四天王を表現する事例は少ない 10）。遠願寺址石塔には，2・3層塔身にも隅柱

の内側に額縁を設けているが，この形式は他の塔にはほとんど例をみない。この形式は，四天王

を浮彫した初層の門扉に沿ったもので，7世紀後半の規範に拘ったことが窺え，葛項寺址東西塔

より先行する作例と考えられる。

　ところで，遠願寺址の四天王のような門扉は，邪鬼を踏む四天王が前室の左右壁面に配置され

た 8世紀前半の石窟庵にもみることができる 11） （図 7）。もちろん，石窟庵の他の様々な尊像も，

四天王のように額縁に示されているため，石塔と全く同様の意味を持つとは言えない。しかしな

がらも，四天王に限ってみると，それぞれが護持する四方の「門」という意味においては，遠願

寺址石塔と同様であり，石窟庵は遠願寺址石塔に影響を与えたのであろう。

2．四天王の図像

　遠願寺址の四天王は，いずれも鎧をつけ，天衣を上下に翻して光背を有し，邪鬼を踏む形で持

物を握る（図 2及び 8）。先述の感恩寺址舎利容器の全ての像には，「菊花」のように細かい皺が

円形をなす袖を表しており，これは遠願寺址の四天王にもみられる特徴である。次に，東西塔の

図 7　石窟庵の四天王像（① -④）8世紀前半　慶州　石造　像高 248～250cm
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四天王について，各面にわけて触れていきたい。

　持国天（東面）は，東塔では両肩に獅噛があり，邪鬼は持国天の左脚の外側に顔を出し，両手

で持国天を支える。また，本像は，右手で刀を斜めに持ち，左手で刃を掴む姿勢をとる。西塔の

持国天も，右手は欠けるが同様の姿勢と持物で，肩には獅噛があり，邪鬼は両脚の間に顔を出す。

また，両肩の炎に包まれた宝珠は，7世紀後半の慶州・錫杖寺址出土の多聞天（塑像），羅原里

塔舎利容器や石窟庵のすべての四天王にみられる。さらに，遠願寺址石塔の持国天が，石窟庵の

持国天（図 7）のように，両手で斜めに剣を持つ同様の姿勢を取る点は留意すべきである。

　広目天（西面）は，東塔では顔面と左手が欠けているが，右手に握った金剛杵の先を左手で掴

んでいたことがわかり，また，邪鬼は右足の外側に顔を出す。持物については，感恩寺舎利容器

の広目天（図 4）と一致する。西塔の広目天は，東塔とは反対側に顔を出し，右手で右足を支え

る邪鬼を踏む。また，右手を胴部に当てて反対の手で三叉戟（さんさげき）を握る姿勢は，反対

の姿勢で戟（げき）を握る感恩寺舎利容器の広目天（東塔）と共通する。

図 8-2　遠願寺址西塔の四天王像と邪鬼（① -⑧）

図 8-1　遠願寺址東塔の四天王像と邪鬼（① -⑧）

（画像なし）

（画像なし）
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　増長天（南面）は，東塔では欠落している。西塔の増長天もほぼ欠落しているが，右手で刀を

垂直に立てており，感恩寺址東塔舎利容器の持国天（図 4）と同様の姿勢をとる。邪鬼は増長天

の左足の外側に顔を出し，上半身は増長天の左足に，下半身は右足に踏まれた状態で，東西塔の

中でも唯一の仰向きである。

　多聞天（北面）は，東塔では二頭の邪鬼が，両足の外側に頭部を出しながら両手で多聞天を支

える点が，邪鬼が一頭である他の四天王とは異なる。多聞天は左手で宝塔を，右手で宝珠をほぼ

垂直に持ち上げる。両方を同時に持つ作例は数少ないが，感恩寺西塔舎利容器の増長天（図 4）

が左手で垂直に火炎宝珠を持つことから，その影響と思われる。さらに，腰付近の蓮華飾りは，

感恩寺址四天王にもみられるものであり，それ以降の四天王ではさほどみられない。西塔の多聞

天は，右足が欠けるが，東塔の多聞天とは反対の手で宝塔を持ち上げ，もう一方の手は腰にあて

る。邪鬼は両足の間に顔を出しながら，自身の両足を左右に伸ばして多聞天のそれぞれの足を支

えている。また，西塔の宝塔は半円形で中央に如来が座すような「窟」があり，東塔の宝塔の頂

上には，身光を備え蓮華座に座す如来とみられる姿がある（図 9）。これらは如来を示す点にお

いて，感恩寺西塔舎利容器の多聞天の宝塔に近い（図 4）。

　結論として，門扉表現にこだわり，図像を含めて 7世紀後半～8世紀前半の作例との共通点が

多い遠願寺址石塔の四天王像は，先行する年代の規範を継承しているとみられる。したがって，

遠願寺址石塔は，守護尊などを浮彫する 8世紀の石塔としては，先述の四天王を浮彫した葛項寺

址石塔（758年）よりも先行する最古作であると考えられる。

3．十二支像

　遠願寺址東西石塔の初層に浮彫した四天王のすぐ下の上層基壇部には，四面に蓮華座に座す獣

頭人身の十二支像を三体ずつ方角に合わせて表現する（図 10） 12）。先述の高仙寺址石塔のように

統一新羅初期の石塔の多くは，上層基壇には四面に各二本の付け柱を挟み，「面石」と呼ばれる

空間が各面に三か所生じるため，計十二面ができる 13）。このように，同様の構造の基壇を持つ遠

願寺址石塔の上層基壇の各面にも，四面に三か所ずつ，計十二面が生じる。よって，後述するよ

うに，初層にある四天王の倍数となる眷属としても，同じ空間に十二支像が採択されたことは極

図 9　遠願寺址東西石塔の多聞天の宝塔（① -③）
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図 10-1　東西塔の上層基壇の北面（丑・子・亥）と東面（辰・卯・寅）（① -⑫）

図 10-2　東西塔の上層基壇の南面（未・午・巳）と西面（戌・酉・申）（① -⑫）

（画像なし）

（画像なし） （画像なし）

（画像なし）
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めて相応しいと考えられる。

　ところで，十二支像の特徴の一つは，蓮華座の下に高 13cmの区画を入れて，下層基壇との段

差を作る点である。こうした区画は，他の塔には浮彫の有無に関わらず確認できないものである。

この区画の意味としては，十二支の動物が住む場所を表現したものと考えられる。例えば，7世

紀創建の通度寺戒壇の舎利塔では下段部に高さ 16cmで区画を施し，その中に海や山を表現して

いる（図 11）。これは，須弥山に関連するものとして，後述する『大集経』によると，十二支の

動物が閻浮提の東西南北にある山と海を護持するということに由来すると考えられる。他にも，

統一新羅の大和寺址舎利塔（図 12）に表現された十二支像においても，海や山の表現が同様で

ある。彼らはその下段部にある，高さ 16cmの空間の上に立つが，この空間は区画線がないのみ

で，通度寺舎利塔と同じく海や山を表現したものである 14）。このようなことから，須弥山（形）

ともいえる石塔の東西南北を護持する，遠願寺址の十二支像下の区画線も，そうした舎利塔に近

い表現として同様の意味を持つと言えよう。

図 13　癸酉銘三尊千仏碑像（①・②）673年　国立清州博物館蔵　石造

図 11 　通度寺 
戒壇舎利塔

図 12　大和寺址石造舎利塔（① -③）統一新羅　蔚山博物館蔵　高 90cm
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　十二支像は，いずれも平服を着用し，多数は胸飾を有する。また，跪く像が多く，天衣を垂直

に大きく翻しながら蓮華座に座す。顔の向きは北面の丑像以外はすべて左向きで，東西塔にそれ

ぞれ表現される二体の動物の顔面の表現はいずれも異なる。また，蓮華座は東西塔ともに単弁

（東塔午像のみ複弁）で表され，量感があり丸みを帯びる東塔に比べ，西塔は先が尖った花びら

の中に，細い筋を入れて平面的に示す。そして，天衣が全像の頭部周囲に円形をなす点は，頭光

を意図しており，その姿は飛天に近い。

　遠願寺址の十二支像のように守護尊が蓮華座を有する表現は，統一新羅初期の，673年作の癸

酉銘三尊千仏碑像にみられる（図 13）。ここでは金剛力士が本尊の左右末端に，単弁の蓮華座に

立つ姿で立ち並ぶ。さらに，その側面に表現された天人は，胸飾をつけて頭光を備え天衣を翻し

ながら，細長い単弁の花びらが平面的に表された蓮華座に跪いている。跪く像が多い遠願寺址東

西塔の中でも，西塔の平らな単弁蓮華座は仏碑像の天人のそれに類似する。ただし，遠願寺址の

ように石塔基壇に浮彫される守護尊が蓮華座に坐す作例は数少なく，特徴が類似する仏碑像の年

代に鑑みると，単弁蓮華座に坐す点は，統一新羅初期であるからこそ認められる特徴と考えられ

る 15）。では，十二支像のそれぞれの図像についてみてみよう。

　北面をみると，東西塔の丑像はともに，左斜めに跪いて頭部は反対に振り返る。東塔の丑像は

開いた右手を上げ，反対の手は斜めに胴部にあてて跪く。西塔の丑像は胸飾をつけて帯が見える

服装で，袖に隠れた両手はそれぞれの足の上に乗せる。東塔の子像は左斜めに跪き，袖に隠れた

両手は拱手し，西塔の子像は胸飾をつけて正面向きで坐し，両手は合掌して胡坐をかく。東塔の

亥像は胸飾をつけ，X字型に組んだ脚は胡坐をかいて左斜めに座す。右手は右膝につけ，左手は

胸元に当てる。西塔の亥像も胸飾をつけ，拱手して正面向きの体は胡坐をかく。東西塔ともに，

丑像のみがあえて胴部とは反対の右向きで振り向いている点は，中央の子像を挟み，亥像と向き

合う形をとることによって「三尊形式」を表すことを意図しているためとみられる。

　東面をみると，東塔の辰像は欠落しているが，西塔の辰像は胸飾をつけて拱手し，正面向きの

体は胡坐をかく。卯像は東西塔ともに左脚を立てて左斜めに座るが，東塔では脚を斜めにして坐

し，西塔では脚を垂直に立てて座る。東西塔ともに右手は下ろして反対の手は胸元につけており，

また西塔像には胸飾がみられる。寅像は東塔では頭部は剥落しているが，隣の卯像のように左脚

を立てて斜めに座っていることが確認できる。左手は左膝に当て，右手は胸元に上げている。西

塔では正面向きの体は胡坐をかいて拱手し，胸飾をつけている。

　南面をみると，未像は東塔では左斜めに跪き，右手は拳を握り胴部に当て，反対の手は右袖に

入れようとする。西塔は欠落する。午像は東塔では拱手して体は正面向きで，胡坐をかいた両脚

は複弁蓮華座上に突き出る。西塔ではほぼ欠落するものの，残る痕跡から東塔と同様の姿勢をと

るとみられる。巳像は両塔とも欠落する。

　西面をみると戌像は東塔では左斜めに跪き，右手を垂直に上げて左手は下方に下ろし，胸飾と

腰帯をつける。西塔でも胸飾を有し，正面向きの体は胡坐をかいて拱手する。酉像は東西塔とも

に体は正面向きで胡坐をかき，東塔では拱手し，西塔では合掌して胸飾をつける。東塔の申像は，
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東塔北面の亥像のように左斜め向きの姿をとり，両脚を上げて胡坐をかく。右手は下方に下ろし，

左手は胸元につけ腰帯がみえる。西塔は剥落が激しいが，拱手する正面向きの体は胡坐をかく。

　一方，敦煌第 394窟の隋時代の作例をみると，如来の周囲に三体ずつ四つの群れに分かれて跪

く十二神将と，その下には武装した四天王が描かれている（図 14）。遠願寺址石塔においても，

同作例のように武装した四天王と，菩薩形で跪く像が多数含まれる十二体の守護尊の坐像が，如

来を示す石塔の周囲に，四面三体ずつ配置された点が共通する。十二神将が後世に十二支と融合

することを踏まえると，こうした隋時代の像が，遠願寺址十二支像の規範になった可能性も充分

に想定可能である。また，中国の 6～7世紀の石窟の中心柱や壁面の基壇部などによくみられる，

様々な獣頭人身の守護尊も，遠願寺址石塔の十二支像の図像形成に関わっていると考えられる。

　ところで，開元 7年（719）銘の慶州・甘山寺址の如来像と菩薩像には，7世紀に頻出する単

弁蓮華座がみえる（図 15）。特に，如来台座は単弁と複弁で示しており，同形式を持つ 8世紀の

記年銘作としては最も早い年代のものである。遠願寺址十二支像においては，複弁で示した東塔

午像（図 16）を除くと，他は全て単弁蓮華座であるため，単弁と複弁の両方を一緒に採用した

図 14　薬師如来と四天王・十二神将　隋　敦煌第 394窟

図 15　甘山寺址如来・菩薩像の台座（①・②）719年　国立中央博物館蔵
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こととなり，この点は甘山寺址の如来像と共通する。単弁蓮華座はそれ以降にもみられ，8世紀

以降に単弁のみを採用する例は，石窟庵本尊や，開元 10（722）～19（731）年銘の昌寧・龍船

台石造如来像 16） （図 17）が伝来する。ただし，8世紀半ばの獐項寺址西石塔では，八体の金剛力

士は複弁蓮華座に立っており，遠願寺址十二支像のような単弁蓮華座は，8世紀前半以前に多く

見られることが留意される。

　他に遠願寺址十二支像に関しては，開元 13（725）年銘の上院寺梵鐘の飛天が注目される（図

18）。この飛天は，上半身に胸飾をつけ降臨して雲座に跪く姿である。また，垂直に翻す天衣の

一部が頭部周囲で円形を描いて頭光をなす。複雑に絡み合う天衣の中には全て筋が入っており，

その先は二股に分かれる点が特徴的である 17）。胸飾をつけて跪く姿の遠願寺址十二支像は，天衣

の表現を含めてこの飛天像の図像に近く，この梵鐘と同年代の甘山寺址の作例に鑑みると，720

年代を前後する年代の作例として位置付けが可能となる。

図 18　上院寺梵鐘の飛天とその拓本（①・②）725年　銅造

図 17　龍船台石造如来像　722～731年　全高 318cm図 16　東塔午像の複弁蓮華座
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4．『大集経』と『戒壇図経』

　遠願寺址十二支像は，新羅仏塔に安置された十二支像としては最も早い年代の作例である。仏

教における仏教と十二支との融合は，北涼の曇無讖（385～433）が訳出した『大集経』において

確認できるが，これは十二支の動物（十二獣）が登場する最古のものでもある。同経典によると，

かつて菩薩の住処とされた東西南北の海と山にいる十二獣が，釈迦が閻浮提を遊行する際，常に

須弥山底辺の閻浮提を巡るという。さらに，比丘と比丘尼などが，この十二獣を見ることにより，

大神通力を得ると記される。また，その記述の末尾には，「白土作山」と表現される正方形の山

が，幅七尺（210cm）と高さ十二尺（360cm）と説明される 18）。この山の様態はもちろん，十二

獣がいる須弥山とその周辺を意識したものと考えられる。これを踏まえて考えると，遠願寺址東

西石塔の塔高は 570～580cm，基壇を除いた塔身高は 370～380cmであり，十二支像のある上層

基壇の幅は，東西塔ともに 220cmであることから，『大集経』に記述の幅 210cm×高 360cmに

近い数値として興味深い。

　それに続く『大集経』の内容では，十二獣と四天王をともに登場させ 19），四天王の倍数となる

眷属として十二辰と二十八宿などを列挙する 20）。十二辰とは，道世が 668年に執筆した『法苑珠

林』に，十二獣を語る部分で「十二辰獣」とも呼ぶように 21），十二獣（十二支）であることは間

違いない。遠願寺址石塔の四天王とその眷属であろう十二支の役割は，如来がいる須弥山四方と

その底辺の閻浮提を護持することであり，同様の記述をする『大集経』の内容と矛盾しない。た

だし，『大集経』には，これらを仏塔に安置するという内容はない。

　この点に関しては，『大集経』の神々を護塔神として引用した，『戒壇図経』に注目する必要が

ある 22）。その中で，戒壇の上層基壇四隅に四天王を安置し，四面壇身に龕窟を設けて，各面に七

星神（二十八宿）を安置すると規定する 23）。特に，四天王とその眷属を述べる部分で登場する二

十八宿（七星神）は，『大集経』に従った四天王の眷属とわかる。

　実際に，通度寺戒壇では『戒壇図経』に従い，上下基壇に二十八宿，下層基壇の四隅には金剛

力士などの四体を安置する 24）（図 19）。また，通度寺戒壇の 1705年の修理記録である『康煕乙酉

重修記』には，「又以蓋覆之四面上下三級七星分坐四方四隅八部列立上方蓮華石上以石鐘冠之

図 19-1　通度寺戒壇（二十八宿と四隅の護塔神）　646年創建（高麗～朝鮮時代修理）　石造
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耳 25）」とある。つまり，現状のように基壇の四面に七星神，上下基壇の四隅に「八部列立」とす

ることから，『戒壇図経』の通りに，現在の下層基壇の四隅の金剛力士などの四体以外にも，上

層基壇の四隅には四天王を安置していたことがわかる。

　これまでの検討をまとめてみることとする。まず，『大集経』では四天王とその眷属として，

その倍数となる二十八宿と十二支を語る。『戒壇図経』においても『大集経』に述べる尊格を護

塔神として引用したように，二十八宿（七星神）を四天王の眷属として語っていることがわかる。

さらに，十二支と二十八宿はともに四天王の眷属として，方角を司るという共通点がある。また，

十二支像は墳墓美術においては銅鏡などに，二十八宿や四神とともに表される場合も多い。遠願

寺址石塔は仏塔として釈迦墓の象徴でもあるため，四神に代わる四天王と，その眷属として十二

支が採択されたと考えられる。

　次に，遠願寺址石塔の十二支像は，先行する通度寺戒壇の基壇に安置された守護尊の二十八宿

（七星神）とともに，方角を司る四天王の眷属という点において，通度寺戒壇の影響が想定され

るため，両者の比較をしていきたい。

　現存する通度寺戒壇の二十八宿（七星神）は，いずれも雲座に座し，天衣を翻しながら胡坐を

かく像が多い（図 19）。まず通度寺戒壇の南面 1及び 2像（図 19-2の①及び②）は左脚を立て

て座り，左手は左脚に乗せる。遠願寺址石塔の東塔東面の寅像は，側面から見た姿で表現してい

るが，左脚を立ててそこに左手を乗せ，右手は斜めで胴部に当てており，通度寺戒壇の南面 1像

に近い。また，遠願寺址の寅像の隣の卯像も左脚を立てて座り，左手は右斜めに上げ反対の手は

下方に下ろしており，通度寺戒壇の南面 2像に近い。

　そして，通度寺戒壇の西面の像は胡坐をかいて右手を下方に下ろし，反対の手を斜めに上げて

おり，遠願寺址東塔の亥像はこれに近い姿勢である。通度寺戒壇では北面の像のみが胸飾をつけ

ているが，遠願寺址石塔では多数の像に胸飾が確認できる。

　その上，通度寺戒壇では基壇各面ごとに，遠願寺址の門扉中に表現した四天王像や十二支像の

ように，付柱と隅柱を設けて，その中に二十八宿（七星神）を安置する 26）。つまり，通度寺戒壇

と遠願寺址石塔の各面の中に安置された守護尊が，各方角の仏世界を護持するという共通点を持

つ。

　道宣は『戒壇図経』において，「戒壇は舎利を安置するため仏塔であり，唐言では方墳を意味

図 19-2　通度寺戒壇基壇の七星神（① -④）
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する」と記すように 27），はっきりと戒壇を仏塔として認識している。すなわち，通度寺戒壇は，

遠願寺址石塔のように「舎利（塔）を支える石造正方形二重基壇に守護神を安置した」最古の

「仏塔」であるという点が留意される。

　結論として，遠願寺址石塔の四天王像と十二支像は，『大集経』を引用した『戒壇図経』と，

それに基づいた通度寺戒壇の影響が考えられる。特に，立像の四天王と座像の十二支像は，立像

と座像が混合する通度寺戒壇の尊格と共通する部分として注目される。また，『戒壇図経』や通

度寺戒壇の影響により，塔基壇に護塔神を安置した四天王寺塔（679年）や，基壇に守護尊を安

置した感恩寺址舎利容器（682年）などの影響も無視できない 28）。

結び

　以上，遠願寺址石塔の四天王と十二支像について述べてきた。石塔初層には，通常の石塔のよ

うに隅柱を表現しながらも，あえて門扉を設けてその中に四天王を安置する。四天王は持物やそ

れを持つ姿勢と鎧の形なども，7世紀後半～8世紀前半の作例と多くの共通点が認められた。

　上層基壇の十二支像は，各面の方角に合わせて安置されている。同様の図像は，7世紀後半の

天人像と類似する点から，これに基づいている可能性も指摘した。さらに，十二支像の単弁蓮華

座は 7世紀に多く見られ，単弁蓮華座が多い 8世紀前半の記年銘作は年代判断のための大きな基

準となる。また，各十二支像の下にみえる区画は，十二支像を表した大和寺舎利塔に鑑みると，

彼らがいる須弥山底辺の海や山を意識したものと考えられる。

　結論として，遠願寺址石塔の四天王像と十二支像は，『大集経』に基づいた『戒壇図経』やそ

れに従った通度寺戒壇などの，7世紀の規範を継承したと考えられる 29） 。さらに，遠願寺を 7世

紀後半に創建したとの記録を勘案すると，遠願寺址石塔の四天王像と十二支像は，遠願寺創建と

年代の開きがさほどない 720年代を前後する統一新羅初期のものと位置付けたい。

注

1） 又新羅京城東南二十餘里有遠願寺。諺傳。安惠等四大徳與金庾信金義元金述宗等同願所創也。
（中略）則廣學大縁二人。隨聖祖入京者。安師等。乃與金庾信等創遠願寺者也。廣學等二人骨亦
來安于茲爾。非四徳皆創遠願（大正 49.1011b～ c）。

2） 国立文化財研究所『慶尚北道의石塔 3』2009，p. 181；水野さや『韓国仏像史』名古屋大学出版会，
2016，p. 167；呉世徳「遠願寺址石造物의造成時期와伽藍配置変化推定」『新羅史学報』35，2015，
pp. 137～168；拙稿「統一新羅の十二神将に関する考察」『フィロカリア』33，2016，pp. 85～107
など。

3） 同塔は，20世紀前半に能勢氏により，復元・研究がなされている（能勢丑三「遠願寺の塔と十二
支神像について」『朝鮮』197，1931，pp. 73～76）。

4） 本作例については先行研究を参考にして頂きたい（拙稿「四天王寺護塔神出現の背景と道宣の
『戒壇図経』」『ザ・グレイトブッダ・シンポジウム論集　第十六号論集新羅仏教の思想と文化 ―  
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奈良仏教への射程 ―』GBS実行委員会，2018，pp. 33～53）。
5） これは『戒壇図経』の記述にある「龕窟」として指摘した（注 4拙稿，2018）。原形はもちろん，
中国の 6世紀ごろの石窟にみえる，尊像を安置したアーチ型の「窟」などに求められる。統一新
羅の石塔や僧塔にみえるようなアーチ型門扉からすると，「門扉」でも良かろう。

6） 張忠植「韓国仏舎利信仰과그荘厳」『仏教美術史学』1，2003，pp. 7～26。
7） 張忠植「韓国石造戒壇考」『仏教美術』4，1979，pp. 104～139。
8） 基壇の「二塔天寶十七年戊戌中立在之。娚姉妹三人業以成在之。娚者零妙寺言寂法師在旀。姉者
照文皇太后君妳在旀。妹者敬信太王妳在也」の銘文より，天宝十七年（758）の造成であること
がわかる。

9） 同塔には，双塔ともに肉眼で初層に天衣，甲，岩座，剣を持つ四天王の輪郭がある程度確認でき
る。また，四面に浮彫したことからわかるように，遠願寺址双塔初層に表されたような四天王で
間違いないと言える。

10） その他に縣一里石塔（9世紀後半）の初層にも門扉に四天王が表現されているが，隅柱は設けら
れていない。また，門扉ではないが，それと同様の意味を持つものとしては，石塔の初層におい
て，格狭間中に四天王を浮彫した，国立慶州博物館の慶州・南山から移転された縄焼谷石塔（9
世紀），釜山大学博物館の石塔（9世紀）がある。

11） 石窟庵は，『三国遺事』により 751年創建との年代が定着している。しかし，四天王だけみても，
いずれも脛あて以外は下半身の鎧を省略した形で，足はサンダルや素足など 7世紀後半の形式を
持つ。例えば，龍門石窟の敬善寺洞（660～665年）の持国天や増長天と，石窟庵の同尊像との類
似性が指摘される（林玲愛「石窟庵四天王의図像과仏教経典」『講座美術史』37，2011，pp. 23～
48）。また，最近公開された「仏国寺西石塔重修記」から，仏国寺創建が天宝元年（742）と明ら
かになり，同時に創建されたとされる石窟庵も少なくともそれ以前に遡ると指摘される（韓政鎬
「『三國遺事』石窟庵創建記録의美術史的妥当性検討」『文物研究』26，2014，pp. 99～127）。今後，
石窟庵の様式を中心とした年代に関する積極的な検討が必要である。

12） この他に，石塔上層基壇に十二支像を表す例は，統一新羅時代の国立慶州博物館の下丘里出土の
事例がある。

13） これに該当する統一新羅初期の石塔としては，先述の高仙寺址石塔（686年以前），皇福寺址石塔
（692年），羅原里石塔（7世紀末～8世紀初）などがある。

14） 新羅の十二支像の基礎となった中国でも，石棺などの十二支像はその多くが，海や山にいる図像
として表される。

15） 統一新羅石塔において守護神が蓮華座を有する作例としては，慶州・獐項里寺址西石塔の初層に
安置された八金剛力士（8世紀）がある。

16） 2009年の「開元十□」年の台座銘文発見により，製作年と同時期の様式に矛盾がないことが明ら
かになっている（崔聖銀「昌寧　観龍寺　龍船台　石仏坐像　小考　造像銘文과　中代新羅仏教
彫刻」『新羅史学報』16，2009，pp. 225～260）。一方で，銘文の真贋を疑うなど，8世紀末～9世
紀前半と位置付ける見方もある（林玲愛「昌寧　観龍寺　龍船台　石仏坐像의 새로 発見된　銘文
과 様式의　問題」『新羅文化』47，2016，pp. 55～78）。

17） 771年作の聖徳大王神鐘の飛天も蓮華座に跪く姿であり，頭部に天衣で表現した光背が遠願寺址
十二支像のそれに近い。しかし，聖徳大王神鐘の複弁で示した蓮華座や，斜めに上昇して海藻の
ように示された天衣の中には，遠願寺址十二支像のように筋や末端が V字型に分かれている表現
があまりない。

18） 佛言。如是如是。善男子。如汝所説。（中略）人像畜生像鳥獸之像。遊閻浮提。教化如是種類衆
生。（中略）閻浮提外。南方海中有琉璃山。（中略）是昔菩薩所住之處。（中略）有一毒蛇在中而
住。（中略）中有一馬。（中略）中有一羊（中略）閻浮提外西方海中有頗梨山。（中略）亦是菩薩
昔所住處。有一獼猴。（中略）中有一雞（中略）中有一犬。（中略）閻浮提外北方海中有一銀山。
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（中略）亦是菩薩昔所住處。中有一猪。（中略）中有一鼠。（中略）中有一牛。（中略）閻浮提外東
方海中有一金山。（中略）亦是菩薩昔所住處。有一師子。（中略）中有一兎。（中略）中有一龍。
（中略）是十二獸。晝夜常行閻浮提内。（中略）常應恭敬此佛世界爾時會中有一優婆塞。名曰淨徳。
白佛言。世尊。我今可得覩見如是十二獸不。善男子。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。欲得覩見是
十二獸。欲得大智大念大定大神通力。（中略）是人當以白土作山。縱廣七尺高十二尺（大正
13.167b～168a）。

19） 即得眼見是十二獸。爾時淨徳優婆塞語明星菩薩言。善男子。（中略）爾時世尊讃是二人。善哉善
哉。善男子。能如法問。能如法答。是陀羅尼因縁力故。四天王等。於我滅後能守護法（大正
13.168b～ c）。

20） 如此四天下四王及眷屬亦復能護持二十八宿等及以十二辰。（中略）付囑大梵四天王等。及付諸天
仙衆七曜十二天童女二十八宿等（大正 13.342c～343a）。

21） 是十二獸晝夜常行閻浮提内。人天恭敬功徳成就。已於諸佛所發深重願。（中略）此之十二獸。並
是菩薩慈悲化導。故作種種人畜等形。住持世界令不斷絶。故人道初生。當此菩薩住窟。即屬此獸。
護持得益。是故漢地十二辰獸依此而行。不異經也（大正 53.511b～ c）。

22） 今前列護佛塔神名。多出華嚴灌頂孔雀王賢愚大集大智論等。以繁文故。於此總而叙之。神名跋闍
羅波尼梁言金剛。神名婆里旱河但反。梁言力士。初堅固光曜神。二日光曜神。三須彌華神。四淨
雲音神。五阿脩羅王神取脩羅爲名。非脩羅也。六勝光明神。七樹音聲神。八師子王神如上。已解。
九淳厚光藏神。十珠髻華光神。右十二金剛力士神王。（中略）斯即塔婆之相状矣。今戒壇安佛舍
利。層基標別。四列神影守護顯號。固其然乎。前十二神常守護佛塔（大正 45.809a～ b）。

23） 第二層上四角大神。所謂四天王也。常護佛法及以衆生。豈唯壇塔。（中略）又令天王威徳勢力領
四神軍主。（中略）四天王所部諸神隨名便配。且存前數。何由可盡其數量也。兩層色道内龕窟中
神。經中大多。今依孔雀王經。明七星神。依方守護。其上層中安窟既少。可列七星神。配坐窟中。
然二十八星神出沒増減。（中略）東方七星神名。（中略）南方七星神名。（中略）西方七星神名。
（中略）北方七星神名。（中略）右二十八神方別七龕依名位列。至於下層亦有龕窟（大正 45.810a）。

24） 下層四角大神。所謂金剛力士金毘羅散脂。並護佛塔故峙列四隅。以護持本也。東南角神名跋闍羅
波尼又領般支分。西南角神名婆里旱又領般遮羅遮馱大軍主神。西北角神王名金毘羅又領婆多祁利
大軍主神。東北角神將名散脂又領醯摩跋多大軍主神（大正 45.809b）。

25） 韓国学文献研究所『通度寺誌』（『韓国寺誌叢書』5）亜細亜文化社，1979，p. 98。
26） 「龕窟」に守護尊安置を規定する『戒壇図経』に基づいた，通度寺戒壇の創建当初の姿は，同じ
く『戒壇図経』に関わると考えられる，四天王寺の神将像のような「龕窟」の形態だった可能性
も高い。

27） 今據文求相。不言戒壇。然此戒壇即佛塔也。以安舍利。靈骨瘞中。非塔如何。迷名固執者不足言
評。重爲提示。原夫塔字此方字書乃是物聲。本非西土之號。若依梵本。瘞佛骨所名曰塔婆。此略
下婆。單呼上塔。所以經中。或名偸婆窣堵波等。依如唐言方墳。塚也。古者墓而不墳。墳謂加土
於其上也。如律中。如來知地下有迦葉佛舍利。以土増之（大正 45.809b）。

28） 注 4拙稿，2018。
29） 『大集経』の四天王とその眷属の二十八宿などの諸守護尊を戒壇の護塔神として引用した『戒壇
図経』と，それに基づき基壇に守護尊を安置した通度寺戒壇が，後世の戒壇と仏塔における基壇
に守護尊を安置する規範に影響を及ぼした可能性についてはすでに指摘した（拙稿「通度寺戒壇
の基壇部の考察」『龍谷大学大学院文学研究科紀要』41，2019，pp. 1～23）。
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〈図版出典〉

図 4-1　国立文化財研究所『感恩寺址東三層石塔舎利荘厳』2000，pp. 40～49。
図 5　大正 45（『戒壇図経』），pp. 812～813。
図 14　敦煌研究院主編『敦煌石窟全集 6　弥勒経画巻』2002，商務印書館，p.163。
その他の図版は全て筆者撮影。
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王　　豔紅 本学准教授 比較言語学，歴史言語学

近藤　直樹 本学教授 イタリア演劇，ナポリ文化史

戴　　智軻 本学教授 社会情報学，観光学

党　　静鵬 本学講師 社会言語学

李　　鎭榮 本学非常勤講師 東洋美術史

 （掲載順）



機関誌執筆規程
 （平成 9年 10月 25日制定）

1  ．投稿資格者は，京都外国語大学，京都外国語短期大学の専任教員・専任職員及び国際言語平
和研究所（以下「研究所」）の客員研究員，嘱託研究員とする。ただし，依頼原稿で機関誌編
集委員会（以下「委員会」）が特に認めた場合は，この限りではない。

2．依頼原稿とは，次の場合をいう。
 ⑴  機関誌を特集号として編集，刊行する際，既に優れた実績を有する学外の研究者に，委員
会が原稿の執筆を依頼した場合

 ⑵  本学の非常勤講師として勤務している，将来に優れた業績を期待し得る研究者に，委員会
が所属長推薦を受けて原稿の執筆を依頼した場合

3  ．原則，『研究論叢』は語学，文学教育関連分野等の，『COSMICA』は地域研究の機関誌とす
る。

4  ．原稿は，未発表の学術論文又は学術資料に限る。なお，原稿の分類，配列は⑴論文⑵資料・
翻訳⑶研究ノートとする。

5  ．原稿の採否は，すべて委員会が決定する。なお，原稿は採否にかかわらず原則として返却し
ない。

6  ．原稿は，本学機関誌原稿執筆要領に従って執筆された完全原稿でなければならない。ただし，
専門分野によって縦組みを必要とする場合は，縦書き原稿とする。

7  ．原稿の掲載は，当該年度の投稿論文数，その他の事情により次号に繰り越す場合がある。そ
の場合は，委員会は投稿者に連絡し協議するものとする。著しい長文及び特殊印刷の場合，委
員会は，執筆者との協議を通じ，内容の変更を求めることができる。

8  ．原稿の編集著作権（翻案権）は本学に属し，著作を電子化して公開利用等に供することがで
きる。

9  ．原稿の体裁の統一，活字の指定，記載順序の決定等は委員会において行う。
10 ．校正は執筆者に依頼するが，期限内に返送しなければならない。
11 ．執筆者には抜刷 20部を進呈する。それ以上の部数を必要とする場合には，執筆者の自己負
担とし，必要な部数を投稿締切日までに申し込まなければならない。

12 ．原稿申し込み期限は 7月 31日，原稿提出期限は 9月 30日とする。ただし，『研究論叢』が
年 2回刊行される場合，2回目の投稿申し込み期限は 1月 31日，原稿提出期限は 3月 31日と
する。

13 ．原稿の提出先，校正原稿の返送先は国際言語平和研究所とする。
14 ．この規程に定めるもののほか，必要な事項は委員会で決定する。
15 ．この規程の改廃は，委員会の議を経て，これを行う。

 附　則
1．この規程は，平成 15年 7月 3日から施行する。
2  ．本規程の施行により，機関誌投稿規程（昭和 34年 4月 1日，平成 6年 4月 1日）は廃止する。

 附 則
　この規程は，平成 17年 4月 1日から施行する。
 附　則
　この規程は，平成 22年 4月 1日から施行する。
　（ 平成 15年 7月 3日改正，平成 17年 4月 14日改正，平成 22年 2月 25日改正，平成 29年

11月 9日改正）
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