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１．概　　要 
 

　本研究の最終的な目的は，矢作川中流域の地域特性を，

「観光」という視点を用いて分析することであるが，本

論では，先行する何点かの「観光」研究を読み解きなが

ら，この矢作川中流域の実態が，それらの研究が示した

分析とどれほどの距離にあるかを明らかにしつつ，出来

る限り事例を整理して紹介し，今後の研究の方向性を見

定めることを目的とする． 

　「観光」が大きな産業として成長している今日では，

それがなぜ成立しているのか，なぜ人びとは観光に向か

うのかという分析もまた盛んにおこなわれている．本論

でおもに採り上げ考察するジョン・アーリ（１９９５）に

よる『場所を消費する』や古川彰・松田素二（２００３）

らによる『観光と環境の社会学』をはじめとして，多く

の観光論は，「観光」というものがいわば仕組まれたも

のであって，良好な景観そのものに由来するものでもな

ければ，個々人に審美眼が生まれつき備わっているから

成立するものでもないという論点を主張する． 

　つまり「観光」論は，観光開発という営みを，観光す

るもののまなざしとそれを受け入れる側のまなざしとの

相互作用のプロセスとして捉えるのである．本論ではま

ず，これら先行研究の論点について整理する．次に，愛

知県豊田市の中流域に位置する，越戸地区周辺で繰り返

し生じた観光開発について概略的に紹介する．詳細は以

下に示していくことになるが，これらの出来事を「一連

のこと」として捉えるならば，これらの事例はアーリや

古川・松田らの示した視角だけでは捉えきれない部分を

有しているように思われる． 

 

２．先行研究を評価する 
 

◇『場所を消費する』 

　アーリは，イングランドの湖水地方を例にとり，人び

とが湖水地方を訪れる理由を，そこに（美しい）自然が 
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あるからだと単純に理解してはならないとする． 

 

湖水地方は，まさに自然を具体化しているように見

える．つまり，そこは自然のままに存在し，そうあ

り続けるためにはなんら外からの手助けを必要とし

ない一帯のように思われる．だが，これは誤解であ

る．この地方は，発見されなければならなかったの

である．審美的なものとして適切に解釈され，さら

に何百万もの訪問客にふさわしく飼い馴らされた風

景に転換されなければならなかったのである． 

（アーリ，２００３） 

 

　このようにしてアーリは，湖水地方の形成には，発見

し，解釈し，飼い馴らす主体が存在することを明らかに

する．そしてそれは，アーリによれば，湖水地方の人び

とではなく，よそから来た訪問客なのである． 

　まず，近代化にともなう交通手段の発達によって，私

たちは徒歩によって移動する必要がなくなっていく．か

つて必要に迫られておこなった徒歩移動は，「必需・窮乏・

放浪」を示すものとして位置づけられていた．しかしそ

の後，必要がなくなったことから，徒歩移動が「散策・

逍遙」といった趣味を指すものへと変化していく．そし

て散策するための対象として，湿原が再発見されるので

ある（発見）． 

　また訪問客には，場所が視覚に訴えるものを私たちが

正しく評価できるような，ある種の語彙や表現様式が与

えられる．これらはさまざまな文学作品やその他の出版

物を通じて与えられる（解釈）．湖水地方においてこの

役割を果たしたのは，ワーズワースたちであった． 

　更に，長期に渡る開発統制が，これら私たちの発見と

解釈に合うように，湖水地方を高度に管理していくこと

になる（飼い馴らす）．アーリは，湖水地方の観光はこ

のように成立していると分析するのである． 

　このような分析に触れていると，アーリが慎重にも湖

水地方の分析であると断っているにもかかわらず，この 



とを明らかにした．論者は，これらの論が，観光開発が

「どのように」おこなわれるのかについて，鋭く現実を

分析しているものとは思うが，これから示す「越戸」エ

リアの事例は，これらの分析から若干のはみ出しを有し

ているように思われる． 

　しかし，改めて述べておきたいことは，このはみ出し

の位置づけである．これらは，確かに先に挙げた２論だ

けでは説明しようのないものであるが，彼らの示した論

点に何らかの反証を突きつけようとするものではない．

本論の目的はあくまで，以降で紹介する事例を検討する

に当たって，先の２論をベースとしつつ，更にどのよう

な視点が必要とされるのかを検討することにある． 

　以降では，まず越戸周辺の地理的条件について概略を

示し，ついで，越戸周辺における観光略史について述べ

ることとする．略史については便宜的に，４つの時代に

区分して述べることにした．これらについては，現状，

客観的資料となっているものもあるが，聞き取りだけか

ら得られている知識も混在していることをあらかじめ断

っておきたい． 

 

◇「越戸」の地理的条件 

　越戸地域は，ちょうど地形の変わり目である．ここよ

り上流には堤防は必要なく，左右の急峻な山地が川の左

右にそびえ立っており，近世までは道路も狭く通りづら

かった．一方下流域には平野が拡がっており，比較的流

れの緩やかな矢作川の左右には堤防が築かれ，堤内には

広い道路が整備されていた． 

　したがって，多くの荷物は舟によってここまで運ばれ，

以降は牛馬に積み替えられ，街道を上がっていった．ま

た上流の森林からもたらされる木材は，この地まで筏に

組んで運ばれ，ここで一旦引き揚げられ，木材として加

工された（写真１）． 

　このような地形の狭間にあって，越戸は昔から交通の

要衝として栄えていた．近代化以降もしばらくの間は，

名古屋までのバス路線の終点（写真２）としても賑わい

を見せていた． 

 

第一期（大正１０年～） 

◇平戸橋勘八峡 

　大正１０年，平戸橋勘八峡が県の新名所に選定される．

この地は元々，一大渓谷，馬場瀬簗，波岩の滝（写真３），

枝下用水の桜並木などが配置されており，地域の人びと

にとっては，大変に思い入れのある地区であった．その

勘八峡が新名所に選ばれたことから，地元では観光協会 
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のようなものが結成されたようで，鵜飼（写真４）が観

光事業として誘致された．鵜飼を取り囲んで提灯で飾っ

た遊覧船（写真５）が行き交い，上流藤澤まで上がって

いったという．また花火などもしばしば催されたという

（新名所に選ばれた際には３尺の大花火（写真６）が準

備されたが，これは不発に終わっている）．昭和２年に

着工された越戸ダムによって景観は水没し，鵜飼や遊覧

船も営業を停止した． 

 

第二期（昭和２年～） 

◇越戸発電所 

　三河水力電気株式会社によって，昭和２年に着工され，

昭和４年に完工したダム式発電所である．建設当初，建

物はアールデコ調に彩られ（写真７），ダム堰堤上には

灯籠が立ち並ぶ大変美しいものであった（写真８）． 

　三河水力電気株式会社の設立経緯は複雑であるが，関

係すると思われる事項のみ略記しておこう．愛知県西三

河郡の有志（現段階では不明）が中心となって三河電力

が設立された（明治３５年）．この三河電力は名古屋市に

まで電力供給を拡大し，東海電気と名称を改めるに至る

が（明治３８年），明治４０年には名古屋市で市場を争って

いた名古屋電灯と合併する． 

　名古屋電灯はその後関西圏の電力会社を中心に吸収合

併を続け，大正１１年には東邦電力となっている．この

東邦電力が，関東圏進出に当たって作り上げた子会社の

ひとつが三河水力電気である（大正１３年）．これらの経

緯に関する詳細な資料が見つからないが，三河水力電気

が，三河電力設立に携わった西三河郡の有志たちと深い

つながりがありそうなことは推測できる． 

 

◇三水湖 

　越戸ダム建設により出現した巨大な人口湖水は三水湖

と名付けられ，新たな景勝として位置づけられた．当時

全国で起きていた近代化には，重油臭ですら美しき虹色

の輝きとして位置づけるような側面があったが，ここ三

水湖では，そうした近代化のまやかしを冷静に分析し，

その上でこの湖水が絶景であることを示そうとしている． 

 

近ごろ我が日本人は西欧の科学を受け入れ，用いて，

これを実際の事業の上に施行する．このために，我

が旧物（古い文化財）を廃し，我が名境（非常に景

色のよい場所）を壊した例が数えあげられないくら

い多いのに，ただ三河水力発電事業の場合だけは反

対に，近代的構築物から利益を得，景勝を新しく出 

 

 

分析の枠組を広く自然景観を観光対象とする事例に当て

はめることができるように思えてくる．たとえば，日本

の上高地は，そもそも僧侶が修行のために槍ヶ岳へと登 

るための中継地として位置づけられていたが，宣教師ウ

ェストンにより「再発見」され，芥川龍之介，高村光太

郎，井上靖などの文人により「解釈」され，帝国ホテル

や地元観光管理組織によって「飼い馴らされ」ている．

このように，私たちの国においても，観光地というもの

は，多かれ少なかれ私たちが自然を再発見し，解釈し，

飼い馴らす（＝消費する）ことで形成されているように

思われる． 

　またアーリは，同書の別章において，ある環境が視覚

的消費に適切でない場合について言及している．そして

それらは全て絶対的条件というわけではなく，人びとの

考え方によって変化しうるものであるとしている． 

 

１．場違いなものがあるために，視覚的に汚染され

　　た環境 

２．物質的汚染（空気や水，食べ物や性的関係によ

　　って体内に摂取される危険性のあるもの）があ

　　る環境，社会的汚染（特定の個人や集団，ホー

　　ムレスやスリ，十代のギャングなどの存在）が

　　ある環境 

３．ありふれていて代わり映えがしないような環境 

４．歴史的にふさわしいと思われない環境 

 

　このような指摘を見ていても，こうした分析は，イン

グランドの事例ばかりでなく，一般に適用可能な分析枠

組となり得るだろうと思えてくる．たとえば軽井沢では，

場違いなもの，物質的汚染，社会的汚染，歴史的に不適

切なものを避けながら，その観光の中心地をめまぐるし

く移動させており，一昔前に盛況であった地区の建造物

などは打ち捨てられたままになっている．確かにある時

点での観光資源は，別の時代ではむしろ邪魔なものであ

り，排除が困難な場合はふたをされ放り捨てられる． 

　けれども，軽井沢そのものは放棄されない．そこには，

かつて多くの文人たちが成し遂げた「解釈」が存在して

おり，有益な観光地としての条件をまだ備えているから

である．したがって軽井沢の開発は，少しだけ位置を変

えて続けられ，それらは「新軽」「旧軽」などといった

表現によって区別される． 

 

◇『観光と環境の社会学』 

　古川・松田らは，時にアーリなども引用しつつ，アー 

リと同様，観光がほとんど訪問客の論理によって成立し

ていることを明らかにする．また本書の採り上げるフィ

ールドは主に農山村である．すなわち古川・松田らは， 

観光が，都市側のまなざしによって成立しているという

ことを主張するのである． 

　このことについて一通り論じた上で，古川・松田らは

何度かの論理的な宙返りを試みる．第一に，そのような

都市側のまなざしに組み伏せられていく農山村の実態を

明らかにすることが目的なのではなく，「それと知りな

がらそこにはまり，その罠を現実と対峙する実践の中で

相対化してしまう生活力」に目を向けようとするもので

あると述べる．つまり，強く猛々しい都市側のまなざし

に敗北していくプロセスとしてとらえるのではなく，そ

うしたまなざしを受け入れながらも，自分たちの主体的

選択をおこなおうとする農山村生活者のたくましさを記

述することを目的とするというのである． 

　しかし次に，こうしたたくましさを，そのまま主体性

の発現として評価することはできないとして，構造的劣

位者に特有の歪められた創造性として見ることが妥当で

あるとしている．つまり，こうしたたくましさが存在す

ることは明らかにできるけれども，だから農山村は自由

な選択をおこなえている，何の問題もないのだと手放し

には考えられないとするわけである． 

　そして更に，そうであっても，都市の論理を便宜的に

選び取ること自体に人間主体の価値を位置づけようとす

る．つまり，どのような選択をおこなったかだけを見れ

ば，確かに都市のまなざしに歪められた，屈折した選択

であると断ぜざるを得ないのだけれども，それでも人び

とが「自ら選ぶ」というプロセスを経ていることが重要

である，とするのである． 

　地域生活者たちは，ただ「外部からのまなざし」を受

け入れるというだけでこの「悪夢の選択」を受け入れて

いるわけではない．地域生活や，地域の論理の保守と創

造のプロセスとしてこの外部性を受け入れるのである．

それは地域経済の発展というだけでは済まない，「地域

の生活システム保全」に最優先の価値をおいた，戦略的

かつ合理的な振る舞いなのである． 

 

３．「越戸」地域の観光略史 
 

　アーリは，観光地が外部からのまなざしによって形づ

くられるものであることを実証した．古川・松田らは，

地域の主体が，外部からのまなざしを取り込んで，観光

資源を半ばとはいえ主体的に，戦略的に生成していくこ 
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とを明らかにした．論者は，これらの論が，観光開発が

「どのように」おこなわれるのかについて，鋭く現実を

分析しているものとは思うが，これから示す「越戸」エ

リアの事例は，これらの分析から若干のはみ出しを有し

ているように思われる． 

　しかし，改めて述べておきたいことは，このはみ出し

の位置づけである．これらは，確かに先に挙げた２論だ

けでは説明しようのないものであるが，彼らの示した論

点に何らかの反証を突きつけようとするものではない．

本論の目的はあくまで，以降で紹介する事例を検討する

に当たって，先の２論をベースとしつつ，更にどのよう
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ることとする．略史については便宜的に，４つの時代に

区分して述べることにした．これらについては，現状，

客観的資料となっているものもあるが，聞き取りだけか

ら得られている知識も混在していることをあらかじめ断

っておきたい． 
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　越戸地域は，ちょうど地形の変わり目である．ここよ

り上流には堤防は必要なく，左右の急峻な山地が川の左

右にそびえ立っており，近世までは道路も狭く通りづら

かった．一方下流域には平野が拡がっており，比較的流

れの緩やかな矢作川の左右には堤防が築かれ，堤内には

広い道路が整備されていた． 

　したがって，多くの荷物は舟によってここまで運ばれ，

以降は牛馬に積み替えられ，街道を上がっていった．ま

た上流の森林からもたらされる木材は，この地まで筏に

組んで運ばれ，ここで一旦引き揚げられ，木材として加

工された（写真１）． 

　このような地形の狭間にあって，越戸は昔から交通の

要衝として栄えていた．近代化以降もしばらくの間は，

名古屋までのバス路線の終点（写真２）としても賑わい

を見せていた． 

 

第一期（大正１０年～） 

◇平戸橋勘八峡 

　大正１０年，平戸橋勘八峡が県の新名所に選定される．

この地は元々，一大渓谷，馬場瀬簗，波岩の滝（写真３），

枝下用水の桜並木などが配置されており，地域の人びと

にとっては，大変に思い入れのある地区であった．その
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のようなものが結成されたようで，鵜飼（写真４）が観

光事業として誘致された．鵜飼を取り囲んで提灯で飾っ

た遊覧船（写真５）が行き交い，上流藤澤まで上がって

いったという．また花火などもしばしば催されたという

（新名所に選ばれた際には３尺の大花火（写真６）が準

備されたが，これは不発に終わっている）．昭和２年に

着工された越戸ダムによって景観は水没し，鵜飼や遊覧

船も営業を停止した． 

 

第二期（昭和２年～） 

◇越戸発電所 

　三河水力電気株式会社によって，昭和２年に着工され，

昭和４年に完工したダム式発電所である．建設当初，建

物はアールデコ調に彩られ（写真７），ダム堰堤上には

灯籠が立ち並ぶ大変美しいものであった（写真８）． 

　三河水力電気株式会社の設立経緯は複雑であるが，関

係すると思われる事項のみ略記しておこう．愛知県西三

河郡の有志（現段階では不明）が中心となって三河電力

が設立された（明治３５年）．この三河電力は名古屋市に

まで電力供給を拡大し，東海電気と名称を改めるに至る

が（明治３８年），明治４０年には名古屋市で市場を争って

いた名古屋電灯と合併する． 

　名古屋電灯はその後関西圏の電力会社を中心に吸収合

併を続け，大正１１年には東邦電力となっている．この

東邦電力が，関東圏進出に当たって作り上げた子会社の

ひとつが三河水力電気である（大正１３年）．これらの経

緯に関する詳細な資料が見つからないが，三河水力電気

が，三河電力設立に携わった西三河郡の有志たちと深い

つながりがありそうなことは推測できる． 

 

◇三水湖 

　越戸ダム建設により出現した巨大な人口湖水は三水湖
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分析の枠組を広く自然景観を観光対象とする事例に当て

はめることができるように思えてくる．たとえば，日本

の上高地は，そもそも僧侶が修行のために槍ヶ岳へと登 
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　このような指摘を見ていても，こうした分析は，イン
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◇『観光と環境の社会学』 

　古川・松田らは，時にアーリなども引用しつつ，アー 
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３．「越戸」地域の観光略史 
 

　アーリは，観光地が外部からのまなざしによって形づ

くられるものであることを実証した．古川・松田らは，

地域の主体が，外部からのまなざしを取り込んで，観光

資源を半ばとはいえ主体的に，戦略的に生成していくこ 

高橋　　聡 「越戸」観光略史  ～繰り返される情熱について～  （中間報告） 



家」などが存在しているようである．アーリが述べるよ

うに，観光開発は，そこに美しい自然景観があるからお

こなわれるというわけではないとするならば，これらさ 

まざまな主体が，観光開発に繰り返し失敗したこの地区

に固執し続けるさまを，私たちはどのように分析すべき

であろうか． 

　論者は，本研究は今後二つの問いに立ち向かわなけれ

ばならないと考える．第一の問いは，アーリや古川・松

田らの示した地域生活者－外部からのまなざしという二

項対立をベースとしながらも，「地域」を，単なる「フ

ェイス・ツゥ・フェイス」なコミュニティとしてとらえ

るのではなく，多様な主体が出入りするダイナミックな

ものとしてとらえ直す必要があるのではないかという問

いである．第二の問いは，観光開発の動機には，地域発

展や観光収益といった動機とは別の，たとえば開発主体

による，当該地域への自分自身の位置づけの更新といっ

た動機がありはしなかったかという問いである．そうで

なければ，地域の人びとも地域の外の人びとも，この同

じ地域に１００年もの間固執する理由が理解できないから

である． 

　アーリ・古川・松田らは，観光開発が地域生活者と外

部のまなざしとの間で「どのように」おこなわれていく

のかについて鋭い指摘をおこなった．本事例の研究にお

いては，これに加えて，地域に関わる人びととは「何者」

であったのか，そして彼らは「なぜ」このような営みを

おこなってきたのかについて，更に議論を進める必要が

あるように思われる． 
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現させるに至った．（広岡，年代不明）（写真９） 

 

　このような文面は，客観的に美しい景観が，電力会社

の尽力により成し遂げられたことを直接示すものではな

い．実際に，一大渓谷が水没しているのは事実である． 

　しかし地域住民からの聞き取りからは，重油臭を喜び

受け入れるような不気味さは感じられない．湖水では子

どもが飛び込んで遊んだり，貸しボートを借りて漕ぎ出

したりすることができ，引き続き名勝の賑わいを見せた

という．また，土地の子どもたちの間には，湖底に大蛇

が棲むという言い伝えがあり，ダム放流の際にはその姿

を現すのではないかという噂に恐れおののいたという． 

　このように，三水湖は名勝であり続けながら，かつ，

まるで自然湖水であるかのような扱いを地域住民から受

けていた（写真１０）． 

 

◇前田公園 

　前田公園は，昭和９年，越戸町出身の実業家前田栄次

郎により建築された．はげ山の上に１００余の石段を組み，

頂上には聖観音像（写真１１）を安置し，これを中心に

巡路を開いて仏像（写真１２）を配置した．昭和９年７

月の開眼式には永平寺の官長が招かれ，盛大を極めたと

いう． 

　前田栄次郎は明治７年に越戸で生まれ，青年期には東

京に出て土木業を経営した．その後大正期には海外で活

躍し，昭和に入ってからは東京へ戻り，土木会社前田組

を築いている．前田公園以外には，地元神社の改修整備

や，消防会館，消防自動車の建立寄贈もおこなっている． 

 

第三期（昭和２２年～） 

◇ヤハギ川観光協会 

　昭和２２年，地元の名士である本田静雄が，常任理事

に加藤唐九郎を迎えて「ヤハギ川観光協会」を設置する．

昭和２５年には矢作川を「日本テネシー」と命名し，写

生大会をおこなった記録が残っている（写真１３）．土地

の人々によれば，当時写生大会はしばしばおこなわれ，

空襲を逃れるために松林の絵が描かれた発電所などを描

いていたという． 

　同「日本テネシー」命名式においては，当時まだラジ

オ放送であった「NHKのど自慢」がここを訪れている（写

真１４）．また年代は不明だが，「NHKのど自慢」は少

なくとももう一回，同観光協会からの招致によりここ越

戸を訪れているようである（写真１５）．昭和２６年には「夏

季文化講座」と題して，加藤唐九郎らが作陶実技指導を 

おこなったり，柳宗悦が講演をおこなったりしている（写

真１６）．ホテル建設の計画もあったようだが，何らか

の事情により頓挫したものと思われる（写真１７）． 

　資料が少ない中でこれだけの活動が垣間見られるとこ

ろから，戦後の復興期にもかかわらず，相当精力的な活

動があったと見てよいだろう． 

 

第四期（昭和４０年頃） 

◇勘八峡レジャーセンター 

　詳細な記録がほとんどないが，地元の人びとの声を総

合するとこのようである．昭和４０年前後，越戸ダムか

ら砂利を採取していた「昭和建材」がこの地にレジャー

センターを作り上げた．ゴーカート場などがあり，近所

の子どもたちもよく遊びに行ったという．昭和建材が倒

産し，レジャーセンターもまた藪の中へと消えた（写真

１８）．地元の人びとによれば，「昭和建材」はもともと

地元資本ではなく，豊橋を拠点とする資本であったらし

い． 

 

補足： 

　今日では，右岸側に民芸館（写真１９）を配し，左岸

側には古鼡水辺公園（写真２０）があり，また周辺の公

園や散策路なども地元からの熱望が高く，徐々に整備さ

れている状況である． 

 

４．「越戸」における観光開発の特徴 
 

　最後に，これまで挙げた事例を，先行研究との距離を

念頭に要約しておくことにする．越戸地区の観光開発に

おいても，アーリが指摘した通り，景観を発見し，解釈

し，飼い馴らす（＝消費する）プロセスが諸処に認めら

れた．また，古川・松田らの指摘する通り，地域生活者

たちが，外部からのまなざしを取り込んで観光開発に取

り組むさまも見てとることができた． 

　一方で，地域に生活するもの以外にも，多様な主体が

関わっていることが示唆された．少なくとも現時点でわ

かっている限り，これらの主体には，「当該地域を含ん

だ広域範囲にまたがる資本」，「当該地域から利益を得

ているが，受益者の多くは当該地域外にある資本」，「当

該地域から利益を得ているが，受益者は全て当該地域外

にある資本」などや，「当該地域に在住しながら，その

活躍の場は主に名古屋圏であった資本家」，「当該地域

を飛び出して東京で華々しい成功を収めた資本家」，「外

部から当該地域に入ってきて産業振興をおこなった資本 
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空襲を逃れるために松林の絵が描かれた発電所などを描

いていたという． 

　同「日本テネシー」命名式においては，当時まだラジ

オ放送であった「NHKのど自慢」がここを訪れている（写

真１４）．また年代は不明だが，「NHKのど自慢」は少

なくとももう一回，同観光協会からの招致によりここ越

戸を訪れているようである（写真１５）．昭和２６年には「夏

季文化講座」と題して，加藤唐九郎らが作陶実技指導を 

おこなったり，柳宗悦が講演をおこなったりしている（写

真１６）．ホテル建設の計画もあったようだが，何らか

の事情により頓挫したものと思われる（写真１７）． 

　資料が少ない中でこれだけの活動が垣間見られるとこ

ろから，戦後の復興期にもかかわらず，相当精力的な活

動があったと見てよいだろう． 

 

第四期（昭和４０年頃） 

◇勘八峡レジャーセンター 

　詳細な記録がほとんどないが，地元の人びとの声を総

合するとこのようである．昭和４０年前後，越戸ダムか

ら砂利を採取していた「昭和建材」がこの地にレジャー

センターを作り上げた．ゴーカート場などがあり，近所

の子どもたちもよく遊びに行ったという．昭和建材が倒

産し，レジャーセンターもまた藪の中へと消えた（写真

１８）．地元の人びとによれば，「昭和建材」はもともと

地元資本ではなく，豊橋を拠点とする資本であったらし

い． 

 

補足： 

　今日では，右岸側に民芸館（写真１９）を配し，左岸

側には古鼡水辺公園（写真２０）があり，また周辺の公

園や散策路なども地元からの熱望が高く，徐々に整備さ

れている状況である． 

 

４．「越戸」における観光開発の特徴 
 

　最後に，これまで挙げた事例を，先行研究との距離を

念頭に要約しておくことにする．越戸地区の観光開発に

おいても，アーリが指摘した通り，景観を発見し，解釈

し，飼い馴らす（＝消費する）プロセスが諸処に認めら

れた．また，古川・松田らの指摘する通り，地域生活者

たちが，外部からのまなざしを取り込んで観光開発に取

り組むさまも見てとることができた． 

　一方で，地域に生活するもの以外にも，多様な主体が

関わっていることが示唆された．少なくとも現時点でわ

かっている限り，これらの主体には，「当該地域を含ん

だ広域範囲にまたがる資本」，「当該地域から利益を得

ているが，受益者の多くは当該地域外にある資本」，「当

該地域から利益を得ているが，受益者は全て当該地域外

にある資本」などや，「当該地域に在住しながら，その

活躍の場は主に名古屋圏であった資本家」，「当該地域

を飛び出して東京で華々しい成功を収めた資本家」，「外

部から当該地域に入ってきて産業振興をおこなった資本 
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