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阿蘇山の国立公園指定の経緯と観光登山の変遷
The Transition of Tourism in the Mt. Aso Area Focusing on the Designation as a National Park

黒田 乃生
Nobu KURODA
Abstract：This research is aimed to clarify the tourism development and history of designation as a National Park of Mt. Aso
from documents survey. In the Meiji-era,several foreign nationals climbed Mt. Aso,which is the beginning of leisure activity.
They followed the route from Nango-dani,on the other hand most Japanese took the route from Aso dani. From the Taisho-era
to the beginning of the Showa-era Tatsuki Matsumura and others played active roles in designation of National Park,which were
succeeded in 1924. During the time,Tsuyoshi Tamura visited the sites for three times. His perception of Mt. Aso had changed
from admiration of the expansive scale of the natural landscape to the diversity of the cultural landscape. Mt. Aso was different
from other mountains,which were discovered as“natural landscapes”at the time on the aspect of that is an active volcano,has
less of forest,has grass landscape and historic religious site. Because of these points,Aso have been promoted positive
developments in tourism. Though some problems occurred at a same time. Today,the relative point of view to the diverse value is
necessary.
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１．はじめに
（１）背景と目的
阿蘇山は古くから信仰と修行の場であり，昭和 9 年（1934）に
は国立公園に指定され，九州有数の観光地として認識されてきた。
現在，阿蘇山周辺では熊本県や市町村等が主体となって地域資源
を世界に発信する動きが加速している。自然分野では「阿蘇ジオ
パーク」が平成 21 年（2009）に日本ジオパークネットワークに
認定され，世界ジオパークネットワークの認定を申請中であり，
文化分野では「阿蘇・火山との共生とその文化的景観」として世
界遺産の暫定リスト入りをめざしている。また，阿蘇の草原の保
全では様々な主体による活動がさかんで，その重要性が認識され
ている。阿蘇山とそれをとりまくカルデラの地域は，歴史や民俗
など文化の蓄積が豊富である。地域に暮らす人々の生業や草地が
文化的景観として注目される中で，今後「阿蘇山」をより総合的
な視点からとらえる必要があると考えられる。本研究はその基礎
資料とするために，中心である「阿蘇山」の利用と位置づけの変
遷を観光利用という視点から明らかにし，その特徴を把握する。
阿蘇山に関しては多くの研究の蓄積がある。もっとも古い論文
のひとつに明治 21 年（1888）に東洋学芸雑誌に掲載された小藤
文次郎の「日本ノ火山」があげられる１）。阿蘇山に関連する論文
の多くは，火山の成り立ちおよび噴火や地質に関する研究で，次
いで農業関連，歴史民俗関連となっている２）。平成 7 年（1995）
に草地の保全団体である阿蘇グリーンストックが誕生し，この前
後から農業の中でも草原や景観，地域づくりに関する研究が増加
した３）。観光の視点からは阿蘇観光ホテルと道路開発に着目した
研究４），阿蘇の観光登山バスに関する研究５），草原を対象に観光
を論じた研究６） があるが，国立公園指定および阿蘇山全体の観
光の変遷について論じたものはない。また，日本の国立公園指定
に関しても多くの既往研究があるが７），「阿蘇国立公園」の指定
の経緯について詳細に言及したものはない。
本研究は国立公園指定の経緯を軸に，近代以降の阿蘇山観光の

歴史的な変遷を明らかにすることを目的とする。地域は阿蘇五岳
を中心とし，必要に応じて外輪山までを対象とした。文献資料と
して阿蘇の観光案内書およびパンフレット，「旅」，「国立公園」，
「Tourist」などの雑誌記事，新聞記事，環境省所蔵資料を用いた。
阿蘇山の観光地発展の大きな出来事である国立公園指定の動き
を中心に，明治期～大正期（国立公園以前の観光登山のはじまり），
大正期～昭和初期（国立公園を目指す動きから指定まで），国立
公園指定後の三つの時期に区分し，変遷を把握した。
（２）阿蘇山の概要
阿蘇山は一般に中岳，高岳，根子岳，烏帽子岳，杵島岳からな
る阿蘇五岳の総称であり，外輪山やカルデラ盆地をもふくめて阿
蘇山と呼ぶこともある。阿蘇山は古来から噴火を繰り返しており，
中岳の噴火口からは現在も煙が立ち上る。阿蘇山をとりまくカル
デラ盆地の南側が南郷谷，北側が阿蘇谷である（図－１）。阿蘇
谷には阿蘇神社，西巌殿寺，外輪山には大観峰（旧称遠見が鼻）
がある。南郷谷には近世から続く垂玉，地獄のほか多くの温泉が
ある。
２．明治期から大正にかけての阿蘇登山
（１）近世
近世まで信仰と修行の場であった阿蘇山は明治期に入って，近
代登山の対象になった。中世から近世にかけて阿蘇山から八女郡
にかけてのエリアでは山伏による峰入修行が行われ８），「阿蘇参
り」「御池参り」「彼岸参り」なども盛んだったため，参詣者を目
当てに商人達が小屋掛けをしており９），近代登山でにぎわう以前
から人々が阿蘇に登っていた。昭和 5 年（1930）に発行された『阿
蘇案内』には，明治維新前の登山者に対する取締について「坊中
での一路と登山道路として許されてある外，みだりに他方面より
登山を許されなかった。」とあり，江戸時代末期には坊中が阿蘇
山の登山口だったと考えられる。坊中からの道の途中に番所があ
り，新しい草履に履き替えて登山したという。他の道から登山し
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図ー１

阿蘇山とその周辺

※「坊中」駅は現在の「阿蘇」駅

たものが，僧侶や山伏に発見された時には，神域仏地を汚すもの
として，追い返されることとなっていたが，阿蘇山は神聖なもの
として一般に広まっていたため，坊中以外から登山するものはい
なかったとされている 10）。
（２）明治期 －信仰の山から観光登山へ
（ⅰ）「自然風景」としての評価
明治期はそれまでの名所の風景にかわって雄大な「自然風景」
が発見されたことで知られている。『日本風景論』には「日本に
火山岩の多々なる事」の章で志賀重昴が阿蘇山を訪れた様子が書
かれている 11）。坊中から中岳に登り，噴火の様子を「信に雄大
を極尽す」としている。また，「此の如き火口の絶大なるもの実
に全世界一と称す」，「画師，文人，風懐の高士たる者必らず登臨
せん哉」と勧めている。明治 38 年（1905）に出版された小島烏
水の『日本山水論』の記述は『日本風景論』と内容が似ている。
阿蘇山は五岳からなり，阿蘇谷，南郷谷に３万７千人が暮らす「蓋
し世界一の噴孔」であるとし，日本の名山 53 カ所のうち，九州
からは阿蘇山，彦山，霧島山，桜島があげられている 12）。全国
的にも阿蘇山が自然風景として評価されていたことがわかる。
（ⅱ）近代の阿蘇登山
近代の阿蘇登山については地震学や地質学の調査研究のために
研究者や地元の教諭，学生が登った記録がある。明治 20 年代から
は阿蘇の噴火や阿蘇山の成立に関する研究が次々に発表された 13）。
明治 30 年（1897）に阿蘇山で調査をした井上禧之助は，坊中か
ら登山はするのが良いこと，山上には数件の茶屋があると記して
いる 14）。このような調査目的の登山はあったものの，明治 40 年
ころまでは阿蘇山は有名ではなかったとも言われている。角田政
治は，明治 40 年（1907）に師範学校女子部の生徒を引率して阿蘇
山に登った時は大変注目されたが，大正 11 年（1922）には誰もが
阿蘇山に登るようになり，
「隔世の感がある。
」と述べている 15）。
明治中期からは一般向けに阿蘇登山の案内が出版されるように
なった。明治 34 年（1901）発行の『熊本案内』には，阿蘇山の
説明の中に「阿蘇御池」の項目があり，中岳のところにあった池
が明治維新の以前は神聖なものとして近寄れなかったのが，禁制
が解けて硫黄の原料の採取が盛んになったと記されている。阿蘇
山そのものについて，具体的な登山の案内はなく，概要の説明で
あるのに対し，硫黄の採取については詳細に記述されている 16）。
明治 39 年（1906）に矢野国太郎が学生向けに書いた阿蘇案内
の本では坊中から中岳に登り宮地に下山して坂梨へと抜けるルー
トを紹介し，登山には案内人をつけた方が良いこと，三十から七，
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八十銭で雇えること，そうでなければ，早朝草刈りの帰りの人に
道を聞けば良いとしている 17）。また，夏目漱石が明治 32 年（1899）
に坊中から登山し，『二百十日』という小説を著したことは知ら
れている。明治期の新聞記事 18）や『二百十日』の内容からは，
道らしい道はなく，草地と石がころがるところを登るために案内
人なしでは迷うこともあったことがわかる。
阿蘇への登山道を紹介したものに，明治 44 年（1911）に発行
された阿蘇登山案内書『阿蘇火山』がある。熊本市，大分，宮崎，
福岡からの阿蘇山上への経路を詳しく紹介している。熊本方面か
らは，立野経由の３ルート，大分，宮崎，福岡からは１ルートず
つが紹介されている。熊本からの１ルートと大分と福岡からのも
のは，いずれも坊中を起点としており，主に坊中が阿蘇の登山口
となっていたことがわかる。また，坊中から山上までは約六十六
町（約 7.2 ㎞）あり，他の道と比べて距離は長いが，最も登山の
容易な道で，女性や子供でも登ることができるとしている 19）。
明治期には各集落から阿蘇山に登る生活道がいくつもつながっ
ていたが，徐々に広がり始めた国内の登山には坊中，つまり阿蘇
谷から中岳に登るルートが主に利用され，案内書にも紹介された
と考えられる。
（３）外国人の登山
明治期にいち早くレジャーとしての登山を阿蘇に持ち込んだの
は外国人であった。明治 27 年（1894）までは外国人の国内旅行
が制限されていたため，外交官や研究者など限られた身分のもの
だけが「研究」や「療養」という目的で旅行を許されていた 20）。
明治 40 年（1907）には「國民は愚か九州人否熊本人さへも，（略）
阿蘇登山者は甚だ稀に，況や婦女子の如きに徒に是を地獄視し，
又は是を鬼神界視して之に近くを恐れて敢えてせず」という状況
の中で，「登山の時期には外國人の登山者續々絶へず，或は子児
を伴ひ，特に妙齢の愛娘をさへ携へて登山する者あり」と書かれ
ており，日本人に先駆けて外国人が家族で阿蘇登山を楽しんでい
たことがわかる 21）。
資料などから登山したことがわかる外国人は表－１の通りであ
る。この中では植物学者のカール・ヨハン・マクシモーヴィチが
もっとも古く文久 3 年（1863），L. L. ジェーンズは明治６～９年
の間に登山した 22）。日本地震学会を創設したお雇い外国人のジョ
ン・ミルンは阿蘇山には調査のために明治 10 年（1878），明治
11 年（1879） の 2 回 登 っ た と さ れ て い る。 ミ ル ン は 明 治 9 年
（1876）から 28 年（1895）まで日本に滞在し，地震と火山の研究
で日本中の山に登った。阿蘇登山では大津から阿蘇谷に入り，坊
中で一泊，根子岳を超えて南郷谷へと下ったという 23）。近代登
山の父，ウォルター・ウェストンは明治 23 年（1890）に阿蘇山
に登った 24）。栃木温泉を素朴で純粋な日本の生活を体験するに
は良いと評価し，阿蘇山がいくつかの山の集まりであること，山
上の阿蘇神社の歴史が古いこと，日光の華厳の滝と同じく自殺の
表ー１
年

明治期に阿蘇に登った外国人

代

名

前

専

1863

（文久 3）

カール・ヨハン・マクシモーヴィチ 植物学者

1873～76

（明治 6～9）

L. L. ジェーンズ

門

教師

1877，1878 （明治 10，11） ジョン・ミルン

地震学者，鉱山学者

1890

宣教師

（明治 23）

ウォルター・ウェストン

1897～1906 （明治 30 年代） ハーバート・ G. ポンティング

写真家

1899～1900 （明治 32～33） ウルバン・フォリー

神父

1901

ハインリッヒ・ヴォルトマン

不明

グロツセル

地質学者

不明

（明治 34）
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名所であることなどを記している 25）。
イギリスの写真家ハーバート・G・ポンティングが明治 30 年
代に来日したときの様子を記した“In Lotus-Land Japan”には，
登山の様子がより詳細に記されている。これによるとポンティン
グは，最初は８月に，その２年後の３月にふたたび阿蘇を訪れて
いる。熊本から馬車で阿蘇に入り，栃木温泉，湯の谷温泉を経て
阿蘇山に登った 26）。湯の谷の間欠泉が轟音とともに天に吹き上
げるのを見て，「大阪 27）にある工場全部を動かすに十分な威力」
とし，熊本平野を一望できる湯の谷温泉からの風景は阿蘇の温泉
の中でもっとも良いと述べている 28）。山上の神社と火口を見学し，
日が沈むまで山上で過ごしたのち宮地へと下った。
同じく明治 34 年（1901）に阿蘇山に登ったハインリッヒ・ヴォ
ルトマンというドイツ人は湯の谷温泉で一泊し，ガイドを雇って
山頂に登った。山上には売店が２軒あり，火口を見学したのちガ
イドを解雇し，坊中へと下山している。山上の神社が多くの遍路
たちの目標になっている，と述べている 29）。
職業が不明のヴォルトマンを除くすべての外国人が専門家で，
日本に滞在している間に阿蘇に登ったことがわかる。喜賓會
（Welcome Society）が明治 41 年（1908）に外国人向けに発行し
た日本案内のガイド「A guide-book for tourists in Japan」に
は登山ルートとして阿蘇谷経由と南郷谷経由がいずれも紹介され
ている 30）。しかし，記録を残した外国人はいずれも栃木温泉，
地獄温泉，湯の谷温泉つまり南郷谷を経由し案内人を雇って中岳
に登り，阿蘇谷に下山しており，このルートがよく知られていた
と考えられる。
３．大正期から昭和初期 －国立公園指定の経緯
（１）鉄道の開通による観光登山の拡大
大正 7 年（1918）には熊本と宮地を結ぶ阿蘇谷を走る鉄道，宮
地線が開通した。これによって阿蘇を訪れる登山客は飛躍的に増
加した。年間およそ十数万人が九州だけでなく中国四国からも阿
蘇に来て，そのほとんどは中岳の噴火口を目指して登ったとされ
ている 31）。門司鐵道局が発行した登山案内には，坊中登山口が
大きく取り上げられ，坊中駅前には登山杖や地図，絵はがき，草
鞋などを売る商店が軒を連ね，宿泊施設もあったことがわかる。
さらに坊中駅から登山案内も行っており，坊中と噴火口の往復が
一円八十銭，噴火口を経て栃木温泉までが三円となっている。坊
中からの登山が最も容易で，時間，距離ともに経済的で，坊中か
ら登り，湯の谷，栃木等，南郷谷の温泉地 の方へ下る経路が多
く利用されると紹介している（図－２）32）。大正期の登山案内に
は阿蘇谷だけでなく南郷谷からのルートも紹介されている。大正
12 年（1923）に全国の山を紹介した『最新登山案内』には阿蘇
登山について，南郷谷経由のルート，阿蘇谷経由のルートの両方

を紹介している。立野，宮地，内牧の各駅に登山案内があるほか，
栃木，戸下温泉では案内人を一日２円程度で雇うことができると
している 33）。その後もさまざまな阿蘇登山のルートが各種の案
内書に紹介された 34）。
しかし，大正 14 年（1925）に阿蘇に登った徳島県立脇町中学
校の教諭笠井新也が記した登山記録には，当時の阿蘇登山は坊中
駅を往復する人がほとんどで，笠井のたどった宮地からのルート
はあまり使われておらず道らしい道がないと記されている 35）。
また，昭和 4 年（1929），昭和 6 年（1931）には坊中から馬で阿
蘇に登ったという記事がある 36）。山上へのバスが開通する昭和 7
年（1932）までは 37），坊中を起点に案内人を雇って徒歩や馬で
登山していたことがわかる。
山上には登山客に茶を出す茶店があった。近世には「芳野屋」
「長崎屋」という二軒が茶菓子や酒を売っていたが，その後，宮
地線が開通した大正 7 年（1918）に一軒，国立公園の設置運動が
盛んになった大正 11 年（1922）以降に八軒が相次いで開業した（表
－２）。「登山者の激増」にともなって茶店が開店したとされてい
ることからも 38），明治末から大正期にかけて登山者の増加をう
かがうことができる。
一方，大正 5 年（1916）の外国人向けの詳細な阿蘇登山ガイド
には，婦女子でも容易に登れること，春が最も良い時期で，秋と
夏はその次であることなどが書かれている。推奨コースとして戸
下か栃木温泉で一泊し，坊中に下るルートが推奨されている。こ
れは明治期の外国人のルートと同じである。戸下からのガイドの
料金や熊本からは大津で「basha（馬車）」に乗り換えること，
戸下温泉と栃木温泉の旅館の価格，健磐龍命の伝説などが地図と
ともに詳細に記されている 39）。
この時期の記述の多くが中岳の噴火口見学だが，かつて誰もやっ
た事がなかった外輪山巡りを大正 11 年（1922）に熊本医大の学
生が試みた 40）。また，大正 10 年（1921）には熊本の高岡増彌が
根子岳の天狗岩を登頂，大正 14 年（1925）には細川護立が世界
的登山家である槙有恒とともに根子岳への登頂を達成した 41）。
その後昭和初期にかけて筑紫山岳会，五高山岳会などのパーティー
が高岳の岩場を登攀し，阿蘇は九州の岳人を育てたともいわれて
いる 42）。このように，大正期から観光登山が大きくひろがり，
同時に近代登山の場としても利用されるようになった。
（２）大正 10～15 年 －国立公園指定への動き
（ⅰ）誘致活動のはじまり
大正から昭和初期にかけて大きな盛り上がりをみせた全国の国
立公園の誘致活動だが 43），44），阿蘇が国立公園に名乗りを上げた
のは帝国議会への国立公園設置の請願が集中した大正 10 年（1921）
以降である 45）。最初の建議案は大正 12 年（1923）の原田十衛他
３名による「阿蘇國立公園設定ニ関スル建議案」で，世界有数の
表ー２
名

図ー２ 阿蘇登山案内略図（門司鐵道局発行，大正 15 年頃の絵葉書）
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昭和５年の山上の茶店と開業年
前

開

業

年

お松茶屋

明治 33 年（1900）※

菊池荒熊茶屋

大正 ７ 年（1918）

古木はるみ茶屋※※

大正 11 年（1922）

太田廣親茶屋

大正 11 年（1922）

市原榮馬茶屋

大正 11 年（1922）

藤原逸夫茶屋

大正 14 年（1925）

菊池平次茶屋

昭和 2 年（1927）

藤原重光茶屋

昭和 4 年（1929）

竹原親政茶屋

昭和 5 年（1930）

佐伯直彦茶屋

昭和 6 年（1931）

阿蘇町史（引用文献 8, p. 944）より作成
※花岡伊之作（1930）『阿蘇案内』花岡書籍では明治 38 年（1905）
※※花岡伊之作（同上）では「佐々木はるみ茶店」
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活火山で温泉や滝，原野や密林もあること，眺望が良いこと，阿
蘇宮を中心に「神秘的伝説」もあること，そして最後に田村博士
も価値を認めたことを上塚司が陳述した 46）。
（ⅱ）田村剛の第 1 回視察
国立公園の調査が始まった大正 10 年（1921）に当時内務省の
嘱託だった田村剛が記した選定候補地に阿蘇は入っていないが，
大正 12 年（1923）の帝国議会の内務省衛生局長による選定では
阿蘇山が候補 16 カ所のうちのひとつに選ばれている 47）。国立公
園の候補地は大正 10 年前後に松島や琵琶湖など従来の風景地か
ら原始的なスケールの大きい山岳風景へと転換したとされている
が，こうした流れの中で阿蘇は新たに注目されたと考えられる。
地元で阿蘇の国立公園運動のきっかけをつくり，国の制度創設
にも大きな役割を果たしたのが「阿蘇の火の玉」と呼ばれた松村
辰喜であった。松村は大正 10 年（1921）に阿蘇国立公園期成会
の設立を目指し，協議会を開催した 48）。期成会は国立公園を目
指すために，登山道路の建設や世論の喚起など，阿蘇の宣伝をす
ることとされている。設立の直後，田村剛を阿蘇に招き視察して
もらっている 49）。四日間かけてじっくり阿蘇山と周辺を視察し
た田村は次のように総括をした 50）。「周廻二十里の阿蘇は火山と
温泉と牧場的丘陵風景と外輪山の偉観とで，裕に世界的な大風景
であり，天工の一大保養地であるが，併もその風景には短所がな
いでもなかつた。」そして，湖水がないのはどうしようもないが，
森林がないことについては外輪山のさらに外側の国有林などを地
区に入れて補うこと，交通は九州という広域で考えて鉄道と道路
を整備する必要があること，特に九重とは直接結ぶ道路を設置す
ることなどを述べている。田村が森林にこだわっていた様子は最
初の視察で国有林である深葉の森林の視察を強く希望したが，阿
蘇側の準備が整わなかったために二回目に持越されたというエピ
ソードからもうかがうことができる 51）。
熊本の新聞には，大きく田村の視察の動向と発言が取り上げら
れ 52），地域にも国立公園候補としての阿蘇山が喧伝された。翌
大正 11 年（1922）には徳富蘇峰が阿蘇山に登り，「阿蘇山の国立
公園は大いに有望である」と語ったとされる。この訪問の記念と
してそれまで「遠見鼻」と呼ばれていた外輪山から阿蘇を望む展
望地を「永久の記念として」，「大観峰」と命名した 53）。歓迎会
で蘇峰は「阿蘇の妙は，阿蘇全體である。阿蘇の風光を賞せんと
せば，之を大観せねばならぬ。」とし，さらに「此の風景に，此
の温泉あり，縦令國立公園の名なきも，其實は國立公園だ。」と
断言した 54）。
（ⅲ）夏季大学
同じ大正 11 年（1923）から，松村の主導で，内牧において夏
季大学が開催され，様々な分野の専門家が講師として招かれた
55）

。初回の講師のひとり，宮内庁御用掛の増田于信は阿蘇という
地名の由来や阿蘇大宮司の歴史と名前について述べている 56）。
国立公園関係では第二回には本多静六が，第五回には田村剛が講
師として招かれた 57）。
田村は大正 15 年（1927）には内務省からの国立公園調査にあ
わせて内牧小学校で開催された第五回夏季大学で講演した。この
講演で，田村は「日本の五大風景」のひとつとして，富士山，上
高地，奥日光，十和田湖，阿蘇山をあげたと話している 58）。公
園の裾野の範囲は高千穂，馬見原，森町付近までと地名をあげ，
より具体的な阿蘇の公園計画に踏み込んだ内容だった。九重など
を阿蘇に不足している森林地帯として入れること，乗り合い自動
車を利用して遊覧するようにすること，ケーブルカーは良いが登
山道が平坦なので，登山鉄道を敷設する必要はないこと，外輪山
上に「何でもいい」ので雑木を植えること，など細かい提案をし
ている。また，阿蘇谷と南郷谷では施設経営のかたちが異なり，
南郷谷には鉄道，自動車道などの整備が，阿蘇谷には植林が必要
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であろうとしている 59）。
以上から大正 10 年（1921）からわずか数年で国立公園への動
きが一気に加速し，内外からの評価が確立したことがわかる。
（３）昭和 2～4 年 －多様な価値の発見と熊本県の動向
（ⅰ）昭和 2 年の国立公園調査
昭和 2 年（1927）には内務省嘱託の中越延豊氏が風致，規模，
レクリエーションという視点で候補地 16 カ所の調査を行った。
中越は雲仙が女性的なら阿蘇は男性的としたうえで，火山という
点が同じだからどちらか一つにきめるというわけでもない，と述
べた 60）。さらに，十万人以上が阿蘇を訪れるが，ほとんどが日
帰りでその７割が坊中から登り，７割が湯の谷に下ること，温泉
地も湯の谷温泉は 11 月から２月まではほとんど利用者がいない
こと，外客を迎える施設がないことなどをあげ，「阿蘇風景地は
その天然の素質の極めて優秀なるに拘らず今日今だ十分な利用を
見ざる有様である。」と指摘している 61）。また，中越は同じ報告
の中で阿蘇の景観について「阿蘇の風景は大きな荒削りなものゝ
やうに一般から思われて居るやうであるが決して左様ではない，
細部に於ても頗る變化に富んで居るのである。」と述べた 62）。
同じ昭和 2 年（1927）に行われた田村の三度目の阿蘇調査では，
雄大なだけではない変化に富む阿蘇の美しさが中越同様，田村の
印象に残ったようである。昭和 2 年（1927）８月 13 日の熊本市
公会堂での歓迎会の談話が「国立公園としての名山大阿蘇」とい
うタイトルで新聞に連載された 63）。田村は，雄大な景色だけで
はなく，繊細で変化に富む面白い美しい風景が阿蘇にもあること
を改めて発見したと述べている。具体的には杵島岳の霧島躑躅の
群落や往生岳の「曲線美」，米塚などをあげ，阿蘇の原野は日本
一であるとしている。昭和 4 年（1929）に田村が記した阿蘇の解
説にも外輪山の雄大さと草千里や杵島岳，往生岳の優美さ，根子岳
の妙義，周囲の国有林には渓谷美があることが述べられている 64）。
（ⅱ）大阿蘇国立公園協会設立と熊本県の動向
阿蘇郡内の町村に限られていた大阿蘇国立公園期成会を県に拡
大して昭和 3 年（1928）に設立されたのが大阿蘇国立公園協会で
ある。総裁は細川護立，理事には松村辰喜も名を連ねた。この協
会が対象にしたのは熊本市や別府までをも含めた広大な地域で，
活動内容は後援会，スキーや登山など利用の啓発，ホテルなどの
施設の改善，大阿蘇国立公園の宣伝など具体的に設定された 65）。
阿蘇国立公園設置の建議・請願は期成会結成以降に請願が始ま
り大阿蘇国立公園協会になった後も続けられ，大正 11 年（1922）
から昭和 5 年（1927）まで 7 件が提出された 66）。全国の候補地
が国立公園設置の請願を繰り返して指定の準備を進める中で，阿
蘇もこの大きな流れにのったことがわかる。
一方，熊本県の動きは，阿蘇地域や内務省からかなり遅れてい
る。大正 13 年（1924）では「政府ガ或林學士ニ國立ノ公園候補
地調査ノ為ニ阿蘇ヲ踏査サレタト（略）新聞紙上ニモ見テ居リマ
シタ 67）」というように，田村の調査を新聞で読んで知ったとい
う状況で，大正 15 年（1926）にようやく「阿蘇國立公園ノ速成
ニ努力セラレンコトヲ望ム」という建議が提出され，藏原維昶に
よって「阿蘇ノ國立公園ヲシテ世界ニ誇リヲ有スルト共ニ（略）
世界第一ノ観光場所タラシムベク」と説明が行われた 68）。翌年
には調査費一千円の予算がつき，その後関係する予算が継続して
計上されるようになった 69）。
（ⅲ）歴史的な価値への注目
国立公園指定前後で特徴的なのは，阿蘇がその雄大で繊細な風
景だけではなく，歴史も注目されている点である。当時文部省の
嘱託職員として史蹟名勝の指定調査に関わっていた考古学者の柴
田常惠は阿蘇山の歴史について，阿蘇家が連綿と続いていて祭り
や古い習慣が非常に良く残っていること，古墳も多く調べれば有
益な史蹟になることなどを述べている 70）。また，内務省神社局

ランドスケープ研究（オンライン論文集）Vol. 5（2012）

に勤め，近代における神道史学の第一人者とされる宮地直一は阿
蘇神社の歴史などについて記しており，その後の「國立公園古典
座談會」でも，柴田が石器時代にすでに多くの人が阿蘇に住んで
いて相当に開けていたこと，中国の記録に載っている一番古い日
本の山は阿蘇であることを述べた 71）。
このように，指定に向けて阿蘇山が雄大な火山とカルデラとい
うだけでなく，繊細で多様な風景が見られること，歴史も古く価
値があることが明らかにされていった。また，地域も阿蘇五岳だ
けではなく広域へ，主体も地域から県へと広がりをみせた。
（４）昭和 4 年 －熊本懸立大阿蘇公園の設置
（ⅰ）田村剛による大阿蘇風景調査書
昭和 3 年（1928）には田村による「大阿蘇風景調査書」が完成
した 72）（図－３）。調査書の後半は「風景計画」が記されているが，
この計画は現在の国立公園の阿蘇五岳を中心とする特別地域を対
象にしている。区域をゾーニングし，高岳，中岳，根子岳は天然
記念物として保存し，杵島岳，往生岳，泉水は「風景優秀デアル
カラ」名勝にすると良い，としている 73）。この計画で，天然記
念物の保存区域と名勝の区域をあわせたものが，現在の国立公園
の特別保護地区にほぼ重なる範囲となっている。また，道路網を
完成させるために具体的な案を示しているが，自動車での阿蘇域
内の観光とともに，熊本，大分，宮崎からの広域のアクセスにも
重点をおいている。車の道路と徒歩の散策道を分け，「絶対ニ現
状ヲ保存スルタメ」の保存区域には車は立ち入れない計画になっ
ている。宿泊施設については観光に少なくとも数日，じっくりま
わるには二週間必要としたうえで，古坊中に山上ホテルを建設す
ること，地獄温泉の上の方または古坊中にテニスコートやゴルフ
場などの娯楽施設をつくること，内牧と兜山 74）を結ぶケーブルカー
をもうけ，それぞれに遊園地と山上に展望台をつくることとして
いる。さらに阿蘇を宣伝するために阿蘇十二景をつくってはどう

図ー３

田村剛「大阿蘇風景計画」

（熊本県（1928）『大阿蘇風景調書』, 環境省所蔵 田村剛資料より）
黄：縣立公園区域，薄緑：「史蹟名勝天然記念物保存法ニヨリ絶対ニ現状
ヲ保存スルタメ保存区域ニ指定スヘキ区域」，緑：「風致並ニ休養施設上
将来ノタメニ保留スルヲ可ト認ムル区域又風致保護ノタメ相當ノ施設ヲナ
スヘキ区域」
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か，とも提案している。十二景は阿蘇五岳，阿蘇谷，南郷谷，渓
谷などをバランスよくもりこんだ内容になっている 75）。
（ⅱ）熊本懸立大阿蘇公園
昭和 4 年（1929）には熊本県と県民が阿蘇国立公園指定を目指
して，まず県立自然公園にするために県が 207,355 円の予算を組
み，内牧町，黒川村が約 10 万円を寄付した。これを使って防中
から噴火口への登山道，内牧から大観峰への道，外輪山から深葉
に至る道の建設を着工するとしている 76）。この計画によって，
阿蘇五岳，外輪山，そして「樹林と渓谷」である深葉を結ぶ公園
の計画が実現に向けて進むことになった。また，昭和 5 年（1930）
11 月 11 日付けで，熊本県は「熊本懸立大阿蘇公園條例」を公布
した。この条例の特徴は，公園の「使用料」や区域内の営業の方
法について仔細に規定していることである。たとえば，第 4 条で
は「公園ノ使用料額ハ使用ノ目的，地形等ヲ参酌シ知事之ヲ定ム」，
第 12 条では「営業者ハ清潔ヲ旨トシ言語，應對，服装ニ注意シ
入園者ニ不快ノ念ヲ生セシメサル様努ムヘシ」，そのほかにも売
り物の値段は目につくところに表示すること，公園の風俗秩序を
乱したものは退去を命ずること，とある。また，これに付随して
つくられた「案内業者取締規則」では案内料以外の料金を請求し
ないこと，旅館などを斡旋しないこと，案内業者は試験に合格す
る必要があることなどが決められた 77）。明治期の登山の記録に
は温泉や案内人の料金が一定ではないことへの苦言も書かれてい
ることから 78），近代的な観光地を目指してこのような条例や規
則を作成したものと考えられる。
（５）昭和 7～9 年 －登山道整備と国立公園指定
（ⅰ）自動車用の登山道の整備とバスの開通
国立公園の指定に先駆けて，坊中から米塚の横を通り草千里，
古坊中を抜けて山上に至る自動車道は昭和 6 年（1931）に完成し
た。昭和 7 年（1932）からは大阿蘇登山バス会社がバスガイドを
のせて登山客を坊中駅から山上まで運んだ。こうして，阿蘇山の
本格的な観光目的地としての整備がはじまった 79）。バスでは女
性のガイドによって「西に雲仙，東に別府，中に火を吐く阿蘇の
山」，「大阿蘇は（略）九州の景勝地帯に君臨せるの観ありとは勿
論のこと，國立公園に編入されたなどは寧ろ當然である」などと
軽妙な説明が行われた 80）。
（ⅱ）国立公園指定
昭和 7 年（1932）には国立公園指定のための視察が内務省の千
家哲麿らによって行われた。4 月 11 日に阿蘇に入り，完成した
ばかりの自動車道で火口へと登り，米塚，千里ケ濱，中岳の噴火
口を見て阿蘇神社へ下った。千家は，風景は絶賛しているものの，
「遠見ケ鼻」について括弧書きで（大観峰なんて嫌な名です）と
書いている。また，白川水源を見て，南郷谷と阿蘇谷の対照が面
白いとも述べている 81）。国立公園指定の直前昭和 8 年（1933）
２月に阿蘇山が爆発し，その後 7 月から 9 月にかけて石井，稲垣，
戸坂の三名が調査を行った。土地の所有関係が複雑に入り組み，
面積に比べ区域線が非常に長いため，指定にあたって大変な苦労
をしたと述べている 82）。また，石井は阿蘇のよさは「阿蘇全体」
にあることを強調し，五岳，外輪山の原野，山麓の森林，農耕地
と連続した風景は一体をなしていて切り離すことはできないとし
ている 83）。
昭和 9 年（1934）
3 月に指定された三カ所の国立公園（瀬戸内海，
雲仙，霧島）に続く五カ所のひとつとして 12 月に阿蘇国立公園
が指定された。田村は指定時の解説で阿寒とともにカルデラが特
徴であること，阿寒と異なるのはその中に５万人もの人が住んで
いることであるとしている。また，それぞれの公園の要素の比較
で，阿蘇は森林が貧弱だが，久住から阿蘇の外輪山の景観は形容
できないほどで，人文的要素についても日光にも劣らぬものがあ
り，その点でも阿蘇は特殊であると評価した 84）。昭和 7 年（1932）
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の調査にも同行した脇水鐵五郎は火山としての阿蘇山とカルデラ
の成り立ちが学問的に見ても興味深いこと，阿蘇の風景は日本で
は他に類を見ないものであるとしている一方，渓谷などの森林は
阿蘇ではとるに足らないものであるとも述べている 85）。昭和９年
（1934）に國立公園計画のための調査をした柳は，逆に深葉と北向
の国有林こそが，阿蘇において重要な役割をするとしている 86）。
このように，国立公園指定に関わる専門家の間でも阿蘇の評価
は多様であり，阿蘇の価値が一面的ではないことが明らかである。
それだけに，五岳だけではなく地域を総体としてとらえる必要が
あったものと考えられる。
４．国立公園指定後
（１）戦前の観光地整備
国立公園に指定された翌年の昭和 10 年（1935）には，のちに
九州産業交通㈱につながる大阿蘇観光道㈱が設立された。昭和
11 年（1936）の国立公園委員会では日光，富士箱根，瀬戸内海，
阿蘇，雲仙の五つの国立公園内の道路計画が議題に上った。阿蘇
は阿蘇谷と外輪山を結ぶ坊中－内牧 - 遠見ケ鼻入口，五岳への登
山道の坊中－草千里ケ濱－古坊中，熊本からの公園の入口にあた
る立野（公園入口）－山田の三路線である。同時に阿蘇と久住を
結ぶ路線の重要性についても発言があった 87）。このように，指
定をきっかけに国立公園の利用施設整備が次々に進められること
になった。
「國立公園」などの雑誌にはハイキングコースとして菊池水源
から内牧など外輪山をめぐってカルデラの全体を楽しむルートが
紹介されるようになった 88）。こうした背景には，設立したばか
りの国立公園が「一部有閑階級だけに開放された贅澤な，代物」
であると非難され，広く「一般國民に開放」するための手段とし
てハイキングが推奨されたことがあると考えられる 89）。
昭和 14 年（1939）には外客の誘致を目的として阿蘇観光ホテ
ルが開設された 90）。昭和 17 年（1942）に宿泊した外国人は設備
が整っていて，支配人の心配りも行き届いていること，泡が出る
温泉プールに入ったことなどを記しており，評価は高かったよう
である 91）。
昭和 14 年（1939）には前年比四割増の中岳登山者で，1 月か
ら 9 月までで約 20 万人，また中国からの来訪者も増えたため簡
単な中国語の証明書をつくったところ，好評を博しているとの記
述がある。時局を反映して自動車よりも徒歩の登山者が増えてい
ること，新しいスポーツとしてグライダーが始まって大会も開催
されたとされている 92）。阿蘇では昭和 8 年（1933）に日本初の
グライダー飛行が九州大学の佐藤助教授によって実現し 93），その
後昭和 13 年（1938）には草千里にグライダー場が開場した 94）。
道路や施設の整備とともに観光の範囲が外輪山まで広がり，活
動内容も多様化したことがわかる。
（２）国立公園の計画
昭和 13 年（1938）には国立公園の特別地域が指定された 95）。
阿蘇エリアの特別地域は外輪山の一部と阿蘇五岳，制限緩和地区
が阿蘇谷と南郷谷，それ以外が普通地域となっており，特別保護
地区が決定したのは昭和 40 年（1965）である。昭和 15 年（1940）
には阿蘇国立公園道路計画が決定した。戦後の昭和 26 年（1951）
には阿蘇国立公園の公園計画が策定され，集団施設地区，単独施
設などが決定した（図－４）96）。これはくじゅうと阿蘇を「密接
に連絡し」，北九州観光ルートの一環として，さらには将来の国
際観光ルートとして位置づけるための公園計画であった。計画図
を見ると，路線計画の中心になっているのが久住から古坊中まで
を結ぶ「川西古坊中線」（一部は「やまなみハイウェイ」昭和 39
年（1964）開通）であり，遠見ヶ鼻（大観峰），内牧を結ぶ道路
の新設と改良が計画されている。また，田村が公園指定のときに
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図ー４

阿蘇国立公園計画圖

厚生大臣官房国立公園部（1952）『阿蘇国立公園計画』より
紫：特別地域，緑：普通地域，黄：制限緩和地区

何度も口にした，外輪山をめぐる道路（のちの「阿蘇スカイライ
ン」（昭和 48 年（1973）開通））も同時期に計画された。しかし，
計画された道路はすべて実現しているわけではなく，坂梨から高
森に抜ける道路は建設されたが，新設を計画していた山頂から南
郷谷に降りる自動車道は実現しなかった。また，阿蘇エリアの集
団施設地区は古坊中，湯谷，地獄垂玉の三カ所が設定された。し
かし，古坊中に施設が建設されることはなく，湯谷は阿蘇観光ホ
テルの閉鎖とともに施設がなくなった。現在は高森町の南阿蘇集
団施設地区，南阿蘇村の地獄垂玉集団施設地区の二カ所になって
いる。
（３）入園料徴収問題
観光地化を進めてきた阿蘇に起きた大きな問題が「入園料徴収
事件」だった。昭和 33 年（1958）に阿蘇町が山上の見学に「入
園料」をもうけたことから国が阿蘇町を訴える裁判にまで事が大
きくなってしまった。入園料は昭和 35 年（1960）に廃止された
が裁判は長期化し，結果として阿蘇町は敗北，昭和 40 年（1965）
には和解という解決策がとられた 97）。「なにもしてくれない」国
立公園行政への不満，明治期の払い下げの不明瞭さ，神仏分離に
さかのぼる寺と神社のわだかまりなどが背景にあったのではない
かとされている 98）。熊本県観光連盟は阿蘇町を除名し，
「阿蘇入園
料撤廃期成会」を結成して反対運動を繰り広げた。バスガイドが
観光客から嫌みを言われ，入園料の徴収は観光客にも評判が悪かっ
たという 99）。このような事件から，阿蘇はその後，駐在のレン
ジャーから噴火，入園料，「原野に対する農民の執着心」など「国
立公園行政に友好的なものは何一つ見当たらない」とさえ言われ，
「全く手に負えない」国立公園だと酷評されることになった 100）。
（４）戦後の観光地整備
昭和 40 年代以降，山上科学博物館（昭和 41 年（1966）），南阿
蘇国民休暇村（昭和 56 年（1981）），阿蘇草千里火山博物館（昭
和 57 年（1982））などが次々にオープンした。阿蘇くじゅう国立
公園は 1980 年代から順調に入り込みを伸ばし（図－５）
，年間
2,500 万人近くまで増加した。昭和 30 年代からは修学旅行生が増
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阿蘇は温泉，歴史，噴火口見学，修学旅行などそのときどきの
観光需要をうけいれるポテンシャルを持っているだけに，坊中が
登山口の中心になったり，明治期に多く利用された湯の谷温泉は
平成 12 年（2000）に阿蘇観光ホテルの廃業とともになくなった
りするなど時代の流行に左右されやすく阿蘇地域の中でも地区の
盛衰がみられる。本研究の結果からは国立公園指定時の計画は，
阿蘇のもつ多様な価値を総合的に観光資源として活用しようとい
う試みであったということもできる。ジオパーク，世界遺産，草
原保全など個別の資源を対象に現在も多くの取り組みが進められ
ているが，阿蘇の多様な価値を活かすためには，国立公園指定時
の評価に立ち返って阿蘇地域の文化資源，自然資源を総体として
把握し，長期的な視点で地域の観光について取り組む必要がある。
図－５

阿蘇国立公園利用者数の推移

環境省「国立公園の利用者数（公園，年次別）」より作成
http://www.env.go.jp/park/doc/data/（2012. 5. 28 参照）

加し，増発された登山バスと貸切バスが「櫛の歯をひくように」
登っていく混雑ぶりだったという 101）。
日本交通公社が発行している「旅」は大正 13 年（1924）から
月刊で刊行されている雑誌で，掲載の数や内容から，阿蘇が全国
的な観光目的地としてどのような位置づけにあったかをおおまか
に知ることができる。大正 13 年（1924）から平成 16 年（2004）
１月までに阿蘇が掲載されたのは 924 冊中 63 冊で記事の数は 73
件だった 102）。そのうち最も多く阿蘇が掲載されたのは 1960 年代
である。1960 年代には 2 回の九州特集が組まれ，九州周遊ルー
トのひとつとして阿蘇が紹介された 103）。昭和 39 年（1964）九州
横断道路である「やまなみハイウェイ」が開通し，阿蘇観光の広
域化が進んだことが背景にあると考えられる。また，新婚旅行な
どで阿蘇をめぐるコースが紹介されている 104）。いずれも阿蘇観
光ホテルや温泉で一泊し，山上に上るというルートである。この
時期のもうひとつの特徴は，「裏阿蘇」ということばが盛んに使
われていることである。湯の谷温泉，栃木温泉，地獄温泉，垂玉
温泉などを「裏阿蘇」と称して，坊中からの登山とはひと味違っ
た阿蘇が楽しめるという趣旨に用いられている 105）。明治期には
ほとんどの外国人がたどった南郷谷のルートが「裏」という名前
で再び脚光を浴びる事になった。南郷谷から阿蘇を紹介する記事
が多くなり，内容も，祭り，水，列車，お花見などに変化し，噴
火口そのものの記述は減少した。吉本隆明は「わたしには，外輪
山からの眺望にくらべて，火口そのものの光景はつまらなくおも
えた。」と記しているが 106），道路の整備，嗜好の多様化とともに
噴火口だけではない阿蘇の多様な魅力へのアクセスも容易になり，
紹介されるようになったと考えられる。
５．おわりに
阿蘇山は明治期には外国人による登山が先行し，登山ルートも
明治期以前から続く阿蘇谷からのルートと異なる南郷谷から登る
ものであった。観光地化の大きなきっかけとなった国立公園指定
では阿蘇山の多様な魅力が評価された一方で，施設整備の必要性
や森林が少ない点が指摘された。松村辰喜の強い働きかけによっ
て実現した国立公園では田村剛による計画がある程度実現した。
戦後の公園計画は必ずしもすべてが実現したわけではなかったが，
田村がかつてめざした外輪山をふくむ自動車での観光は定着した。
地域としては指定後さらに観光地化が進み，現在に至っている。
本研究の結論は次の三点である。まず，阿蘇山がいわゆる自然
風景の発見以前から外国人等によって利用されていたこと，次に
阿蘇がもつ多様な魅力は国立公園指定当時から評価されていたこ
と，最後にインフラの整備にともなって多様な魅力が観光資源と
して定着し発展したことである。

ランドスケープ研究（オンライン論文集）Vol. 5（2012）

謝辞：本稿執筆にあたりご協力いただきました，阿蘇市教育委員
会緒方徹氏に厚く御礼申し上げます。
補注及び引用文献
１）小藤文次郎（1888）：日本ノ火山：東洋学藝雑誌 No.87，600-615
２）国立情報学研究所の論文検索サイト Cinii（サイニィ）を用いて「阿
蘇」というキーワードで検索したもののなかで阿蘇に関係のあるも
のは 1,432 件だった 。これを地学系，農業系，歴史・民俗系のおお
きく三つの分野に分け論文数を比較したところ，最も多いのは火山，
地質など地学的な研究で 52％，次いで農業 17％，歴史・民俗７％，
その他 24％となった。
３）たとえば，北尾邦伸（1995）：参加・協約による新たな森林利用 流
域管理システムと「森業」：林業経済研究（127），215-220，戸田義
宏（1994）：阿蘇の植生と景観：造園雑誌 57（4），338-345 など
４）砂本文彦（2000）：阿蘇観光ホテルと国際リゾート地開発：日本建
築学会計画系論文集（529），271-278
５）大山琢央（2011）：近代のおける阿蘇の観光登山バス事業に関する
考察：別府大学文化財学論集Ⅰ，259-268
６）西田正憲（1999）：阿蘇草原の観光開発と新たな動き：都市計画論
文集 34，343-348
７）たとえば，丸山宏（1994）：近代日本公園史の研究：思文閣出版，
田中正大（1981）日本の自然公園：相模書房，村串仁三郎（2005）：
国立公園成立史の研究：法政大学出版局など
８）阿蘇町町史編さん委員会（2004）：阿蘇町史 通史編，767-772
９）池浦秀隆（2012）：阿蘇火口と近世阿蘇宮
10）花岡伊之作（1930）：阿蘇案内：花岡書籍，45-47
11）志賀重昴（2001）：日本風景論：岩波文庫，158-161
（初版は明治 27 年（1894））
12）小島烏水（1905）：日本山水論：隆文館，162-163，166-167
13）著者不明（1889）：阿蘇山の震動：地学雑誌 1（3），106-107 など
14）井上禧之助（1897）：阿蘇登山の記，地質学雑誌 4（40），153-158
15）九州新聞（1922）大正 11 年 7 月２８日記事
16）九州沖縄八県聯合共進会協賛会編（1901）：熊本県案内：九州沖縄
八県聯合共進会協賛会，184-185
17）矢野国太郎編（1906）：阿蘇登山 地理研究：九州之少年社，36pp
18）九州日日新聞（1902）自転車阿蘇登山（一）～（四），明治 35 年 4
月 17 日～22 日
19）角田政治（1911）：阿蘇火山：藤印刷所，39-44
20）三井嘉雄（2007）：明治の外国人の登山：日本山岳会百年史編纂委
員会編：日本山岳会百年史続編資料編，27-54
21）岩崎重三，角田政治，有田保太郎（1907）：阿蘇山の地学的研究：
隆文館，1（序文）
22）白水村史編纂委員会（2007）白水村史，642-646
23）前掲書 20），三井嘉雄（2007），44-45
24）三井嘉雄訳（1999）：ウォルター・ウェストン未刊行著作集下巻：
巻末略年表，317
25）WALTER WESTON（1925）：A WAYFARER IN UNFAMILIAR
JAAN: METHUEN & Co. Ltd.，84-95，ウォルター・ウェストン，長
岡祥三訳（1987）：ウェストンの明治見聞記：新人物往来社，106-115
26）HERBERT G PONTING（1911）：IN LOTUS-LAND JAPAN：
Macmillan and Co., Limited，95-119，H.G. ポンティング，長岡祥三
訳（2011）：英国人写真家の見た明治日本：講談社学術文庫，128-155
27）日本語訳では「九州」とあるが原文は「大阪」

61

28）岩崎重三，角田政治，有田保太郎（1907）：阿蘇山の地学的研究：
隆文館，99-100
29）上村直己（2005）：或るドイツ人の熊本 - 別府徒歩旅行（明治 34 年）：
九州の日独文化交流人物誌：熊本大学文学部地域科学科発行，8183，熊本大学学術リポジトリ
http：//reposit.lib.kumamoto-u.ac.jp/
bitstream/2298/13484/2/1_ 本文 -35.pdf（2012.3.15 参照）
30）喜賓會（1908）：A guide-book for tourists in Japan，189-190
なお，喜賓會の説明は，中村宏「戦前における国際観光（外客誘致
政策）」を参照
http：//www.law.kobegakuin.ac.jp/~jura/hogaku/36-2/36-2-04.
pdf1，
（2011. 3. 12 参照）
31）熊本県教育会阿蘇郡支会編纂（1986）：阿蘇郡誌：臨川書店，56（熊
本県郷土誌叢刊，阿蘇郡大正 15 年刊の複製）
32）門司鐵道局（1926）：「阿蘇登山」パンフレット
33）中田千畝（1923）：最新登山案内：日本評論社出版部，120-122
34）『九州之山水』では立野，坊中，宮地を経由するルートの他に南郷谷
の高森からのルートも記載している。（熊本営林局編（1926）：九州
之山水：熊本営林局，69-79
35）笠井新也（1926）：九州横断阿蘇登山記，18-32
36）河 野 光 次（1929）： 九 州 横 断 廻 遊 記： ツ ー リ ス ト 111 号，31-38，
Hatsusaburo Yoshida（1931）：MT. ASO The Great Volcano and
Its Legends：The Tourist No. 130，52-57
37）前掲書 8），阿蘇町町史編さん委員会（2004），951
38）花岡伊之作（1930）：阿蘇案内：花岡書籍，71-73
39）Guide to Mount Aso：ツーリスト（1916. 9），4
40）前掲書 31），熊本県教育会阿蘇郡支会編纂（1986），60
41）前掲書 34），熊本営林局編（1926），69-79 および前掲書８），阿蘇町
町史編さん委員会（2004），945
42）山と渓谷社編（2005）：日本百名山地図帳：山と渓谷社，273
43）村串仁三郎（2005）：国立公園成立史の研究：法政大学出版局，5-11
44）丸山宏（2003）：近代日本公園史の研究：思文閣出版，272-278
45）前掲書 8），阿蘇町町史編さん委員会（2004），935
46）第四十六回帝國議會衆議院第六類第八號 霧島山國立公園設置ニ関
スル嫌疑案外二件委員會議録 第六回（大正十二年三月二十一日）
47）田中正大（1981）：日本の自然公園：相模選書，212-215
48）前掲書８），阿蘇町町史編さん委員会（2004），935
49）田村はこの調査について「宮内省のご命令で調査し」としている。（九
州新聞，昭和 2 年 8 月 14 日）
50）田村剛（1926）：登山の話：文化生活研究会：362-392，田村は阿蘇
に行ったのを大正 9 年（1920）と記しているが，大正 10 年（1921）
のあやまりであろう。
51）井野忠治（1984）：阿蘇国立公園誕生記：阿蘇観光協会，28
52）田村の視察の様子は九州日日新聞で大きく取り上げられた。（九州新
聞，昭和 2 年 8 月 14 日）。
53）九州新聞（1922）大正 11 年 5 月 19 日，21 日記事
54）徳富猪一郎（1924）『烟霞勝遊記 上巻』
，民友社，249-265
55）前掲書 8），阿蘇町町史編さん委員会（2004）
，489-497
56）増田于信（1922）：阿蘇國造の話：史蹟名勝天然紀念物第五巻第七号，
77-80
57）前掲書 8），阿蘇町町史編さん委員会（2004），489-497
58）九州新聞（1926）大正 15 年 8 月 4 日記事
59）九州新聞（1926）大正 15 年 8 月 10 日，11 日記事
60）九州新聞（1927）昭和 2 年 5 月 29 日記事
61）中越延豊（1930）：國立公園候補地概観（十六）阿蘇山：國立公園
第二巻十一号，5-8
62）前掲 61）
63）九州新聞，昭和 2 年 8 月 14 日～16 日
64）田村剛（1929）「阿蘇」國立公園 1 巻 6 号，18
65）前掲書 8），阿蘇町町史編さん委員会（2004），937-938
66）前掲書 8），阿蘇町町史編さん委員会（2004），940
67）熊本縣（1924）「熊本縣通常縣會速記録第四號」，109
68）熊本縣（1926）「熊本縣通常縣會速記録第十四號」，731-732
69）熊本縣（1927）「熊本縣通常縣會速記録第十號」，468
70）柴田常惠（1931）：國立公園候補地史的概観（三）（阿蘇山）：國立
公園３巻４号，8-13，55-56，柴田常惠については，田中秀典，國學
院大學学術フロンティア構想 柴田常恵写真資料目録 I，國學院大學
日本文化研究所 平成 16 年 1 月 21 日，http：//www2.kokugakuin.
ac.jp/frontier/publication/sj1-03.pdf，（2011. 12. 10 参照）
71）國立公園古典座談會速記（1930）：國立公園第二巻第九号，13-27，

62

宮地直一については，田中秀典（2004）：劣化画像の再生活用と資
料化に関する基礎的研究宮地直一博士資料について：平成 11 年度～
平成 15 年度私立大学学術研究高度化推進事業研究成果報告書 VII3：國學院大學日本文化研究所：
http：//www2.kokugakuin.ac.jp/frontier/publication/11-15_173.
pdf（2012. 3.13 参照）
72）年代は九州新聞（1928）昭和 3 年 3 月 6 日の記事から
73）熊本県（1928）：大阿蘇風景調書：環境省所蔵田村剛資料より
74）外輪山の兜岩のことだと考えられる。
75）田村が提案した阿蘇十二景は中岳噴火口，杵島岳，高岳，根子嶽，
大観峰，高森公園，白川渓谷，阿蘇神社，内牧温泉，山上温泉（湯
ノ谷，地獄，垂玉），俵山，泉水。（熊本県「大阿蘇風景調書」，環境
省所蔵田村剛資料より）
76）大阿蘇の開発計画（1929）：國立公園第 1 巻 2 号，14
77）熊本縣立大阿蘇公園の設立（1931）：國立公園第３巻第５号，14-20
78）前掲書 29），上村直己（2005），五人づれ（2008）『五足の靴』岩波
文庫，など
79）前掲書 8），阿蘇町町史編さん委員会（2004），948-950
80）薬師寺知曨（1934）：案内解説大阿蘇登山：大阿蘇登山バス，75
81）千家哲麿（1932）：國立公園選定特別委員視察旅行記：國立公園第
４巻第 5 号，28-30
82）戸坂（1933）：阿蘇國立公園調査後記：國立公園第 5 巻第 11 号，2629
83）石井（1934）：阿蘇雑記：國立公園第６巻第６号，21-23
84）田村剛（1934）：新に指定せられた五大國立公園：國立公園第 6 巻
12 号，1-4
85）脇水鐵五郎（1934）：阿蘇國立公園：國立公園第６巻 12 号，16-20，
脇水は「大観峯といふ新しい名も悪くはないが，あれは峯ではない，
鼻という一字がまことに能くその地形を現して居る。」と述べている。
86）柳文治郎（1935）：阿蘇雑感：國立公園第７巻第５号，26-27
87）第九回國立公園委員會記録（1937）國立公園第９巻第１号，43-50
88）川西米作（1936）：阿蘇のハイキングと温泉：國立公園第８巻第 9 号，
38-41，稲垣龍一（1939）：阿蘇國立公園とハイキング：國立公園第
11 巻第 1 号，30-32
89）國立公園協会（1943）：國立公園と徒歩旅行，4-5
90）前掲書 5），砂本文彦（2000）および前掲書 8），阿蘇町町史編さん委
員会（2004），951-952
91）A. Kayenne（1942）：Climing Mt. Aso：The Tourist No. 262，
21，24，25，28
92）大阿蘇國立公園協会（1939）：國立公園第 11 巻第 6 号，25，
93）手島郁郎（1940）：グライダー阿蘇を語る：國立公園第 12 巻第 3 号，
7- ８
94）熊本日日新聞社編集局（1994）：新阿蘇学：熊本日日新聞社，211
95）環境省阿蘇くじゅう国立公園 HP 阿蘇くじゅう国立公園管理計画
http：//www.env.go.jp/park/aso/intro/files/plan_aso1.pdf
（2011. 12. 10 参照）
96）厚生大臣官房国立公園部（1952）：阿蘇国立公園計画，54
97）前掲書 8），阿蘇町町史編さん委員会（2004），586-590
98）広木重喜（1975）：阿蘇火山騒動記，71-90
99）熊本県観光連盟，阿蘇入園料撤廃期成会（1959）：阿蘇入園料の真
相を語る，20
100）松林幸雄（1964）：阿蘇国立公園における二，三の主要な問題：国立
公園 173 号，44
101）アサヒ写真ブック 46 阿蘇（1957）：朝日新聞社
102）「旅の図書館」のデータベースで検索すると，同じ時期に指定された
国立公園のうち，例えば「霧島」は 37 件，「雲仙」38 件，
「大雪山」
32 件であり，「阿蘇」の 73 件の方が多い。一方「日光」は 108 件あ
るため，阿蘇と同様豊富な文化資源があるところは掲載数が多くなっ
てい るとも 考えら れる。http：//www.jtb.or.jp/library2/search.
php?type=4&limit=10&view=2（2012. 5. 29 参照）
103）日本交通公社（1965，1967）「旅」1965 年２月号，1967 年 2 月号
104）日本交通公社（1965）周遊プラン集：新婚コース 都井岬から霧島・
阿蘇へ：旅 1965 年 4 月号，119
105）日本交通公社（1963）静かなる裏阿蘇の秋：旅 1963 年 11 月号，グ
ラビア，日本交通公社（1963）本誌特選 九州を見直す 10 コース：
神話の高千穂から裏阿蘇・杖立・水郷日田へ：旅 1965 年 2 月号，
105-107，日本交通公社（1966）裏阿蘇の温泉プール 熊本県栃ノ木，
旅 1966 年 4 月号，グラビア
106）吉本隆明（1985）：阿蘇行：旅 1985 年 12 月号，124-125

（2012.3.21 受付，2012.6.11 受理）

ランドスケープ研究（オンライン論文集）Vol. 5（2012）

