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《研究ノート》

観光考古学によるクルーズ起源の解明
― クルーズツーリズム発祥の原点 ―
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糸澤 幸子

琉球大学大学院観光科学研究科

In the 21st century, the global cruise market is continuing to grow and evolve at a record pace. Accompanying this growth,
research on cruises is being conducted within the field of tourism studies, constituting a new research area. In recent years,
mainly in the United States, many researchers have actively conducted research focusing on cruise marketing and management.
Previous research, however, has failed to determine the origins of the cruise, with most researchers recognizing it as coming
from 19th-century Europe, but without conclusive evidence.
Along with the definition of the cruise, a verification of historical fact shows the cruise to have originated in ancient Roman
times. The third Roman emperor, Caligula, created several huge vessels, one of which was a cruise boat.
The purpose of this study is to elicit new information regarding the origins of the cruise, based on tourism archeology. Tourism
Studies is an interdisciplinary study comprising several academic areas. This paper consists of research from both archaeological
and tourism studies.
キーワード：観光考古学、クルーズ起源、カリグラ、古代ローマ船、クルーズツーリズム
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１．はじめに
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研究の背景

近年クルーズ市場は円滑な成長を続け
て い る。世 界 観 光 機 関 UNWTO（１）は

ジアトップの座を獲得している。
2015年６月、観光立国推進閣僚会議（主

“CRUISE INDUSTRY OUTLOOK 2016”
において、
世界のクルーズ市場は記録的な

宰：内閣総理大臣）は、
「観光立国実現に

速度で成長し、
進化を続けていると述べて

向けたアクションプログラム2015」にて、

いる。

“Asia Pacific Newsletter 2012, Issue 25” 「クルーズ船による訪日旅行を通じて地域
1－2

先行研究概観と本研究のねらい

において、クルーズ産業は世界で最も急

を活性化させるため、クルーズ船の受け入

成長している観光セクターの一つである

れ環境整備を加速化させ、2020年『クルー

と提唱した。Cruise Market Watch 2016

ズ100万人』を目指す」と公表した。その

アカデミズムにおいて、クルーズ研究の

の“Growth of the Cruise Line Industry”

わずか半年後の2015年12月、その政府目

発展という波及効果を生み出している。

によると、1990年に377万人であった世界

標は５年間前倒して達成された。CLIAは

20世紀後期より本格的に開始されたク

クルーズツーリズムの急速な成長は、

のクルーズ人口は、2015年には2,224万人
に延び、25年間で約６倍に成長している

図－１

世界のクルーズ人口25年間の推移

（図－１）。また、2012年に77万人であった
アジアのクルーズ人口は、2015年には約
208万人に達し、僅か３年間で約2.7倍と
いう急成長を遂げた。世界最大のクルー
ズ 国 際 組 織 Cruise Line International
Association（CLIA）（２）の“Asia Cruise
Trend 2016 Edition”によれば、アジア
に点在する18ヶ国168カ所に及ぶ寄港地
を対象とした国籍別クルーズ船寄港数に
おいて、日本は、2015年646回を記録しア

（出所）Cruise Market Watch“Growth of the Cruise Line Industry” より筆者作成

－121－

日本国際観光学会論文集（第24号）March,2017

ルーズ関連の研究は、欧米を中心に進め

によれば、クルーズの誕生は19世紀半ば

られている。米国においては、Robert J

であると記述している。池田良穂
（1994） “KRUISEN”
（クルーゼン）というオラ

Kwortnik Jr（2006）によるマーケティン

は、クルーズ客船の歴史は19世紀の終わ

ン ダ 語 が 使 用 さ れ る よ う に な っ た。

グ研究や、マネージメント研究（Hobson,

り 頃 の 欧 州 と 述 べ て お り、Oxana

KRUISEN は、一直線ではなくジグザグ

P., 1993）に見られるように、マーケット

Vasilchikova（2012）は、クルーズの発

に進むという意味があり、バイキングの

分析を主流とした研究が複数見られる。

祥は19世紀のノルウェーを中心とした北

海上での動きを表現するのに最適な言語

また、Marsh & Staple（1995）は、20世

欧と位置付けている。Ackerman（2015）

であった。
その後17世紀の英国において、

紀後期という早い時期に、現代クルーズ

においては、クルーズ産業の起源が19世

CRUISE という言葉に変化していった。

産業におけるクルーズ客の層の変化につ

紀であるとしている。

世界の海を航行していたバイキングの存

グ（４）の間では“CRUX”から派生した

いて分析し、大衆化クルーズ客の変貌を

以上のように、先行研究におけるク

的確に捉えている。一方、日本のクルー

ルーズの起源は19世紀のヨーロッパと認

John McWhorter（2014）は、グ レ ー ト

ズ研究は未だ進んでおらず、クルーズに

識されており、
その発祥場所については、

ブリテン島（５）の先住民であるケルト人及

関する論文は10件を数えるのみである

英国やノルウェーなど研究者間において

びスカンジナビア半島沿岸で漁業と交易

隔たりが見られる。その記述表現につい

業を行っていたバイキングは、英語に大

既存のクルーズ研究は、現在から未来

ても、クルーズの起源、クルーズの誕生、

きな変化を齎したと記述している。現在

への業界展望を見据えての検証や対処的

クルーズ客船の歴史、クルーズの発祥、

では、クルーズという言葉は、複数の寄

研究に集中している。
クルーズ産業全体の

クルーズ産業の起源など多様であって、

港地に寄港しながら娯楽・レジャーを楽

マーケット分析を中心に、クルーの国籍や

あいまいな部分が否めない。

しむ船旅という意味として使用されてい

（成実信吾、2016）。

労 働 問 題（Gibson, P., 2008）
、環 境 問 題

そこで本論では、未だ不明瞭であるク

（Lester, J-A. & Weeden, C. 2004）
、
寄港地

ルーズの起源について、より明確化する

在 は 英 語 文 化 に 大 き な 影 響 を 与えた。

る。

研 究（Lauren Perez Hoogkamer, 2013）
、

ことを目的としたい。先行研究における

持 続 可 能 性（Lindsay Marie Ackerman,

クルーズの起源は、19世紀のヨーロッパ

先行研究によると、藤生慎（2006）と

2015）のように、現状分析とその対応策が

の英国、又はノルウェーと論じられてき

白井義男（2010）が“クルーズ”につい

研究の多くを占めている。その要因として

たが、考古学的視点と観光学的視点から

て定義している。藤生（2006）は、一般

は、クルーズが、比較的新しい観光産業の

の考察を進めると、
1900年もの時を遡り、

社団法人日本外航客船協会（JOPA）に

分野であることが挙げられよう。クルーズ

紀元１世紀の古代ローマ時代のイタリア

よるクルーズの定義を引用し、以下のよ

の拡大と普及の可能性を考察した飯田芳

へと導かれる。

うに４項目で述べている。

也（2010）に見られるように、今後も急激

古代ローマ帝国第３代皇帝ガイウス・

に伸びていくと想定されるクルーズ産業

ユリウス・カエサル・アウグストゥス・

の繁栄と成功への道を探り、
未来へ向けて

ゲルマニクス（通称：カリグラ）は、自

の現在進行形型の研究が多くなっている。

身の短い在位中

、複数の巨大船を建造

（３）
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クルーズの定義

１．船に乗ること自体が旅行の主目的
であること
２．航空機や鉄道などの代替・振替の
輸送手段ではないこと

本研究では、既存する多くの先行研究

した。その中の１隻の船は、
現代のクルー

３．船を単なる輸送機関としてではな

の流れに反し、クルーズの過去を対象と

ズ船に匹敵するほどの豪華船であった。

く、船内のレジャーや滞在、洋上

する。それは既存研究では明らかにされ

本研究では、まずクルーズの定義を整

ライフを楽しむことが乗船の主目

ていない、言い換えれば、未だ研究対象

理し、その上で、文献調査、イタリア現

とされていないクルーズの起源につい

地調査をもとに、クルーズの起源につい

て、その明確化を試みるものである。

て明らかにする。

過去の研究を顧みると、
「クルーズ」の

的になっていること
４．宿泊が伴うこと
日本外航客船協会はクルーズアドバイ
ザーの資格認定（６）を一般社団法人日本旅

定義に沿った上でのクルーズの起源の定

２．クルーズの定義

行業会（JATA）と共同で制度化し、ク

説は未だ存在していない。クルーズ関連

2－1

ルーズ・オブ・ザ・イアー（７）審査を司る

研究の中で、研究主題としてではないが、

クルーズの語源

ク ル ー ズ の 語 源 は、Hans H. Orberg

クルーズ知識の豊富な専門機関である。

クルーズの起源に触れている先行研究に

（2011）によると、ラテン語の「十字架」

注目すると、概ね19世紀のヨーロッパと

を意味する“CRUX”
（クルクス）から成

ついて、以下４項目を定義として論じて

の見解で一致している。竹野弘之（2008）

り、
“CRUX”には「十字架」という意味

おり、
その定義内容は、
前述の藤生（2006）

は、クルーズの起源は遠く19世紀中頃の

の他に「横切る」という意味がある。16

とほぼ同様である。

欧州にさかのぼると論じ、飯田（2010）

世紀頃になると、オランダのバイキン
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一方、白井（2010）は、
“クルーズ”に

１．船に乗ること自体が旅行の主目的
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のひとつである。つまり「船」そ

300kg を超える大きな鉄製の錨が出土さ

２艘の巨大船の数枚の写真（図－２）と、

のものが主要な目的地である。

れた。カリグラの２隻の豪華船と２つの

焼失を免れた巨大船の一部の遺物が残さ

２．航空機や鉄道などの大体・振替の

錨は、出土した地層から、紀元１世紀頃

れているだけである。現在、ネミ船博物

輸送機関としての船旅ではないこ

の建造物である事が証明されている

館は復元（図－３）され、カリグラの豪華

と。

（Deborah N. Carlson, 2002）
。

船のレプリカや船の遺物が展示されてい
る。消失を免れた鉄錨や、甲板のブロン

３．船を単なる輸送機関としてではな

考古学者でネミ船博物館学芸員の

く、船内でのレジャーや滞在、養

Paolo. D 氏への聞き取り調査（2015年５

ズ製の装飾（図－４）など数点の遺物は、

（ママ）生ライフを楽しむことが乗

月実施）によれば、発掘されたタイルに

首都ローマにある国立博物館マッシモ宮

船の主目的になっていること。

記された製造年月日や、鉛菅に刻印され

に展示されている。

４．原則的には船内での宿泊が伴うこ
と。

た「ガイウス・カエサル・アスグストゥ
ス・ゲルマニクスの私有物」という文字

3－2

古代ローマ時代のクルーズ船

UNWTO は“Asia Pacific Newsletter

から、引き上げられた２隻は間違いなく

暴君として知られたローマ帝国皇帝カ

2012, Issue 25”で「クルーズとは交通機

カリグラが建造した船であると立証され

リグラは、自身の短い在位期間に、最高

関、宿泊施設、アクティビティを提供す

ており、ムッソリーニによる発掘は、世

権力者としての威信を高めるため、巨大

る娯楽目的ための洋上リゾート」と定義

界の考古学界が切望していた世紀の大発

船を含む壮大な建設事業と領土の拡大に

している。

見であったと述べている。

力を注いだ。Giuseppina Ghini（2013）に

以上を踏まえると“クルーズ”の定義

発掘されたカリグラの２隻の巨大船

よれば、紀元40年頃に、カリグラは複数

は、娯楽・レジャーが主目的の船旅とい

は、ネミ湖畔に建設された船博物館に保

の十段櫂船を建造している。テヴェレ川

うことができ、その定義に該当する歴史

管展示されたが、第二次世界大戦による

の河口、オスティア近郊で発見された全

上の史実における最古の実証が、クルー

戦火で、その大部分を焼失した。現在は、

長100m×全幅20mの大型船は、エジフト
のオベリスクをカリグラ競技場（８）へ運搬

ズの起源であるといえる。
図－３ M
 USEO DELLE NAVI ROMANE
３．世界最古のクルーズ船
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DI NEMI 船博物館

ムッソリーニによる発掘

することを目的とした輸送船であった。
ローマ郊外25km にあるネミ湖で、最初
に発掘された１隻目の全長70m×全幅

1928年、第40代イタリア王国首相ムッ

20m の大型船は、女神ダイアナを称える

ソリーニは、イタリア、ラッツィオ州ロー

儀式のために建造された神殿船である。

マ郊外のネミ湖の湖底に沈んでいた、紀

ネミ湖で２隻目に発掘された巨大船

元１世紀ローマ時代の２隻の巨大船を発

は、皇帝カリグラとその親族、招待者ら

掘した。古代ローマ帝国第３代皇帝カリ

が、水上での娯楽を楽しむための豪華船

グラが、複数の巨大船を建造したことは、

であり、現在のクルーズ船の役割を果た

数世紀に渡り確証のない伝説とされてい

（出所）2015年５月筆者撮影

たが、ムッソリーニ首相により、真実で
あったことが証明された。発掘された２

す船であった。浮かぶ洋上宮殿と称され
るほど豪華絢爛なカリグラの巨大船は、

図－４

プロンズ装飾

水上での娯楽・レジャー目的だけのため

隻の巨大船のうち１隻は、女神ダイアナ

に建造された船であり、攻撃砲などの設

を称えるために建造した儀式のための神

備は皆無であった。全長73m×全幅24m

殿船であり、もう一隻は、皇帝カリグラ

の船内には、ダイニング、寝室、大理石

と親族が、大勢の招待客を招いて、水上

の神殿や柱廊、モザイクの床、温水配管

での娯楽を楽しむために栄華を尽くして

システムを備えた浴場、セントラルヒー

建造した豪華船であった。

ティングを完備していた。ボールベアリ

ムッソリーニは、伝説のカリグラの巨

ング搭載で台座が回転する技術が取り入

大船を引き上げるために、イタリア軍を

れられ、船尾には高価な宝石が散りばめ

総動員してネミ湖の水を全て排出すると

られていた。甲板の先端にはブロンズの

いう大掛かりな発掘作業を展開し、４年

飾りが施され、甲板中部にはブドウ果樹

の歳月を経て1932年に引き上げに成功し

園を設けるなど、現代の最新クルーズ船

た。２隻の巨大船の他に、鉛のストック
を 持 つ 木 製 の 碇 と、木 板 で 覆 わ れ た

に匹敵するほどのテクノロジーと豪華さ
（出所）2015年５月筆者撮影
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を持ち合わせていた。カリギュラの豪華
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表－１

１世紀と21世紀のクルーズ船の比較相対表

図－２ カリグラの豪華船

クルーズ船名

での休暇旅行を楽しんだ。皇帝や貴族の
図－５

ダイヤモンド・プリンセス

ツーリズム事情は、帝国領土内への巡察
旅行と、旅行中に視察して魅了された現
地の建築様式を模倣して建設した自らの
豪華別荘での休暇を楽しむという、避暑
滞在型観光の形態が主流となっていた。
別荘に関する概念は時代とともに変化

40年頃

就航年

古代ローマ船籍

2004年（2016年５月乗船調査）

国籍

73m・24m

英国船籍

長・全幅

している。
21世紀現在における別荘とは、
山や海、湖沿いにある休暇用の別荘を示

290m・37.5m

し、
セカンドハウスとも呼称されている。

娯楽・レジャー

目的

娯楽・レジャー

19世紀においての別荘とは、裕福な実業

皇帝・貴族・招待客

乗客

クルーズ客

家が都市の郊外や近郊の田園地帯に建設

浮かぶ洋上宮殿

敬称

浮かぶ洋上ホテル

果樹園

公園

庭園

した壮大な独立住宅として理解されてい

古代ローマ式テルメ

浴場

展望大浴場 泉の湯

セントラルヒーティング

空調

セントラルヒーティング

宝石を散りばめた船尾

装飾

光り輝くアトリウム

ローマ式祭場（サロン）

エンターテイメント プリンセスシアター

た（Jacqueline Morley, 1992）
。一方、紀
元１世紀の古代ローマ帝国時代における
別荘とは、食堂、アトリウム（広場）、応
接間、寝室、図書室、ジム、浴場、劇場、
礼拝場、客室、果樹園、展望台、ソラリ

（出所）文献・乗船調査から筆者作成

ウム、農場、ニンファエウム（11）、天文台、
船の構成や特長は、2014年に改装を施し

隷を含めたローマ人たちには安定した労

ワイン貯蔵室、整パン場、機織場、鍛冶

た PC 社

が航行するダイヤモンド・プ

働生活が制度化されており、その規律あ

屋、海浜養殖場、奴隷部屋などを兼ね備

リンセス（115,875トン）
（図－５）に類似

る生活がツーリズム発展のための基盤と

えた一大リゾート施設が備わった豪華宮

している（表－１）。

なっていた。

殿を示していた。

（９）

John Urry は著書“The Tourist Gaze

別荘へのアクセスには、
紀元前312年よ

４．クルーズツーリズム発祥の原点

3.0”（2011）において、古代ローマ帝国

りアッピウス・クラウディウス・カエク

4－1

では平和な時代が長期間続いたことか

スが造り上げた古代ローマ帝国を網羅す

古代ローマのツーリズム

ツーリズムは、平和と経済の安定の上

ら、遊びや教養のための多種多様な旅行

る街道網が、徒歩旅行や馬車旅行の優れ

に成り立つ現象である。紛争地域や経済

が存在し、旅行関連の施設が整備された

たインフラとして活躍した。Hermann

不安を抱える地域においては、ツーリズ

と記述している。さらに、
「ツーリズムは

Schreiber（1985）は、ローマ街道の実現

ムの発展は見込めない。古代ローマ時代

余暇活動であり、これはその対象物を前

は奇跡としか言いようがないと称えてい

においてクルーズ船が誕生するに至った

提にしている。対象とは、制度化され組

る。ローマ街道筋に完備された60～70km

背景を把握するために、古代ローマの

織化された労働である。
」
とツーリズムの

に１ヶ所の割合に設置された宿駅の存在

ツーリズム事情について概観してみよ

特質についても述べている。ツーリズム

も、ツーリズムの発展を支えた。

う。

は、あらゆる社会にて発生する現象では

紀元前31年、共和政ローマ後期の騎士

古代ローマ帝国は、帝国周辺への軍事

なく、制度化され組織化された労働とい

パブリオ・べディオ・ポリオーネは、ナ

的侵攻と征服を繰り返し、属国を帝国に

う対象に対して解放される一定期間とし

ポリ湾に浮かぶニシダ島、カプリ島、イ

編入することによって巨大な領土拡張に

ての余暇活動がツーリズムであり、古代

スキア島、ヴェスヴィオ火山が望める絶

成功し、安定した平和国家を造り上げた。

ローマ帝国での生活は、まさしくその特

景の地に、敷地９万平方メートル（東京

初代皇帝アウグストゥスは、国民の安全

質に合致する労働社会であった。奴隷の

ドーム２個分）の豪華な邸と庭園、野外

を保証するために警察制度を導入して治

生活までも平和と経済の安定の上に成り

劇場、散歩道、浴場を完備したヴィラ・

安を安定させた。２代皇帝ティベリウス

立っていた時代背景は、古代ツーリズム

パウシリポン（図－６）という豪華別荘を

は、宿駅

の成長をますます加速化させたといえよ

建築した。ポリオーネの死後、ヴィラ・

う。

パウシリポンは初代ローマ皇帝アウグス

ごとに警備隊を配置して、

（10）

ローマ街道を行き交うツーリストや馬
車、郵便の安全を保証し、帝国内全域の

歴代の皇帝は、領土内への巡察旅行と

トゥス帝に贈与され、その後は歴代の皇

治安維持を徹底した。平和で経済が繁栄

いう「ツーリズム」に明け暮れていたが、

帝の別荘として長期にわたり使用され

していた古代ローマ帝国においては、奴

ひとたび帝国へ戻ると、今度は豪華別荘

た。歴代の皇帝が変わるごとに増改築を
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繰り返し、別荘の規模と豪華さの度合い

われる。

た（Guido Ucelli, 2011）
。

シチリア島カターニアの南西約90km

古代ローマにおけるツーリズム形態の

第２代ローマ皇帝ティベリオは、ナポ

のピアッツァ・アルメリーナには、３世

代表格ともいえる避暑滞在型観光の別荘

リ湾を望むカプリ島に、12の別荘を建築

紀に貴族が建築したヴィッラ・ロマーナ・

地として栄えていた避暑地ネミ湖におい

した。その中でも最大級のヴィラ・ヨヴ

デル・カサーレの別荘後が残されている。

て、皇帝カリグラは、別の視点からの娯

ィスは、初代ローマ皇帝アウグゥストゥ

贅を尽くした建物の床は、全室モザイク

楽・レジャーを考案した。カリグラは、

スから建築を引き継いだ壮大な別荘とし

画が描かれており、その質の高さと規模

水上宮殿と称えられる豪華船を建造し、

て知られる。紀元27年、ティベリオ帝は、

は古代ローマ時代では最大といわれてい

大勢の招待客と共に、ネミ湖でのクルー

カプリ島北東部にあるディベリオ山の頂

る。モザイクにはエジプトの影響を受け

ジングを楽しんだ。Guido Ucelli（1983）

と一体化するような芸術的な建築スタイ

た動物やビキニの女性など斬新な図像も

によれば、カリグラは、時には、豪華船

ルで、7000平方メートルの敷地に、８階

描かれ、芸術的価値も高い貴重な傑作品

をナポリ湾まで運び、地中海クルーズを

建てのヴィラ・ヨヴィスを完成させた。

として知られる。

楽しんでいたという。

は益々高められた
（Lionel Casson, 1994）
。

水不足が懸念される島特有の対策とし

ヴィッラ・アドリアーナと、ヴィッラ・

考古学研究により、ローマ帝国外にお

て、容量8000立方メートル以上もの大量

ロマーナ・デル・カサーレは、ユネスコ

いての巨大船の存在も複数証明されてい

の水を貯水可能な、巨大貯水槽（図－７）

の世界文化遺産に登録されている。

る。古代国家においては、国防目的のた
めに、輸送船、貿易船、攻撃船などが、

を完備していた。
第14代ローマ帝国皇帝ハドリアヌス帝
は、紀元118～138年にかけて、ローマの

4－2

クルーズツーリズム発祥の原点

次々と建造されていた。紀元前、マケド

古代ローマ帝国時代、ネミ湖を含むカ

ニアは巨大軍船を建造し戦争に備えた。

東約30kmにある丘陵の街ティヴォリに、

（12）

ステル・ロマーノ

地方は、皇帝や貴

古代ギリシャや古代エジプトでは、神殿

全面積120万平方メートル（東京ドーム

族、裕福なローマ市民の避暑地として栄

船、輸送船、攻撃船、貿易船が建造され

25.6個分）という広大な別荘ヴィッラ・

えていた。帝国の要であるローマから、

ていた。カリグラの豪華船に近い巨大船

アドリアーナを建設した。アレキサンド

わずか25km という近距離で気軽にアク

としては、古代ギリシャの科学者、アル

リアやギリシャを偲ばせる神殿、大浴場

セス可能なネミ湖は、古代ローマにおけ

キメデスにより建造された、戦争も貿易

など、エジプト、ギリシャ、ローマ的諸

る一大観光地であった。面積167万平方

も娯楽も可能な多目的船シャラコシア号

要素が調和した古典建築は、後世の建築

メートルの火山湖であるネミ湖は、水面

が知られている。シャラコシア号は、攻

やデザインに多大な影響を及ぼしたとい

標高325メートルという高地に位置する

撃を主とした海戦用の軍船であったが、

ことから夏季は涼しい快適な避暑地とし

船内には攻撃砲などの軍備以外に、浴場、

て利用され、冬季においては、ネミ湖を

読書室、散歩道、ジムなどの娯楽施設も

囲む火口壁が冬場の強風を遮ってくれる

完備していた。このように、古代の他国

ため、極寒を避けられるという理想的な

においても巨大船は建造されていたが、

気候を保有する温暖な観光地として知ら

カリグラが建造したような、娯楽・レジ

れていた。さらに火山湖特有の神秘的で

ャーを用途として純粋に観光だけを目的

美しい自然はツーリストの心を惹き付

とした豪華船の存在は確認されていな

け、歴代の皇帝や教皇、貴族たちは、競

い。

図－６

ヴィラ・パウシリポン

って湖畔に別荘を建築した。ガイウス・
（出所）2015年５月筆者撮影

図－７

ヴィラ・ヨヴィスの貯水槽跡

ユリウス・カエサル

も、ネミ湖に贅沢

（13）

館での調査により、カリグラの豪華船が、

な別荘を構え、初代ローマ皇帝アウグス

明らかに「クルーズ船」である確証を得

トゥスの養子ルキウス・カエサルも、紀

た。カリグラの豪華船について考古学専

元前50年頃にネミ湖に別荘を建築した。

門家が作成した同博物館のイタリア語公

皇帝アウルス・ウィテッリウス・ゲルマ

式文書には、delle vere“navi da crociera”

ニクスや、トラヤヌス帝も同様である。

と記述されている。日本語訳にすると
「真

ハドリアヌス帝においては、視察旅行で

の“クルーズ船”
」と、明確に記されてい

訪れたアルサケス朝パルティア

の建築

るのである（図－８）
。娯楽・レジャーが

に魅せられ、バルティア王朝の建造物を

主目的であるカリグラの豪華船は、歴史

復元して自らの別荘とした。
このように、

的史実における最古のクルーズ船であ

歴代の皇帝の多くがネミの別荘で過ごし

り、主にクルーズを楽しんでいたネミ湖

（14）

（出所）2015年５月筆者撮影

筆者は2015年５月に訪れたネミ船博物

－125－

日本国際観光学会論文集（第24号）March,2017

図－８

ネミ船博物館公式文書

的なオプショナルツアーの目的地となる
ことであろう。
奇しくも、本稿を執筆している最中、
前述の聞き取り調査の協力者、ネミ船博
物館学芸員 Paolo. D 氏より、カリグラの
３隻目の大型船公式調査開始の一報が知

【訳文】海洋・河川・湖を航行するための大型船はヘレニズム時代の特徴を色濃く受け

らされた。
ムッソリーニの発掘開始から、

継いでいる。絢爛豪華な船内は、モザイクの床、屋上果樹園、金・銀・ブロンズ装飾

88年後の2016年９月、イタリア政府は、

などで優雅に彩られた、真の“クルーズ船”であり、その工法はエジプトやギリシャ

考古学研究者が高精度機器で確認した証

の技術を取り入れ独自の進化を遂げている

拠を基に、
正式調査委員会を立ち上げた。
現地新聞 IL TEMPO 紙には、ネミ湖で

（出所）ネミ湖船博物館公式 H. P. より引用

の初回調査の記事が写真と共に掲載され
は、クルーズツーリズム発祥の原点とい

一方で、世界最古のクルーズ船であるカ

えよう。

リグラの豪華船は、
主にネミ湖において、

５．結論と考察
20世紀初頭に明らかとなった、カリグ
ラの複数の古代ローマ船の存在は、後世

ている（図－９）
。
1928年当時、ムッソリーニの本来の目

湖上での娯楽・レジャーを楽しんでいた

的は、カリグラの３隻の大型船を引きあ

ことから、クルーズツーリズムの発祥地

げるものであった。しかし、紀元40年頃

はネミ湖であるといってよいだろう。

に建造されたカリグラの３隻の豪華船は

クルーズの起源を明確化することは、

1900年以上もの長い時を経たことで、繰

の考古学研究に大きな活路と新たなる見

クルーズ研究分野への関心をより高める

り返し起きた火山活動による地殻変動に

地を見出した。カリグラが建造した輸送

ことになるであろう。同時に、旅行業界

よって火山湖の湖底に沈んでいた３隻の

船、神殿船、豪華船は、考古学研究、及

においては、新たな旅行商品の開発と集

大型船のうち１隻は湖底深く土に埋も

び船舶海洋工学研究の貴重な研究基盤と

客に繋がるものと考えられる。

れ、ムッソリーニの捜索隊は見つけ出す

なったであろう。しかし、これまでのク

現在、ローマの旅行会社は、ネミ湖を

ルーズ研究分野においては、カリグラの

目的地としたローマ発オプショナルツ

その３隻目の発掘調査が、今まさに開始

豪華船と現代のクルーズ船を関連づける

アーを設定している。有名なツアーとし

されたのである。考古学は絶えず歴史を

ことはなかった。それは、観光学が比較

ては「ダイアナの鏡ツアー」が知られて

塗りかえている。カリグラによる３隻目

的新しい学問であり、観光学の中でもク

いる。ネミ湖の湖面に月が反射すると魔

の発掘に成功すれば、新たな史実も塗り

ルーズ研究は、さらに新しい分野の学問

法の様に美しく見えるスーパームーンの

替えられることになるであろう。

であることが要因と思われる。他分野の

鑑賞と、ネミ湖名物の木苺付のディナー

学問を結びつけることは、時に接点がな

という内容で、満月の日に催行されてい

く困難なことにも思えるが、その境界を

る。参加者は地元イタリア人と欧米客が

越えて融合することで、研究の幅が広が

ほとんどで日本人客は僅かである。ク

明らかに密接に繋がり合っている

ることを、本研究を通じて感じた。

ルーズの起源、及びクルーズツーリズム

（Melanie Smith、2010）
。世 界 最 古 の ク

紀元１世紀に建造されたカリグラの豪

の発祥を明確にすることにより、SIT

（15）

ことができなかったと推測されている。

６．今後の課題
ツーリズム研究の過去・現在・未来は、

ルーズ船であるカリグラの豪華船と、現

華船は、船の規模、構造、その使用目的

においては、
「クルーズの起源を巡るツ

代のクルーズ船ダイヤモンド・プリンセ

から、クルーズの定義に沿うものであっ

アー」「世界最古のクルーズ船ゆかりの

スに共通点が見られたように、古代ロー

た。今日の考古学研究においては、カリ

旅」「古代クルーズ船カリグラを訪ねて」

マ時代の皇帝、貴族、ローマ人のツーリ

グラの豪華船以前に、他の古代国家にお

などの特殊ツアー企画が可能となる。こ

ズムスタイルと、現代のツーリズムスタ

けるクルーズの定義に沿うような、純粋

のような歴史を探求するキーワード、起

イルとの間にも共通点がある。
引き続き、

に娯楽目的の船の存在は、現在のところ

源・世界最古・古代文明、などのフレー

古代と現代におけるツーリズム形態の比

立証されていない。従って、クルーズの

ズを用いた旅行企画は、旅慣れたリピー

較分析を行い、古代ローマ時代のツーリ

起源は、カリグラの時代、紀元１世紀と

ターの心に響き、根強い人気を持つ集客

ズムについて、観光考古学の視点から詳

いうことができよう。既存研究において

率の高い旅行商品の形態であるため、日

細調査を進めていきたい。

19世紀の欧州とされているクルーズ産業

本人旅行客の集客増加が見込める。地中

21世紀現在でも、夏のバカンスシーズ

の 起 源 に つ い て は、前 述 の Ackerman

海クルーズを航行する各船社において

ンは、必ず１ヶ月の休暇を取るイタリア

は、チベタベッキア

人の義務にも近い習慣は、休暇という概

（2015）によるセオリーが適切であろう。

寄港の際の、魅力

（16）
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図－９

イタリア IL TEMPO 紙2016年９月23日掲載

215－220頁。
・藤生慎「我が国が国におけるクルーズ
観光の実態分析」土木計画学研究・講
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・吉 村作治『世界博物探検記』集英社、
1998、４－５頁。
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・Gibson, P. “Cruising in the 21st
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Play?” International

【IL TEMPO 紙 記事訳文】

Journal

of

ネミ湖にてカリグラの３隻目の古代船の“捜索”開始。

Hospitality Management, Vol.27, Issue

昨日、木曜日にイタリア国家治安警察隊による考古学研究船が最初の潜水捜索を開始。

1, 2008 pp.42-52.

森林の女神ダイアナが宿る神秘の谷にあるネミ湖には、皇帝カリグラの第３の船が沈

・Giuseppina

Ghini,

Caligola.

La

んでいると伝えられている。第３の船の存在については賛否両論であったが、高性能

trasgressione al potere, Filorefe, 2013.

機器による調査により、ネミ湖の湖底の泥に埋もれた長さ70メートルの巨大船らしき

・Guido Ucelli, Le Navi De Nemi,

物体を感知したことから、本年６月にジェンツァーノ・ディ・ローマ市議会にて調査
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の２隻の古代船のレプリカが、展示されている。
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念が定着していた古代ローマ皇帝や貴

光考古学研究になれば幸いである。

でいるのではないかと考えられる。これ
については古代ツーリズム研究のリサー
チと併せて、今後の課題としていきたい。
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