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《研究ノート》

井上靖の中央アジアへの旅（1965）と
ソ連のインバウンド観光
日本人知識人の “ 西域 ” への憧憬と社会主義プロパガンダとの間で
み や ざ き

ち

ほ

宮崎 千穂

北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター

On May 5, 1965, Yasushi Inoue（1907-1991）, one of Japan’s most well-known post-World War II novelists, departed on the ferry
“Baikal” from the port of Yokohama to Nakhotka. Thus began his travels around the Soviet Union. The purpose of his journey
was to enter the “Sai-iki”（the “Western Region”）of Central Asia. Inoue had dreamed of visiting these lands since his student
days thirty years earlier.
This paper describes Inoue’s travel around “Sai-iki” by analyzing his unpublished notes, photographs, and literary works, along
with that of other Japanese travelers. Inoue’s travel contributed to the strategy for developing the Soviet Union’s tourism
industry in the 1960s. The Inbound Tourism policy of the Soviet Union during this period appealed to Japanese intellectuals who
dreamed of visiting “Sai-iki” and seeing its ancient ruins. But in another way, Inouoe’s travel was incorporated into the inbound
tourism system as propaganda, a way to advertise the achievements of socialism.
キーワード：井上靖、“西域”、中央アジア、ソ連のインバウンド観光、社会主義プロパガンダ
Keywords：Yasushi Inoue, “Sai-iki” （“the Western Region”）
, Central Asia, Inbound Tourism in the Soviet Union, Socialist
Propaganda
１．はじめに

行文、また、井上の旅の同行者の著述を

代を最盛期とする日本のシルクロード・

シルクロード・ブームの立役者である

分析して1965年の井上靖一行の中央アジ

ブームの歴史的意味の解明にも繋がるで

戦 後 日 本 の 国 民 的 作 家 井 上 靖

アを中心としたソ連観光の実態と特徴を

あろう。

（1907－1991）が学生時代からの長年の夢

明らかにする。その際、その他の日本人

を叶えて〈西域〉に足を踏み入れたのは、

知識人が記した同時期のソ連旅行をめぐ

２．1950・60年代におけるソ連の外国

1965（昭和40）年のことであった。井上

る著述や新聞記事なども参考にする。ソ

人観光客誘致政策と日本におけるソ連

靖の〈西域〉といえば、日本では一般的

連観光に関する研究には、社会主義体制

観光への関心

に敦煌をはじめ甘粛州や新疆ウイグル自

に必要とされた国内休暇旅行に焦点を当

井上靖のソ連旅行の背景として、同時

治区を中心とした中国領が想起される。

て た ケ ン カ ー の 研 究（Koenker D.P.

代のソ連の外国人観光客誘致策と日本に

〈西域〉という言葉自体が古代中国による

2013）、国際観光の全般的な研究（Орлов

おけるソ連観光への関心の高まりについ

西方についての呼称であるが、井上が旅

И.Б., ПоповА.Д. 2018など）のほか、宗

てみておこう。

した最初の〈西域〉はより西方のソ連領

教、史跡・文化財保護の観点から高橋

中央アジアであった 。
１

（2018）の研究が際立つが、日本人のソ連

ソ 連 の 外 国 人 向 け 観 光 の 出発点は、
1929年の国営会社インツーリストの創設

旅行に関する研究はほぼ未着手である。

であり、1930年代には「See USSR ！」と

識人らの〈西域〉への憧れとともに、同

しかし、本稿で指摘するように、井上一

いう宣伝ポスター２ などで積極的に外国

時期に整備されつつあったソ連のインバ

行のソ連旅行は招待旅行と一般観光との

人観光客誘致が行われていた。第二次世

ウンド観光策がみえる。本稿では、こう

組み合わせという特徴を有し、その実態

界大戦後、1955年にソ連と外国との間で

した観点に留意し、
「西トルキスタン」
（旧

解明は外国人観光客誘致策と社会主義プ

観光客の往来が復活すると、それ以降、

ソ連中央アジア諸国）の旅について記録

ロパガンダが一行の旅にいかに働いたの

1960年代にかけて外国人観光客誘致策が

した井上靖の未刊行の創作ノート「第一

かという点からソ連観光を考える際に有

展開された。1958年の『読売新聞』は、

回西トルキスタン西域の旅」
（一）～（三）

意義である。また、井上の初めての〈西

ロンドンでのマリク・ソ連大使の観光旅

域〉への旅を扱う本研究は、1970・80年

行と平和攻勢の関連についての表明や、

この旅の背景には、井上靖ら日本の知

（以下、
「西域ノート」と略記）、公刊の紀
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インツーリストの宣伝など、ソ連がかつ

1955年以降、
『国際観光情報』にニュー

手続きの短縮（一か月以内）
、モスクワで

てない大がかりな「“カム・イースト（東

ヨーク・タイムズの在モスクワ通信員で

の公社駐在員の派遣、日本語ガイド付き

へいらっしゃい）” 運動」を開始したこと

あったアメリカ人記者 H・ソールズベ

市内観光バス “かもめ号” を用意し、日本

を伝えている 。ソ連政府は、1964年から

リーの「ソヴィエト観光事情」 をはじめ

人のソ連旅行に便宜を図っていた11。

1965年にかけて各国のソ連訪問客数が伸

としてソ連観光情報を掲載している。こ

びたことに対し（図１参照）、翌年の数値

の時期には大学教員や作家などの知識人

目標を示して外国人観光客誘致を鼓舞し

にもソ連旅行に関連する著述がみられ

３

６

３．創作ノート「第一回西トルキスタン
西域の旅」 ― 紀行文執筆へ ―

た。日本人観光客の場合、1783名（1964

る。特に、ソ連経済研究者野々村一雄

井上靖は、1965年と1968年の２度、ソ

年）から4359名（1965年）の増加に対し、

（1913－1998）が、1960年にモスクワで開

連に旅行している。最初の旅は1965年５

1966年の目標数値として5800名が挙げら

催された第25回国際東洋学者会議に参加

月５日より６月上旬にかけての約１か月

れている 。フルシチョフ時代以後、外国

するためにソ連・ヨーロッパへ出張した

間であった。本章では、1965年のソ連旅

の一般市民がソ連を観光できる可能性が

際の『ソヴエト旅行記』
（1961年）のほ

行の内実を明らかにする記録として、
「第

格段に高まり、史跡・文化財もまた「ソ

か、1966年３月より５月にかけてのソ連

一回西トルキスタン西域の旅」と表に記

連民族の文化について敵が広めた情報の

旅行を基にインツーリストの協力を得て

されたノートの性格について考える。

虚飾を粉砕する」ための観光資源として

日本初の日本語による「日本人の一般旅

「西域ノート」
の史料的位置づけについ

認識されるようになっていた 。井上靖一

行者のために書かれたソヴエト旅行案

て考えよう。ノートの分量は罫線のある

行の史跡巡りを目的とした旅は、1950・

内」 と自負する『ソヴェト旅行案内』

綴りのノート３冊分であり（通常、見開

1960年代の社会主義的プロパガンダの一

（1966年）を出版したことに注目できる。

きの右頁のみ使用）
、
日付のある日記風に

環として史跡・文化財が外国人に公開さ

この旅行案内は、ソ連研究者がソ連の経

ペンで記され、スケッチも含む。
「西域

れていたことによって可能となったこと

済対策および社会主義宣伝のための観光

ノート」の現所蔵先である神奈川近代文

に留意すべきである（５.、６. 参照）。

戦略と日本人によるソ連旅行の需要（の

学館は、同ノートを「創作ノート」とし

期待）とを結び付けて生まれたものとい

て分類している。井上の西域旅行を題材

えよう。

にした紀行文は雑誌『太陽』に「西域の

４

５

一方、1960年代は、一般の日本人にと
って海外旅行へのハードルが下がった時
期であり、そうした時期に井上靖一行が

７

旅行業界も、ソ連の観光情報の収集、

旅」として1966年１月号より11月号まで

ソ連へ 渡 航 し た こ と にも注目できる。

商品の開発に取り組み始めた。新聞各紙

連載されており、その紀行文の創作ノー

1960年代の世界的な観光ブームの中で、

にはソ連各地の観光地に関する記事が特

トという位置づけである。井上靖が紀行

日本では1964年に海外渡航が自由化し、

集され、旅行社によるソ連旅行ツアーの

文執筆のために「西域ノート」を作成し

マスツーリズムの時代が幕を開けてい

宣伝が掲載されている。例えば、1967年

たことは、間違いないであろう。
「西域

た。

５月の『読売新聞』の連載「シルクロー

ノート」中には日記を記すという記述が

ドのソ連」第１回には、ウズベク共和国

あることから、このノートは日記の後に

ソ連旅行記の出版は、かように日本・ソ

のタシケント、サマルカンド、ブハラ、

作成された可能性がある。旅中の “メモ”

連両国で国際観光が興隆していたことを

カザフ共和国のアルマトイがインツーリ

と “ノート” に関しては、井上が訪問現場

背景とする。日本交通公社海外宣伝部は、

ストからソ連の新観光ルートとして「た

でメモを取り、ホテルでノートを整理し

だ今売り出し中」
とある 。ソ連極東船舶

ていた姿が同行者に捉えられている。井

公団により日本・ナホトカ航路 が開設さ

上の旅行に３度同行した加藤九祚

れると、この航路とシベリア鉄道を利用

（1922－2016）は、
「六五年、六八年はシル

したソ連経由のヨーロッパへ旅行が10万

クロードが開放される前で、先生もお若

円前後で可能となり、空路より安価で多

く思い出はつきません。先生はシルク

くの利用客があったことから、1967年に

ロードに本当に情熱を打ち込んでおられ

は日本交通公社がソ連経由のヨーロッパ

夜中までノートを整理されていた姿が忘

旅行「ソ連セット」を発売して若年層に

れられません」12、
「いつも、現地では取

人気を博した10。このソ連セットには
「ソ

材用の手帳にメモされ、ホテルに帰って

連経由、ヨーロッパセット旅行」と「ソ

それをノートに整理される。このときほ

連・シルクロードの旅」の「ソ連へ気軽

とんど完成した状態に仕上げられること

に旅ができる」二つの新企画があった。

13
もある」
と回顧している。井上が訪問現

同公社はインツーリストと契約し、渡航

場で熱心にメモをとる姿は、同じく同行

日本における相次ぐソ連観光の宣伝や

８
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図３
図２

レギスタン広場（サマルカンド）についての記録とスケッチ

（出所）井上靖「第一回西トルキスタン西域の旅」（二）（神奈川近代文学館所蔵）

井上靖撮影によるレギスタン広場
のティラコリ・メドレセの塔

（出所）井上修一氏所蔵

の永田一修（1903－1988）撮影と思われる

表１

写真「古代ピャンジケントの岡に立ちメ

１月号 ⻄域の旅１

モをとる井上靖氏」
（「西域の旅／２」
『太

陽光を浴びた1200年前の都市、灰色のザラフシャン 道路工事中の大発見、７世紀を発掘する、消滅し
川を渡る、木々の葉の揺らぐ博物館、古代ピャンジ た第二の首都、チムール王家の廟を見る、ふたた
ケントの丘に登る、解説：ソグド人
びタジク共和国へ、新幹線道路を行く

陽』
）14 からもうかがえる。加藤のいう
“ノート” が何を指すのか不明であるが、
旅の記録は、現場でのメモ、ホテル等で
つけた日記、ノートの順で整理され、紀
行文の執筆の準備がなされたと考えられ
る。
創作ノートとしての「西域ノート」の
存在は、井上靖の旅が文学作品の創作の

井上靖「西域の旅」の各号のタイトルと各章の見出し

２月号 ⻄域の旅２

大パミール高原の入口に立つ ７月号 ⻄域の旅７ 地下に眠る古きサマルカンド

古代ピャンジケントの没落

８月号 ⻄域の旅８

緑の近代都市タシケント

花咲くソグドの地、アラブに追われた悲劇の運命、街を埋める樹々の緑、すさまじい破壊と建設、集
ムグ山に埋もれた文化、夏の日のピャンジケント遺 産地タシケント、ヴェルニ東方研究所の業績、美
跡
しいナボイの詩集、雑多な人種で賑う市場
３月号 ⻄域の旅３

中世の生きる街ブハラ

９月号 ⻄域の旅９

砂漠の街アシュハバード

2000年の年齢を持つ城邑、ジンギスカンの大劫掠、新工業都市チル・チック、砂嵐におどろく、⻄ト
白い土屋の街に住む人々、魂の吸い込まれるような ルキスタン最後の旅程、震災の地アシュハバード、
「⻘」
絨毯工場と運河、アナウの遺跡、忘れ得ぬ人
４月号 ⻄域の旅４

幻の隊商とブハラの宝石市場 10月号 ⻄域の旅 補編その１
モスクワ レニングラード

ための取材旅行の性格を帯びていたこと

悲しみの歴史を語る遺物、イスマイル・サマンの 戦後最高に明るいモスクワ、レーニン廟，そして教
廟、
〈ヨブの泉〉の伝説、沙漠に立つ大灯台、異様 会、古いもの新しいもの、英雄都市レニングラード、
な円頂商舗
エルミタージュ博物館、美しいレニングラード

を示している。「西域ノート」に訪問先に

５月号 ⻄域の旅５

関する情報が非常に詳しく丁寧に記され
ていることからも、それが知られよう。
訪問先に関する情報源のひとつは、同行
の加藤九祚であった。出発前、井上は加
藤より、加藤自身が翻訳したソ連の考古
学者A・Y・ヤクボフスキー（1886－1953）

花と森の都サマルカンド

11月号 ⻄域の旅

補編その２

シベリヤの風物

中世と近代の混合した街、繰り返された興廃の歴 イルクーツクへ飛ぶ、19世紀の流刑地、春近いバ
史、満地これ花園，果樹，美草、英雄チムールの生 イカル湖、世界で唯一つ淡水アザラシ、ハバロフ
涯
スク、日本人墓地、極東鉄道の沿線風景、延々た
る湿地帯、巨大なるロシア
６月号 ⻄域の旅６

チムール朝栄華の古都

“ 生きている王 ” の廟群、サマルカンドの象徴、ハ
ヌィムにまつわる物語、眼にうかぶ往時の授業、刺
客によるウルグベクの最後

（出所）井上靖「西域の旅」『太陽』平凡社、1966年より筆者作成

の著作（『古代ピャンジケント』）を見せ
てもらい繰り返し読み15、中央アジアに関

「西域ノート」
には井上の眼に映った地

などの説明を交えて丁寧にスケッチされ

する知識を増やし、古代遺跡ペンジケン

形や建造物なども繊細なタッチでスケッ

ている。塔のスケッチには「塔の頂きの

トへの思いを膨らませていた（5－1参照）。

チされており、井上の美的な視点が織り

青さは心にしみ入る青さである」との添

さらに、旅中でも井上は情報収集に努め

込まれていることも紀行文にはみられな

え書きがあるが、これは井上が作品中に

ており、訪問先の研究所や遺跡、街で出

い特徴である。
（図２）
はその一例である

中央アジアの印象として繰り返し用いた

会った人々、ガイド通訳などを通して得

が、サマルカンドのレギスタン広場（今

表現である
（例えば、表１の下線）。
（図３）

たとみられる諸情報も「西域ノート」に

日までウズベキスタンの観光の目玉であ

の写真の裏面には、
「サマルカンド、レギ

記されている。

る）の建造物が配置や様式、用途や素材

スタン広場にあるティラ・コリのメドレ
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セ」
、「靖さつえい」、「1965（昭和40年）

永田の弟子の写真家の常盤茂雄、ドイツ

られる。また、野村のレポートおよび井

第１回ソ連旅行」との鉛筆書きがある。

文学者の福田宏年（1927－1997）
、大学生

上の紀行文「西域の旅」の写真は永田が

この写真に写っている塔は（図２）の「西

で井上の長男の井上修一（ドイツ文学者）

担当していた。写真家の永田と常盤にと

域ノート」に井上がスケッチした塔と同

であった。野村尚吾によると、一昨年に

っても、旅は取材旅行の意味合いを持っ

一の形であり、井上が頂の青さに心を奪

魚釣りの一行とソ連に出かけた永田が、

ていたとみられる。次節（4－2）で触れる

われた塔がティラコリ・メドレセの塔で

中央アジア旅行が可能であることを確か

ように、同紙の編集長はじめ、講談社、

あることがわかる。ソ連では写真撮影を

めて帰り、早速、長年西域を夢見てきた

東京新聞、文春などの出版社やメディア

嫌う人も多かったが、井上一行が旅先で

井上に相談をもちかけて実現の運びとな

が井上一行の出発の見送りをしている。

目にした風景や人物を写真形態でも記録

った。同じく一昨年この地方を旅行し、

この見送りには、交友関係による意味も

していたことにも注目される 。

ロシア語が得意でシベリアや中央アジア

あろうが、一行の旅と仕事との繋がりも

「西域ノート」は、井上靖のソ連旅行の

に関する著書や翻訳のある加藤久祚の同

うかがわせる。

実態を示す貴重な史料である。その点で、

行で旅は心強いものとなったという 。

16

19

4－2 「西域ノート」から明らかになる旅

文学作品として推敲が重ねられた紀行文

永田は戦前、前衛芸術家連盟、全日本

「西域の旅」、および、第２回目のソ連旅

無産者芸術連盟に参加するなど社会主義

行の後に２度の旅行を題材とした『朝日

思想に親和的な団体で活動をしており、

「西域ノート」からは、東京の自宅を出

新聞』の連載小説「西域物語」 とは異な

ソ連旅行の経験があったとしても不思議

発するところから帰路のハバロフスクま

る。これらの文学作品から井上一行の旅

ではない。加藤にはシベリア抑留経験が

で、ソ連領内の訪問都市、訪問先のみな

程を知ることはパズルのようで容易でな

あり、ロシア語が堪能でソ連の文化に精

らず、訪問の順序、移動手段、宿泊場所、

い。例えば、
『太陽』連載の紀行文「西域

通していた。平凡社の加藤は、かつて同

行動を含めて井上靖一行の旅の全貌を知

の旅」の構成や各回内容（表１）にみる

社の辞典を背負って営業しており、原稿

りうる。
（図４）
は旅のルートを地図上に

都市の記載順序（タジク共和国のパミー

の受け取りに井上のところへ出入りした

示 し た も の で あ り、具 体 的 な 旅 程 は

ル高原、ペンジケント遺跡、ウズベク共

際、井上に非常な勉強家と認められ大変

（表３）に整理した。井上靖は、車２台

和国のブハラ、サマルカンド、タシケン

気に入られたのだという 。
ドイツ文学者

（１台は講談社）
で東京の自宅を出て横浜

ト、トルクメン共和国のアシハバード）

で井上の姻戚にあたる福田宏年は、ドイ

へ行き、
『サンデー毎日』編集長や東京新

は、井上の都市への関心に応じた順であ

ツの地理学者 F・フォン・リヒトホーフ

聞、文春などのメディア・出版関係者や

り、実際の旅程とは異なる。一方、
「西域

ェン（1833－1905）が名付けた「ザイデン

親族らに見送られ横浜をバイカル号

ノート」からは、井上一行の実際の順序

シュトラーセン（絹の道）
」という中央ア

（図５）で出港し、津軽海峡を通過して海

に沿った旅の足取りや細かい行動、加え

ジアを中心にユーラシアを交易路で表す

路ナホトカへ向かった。ナホトカからは

て旅中の素朴な感想をうかがい知りうる

地理的概念を世界に知らしめたスウェー

シベリア鉄道（極東列車、図６）でハバ

デンの探検家 S・ヘディン（1865－1952）

ロフスクへ移動している。
「ナホトカ航

の名著『シルクロード』
（岩波文庫、1984

路」と「極東列車」の組み合わせは、東

年）、
『さまよえる湖』
（同、1990年）を翻

京 ― モスクワ間の空路直行便がなかっ

訳し、高度成長期の日本においてヘディ

た当時、日本からソ連（ヨーロッパ）へ

ンのシルクロードに関する業績を一般に

の一般的なルートであり、日本人乗客を

広めた人物であった 。

想定したサービスが用意されていた。野

17

（4－2、５. 参照）。
４．1965年のソ連旅行の同行者と旅の
ルート
4－1

ソ連旅行実現の背景と同行者たち

井上靖のソ連旅行が実現した背景には

20

21

のルート

井上一行は各人が各界の専門家であ

村尚吾は、井上一行が乗ったソ連のバイ

と知己の間柄であったことが挙げられ、

り、ソ連旅行は、井上は無論のこと、各

カル号の車内放送は露語、日本語、英語

また、旅が取材旅行としてサポートされ

人の仕事のための、もしくはそれに役立

の「たどたどしいおあいきょうぶり」で

ていたことも推測される。

つ旅行であった。この点で、まずは、こ

あったが、極東列車では日本人の電気主

1865年の旅は井上がいう「親しい友

の旅行と毎日新聞社との関わりを指摘で

任が「きれいな標準語で気持ちがいい」

人」 とのグループ旅行であったが、同行

きる。井上自身も毎日新聞の元学芸記者

車内放送を担当し、日本の流行歌や民謡

者各人の個性がソ連旅行実現に貢献した

であるが、その後輩にあたる野村は帰国

を適当にはさみ「故国を離れた気持ちが

と考えられる。その同行者とは前掲の平凡

後まもなく編集部員をしていた『サン

薄い」と移動時の好印象を記している23。

社編集部勤務の加藤九祚、洋画家・写真

デー毎日』
（1965年）に特派員レポート

その後、井上一行は、空路でモスクワ

家の永田一脩のほか、
『サンデー毎日』編

「秘境西域を行く」 を連載しており、野

へ飛び、レニングラードを訪問した後、

集部員で小説家の野村尚吾（1912－1975）
、

村にとって旅は取材旅行であったと考え

モスクワに戻り、そこから空路ウズベク

井上がソ連、中央アジアに精通した人物

18

22
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図４

井上靖一行のソ連旅行（1965年）のルート

（出所）井上靖「第一回西トルキスタン西域の旅」（一）～（三）（神奈川近代文学館所蔵）を基に筆者作成

ゥシャンベへ飛び、そこからトルクメン

井上一行の旅が日本からの〈デレガー

共和国の首都アシハバードへ飛行機で移

ツィヤ（代表団）
〉の招待旅行であり、一

動し、モスクワへ戻った。日本への帰路

般のソ連観光とは異なる特別な旅行であ

は、モスクワから空路でイルクーツクへ

ったことは、
（表３）のように、モスクワ

飛び（オムスク経由）
、イルクーツクから

でのソ連作家連盟関係者による空港出迎

飛行機でハバロフスクへ戻っている。
「西

えに始まり、５月９日の大祖国戦争（第

域ノート」
の記録はここまでで終わるが、

二次世界大戦中の独ソ戦）戦勝記念日に

ハバロフスクからは往路同様に列車でナ

おける軍事パレートの招待席での見学

ホトカへ戻ったことが推測され、
『毎日新

（井上のみ。図７はその時の特別な観覧券

聞』によると、６月８日午後４時にバイ

である）
、サマルカンドでの作家ボロジ

カル号で横浜に帰港している 。
自宅を出

ン、イルクーツクでの作家連盟支部の訪

発した５月５日から数えて都合34日間の

問といった行事にみえる26。また、モスク

長旅であった。

ワ滞在中は産経新聞モスクワ支局長の大

24

谷彗が送迎、
観劇や郊外へのピクニック、
上：図５「バイカル号」

５．井上靖一行のソ連旅行の実態

日本大使館、外務省関係者との面会（会

下：図６「極東列車」

5－1

食か）のほか、数次の自宅への招待など、

（出所）井上修一氏所蔵

招待旅行と一般観光との組み合わ

せ

何かと世話をしていることも注目され

ソ連の観光政策下における井上靖一行

る。

共和国の首都タシケントへ向かってい

の旅の性格を「西域ノート」から案ずる

一方で、井上一行の旅には、1960年代

る。ウズベク領内においては、タシケン

に、それは井上靖のソ連作家連盟 による

にソ連が外国人に提供していた観光ルー

トから空路でブハラへ飛び、その後、同

招待旅行と一般の外国人向け観光との組

トをなぞるマスツーリズムの側面もみら

じく空路でサマルカンドを訪問、その後、

み合わせであったと考えられる。また、

れた。
（表２）は、1966年当時に外国人に

自動車でタジク共和国のペンジケントを

この旅は、著名な作家井上の旅らしく、

開放されていた観光都市一覧である。当

日帰りで訪れて再びサマルカンドへ戻っ

交友ある現地の日本人にサポートされて

時、ロシア、ウクライナの二大共和国を

た後、今度は空路タジク共和国の首都ド

いた。

中心にソ連の全14共和国の指定都市が外

25
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国人観光客に開かれていた。
野村尚吾が、

理していた。ホテルは旅券を一時預かり

当初、ソ連の「辺境地区」まで行けるの

滞在登録をして客を把握し、ホテル内の

は「ソ連の特別なはからい」ゆえだと考

サービス・ビューローが客の一切の必要

えていたが、それが認識不足で「こんど

に応じた。
各階の昇降口には
「デジュルー

われわれ七人の旅行も、ソ連のインツウ

ナヤ」
（当直女性）が昼夜通して座ってお

リストの観光コースによって、まわった

り、
各階を管理していた ― 部屋の鍵の管

にすぎない」 と述べているのも、井上一

理（部屋の出入り時に鍵を預ける。宿泊

行の旅程にソ連提供のお決まりルートと

者の顔は覚えられており、黙っていても

いう一面があったためである。
ソ連の
「辺

鍵を出されることが多い）
、盗難防止、宿

境地区」、すなわち、カフカース、中央ア

泊 者 の 注 文（お 茶 や 靴 磨 き な ど）対

ジアも外国人観光客を受け入れていた。

応 ― 30。外国人観光客の個別対応を担っ

ただし、井上一行の訪問地のうちタジク

たのは、インツーリストから派遣される

共和国のペンジケントは例外で、外国人

ガイド通訳である。ガイド通訳は、案内・

ソ連の各共和国における外国人観

に開かれていなかった。井上一行が訪問

通訳のみならず、外国人旅行者が快適に

光都市（1966年）

できたのは、彼らが予め訪問を切望し、

旅を過ごせるよう便宜を図り、諸サービ

インツーリストを通して交渉した結果で

スの提供のほか、外国人観光客の旅程を

あった。加藤九祚の回想によると、通常

管理し行動を把握する役割も担ってい

は誘いを断らない井上が通訳の友人であ

た。大都市レニングラードの例では、ガ

るサマルカンド大学の教授の招きを「今

イド通訳には外国人観光客の反ソ思想を

日は少し疲れたし、明日は大事なペンジ

念頭に彼らのスパイ的な「誘発的」質問

ケント旅行もあることだから」と断るほ

に対して「熟練した、熱心な党の回答」

ど、ペンジケントは井上の「待望」の訪

をすることが求められていた31。

27

図７

1 965 年 ５ 月 ９ 日 の 大 祖 国 戦 争
戦勝20周年記念日の観覧券。
「И
 ноуеЯсуси（いのうえやす
し）」と記入されている。

（出所）井上靖「第一回西トルキスタン西域
の旅」
（一）
（神奈川近代文学館所蔵）

表２

共和国名

ロシア

ウクライナ

都市名
モスクワ、イルクーツク、ヴ
ォルゴグラード、ヴラジーミ
ル、ウ リ ヤ ノ フ ス ク、オ リ
ョール、オルジョニキーゼ、
カザン、カリーニン、クール
スク、クラスノダール、スズ
ダリ、スタヴロポリ、スモレ
ンスク、ソチ、トリヤッティ、
ノヴゴロド、ハバロフスク、
ピャティゴルスク、ブラーツ
ク、ボリソグレブスク、ペト
ロザヴォツク、ムルマンス
ク、レニングラード（※）、ロ
ストフ・ナ・ドヌー、ヤロス
ラヴリ
キエフ、ヴィンニツァ、ウー
ジゴロド、オデッサ、カネフ、
クレメンチューク、ザポロジ
エ、シンフェローポリ、リヴ
ォフ、チェルカッスイ、ドネ
ツク、チェルノフツイ、ハリ
コフ、ヘルソン、ポルタヴァ、
ヤルタ

白ロシア

ミンスク、ブレスト

ウズベク

タシケント、サマルカンド、
ブハラ

カザフ

アルマ・アタ、チムケント

グルジア

トビリシ、クターイシ、ゴリ、
スフミ、ツハルトゥボ、バク
リアニ、バトゥミ、ボルジョ
ミ

バクー、クバー、スムガイト、
アゼルバイジャン
フダート

問先であり、
「たしかその年から外国人旅

これに対して、井上靖の「西域ノート」

行者に『解禁』されたばかりで、私も日

や紀行文、野村尚吾や加藤九祚の著述か

本を出発するときから楽しみにしていた

らは、井上一行が旅に不自由を感じてい

場所」であったという 。ペンジケントが

た様子は見受けられない。
井上一行には、

外国人旅行者に「解禁」されていたとい

公認の観光コースにはないペンジケント

うのは加藤の誤解であろうが、井上一行

訪問という旅の主目的も叶えられてい

がペンジケント訪問をソ連旅行の最大の

た。一般の観光客も旅行中の希望をイン

楽しみとしていた様子が知られよう。

ツーリストに相談することができたが、

28

インツーリストによる井上一行への対応
5－2

管理と “ 自由 ” の間

外国人観光客のソ連内での行動はイン
ツーリストに管理されていたが、井上靖
一行の旅は、
「西域ノート」によれば、か
なり自由であった印象を受ける。

の柔軟さには招待旅行として訪ソした井
上への特別な配慮が働いていた可能性も
否定できない32。
「西域ノート」（表３）が示すように、
井上靖一行は一般の観光地訪問のほかは

アルメニア

エレヴァン

通常、外国人観光客には、予め決めら

比較的自由に過ごしている。モスクワで

タジク

ドゥシャンベ

れた旅程を逸脱することは難しかった。

は特に産経新聞の大谷支局長に夜の行事

トゥルクメン

アシハバード

それは、インツーリストの業務が外国人

として市内見学（５月９日）
、日本大使館

モルダヴィア

キシニョフ、ベルイツイ

ラトヴィア

リガ

のみを扱う包括サービスを特徴としてお

訪問（５月10日）
、大谷宅訪問（５月29日

リトワニア

ヴィリニュス

り、外国人観光客は空港・鉄道駅の送迎、

は午前２時迄、30日は午前０時迄）を世

エストニア

タリン

手荷物運搬、ホテル（インツーリスト指

話されており、また、５月29日にはモス

定）での食事を含む一定の規格ツアー料

クワ郊外へ自動車でピクニックにも連れ

金を先払いし、その払込証明書（バウチ

て行ってもらっている。モスクワの他、

ャー）を持ってソ連旅行に出かけるため

レニングラード、タシケント、イルクー

である 。現地では、
ホテルが観光客を管

ツクでも夕方から夜にかけて、たびたび

（出所）野 々村一雄『ソヴィエト旅行案内』
を基に筆者作成。同書にはレニング
ラード（※印）が欠落しているため
追記した。地名は原文のまま。下線
は井上靖一行の訪問地。

29
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表３
日にち

井上靖一行のソ連旅行時の訪問先と出来事（1965年）
滞在都市

訪問先・出来事

宿泊施設

日にち

滞在都市

訪問先・出来事

宿泊施設

９時30分：ホテル発
（インツーリストガイド兼運転手ゴ
ルブノフと）
、ボロ・ハウス教会、要塞（アルク）
、師範
大学、キイロフ公園、イスマイル・サマニ廟、チャシュ
マ・アユブ教会、カリャン塔・カリャン教会、午後：半 ブハラの宿
月と星の離宮、宝石市場、隊商集合場所（キャラバン・
サライ跡）
、クウケルダッシマ・メドレセ、チャル・ミ
ナーレ

５月５日 東京⇒移動

８時30分：自宅発（車２台、１台は講談社）、横浜へ、
船中泊
12時：バイカル号出帆

５月21日 ブハラ

５月６日 移動

船中（９時：仙台沖、16時：津軽海峡入、21時：津軽海
船中泊
峡出）

５月22日

５月７日 移動

15時：陸地見える、ナホトカ着、18時：汽車発車

５月23日 サマルカンド

５月８日 移動

車中（７時30分：ルジノ、８時30分：イマン、11時40分：
ビギン、15時10分：ハバロフスク着、バスで空港へ、17
サマルカンド
サマルカンド
時20分：ハバロフスク空港離陸、２時20分（21時20分）
： メトロポール・
９時50分：ホテル発、ペンジケントへ、ルダキ地誌博物
５月24日 ⇒ペンジケント
の近代的ホテ
モスクワ着、インツーリストの待合室へ、空港出迎え（ソ ホテル
館、ペンジケント遺跡、18時：
（ホテルへ？）帰る
⇒サマルカンド
ル
連作家連盟のムスレポフ、アルブーゾフ、ステルマフ、ピ
ヌス女史、産経の大谷彗）
、バスでホテルへ（大谷も）

５月９日 モスクワ

９時～：赤の広場（戦勝記念日観兵式見学）
、12時：ホ
テル、13時まで：日記、15時～：インツーリストの大型
バスで市内見物（福田、修一、野村と。インツーリスト メトロポール・
サマルカンド
５月25日
の説明あり。モスクワ大学）
、20時～：産経の大谷彗の ホテル
⇒ドシャンベ
案内で夜の市内見物（モスクワ大学すずめが丘）
、22時
頃：ホテル

５月10日 モスクワ

車中泊

５時：日記、９時：食事、10時：ホテル発、歴史博物館
（考古学関係見学）、百貨店、15時：ホテル出、ドル・
メトロポール・
コーナーで買い物、19時：大使館（大谷、下田の招き。
５月26日 ドシャンベ
ホテル
大使館、外務省関係者と。酩酊）
、22時半：ホテル（１
時半まで大谷、福田と福田の部屋で飲む）

直食後：ホテル近く散歩（福田、修一、加藤と。ジェル
ジンスキー広場まで）
、10時45分：ホテル発、レーニン
廟、クレムリン、15時：作家同盟の招き（修一、福田、メトロポール・
５月11日 モスクワ
５月27日
加藤、永田、アルブーゾフ、女詩人、評論家、美術家な ホテル
ど）
、16時：ホテル、19時：チャイコフスキー記念コン
サートホール、ホテルの食堂でビール
９時20分：ホテル発、ザゴルスクへ（車かバス）
、11時
半：ザゴルスク着、トロイツエ・セルギエフ・ラウラ教
会、ウスベシスキ教会、トロイク教会、ザゴルスク国立
メトロポール・
５月12日 モスクワ
歴史博物館、17時：ホテル（大谷に会い、バレエチケッ
５月28日
ホテル
トを貰う）
、劇場でバレエ鑑賞「白鳥の湖」
（ホテルより
徒歩10分）
、10時：ホテルで食事
※「インツウリストのウンヤコフ」のメモあり
８時：ホテル発、10時20分：モスクワの空港離陸、11時
20分：レニングラード着、15時～：市内見物（大型バ
モスクワ⇒
ス、日本語の案内嬢。エルミタージュ、ネヴァ河、巡洋 アストリア・
５月13日
５月29日
レニングラード 艦オーロラ号、スゴルニー寺院（常盤、バスに置いて行 ホテル
かれる）
、ネフスキー大通り）
、20時：食事、10分ほど散
歩、ホテル
６時：日記、10時：ホテル発、噴水公園へ【注：ペテル
ゴフ】
、12時半：ホテルで昼食、エルミタージュ、夜： アストリア・
５月14日 レニングラード
５月30日
劇場でバレエ鑑賞「眠れる森の美女」
、23時：ホテル、ホテル
永田たちが待っており一緒に食事
10時半：ホテル発、要塞【注：ペトロパブロフスク要塞】
、
14時：レニングラード大学東洋学部日本語課主任ビーヌ
レニングラード
メトロポール・
５月15日
ス、アクシモアらホテルへ来る、喫茶店へ（加藤、修一
５月31日
⇒モスクワ
ホテル
も）
、18時：夕食、葡萄酒、21時半：ホテル発、22時45分：
レニングラード空港離陸、23時45分：モスクワ空港着
９時30分：ホテル発、11時20分：モスクワ空港離陸、16
モスクワ
時20分：タシケント空港着、21時30分（現地時間）
：ホ タシケント・
５月16日
６月１日
⇒タシケント
テル。夕食後、噴水の周囲（ホテル近く）散歩。ホテル ホテル
入り口で関あき子の娘に会う
９時：朝食、
インツーリストへ行き滞在中のスケジュー
ルを決める、10時30分：ホテル発、市内見物（ホテル前
の劇場、百貨店、科学博物館、印刷所、革命広場（以
上、車中からか）
。街の中心部の公園。（再び車中から
タシケント・
５月17日 タシケント
か ― 国立大学、マルクス通り、ウズベク共和国政庁、
６月２日
ホテル
アリシェル・ナボイ記念図書館、旧市街）
、回教寺院、
ホテル、14時～：バラク・ハン教会、ホテル、18時～：
コムソモーリスカヤ公園、
湖畔のインツーリスト直営料
亭で食事、23時：ホテル
５月18日 タシケント

５月19日 タシケント

５月20日

タシケント
⇒ブハラ

９時：ホテル発、沙漠見物へ（ホテルの女性事務員も同
行、小型バス）
、帰途に要塞（イブンシイナの記念碑建 サマルカンド
ブハラ
設予定地前）
、15時20分：ホテル発、16時20分：ブハラ の近代的ホテ
⇒サマルカンド
空港離陸、サマルカンド着、ホテル、市場見物（加藤案 ル
内）
、夕食後ホテル傍らの公園散歩
シャヒ・ジンダ・アンサンブル、ビビ・ハニム教会、レ
サマルカンド
ギスタン広場、ウルグベク天文台、アフラシアブ遺跡、
の近代的ホテ
ホテル、葡萄酒、夕食、日記整理（ウシャコフ、加藤は
ル
ウシャコフ友人宅へ）

10時：ホテル発、郊外のホジア・アフロテ教会、チムー ドシャンベ・
ル廟、博物館（1930年時はユダヤ教会、革命後は政府外 ホテル（マイ
人接待所）
、17時：サマルカンド空港発、ドシャンベ着、ニ広場前）

チャイハナ “ラハ”、建設中の公園、コムソモール公園、
ドシャンベ・
博物館、ドシャンベ川沿いをドライブ、夜：タジク映画
ホテル
鑑賞（撮影所試写室）

６時30分：ホテル発、７時40分：ドシャンベ空港離陸、
ドシャンベ
９時30分：アシハバード着、ホテル、朝食、11時：国立 トルクメニス
⇒アシハバード 地誌博物館、
夜：日本人２世の須藤みのる夫婦の訪問受 タン・ホテル
ける（福田、加藤、修一と。23時まで部屋で飲む）

アシハバード

９時：食事、絨毯工場、運河、クリトリンスキー湖（人
造湖）
、午後：アナウ遺跡、夜：食事後、須藤宅へ招待 トルクメニス
（加藤、福田、修一、野村と。ブランデーとコーヒー御 タン・ホテル
馳走になる）
、23時：ホテル

７時45分：アシハバード空港離陸、12時30分（－２時
間）
：モスクワ着、午後：自由。大谷の自動車で郊外へ
アシハバード （モスクワ川上流）
、夜：ブルガリヤ料理店（修一、福 メトロポール・
⇒モスクワ
田、大谷夫妻と）
、大谷のアパートへ、２時半に目覚め、ホテル？
ホテルへ（大谷が送る。ホテルは閉まっており、女中を
呼び扉を開け、部屋まで送ってもらう）
６時頃：日記、10時：トレチャコフ美術館、午後：プー
シキン美術館、ホテル、グム百貨店（大谷の案内）
、夜： メトロポール・
モスクワ
大谷邸、０時少し前まで話して帰る、５時少し前に目覚 ホテル？
め日記
博物館（旧ノボーゼービチィ修道院）
、ホテルへの帰途
モスクワ
にチェーホフの家、18時：空港へ（大谷夫妻の車。福
機中泊
⇒イルクーツク 田、修一も）
、20時：モスクワ空港離陸（オムスク経由
でイルクーツクへ）

イルクーツク

ホテルへ、９時半、朝食、13時まで睡眠、昼食後：イン
ツーリストのバス（案内嬢）で19世紀の修道院、公園散 ホテル・シベ
歩、18時：夕食、葡萄酒二本、眠り22時頃目覚めて日 リア
記、２時就寝

イルクーツク

10時半：バスでバイカル湖へ。湖畔の博物館、16時30
分：観光船でイルクーツクへ、ホテル（福田、加藤と街
機中泊
散歩）
、ウシャコフと別れ、日記（ブハラの一日分のブ
ランクを埋める）

１時：ホテル発、空港のインツーリスト待合室で仮眠、
10時：ホテル発、東方研究所、ホテル、午後：歴史考古
タシケント・
イルクーツク ６時イルクーツク空港離陸、８時：ハバロフスク着、ホ イルクーツク
研究所、市場、ホテル、バラジン氏邸（加藤と。後から
６月３日
ホテル
⇒ハバロフスク テル、食事後眠り、17時に起きる、ブランデー、19時： 泊
福田、修一、野村呼ぶ）
夕食、少し散歩。
10時：作家同盟ハバロフスク支部の作家２名
（ヒメンエ
10時：ホテル発、チルチックへ、チャイハナ、ホテル、
ンコ、ホジャ）と案内役が訪問、博物館、作家同盟ハバ
コムソモーリスカヤ公園湖畔のレストランで食事、
街歩
タシケント・
ロフスク支部を訪問、ホテル、昼食、午後：日本人墓
き（永田、福田、修一と）
、ホテル近くの喫茶店（福田、
６月４日 ハバロフスク
ホテル
地、温泉プール、百貨店、ヒメンエンコにミルクセーキ
修一）
、夕食、火酒二本、夜：大衆酒場（加藤案内、ブ
ご馳走される、夜：夕食（放送局の中山が生卵持ってく
ランデー）
る）
７時：日記二日分、
（福田、１時半まで飲み途中欠席）
、
10時：民芸館（ロシア大使ボーロスツォフ邸）
、13時：
ホテル発、15時40分：タシケント空港離陸、ブハラ着、
ブハラの宿
18時：食事、街を散歩（土塀の路地、ハナカ・ディワン
ベキ寺院）
、ホテルで夕食、20時30分：屋外劇場（加藤
が切符購入）

（出所）井上靖「第一回西トルキスタン西域の旅」
（一）～（三）
（神奈川近代文学館所蔵）より筆者作成。固有名詞、表現は可能限り原文のま
ま。【 】は筆者注
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散歩に出ている（５月10日、13日、16日、

る。井上一行のソ連旅行は、
彼ら自身 “上

んでおきたいような気持があった。人に

19日、20日、６月２日）。タシケントでは

手く” ソ連旅行をした外国人観光客であ

喋（しゃべ）ったり文章に綴（つづ）っ

加藤久祚の案内で大衆酒場へ行き、ブハ

り、一行に快適さのサービスと監視が行

たりすると、そこからどこかへ飛び立っ

ラでは屋外観劇をした。サマルカンドで

き届いていたという点ではソ連の観光政

て行ってしまいそうな不安定な脆（もろ）

はガイド通訳のウシャコフの友人宅へ訪

策の成功例であったといえよう。

さがあった」40との胸中を披露している。

問し（５月23日、井上は不参加）、アシハ
バードでは現地で出会った日系二世の青
年須藤みのる夫妻と二日間にわたり時を
過ごした（５月27日はホテル、28日は須

横浜帰港時（６月８日）に「西域の旅」
６．西域への夢とソ連の社会主義プロパ
ガンダ
6－1

の印象を毎日新聞に取材された井上一行
は、
「中央アジアではサマルカンドなどの

知識人の西域への憧憬

七世紀ごろの遺跡を見学、とくにブラハ

藤宅）
。
（表３）にみえるように、同行者

５月16日の朝は井上靖にとって特別な

【原文ママ】
ではシルクロード時代からの

たちはしばしば単独、もしくは数人で行

朝であった。
「６時起床。睡眠時間は五時

民族や古い風俗にハダでふれることがで

動をとっていた。野村尚吾によると、常

なるも熟睡しているので爽快。窓を開け

きた」41と語っている。小説『西域物語』

盤茂雄は写真を撮って回るため「ときど

ると、快晴。すぐ前にボリショイ劇場の

の冒頭には「歴史的に見れば、中央アジ

き雲隠れになって気をもませた」、加藤は

白い建物が見える。８時15分朝食。９時

アは依然として西域に含まれ、その限り

知人・友人が多くロシア語が自在なため

30分 Hotel 出発。いよいよタシュケント

では現在もこの呼称が初めに持った未

「訪問やら図書館通いにいそがしく、きま

へ 向 う。ソ 聯 旅 行 の 本 盤 に は い る わ

知、夢、謎、冒険という要素は消えてい

った観光コースのときは、しばしば単独

け」 ― 「西域ノート」にこう記されて

ない」42との表現がみられるが、井上にと

行動をとった」33という。井上一行が受け

いるように、井上にとってソ連旅行の目

って中央アジアで遺跡、民族、文化に触

た偵察らしき経験を挙げれば、野村が５

的地は〈西域〉
、すなわち、中央アジアに

れた経験は古代中国の「未知、夢、謎、

月29日にモスクワ郊外へのピクニックへ

他ならなかった。旅の主目的は、同地で

冒険」
の追体験であったのかもしれない。

行った際に制服の巡査から職務質問を受

の遺跡巡りである。いよいよ中央アジア

かような西域への憧憬は、戦後日本の

けたこと（にこやかな談笑）を書き留め

見学の初日となった翌17日の朝食後、井

知識人に共通するものであった。1960年

ているが 、井上自身はこれについて記録

上は「Intourist へ行き滞在中のスケジウ

前後の出版界では、一種の「西域ブーム」

していない。

ル決める」 と記しているが、その詳細は

がみられる。1965年１月17日付の『毎日

とはいえ、かような井上靖一行の自由

「どこか遺跡発掘の現場があったら、
ぜひ

新聞』は、
「強い秘境へのあこがれ」を理

は、インツーリストによる外国人観光客

見せてほしいと、当地に着くなり頼んで

由として学術書のみならず小説集や探検

あった」という野村の言葉で補い得る。

記など一般教養書でも西域物の出版が続

34

37

38

の管理・監視体制の内側での “自由” であ

シルクロード

った。井上一行がソ連旅行を快適に過ご

「当地のインツーリスト」
（インツーリス

いているさまを報じている。この記事の

すことができた要因として、現地の招待

ト・ウズベク共和国支部）は、井上らの

導入には西域ブームの牽引者井上靖の西

者や日本人の配慮とともに挙げられるの

希望を聞き、科学アカデミーの歴史考古

域物が引かれ、記事の末尾には1958年秋

は、一行がガイド通訳と極めて友好な関

学研究所に問い合わせ、発掘中のアフラ

にタシケントで開催されたアジア・アフ

係を築いていたことである。井上一行の

シアブ遺跡の見学許可を取り付けた 。

リカ作家会議（主に社会主義国や中立国

39

ソ連内各地の移動には、モスクワからガ

井上靖の西域への憧憬は、記録整理的

による会議）の準備委員会に出席するた

イド通訳としてユーリー・ウシャコフ（ハ

な性格の「西域ノート」よりも創作作品

め同年春にタシケント、サマルカンドを

バロフスク大学東洋学科出身の40歳）が

や公的な発言において明瞭である。初め

訪れた作家堀田善衛（1918－1998）の「中

同行していた。各訪問地ではさらに現地

てのソ連旅行を控えた1965年元旦、井上

央アジアの草原にて」からの要約 ―「西

ガイドが一行に加わり、彼らの案内で各

は『朝日新聞』に「ある晴れた日に」と

域にあこがれをもつ日本人は多く井上靖

所を見学し、ウシャコフが通訳を務めた。

いう詩を発表し、学生時代からのサマル

氏などは中級の西域病患者で、戦時から

モスクワから同行したウシャコフとは、

カンド行きの夢を謳った。そして、ソ連

戦後に奥地に潜入しようとした人もあ

野村は四週間も起居を共にし「おのずと

旅行を終えた翌1966年の年頭には、旅行

り、これらは重症である」43 ― がある。

親しみもわき、わがままをいう仲になっ

が「私にとっては生涯での一つの事件」

堀田は著書の中で、自ら「西域病患者」

た」 といい、加藤はサマルカンドのウシ

であり、帰国後に旅行記らしいものをほ

を自覚しつつ、井上や身近な「患者」に

ャコフの友人宅で「深夜までウォッカを

とんど書かなかった理由として「なれな

言及していた44。
こうした戦後の西域ブー

飲み、ウシャコフ氏と入浴して靴下をと

い砂漠の国の旅ですっかり疲れてしまっ

ム は、S ・ ヘ デ ィ ン、A ・ ス タ イ ン

り換えたのにも気づかず」というさまで

たということもあったが、何となく中央

（1862－1943）
、A・フォン・ル・コック

あったというエピソードを披露してい

アジアのことは自分の心の中に仕舞い込

（1860－1930）などの西欧の探検家や日本

35

36
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の大谷探検隊による考古学的発見を礎と

を社会主義プロパガンダの一環として観

いる。古いものは煉瓦のかけら一つ失く

し、さらに白鳥庫吉（1865－1942）、藤田

光資源とするソ連の観光政策（２. 参照）

なってしまうだろう」48と記されている。

豊八（1869－1929）、桑原隲藏（1870－1931）

に合致するものであった。一方で、井上

井上が希求していた西域の旅とは、現実

など東洋史学者による戦前の西域研究の

一行はウズベク共和国の首都タシケント

のソ連観光というよりは時空を超えた歴

影響を受けて起った。戦後の知識人の間

やタジク共和国の首都ドシャンベの整備

史への心の旅であったのである。

では西域、とりわけ、中央アジアの古代

された町並みやコルホーズ、工業都市チ

他方、社会主義国を熱心に観察しよう

ソグディアナやティムール帝国の史跡が

ルチックなどソ連の都市の近代化を目の

とした日本の知識人もいた。例えば、前

のこる古都サマルカンドへの憧れが共通

当たりにしており、社会主義が到達した

掲のアジア・アフリカ作家会議の参加者

してみられた。例えば、前掲のアジア・

ものを見せるというソ連のもうひとつの

たちは、ソ連が社会主義的宣伝のために

アフリカ作家会議（日本代表団の団長は

国際観光策の狙い通りの観光をしてい

見せた観光資源を熱心に観察し、その批

伊藤整（1905－1969））に出席した遠藤周

た。

評を日本社会に投じている。前掲の堀田

作（1923－1996）による、「日本人として

しかし、工業化、近代化された〈西域〉

善衛は『後進国の未来像』
（1959年）にお

は初めて、というころのことですから。

は、井上の見たいものではなかった。井

いて、西域への憧れと現実との間で葛藤

草野心平さん【筆者注：1903－1988。詩

上の紀行文「西域の旅」の構成が旅程通

しつつも、かつての支配国や影響国の民

人】から、前から憧れていたサマルカン

りではないことは先に述べたが（３. 参

族運動に対し核兵器や軍隊で脅す西欧諸

ドの小石を持ってきてくれないかと頼ま

照）、ペンジケント（
「古代ピャンジケン

国には「先進国の後進性」が、ソ連など

れて、持って帰りました」 との回顧もそ

トの没落」
）
、ブハラ（
「中世の生きるブハ

の社会主義国や民族独立に燃えるアジ

れを示している。

ラ」、「幻の隊商とブハラの宝石市場」）、

ア・アフリカ、アラビアなど未来に希望

西域への憧憬は、
〈未踏〉ゆえの神秘へ

サマルカンド（
「花と森の都サマルカン

をもつ「後進国」に真の「先進性」があ

の憧れでもあった。西域に対する形容は、

ド」、「チムール朝栄華の古都」
、
「地下に

ると論じた 49。本会議に出席した野間宏

作家に専念していた井上よりも現役の雑

眠る古きサマルカンド」）、タシケント

（1915－1991）
は、
サマルカンドのティムー

誌編集者であった野村尚吾の方がセン

（「緑の近代都市タシケント」
）
という諸都

ル帝国の史跡のほか、フェルガナ地方の

セーショナルである。野村の特派員レ

市の記載順は、古い町並みや遺跡の保存

運河地帯やコルホーズ、アンデジャンの

ポートの題名は「秘境西域を行く」であ

状態を基準とするもので、ソ連の都市の

石油鉱山、ピオネール（少年団）の会な

り、それを単行書化した際には副題とし

工業都市化、観光地化に抗う井上の心象

どを特別に見学し、
「社会主義国の、モス

て「よみがえるシルクロード」が選ばれ

を映し出している。野村は、
「中央アジア

クワから遠くはなれた奥地の建設」を見

ている。従来、容易に足を踏み入れられ

のソ連地区を歩いていて、ブハラの町ほ

ながら
「日本人一人一人のすぐれた内容、

なかった場所が観光地として開放された

ど強烈な印象を受けたところはなかっ

その能力をあつめて、一つのすぐれた日

時、その地は「秘境」と形容され、
〈秘境

た」、「こんどの旅の本命と思っていたサ

本をつくりだすにはどうするかという問

への旅〉が見出されたのであり、それが

マルカンドでは、井上さんもブハラほど

題」
を見出している50。同じく本会議参加

大衆にも宣伝されたのである。最初のソ

の感動が起こらず、いささかかすんだよ

者の加藤周一（1919－2008）は、ウズベク

連旅行から約10年後に再びウズベク共和

うに見受けられた」とのごとく、中世の

共和国と比較するためにクロアチア、イ

国を訪れた野村は、『毎日新聞』（1974年

様相を「そのままに残している」ブハラ

ンドのケララ州を旅行し、モスクワや北

12月２日付）の「十年目のシルクロード」

が井上や野村の心を最も強く捉えたこと

京と遠く隔たり「社会主義圏と自由主義

と題した記事の中で、彼の地で目撃した

を表現している 。
近代化されるタシケン

圏との境に位置」する三国が独自な型で

各国観光団や日本円の通用、ブハラの近

トについて、
「西域ノート」では「どしど

社会主義を建設しつつあるとの文明批評

代化などを挙げ、「遠くなった “秘境” の

し古い物を壊して新しく建て直しつつあ

をしながら旅行記『ウズベック・クロア

イメージ」46と記している。このことは、

る」と形容され、
「西域の旅」では「オー

チア・ケララ紀行 ― 社会主義の三つの

かつて野村らが西域に求めていたものが

ルド・タウンの一隅に帝政時代の市場で、

顔 ― 』を纏めた。

未踏の地であるがゆえの神秘性であった

隊商の集った場所だというところがある

ことを浮き彫りにしていよう。

が、現在はそうしたことを偲ぶよすがと

45

47

なる物は、何ひとつ残されていない。西
6－2

社会主義プロパガンダとしてのソ

７．おわりに
井上靖の「西域ノート」などの分析か

トルキスタンの都市は、
サマルカンドも、

ら明らかになった1965年の井上一行のソ

連のインバウンド観光

ブハラも、それぞれ物凄いスピードで近

連期中央アジア旅行の実態と特徴は、次

井上靖らが遺跡訪問を旅の主目的とし

代都市化されつつあるが、併し、その中

のように纏められる。一行の旅行は、観

て強く望んでいたことは、史跡・文化財

でもタシケントの近代化が最も徹底して

光の世界的展開を背景として日本・ソ連

－129－

日本国際観光学会論文集（第28号）March,2021

両国における観光が大衆化する中で実現

だ」ことから、中央アジアも含まれる

Journal』第31巻第36号、94ページ。

した。ソ連側からみれば、それは、社会

という（井上靖「西域物語」
〈１〉
『朝


当時の若年層（
「ヤング層」
）のヨーロ

主義プロパガンダの一環としての工業化

日新聞』1968年10月６日付）
。

ッパ行格安ルートとしては、ナホトカ

の達成物や史跡・文化財を観光資源とす



仏教語や学界における「西域」の読み

経由シベリア鉄道利用の「シベリア・

るソ連のインバウンド観光戦略が日本人

方は「さいいき」であるが、井上靖、

ルート」のほか、フランス郵船の貨客

知識人の〈西域〉への憧憬を上手く捉え

司馬遼太郎は「せいいき」と呼んでい

船により東南アジア経由でマルセイユ

た成果といえる。他方、井上側に注目す

た（井上靖、司馬遼太郎『西域をゆく』

れば、一行の旅は、戦後の〈西域〉ブー

文藝春秋、2012年、74ページ）
。
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страны//
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交通公社が

二つの新企画」
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動を謳歌できるものであった。それは、
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Воронкова Л.П., Афанасьев О.Е.,

２

の〈西域〉に関する知識の蓄積があって

招待旅行と一般観光との組み合わせであ

へ入港する「南回り」があった（同上）。
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SEE


『太陽』に連載された井上靖「西域の

旅」には、
「写真／永田一脩」とのクレ

USSR!

ジットがある。
15


前掲、
加藤九祚、104ページ。加藤はソ

連考古学の成果であるヒョードロフ編

C170.
高橋沙奈美『ソヴィエト・ロシアの聖

『古代文化の跡を求めて』
（Под. ред.
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культур. М., 1951.）を翻訳し、『ソグ

史跡・文化財保護や観光全体の制度、経

北海道大学出版会、2018年、178ペー

ドとホレズム』という書名で1968年に

済、文化的な特徴については触れていな

ジ。

自費出版しているが、その前に井上に



日本交通公社海外宣伝部「ソヴィエト

自身の翻訳を見せていた。この書に、
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『国 際 観 光 情 報』第 84 号、
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行の実態についても研究の対象としなか
った。これらは、今後の課題とする。

1955年、12－15ページ。
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『古代ピャンジケント』
が収められてい



野々村一雄『ソヴェト旅行案内』中央
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「ピャンジケント」とは、井上靖が

公論社、1966年。

訪問を切望したタジク共和国のペンジ
ケントのことである。

「シルクロードのソ連①」『読売新聞』

８

本稿の執筆にあたり、井上靖氏のご子



1967年５月８日付（夕刊）
。
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井上修一氏が所蔵する1965年のソ連旅

息井上修一氏より多大なるご支援をいた


この記事には「ソ連に残るシルクロー

だきました。ここに深謝申し上げます。

ド」を売り出し中とあるが、
「シルク

ち、
「靖さつえい」と記されているのは

ロード」という言葉をインツーリスト

（図３）
の写真のみである。修一氏によ

が使用していたかどうかは未確認であ

ると、これらの写真は井上が撮影した

る。「西域」
「シルクロード」という言
、

ものという（井上靖本人が写っている

注


葉の使われ方については、改めて別稿

上靖は、『西域物語』の冒頭にて、「甚

で論じたい。

〈西域〉という言葉の定義について、井

１

だ漠然としたもの」であり、古代中国

９
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を、何もかもひっくるめて西域と呼ん

10

行時の写真は全部で100枚ある。このう

写真を除く）
。
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第一回目のソ連旅行の後、井上は「中
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「サマルカンドの市

であり、外国航路に開放されていたの

場にて」
、
「砂漠の詩」
、
「天山とパミー

はナホトカであった。

ル」などの詩と短編小説「古代ピャン

トラベルジャーナル編集発行『Travel

ジケント」
、
「テペのある街にて」、「ア
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ム・ダリアの水溜り」を発表している。
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井上靖『遺跡の旅・シルクロード』新
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