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表象としての観光バスガイド  

‐映画『100万人の娘たち』（1963）と  

その宮崎におけるロケーション過程の分析‐  

 

長谷川 司 ∗ 

 
【要旨】 

五所平之助監督の 1963 年の作品に、映画『100 万人の娘たち』（松竹）がある。宮崎県地元の観光関

係者たちが制作協力し、宮崎の女性観光バスガイドを主人公にしたフィルムである。映画『100 万人の

娘たち』は、撮影過程からみればストーリーの主要舞台を宮崎にしたはじめての大手制作会社の作品、

観光関係者にとっては観光宣伝映画であった。その一方で、フィルム製作者にとっては地方の女性労働

者の映画であった。地元宮崎において『100 万人の娘達』は、かつての観光ブームを象徴する映画とさ

れてきている。しかし、このような捉え方は一面的である。フィルムにおいて観光バスガイドという表

象は、二つの違った側面を持つ。一つは観光宮崎の代表という側面であり、もう一つは、地方の女性労

働者という側面である。ではなぜ、このフィルムは、地方の女性労働者映画ではなく、観光宮崎そして

宮崎への観光ブームを象徴する映画として受け入れられたのか。本論では、フィルムを宮崎における映

画撮影の歴史に位置づけ考察する。ここで明らかにするのは、映画産業と観光産業との協同関係、観光

地における映画撮影の歴史的意味である。本研究は、映画作品の製作過程を事例分析することで、観光

地とマスメディアとの関係、さらには地方社会を理解する試みである。 

キーワード：宮崎、映画、観光、観光バスガイド、『100万人の娘たち』（1963）、イメージ 

 

序 . 
今日、地域と映画の関わりのあり方を模索する試みが各地で新しい展開を見せてい

る。日本各地で、地域振興を目的とした映画祭が開催され、地元での映画制作を積極的に

誘致し協力する組織としてフィルム・コミッション（Film Commission：以下、FC と記

す）の設立が目白押しである。こうした傾向は全国的なものとなっており、九州の宮崎県

においても、1995 年から毎年開催されてきた宮崎映画祭1の具体的な成果のひとつとして、

2006年に宮崎 FC2が設立された。 

 この宮崎 FC の設立を記念して 2006 年 6 月に開催された宮崎映画祭では、宮崎を舞台

にした映画作品の特別上映が行われた。上映されたのは、地元宮崎のバス会社、宮崎交通

                                                        
∗ 関西学院大学大学院総合政策研究科博士課程後期課程在籍 
1  宮崎映画祭は、特定非営利活動法人 宮崎文化本舗内に組織されている宮崎映画祭実行委員会が毎年開
催している。 
2  宮崎フィルムコミッションのウェブサイト＜http://fc-miyazaki.com/index.html＞に詳しい。 
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の観光バスガイドを主人公にした『100 万人の娘たち』（松竹、1963）である。封切り当

時、可憐な容姿で売り出していた新人女優、岩下志麻がその主人公を演じた。 

 しかし、1963 年に宮崎で撮影されたこの映画は、封切り当時、映画館で上映されただ

けで、その後、VHS や DVD などの二次媒体で市場に流通することはなかった。そのため、

『100 万人の娘たち』は、宮崎を映した「幻の映画」になっていた。この「幻の映画」が、

映画祭の開催、そして、FC 設立という地域と映画メディアとの新しい試みの中で、ふた

たび日の目を見ることになったのである。 

 なぜ、この『100 万人の娘たち』を上映しようと映画祭の主催者たちは考えたのだろう

か。その理由には、次のような要因が関係していると考えられる。まず、この映画が上映

された 1968 年、つまり昭和 30 年代後半という時代が、宮崎への観光客数が年々増加し、

とりわけ新婚旅行客が、一斉に訪れる新婚旅行ブームの時代の始まりに当たっていたこと

である。宮崎の観光関係者は、この『100 万人の娘たち』の公開を通して、いっそうの旅

客誘致をもくろんだのである。そして、この映画の公開以来、そのような映画は二度と制

作されなかったし、また、観光客数も次第に低迷期を迎え、今日に至っている。つまり、

この映画は、宮崎の観光関係者たちにとって、今日でも、絶頂期の宮崎観光の名残りをと

どめる金字塔として、特別な意味をもつ映画なのであろう。 

 つぎに、このフィルムは、宮崎県内の観光関係者と松竹映画会社との緊密な協力関係の

なかで制作された作品だった。まだ観光地とメディアとの連携が珍しかった当時にあっ

て、この『100 万人の娘たち』は、メディア産業としての映画と地方の観光業者が協同で

仕掛けた観光ブームを象徴する映画として注目を浴びたといえよう。実際、『100 万人の

娘たち』の制作においては、宮崎交通、宮崎県、県内の観光協会が積極的に協力した。つ

まり、この映画は、宮崎県下の観光関係者が総ぐるみで支援し、協力した「国策」ならぬ

「県策」映画だったのである。総力戦を展開した映画として、『100 万人の娘たち』は県

の観光関係者にとって、記念すべき作品となった。 

 『100 万人の娘たち』は、この二つの要因によって、映画撮影への協力を通しての地域

振興を目指す FC 事業の先駆的事例として、今日、改めて再評価を受けたのであろう。

『100 万人の娘たち』の再上映は、この意味において、観光宮崎の過去の栄光を賞揚する

人々のノスタルジーを掻き立てたのではないだろうか。それは、好むと好まざるとにかか

わらず、観光地としての歴史をもつ宮崎を生きてきた県民一般に広く共有されるノスタル

ジーでもあったのではないか。 

 D・ブーアスティンは、マスメディアが製造するイメージによって変容を受ける現代生

活を「疑似イベント」という概念で描写している（Boorstin 1962=1964）。ブーアスティ

ンは、観光 tourismをその疑似イベントの代表例に挙げる。彼によれば、現代の観光は、

かつての未知の場所への旅 travelとは異なり、既知の場所への旅であり、「旅」とは異な

る「観光」のもっとも顕著な特徴のひとつは、すでに与えられた旅先のイメージを再確認

することにあるとされる。このブーアスティンの指摘は、一面において正しい。観光する

人々が求めているのは、旅行雑誌や映画作品、テレビ番組といったメディアのコンテンツ
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から見知った旅先の魅力的なイメージを再確認することであるからだ。この意味において、

観光とメディアには強い結びつきがあるといってよい。 

 メディアからの強い要求に応えるために、観光産業は、観光地イメージの供給と新たな

イメージへの更新の圧力に曝されてきた。それは、観光産業にとっても、客数の維持と拡

大という至上命題に添うものであった。そのような要求を背景に、観光産業とメディア産

業は、協同して観光地イメージの普及と宣伝を目的とする多様なメディア・コンテンツを

制作し、供給してきたのである。ロードムービー、旅行映画、紀行ＴＶドラマ、御当地ソ

ングなどなど、思いつくだけでも多種多様なメディア・コンテンツが提供されてきた。 

 しかし、このように制作されたメディア・コンテンツのすべてが、単純に観光産業側の

宣伝戦略に従属する観光地プロパガンダであったというわけではない。というのも、メデ

ィア・コンテンツの制作過程は、単線的ではなく複線的であり、コンテンツを創出する側、

つまり、映画制作者や放送作家などなどのコンテンツ・クリエータたちは、スポンサーで

ある観光産業に一方的に服従する受動的な存在ではけっしてないからである。観光地イメ

ージの創出過程においては、観光業者と制作者とのもくろみがつねに一致するとは限らな

い。 

 

1. 観光バスガイド映画『100万人の娘たち』  
 

 観光バスガイド映画といえば、良いのだろうか。東京オリンピックの前年、1963 年に

製作公開された、五所平之助監督の映画作品に『100 万人の娘たち』（松竹）がある。ヒ

ロインは宮崎交通の観光バスガイド、このフィルムは、宮崎の観光名所を背景に、彼女た

ちの青春、恋愛、苦悩を描く。 

2006 年の初夏、九州宮崎で 16 回目の映画祭が催された。ここで特別に上映されたのが

『100 万人の娘たち』だった。この年の宮崎映画祭の開催には、宮崎フィルムコミッショ

ンの設立記念という意味もこめられていた。1963 年のフィルムは、宮崎の観光名所をく

まなく映しており、全国の松竹系の映画館で上映された。こうしたフィルムは、宮崎の観

光地としてのイメージを全国に発信し、後年の観光ブームのきっかけをつくったものとし

て受け取られた。そして、宮崎交通と県内の観光協会がこぞって製作協力した『100 万人

の娘たち』は、現代の FC の理想を過去において実現した映画作品とみなされたのだろう。 

 2000 年代に入った日本の国内各地では、FC の設立が相次いだ。FC は地元での映像製

作に協力するものであり、ロケ撮影費にかかわる直接的な経済効果、さらには旅客誘致な

ど間接的な効果が期待されている。地元の魅力的な映像イメージが発信され、旅客が増え

る。そうした効果が見込まれている。 

撮影所を離れて、映像を撮る。こうしたことは以前からあった。そして、地方の観光機

関が「アゴ、アシ、マクラ」すなわち食事代、移動費、宿泊費を出して映像を制作しても

らうこともあった。現地の風景をうつした映像の制作は、観光事業における誘致戦略の重

要な一部分でありつづけてきたのである。 
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日本の映画産業が頂点をきわめた 1960 年代には、国内地方の観光名所を背景にしたフ

ィルムが次々と作られた。その時の撮影のエピソードが長く語られてきている。銀幕のス

ター、映画の撮影隊がやってくる。ロケーション撮影は、現地の人びとにとって祭日がや

ってきたかのように特別なことだった。駅に降り立つスター、映画館での主演俳優の舞台

挨拶、ときには銀幕俳優を乗せたオープンカーが目貫通りを走った。スクリーンのなかの

俳優を間近に見ることができる。そうした夢を、ロケ隊一行は地方に運んだのである。 

FC が次々と設立されてきている今日においてもそうなのかもしれない。ただ、違いは

ある。いちど娯楽の王座をうしなった映画が再び地域とかかわりをもつ。「新たな再会」

と呼ぶ方がいいのかもしれない。 

本稿では、地方社会と映画メディアとのかかわりあいについて論じる。焦点をあてるの

は、映画メディアと地域社会の関係のなかで生まれる表象やイメージについてである。こ

こでは宮崎県での大手映画会社によるロケーション撮影とその成果である映画作品『100

万人の娘たち』を事例に論じてみたい。 

九州宮崎でも、1995 年から毎年映画祭が開催されてきたし、2006 年には FC がつくら

れた。FCは、設立して間もなく、映画『LIMIT OF LOVE海猿』と韓国 TVドラマ『ウェ

ディング』の県内ロケーション撮影が決まり、幸先の良いスタートをきった。こうした映

像メディアと地域との再会を祝う雰囲気が蔓延しつつある中、6 月中旬には宮崎映画祭

（第 16 回）が始まった。この映画祭において、ひときわ異彩を放ったのが、6 月 17 日の

『100万人の娘たち』の特別上映だった。 

 新婚旅行ブームが本格化する少し前のことだ。五所平之助の『100 万人の娘たち』は、

宮崎の観光バスガイドを題材に取り上げたフィルムである。1963 年の松竹作品であり、

主役の観光バスガイドを若手女優岩下志麻が演じた。このフィルムは、女性主人公の恋愛

と苦悩を描いたメロドラマの典型的なストーリー・ラインをもつ。 

 五所平之助といえば、傑作『黄色いカラス』『煙突が見える場所』で知られる名監督で

ある。にもかかわらず、この巨匠のフィルムについて映画評論家が語ったり、シネマ雑誌

で取り上げられたりすることは少ない。また、このフィルムは巨匠の作ではあるが、

VHS や DVD で販売されてもいない。公開以来、いつしか『100 万人の娘たち』は、知る

人ぞ知る「幻の映画」になったと言える。 

 しかし、その一方で、『100 万人の娘たち』は、ローカルな文脈において、もう一つの

意味づけを与えられた。その意味づけとは、「観光宮崎」を象徴する映画というものであ

る。観光ブームでにぎわう 1960 年代の宮崎を映したフィルムとして取り上げられてきた。

それに、宮崎における観光の 50 年間を記した記念誌『みやざきの観光物語』にも記され

ている（宮崎市 1997）。それにたとえば、宮崎交通の宣伝部局にいた渡辺綱纜は「宮崎

観光宣伝の一大キャンペーン映画であった」（渡辺 1997: 109）と回想をつづっているし、

熊本の記者、井上智重はこのフィルムを観て「宮崎交通の PR 映画に近い」（井上 1995: 

322）とのべる。宮崎交通と言えば、戦後宮崎での観光ブーム、「観光立県」の観光事業

を主導した地元バス会社である。『100 万人の娘たち』は、なかなか見ることができない
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「幻の映画」となりつつも、宮崎観光の文脈でこれまで多く語られてきた。そして宮崎に

おいて「観光宮崎」を象徴する映画となっているのである。 

この映画は、フィルムのもつ映像の質、ストーリー内容やメッセージ以上の何かをも

つ。ここには、中央の映画評や興行成績とはちがう、一つの映画作品にたいする意味づけ

方を見て取れるだろう。宮崎という地域社会における独特の意味づけがこの映画に与えら

れているのである。この映像に独特の意味づけを与えているのは、観光において歴史をも

つ社会によるもの、観光地としての地域社会ではないか。本論は、地域社会が観光と映画

という 2 つのイメージ産業との係わり合いのなかでどのようにして自らのイメージを構

築してきたのか、を考察する研究の一部分である。まず、本論では、『100 万人の娘た

ち』という映画作品を宮崎社会の文脈から理解する。このフィルムと宮崎という地域社会

との関連性について考えたい。 

本研究は、地域社会におけるマスメディアと観光産業が協働したイメージ形成につい

て考察する一つのケース・スタディである。本論では、地域社会における観光産業と映画

産業が協同した映画作品の製作公開プロセスをとりあげる。 

 

2. 宮崎における映画ロケーション撮影－匿名の“南国”から固有名をも
つ“観光宮崎”へ  

 
 宮崎交通の観光バスガイドを主人公にした『100 万人の娘たち』は、“観光宮崎の黄金

時代”を象徴した映画である。しかし、宮崎県における映画撮影史を振り返れば、『100

万人の娘たち』が、もう一つ別の理由から宮崎県にとってきわめて重要な映画作品だった

ことが分かる。それは、『100 万人の娘たち』が宮崎という固有名が物語の主要舞台とし

て明示された初めての本格的娯楽映画だったことである。 
 本章では、『100 万人の娘たち』という映画作品を宮崎での大手映画会社による撮影史

に位置づける。1963 年の『100 万人の娘たち』の公開までの宮崎においてどのような映

画が撮影されてきたのか。戦前 1920 年代の後半からはじまる、宮崎県内での大衆娯楽映

画のロケーション撮影について振り返りたい。 

 
2.1 映画『戦歿学生の手記 きけ、わだつみのこえ』 

 

まず、一本のフィルムの 1 カットから始めたい。映画『きけ、わだつみのこえ』

（1950）の冒頭、2 人の日本兵が熱帯のジャングルをさまよっている。戦時中、「南方」

のインパール作戦のシーンである。元大学教員の視点から戦場で散った若者たちを描いた、

この反戦フィルムはあまりにも有名である。シナリオは、戦歿学生の手記をもとに構成さ

れた。このフィルムについて、戦後の反戦思想を論じることもできるだろう。 

しかし、本論の関心は別のところにある。このフィルムは、どのようにして撮影された

のか。戦争中であれば、現地で撮影されたかもしれない。日本軍は、軍事工作のために戦

地で映画を制作したし、ニュース映像を劇映画に利用したりもした。その一方、敗戦から
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5 年、海外での現地撮影はほとんど不可能であった。この時期の日本の映画制作者たちは、

海外のロケーション撮影地を失っていたのである。太平洋戦争をモチーフにした映画の撮

影ということになれば、なおさらのことだった。 

では、『きけ、わだつみのこえ』の熱帯樹生い茂る密林シーンはどのように撮影された

のか。実際、インドやミャンマーでフィルムが撮影されたのではない。多くの爆破シーン

を撮影所で撮るわけにもいかなかった。実地撮影はできず、また撮影所だけでフィルムを

制作できなかったのである。大規模な爆破シーンは、奈良県の春日山で撮影された。それ

は、ここに広大な敷地があったからである。では、南方戦線の熱帯樹が生い茂るジャング

ルはどこか。と考えれば、亜熱帯の自然景観をもつ沖縄を思いつくかもしれない。しかし、

1950 年当時の沖縄はアメリカに占領されており、撮影は難しかった。では、熱帯の映像

はどこで撮影されたのか。 

意外にも、熱帯のカットは、九州の宮崎県で撮影された。現在のわたしたちには考えづ

らい。ところが、当時の映画製作者たちは、熱帯の風景を撮影するために、宮崎へと出か

けた。そして宮崎の青島という周囲わずか 860 メートルの小さな島で撮影したのである。

『きけ、わだつみのこえ』というフィルムは、南国日向の青島で撮影されたが、ビルマ・

インパール作戦に学徒出陣した若者たちを描いたものだった。 

1950 年 5 月、東横映画の撮影隊が、ここ青島で撮影した。興味深い新聞記事がある。

この日向日日新聞の日付は 1950 年 5 月 5 日、地元の宮崎大学の 8 名の学生、大宮高校の

演劇部員、宮崎交通の社員たちがエキストラ出演し、この撮影風景をひと目みようと 500

名もの人びとが集まった（日向日日新聞 1950.5.5）。 

宮崎の映画評論家、山中卓郎は、「青島が青島らしいかたちで出て来ないところにむし

ろ興味がある」と書いた（山中 1954: 208）。これは『きけ、わだつみのこえ』につい

ての一行である。さらに、山中はそれ以前にも青島で映画撮影が行われたことを記してい

る。1920 年代から青島は、日本の映画制作者にとって重要なロケ地であった。そして青

島での撮影こそが、宮崎における大手映画会社による映画撮影のさきがけになった。ただ、

1920 年代から 1961 年までの青島で撮られた映画作品群は、青島を「青島らしく」映した

ものではなく、さらには宮崎を「宮崎」として映像に登場させるものでもなかった。 

 

2.2 日本製宮崎産の「南国」映画  

 

 宮崎市の中心から南へ、太平洋に面する日南海岸の入口に、青島がある。この小さな島

こそ、宮崎で最も早くから、大手映画会社のロケーション撮影が行われた現場である。島

のビロー樹林は、制作者にとってみれば、熱帯地域すなわち「南国」を演出するための絶

好の素材だった。このヤシに似た亜熱帯樹の林を背景にして撮影すると、まるで熱帯で撮

影したような映像をつくれたからである。 

 青島のビロー樹は、海浜リゾートや都市の沿道をいろどる熱帯樹の植栽に似たようなも

のだった。フィルムの背景演出につかわれる撮影セットは、都市の景観を美化する街路樹
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のようなものかもしれない。そうした意味で言えば、宮崎という観光地は、ツーリストた

ちに旅先での経験や記憶をひきたてる「南国」の背景を提供しつづけてきた。 

 たとえば、旅行記からもそのことがうかがえる。1934 年、作家の田中純、大仏次郎、

国府犀東が九州の旅行記『神国日向』を出版している。この旅行記のなか、田中純は、青

島を訪れた一行のつぎのような会話を書いている。 

 
「さしむき、映画のロケーションには持って来いですね。」 

「いや何処かの会社で、一本か二本撮った筈ですよ。」 

「そうでせうね。こんな珍らしい島を、彼等が見のがす筈はないですからね。」 

（田中 1934: 168） 

 

 亜熱帯樹木が覆う青島の幻想的な風景を観た彼らは、ここで映画の話をしている。会話

に出る映画作品のうちの一本は、監督衣笠貞之助の 1928 年の作品『海国記』のことであ

る。宮崎で撮影された大手映画会社の作品のなかで、この『海国記』（衣笠映画連盟＝松

竹）が最も古い。ちなみに、この作品の映像は全編が日本国内、北陸福井県の敦賀そして

宮崎の青島で野外撮影されたものであった。そして台湾ロケーションの予定が、経済的な

理由から急遽変更、宮崎で撮影することになったのだという（宮崎新聞 1927.12.24）。青

島で撮影されたのは、遭難した主人公（林長二郎）が「シャム」すなわち現在のタイの島

に漂着するシーンであった。この時、衣笠らは亜熱帯樹木であるビロー樹の林をバックに

撮影した。島のビロー樹が、タイの風景を演出するセットの役割を果たしたのである。 

 青島では、その後も 1940 年に『南国絵巻』（新興キネマ）、1943 年に『愛機南へ飛

ぶ』（松竹＝日本陸軍航空本部監修）が撮影された。やはり、これら 2 作品においても

それぞれ、『南国絵巻』では「南洋の牧場」、『愛機南へ飛ぶ』では「南洋の一孤島」、

といった映像を制作するための撮影が行われたのだった。 

 こうした青島での撮影は戦後 1961 年までつづいた。さきに述べた『きけ、わだつみの

こえ』、さらに大川橋蔵主演の時代劇『海賊八幡船』（東映、1960 年）、三国連太郎が

グアム島からの帰還兵に演じた『失われた 16 年 最後の日本兵』（東映、1960 年）の製

作において青島でのロケ撮影が行われている。 

 長谷川一夫の時代劇、戦時期の国策にそったプロパガンダ、戦後の反戦映画、さまざま

な種類のストーリーをもつフィルムが青島で撮影された。そして青島では、「ここ」では

ない、「どこか」の撮影がおこなわれた。もちろん、こうしたことは劇映画では珍しくな

い。映画作品の作り手側から見れば、どこで撮影されたかは問題ではなかった。どこに見

えるかであった。その一方で、青島で撮影されたフィルムには一つの共通点がある。それ

は、どの映画も「南国」すなわち熱帯の地域をストーリーの舞台設定にもつフィルムだっ

たことである。 

 日本の映画製作者たちにとって、宮崎県の青島は、熱帯の風景を撮影するロケ地であっ

た。熱帯の風景を、温帯である宮崎で撮影した。その意味で、「南国」の映像をもとめた
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映画制作者は、青島をセッティングすなわち映画ストーリーを演出する舞台装置の一つと

して利用したのである。 

 映画の製作者たちは、できるだけ宮崎の青島に固有の風物を映像画面から遠ざけ、熱帯

植物だけをフレームにおさめようとした3。1920 年代から、宮崎市の青島は、日本映画に

おいて、熱帯の風景を形象するための撮影地であった。ここで実地撮影が行われたわけで

はない。青島での撮影は、亜熱帯植物であるビロー樹の林を背景に、「南国」の映像を制

作するために行われ、青島のビローの木々は、スタア俳優の演技をひきたて、映画にそれ

なりのリアルさをかもし出すために銀幕の周辺を飾る背景として活用されたのである。 

 戦後になっても、1950 年の『きけ、わだつみの声』から、1960 年の『海賊八幡船』

（東映・京都）と『生き抜いた 16年 最後の日本兵』（東映・東京）まで、青島では「南

国」撮影が行われたのであった。 

 その一方で、1950 年代後半になると、宮崎県内での大手映画会社の撮影にも新しい傾

向があらわてくる。宮崎が「宮崎」として登場するようになってくるのだ。ロケーション

撮影と聞けば、当然のことのように思われる。しかし、先にみたように、1920 年代から

1950 年までの宮崎県では、もっぱら青島での「南国」映画の撮影が集中的に行われたの

だった。撮影地は、宮崎県内のなかでも青島に限られた。それが戦後 1950 年代も後半に

なり、ようやく宮崎が「宮崎」として娯楽映画に登場することになったのである。 

 

2.2 戦後の大衆娯楽映画のなかの宮崎 

 

 女優の司葉子が主演したメロドラマ『忘却の花びら』（東宝、1957 年）、監督近江俊

郎の観光娯楽フィルム『新日本珍道中 西日本の巻』（新東宝、1958 年）の撮影隊が宮

崎にやってきた。この 2 作品をかわきりに、1960 年代を迎え、宮崎県内で撮影されたフ

ィルムがつぎつぎと製作公開されていくことになる。 

1957年から 1963年までの 7年間は、毎年、映画撮影隊が宮崎を訪れた。なかでも、日

本の映画産業が生産本数において最盛期を迎えた 1960年から 1961年にかけては、県内

で一挙に 5本の映画撮影が行われている。 

 ここに当時の地元紙、宮崎日日新聞の記事がある。この記事は県内に多くの映画撮影隊

が訪れる様子を「まさに『南国ブーム』 映画ロケ隊がぞくぞく」という見出しで報じて

いる（宮崎日日新聞 1961.5.29）。「南国ブーム」とは、多くの人びとが南国情緒をもと

めて一斉に旅行する戦後の観光ブームを指した。その一方、新聞が報じたのは、多くの撮

影隊が南国宮崎へロケーション撮影のために訪れるというもう一つのブームであった。こ

の時期 1960 年から 61 年、多数の観光客と同じく、映画撮影隊がぞくぞくと宮崎を訪れ

ていたのである。 

 1960年の 1月から 1961年の 2月までの間に、なんと 5作品ものフィルムのロケ撮影が

おこなわれた。『口笛が流れる港町』（日活）のえびの高原・宮崎市でのロケ、『暁の

                                                        
3 このことは、山中・長谷川（2007）に詳しい。とくに、『愛機南へ飛ぶ』について論じている。 
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翼』（東宝）では新田原基地、『海賊八幡船』（東宝）と『生き抜いた 16年 最後の日本

兵』（東宝）の青島での撮影が行われた。さらに、1961 年 1 月には航空大学校での『太

平洋のかつぎ屋』（日活）ロケーションが行われた。 

 これらのフィルムは、ガンアクション、航空事故のドキュメンタリー、大川橋三の海洋

時代劇、グアム島からの帰還兵を主人公にしたフィルムといった作品群だった。劇中に、

「宮崎」という言葉は一言も出ず、宮崎の観光地イメージを発信するものでもなかった。 

 宮崎が「宮崎」として本格的に登場するのは、1960 年代はじめの松竹のメロドラマ作

品においてであった。1961 年に『あの波の果てまで・後編』、1962 年には『あの橋の畔

で・第 2 部』が県内撮影された。1961、62 年には、松竹メロドラマのロケーション撮影

隊が訪れたことになる。とはいえ、この 2 作品において、宮崎は「宮崎」として登場す

るが、ストーリーの一部の背景として使われるだけにとどまった。しかし、つぎのように

いえる。熱帯樹が生い茂る“南のどこか”すなわち熱帯地域のどこにでもありそうな風景

や匿名地の映像ではない、映像が制作されはじめた。つまり、フィルムのなかの宮崎が固

有名を獲得しはじめたのである。そして、このような新しい傾向を鮮明に示す極めつけの

作品こそ 1963年製作公開の『100万人の娘たち』だったのである。 

1960 年代はじめ、宮崎が「宮崎」として娯楽映画に登場することになり、撮影地も県

内全土に広がった。撮影地は青島に限らず、高千穂町、宮崎市、日南海岸、えびの高原で

撮影された。このような新しい傾向は、戦後の宮崎が「観光立県」を重要な経済戦略とし

て採用しようとしたことと、深く関係していると考えてよい。熱帯を表象する無名のどこ

かではなく、それが何を表象しようととにかく「宮崎」という固有名を伴ってスクリーン

に形象されることが、その具体的場所に観客を誘うためにきわめて重要な意味を持った。

そのため、宮崎県や市といった行政団体そして何よりも、宮崎交通が、地元でのフィルム

製作に協力していったからである。 

 そして娯楽映画とりわけ松竹映画が得意とするメロドラマ映画のきわめつけとして登場

したのが、1963 年の『100 万人の娘たち』であった。見れば、ひと目で宮崎とわかる、

1963 年の『100 万人の娘たち』は、宮崎県の悲願ともいえるフィルムであった。それは

『100 万人の娘たち』が製作公開されるまで、宮崎で撮影された映画は、どこで映したの

か分からない「南国」の映画か、ストーリーの一部の背景に県内の風景を使ったものだっ

たからである。そうであるがゆえに、現地の宮崎では、宮崎を表象するイメージの発信が

待ち望まれていた。『100 万人の娘たち』は宮崎地元の観光関係者にとって念願のフィル

ムだったといってよい。 

 

3. 映画『100 万人の娘たち』の制作公開  
 

 戦後の観光ブームのなかで揺れ動く、一地方としての宮崎その現実を、1963 年の五所

平之助『100 万人の娘たち』は見事に描いている。一年後にオリンピックが開催されよう

としている東京、観光ブームでにぎわいつつあった宮崎。ストーリーは、前半を宮崎、後

半を東京で展開する。一方に、地方を生きる若い女性の生活風景があり、他方には、進歩
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的な価値観によって彩られた中央の風景がある。当時の東京を象徴するのは、1958 年に

建った東京タワーである。 

主人公・悠子は高校を卒業したばかりの若い観光バスガイドである。主人公の背景を宮

崎県内観光バスコースの名所風景が彩る。日南海岸、えびの高原を背景にストーリーは展

開する。観光地宮崎をストーリーの主要舞台にしたフィルムの制作には、地元バス会社、

宮崎交通が全面的に協力した。そして何よりも、悠子はこの宮崎交通の観光バスガイドと

いう設定である。 

 『100万人の娘たち』に映された宮崎県の風景は、1963（昭和 38）年当時の主要観光

地をほぼ網羅している。その一つの理由は、この映画の主人公が観光バスガイドだったか

らである。『100万人の娘たち』の主人公である観光バスガイドは、戦後宮崎の「観光立

県」という政策アイデンティティを象徴的に体現するアイドルであるといえた。このバス

ガイドが所属する企業が、宮崎交通株式会社だった。宮崎交通は、したがってこの映画の

制作に必然的に深く関与することになった。いや、そもそも、この映画の企画自体が、宮

崎交通の観光戦略のひとつの成果だということができた。 

 宮崎の主要観光地の多くは、宮崎交通の定期観光バスコースに沿って開発されたという

歴史的な経緯を持っている。映画『100万人の娘たち』に登場する日南海岸やえびの高原

などの景勝地を観光地として整備したのも宮崎交通であった。 

 このような宮崎交通の観光戦略は、県や県内の市町村が後押しすることによって、いっ

そう強化された。宮崎交通は、地元企業というだけに止まらず、「観光立県」を標榜する

戦後の宮崎県を牽引する有力地域企業として、その地位と影響力を不動のものとしていっ

たのである。県内での映画撮影への協力は、すでに敗戦直後から、県行政と県観光協会、

これに宮崎市と市観光協会が加わり、積極的に行われてきたものだった。この協力推進体

制の中核は、なんといっても宮崎交通だった。 

 宮崎県の観光戦略の中核を担う企業としての宮崎交通は、『100万人の娘たち』の撮影

に際しても、強力な援助者として機能した。県内のバス路線を一手に担う宮崎交通は、交

通手段や宿泊施設など県内で大規模な観光事業を展開していた。そこで、撮影隊を運ぶバ

スやスタッフたちが泊まるホテルを手配したり、こまごまとした便宜を供与したりする上

で、見事に実力を発揮した。民間企業である宮崎交通は、予算執行の制約が多い公共団体

とは異なり、手配や便宜に必要な費用を捻出する上でも融通が利いたのである。このよう

に、今日の FCの果たす役割を、当時の宮崎交通は先駆的に担っていたといってよい。 

 
4. 上京物語としての『100万人の娘たち』  

 

『100 万人の娘たち』とはどのような映画なのだろうか。まず、ストーリーについて概

観する。『100 万人の娘たち』の主人公・一ノ瀬悠子は、宮崎交通の観光バスガイドであ

る。しかし、この映画は、観光バスガイドを主人公としているが、もちろん、観光客の誘

致を目的に制作されたいわゆる観光映画ではない。 
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『100 万人の娘たち』は、そのストーリー構成から 3 部に分けることができる。まず、

主人公の姉である幸子（小畑絹子）の結婚までが第 1 部、結婚した姉が乳ガンにかかり

入院するまでが第 2 部、そして、姉の死を経て主人公が上京するエンディングまでが第 3

部である。 

 第 1 部では、全国バスガイドコンクールに優勝した優秀な観光バスガイドである姉・

幸子が、バスガイドコーチである小宮信吉（吉田照雄）と結婚するまでが描かれている。

観光バスガイドの物語の背景は、当然、定期観光バスコースの風景である。それはとりも

なおさず、地元の観光関係者が一押しする観光名所である。エピソードの展開に応じて、

その背景に橘公園、青島、こどものくに、サボテン公園、平和の塔、えびの高原、それら

の個性的な景観が巧みに挿入される。第 1 部は、宮崎の主要観光地のオンパレードと言

っていいだろう。この第 1 部のロケ地の構成は、宮崎の観光関係者が何をさておいても

切望したものであった。 

 しかし、第 2 部では、映画はがらりとその雰囲気を転換させる。幸せな結婚生活を送

っていたはずの姉は乳ガンを患い、夫の愛情を疑いながら闘病生活に陥ってしまう。一方、

妹である主人公は、義兄にする恋心と姉への後ろめたさから苦悶するのである。 

 つづく第 3 部では、煩悶の中で東京での国際観光ゼミナールに参加した主人公が、生

き生きと働く東京の女性たちを目の当たりにして、観光バスガイドを辞め、より自分らし

い生き甲斐を求めて一人上京する。映画はここで終わっている。 

 『100 万人の娘たち』は、堀切峠のフェニックスと太平洋のフィックス・ショットから

始まる。それは、宮崎の定期観光バス、日南海岸コースのクライマックスである。太平洋

をのぞむ海岸線をバスがゆっくりと走るさまが、固定画面のなかで映し出される。つい

で、バスの走行音と観光バスガイドの案内の声が徐々に大きくなり、ついには車内の映像

に変わる。流れるような車窓に見えるのは、美しいヤシの並木と広大な海原である。フェ

ニックスの並木と太平洋。ガイドの説明はつづく、宮崎が南国であると同時に、神話のふ

るさとでもあること。この作品の始まりは、定期観光バスコースのクライマックスをダイ

ジェストで提示している。 

 こうした映画が県内の観光当局の要請に応じたものであったことは、いうまでもない。

なによりも、宮崎交通が撮影に全面的に協力した映画である。それは当然のことだったと

言える。ところが中盤、若い女性の青春を描いていたフィルムのムードは一変する。幸せ

な結婚生活を送っていたはずの姉・幸子が乳ガンを患い、乳房を切除する。術後の姉の看

病と観光研修での東京経験。若い宮崎の観光バスガイド女性たちは、新しいサービス技術

以上に、＜東京＞を経験する。その東京は、地方である宮崎とは対比的に描かれる中央と

しての東京であった。 

 若い宮崎女性は上京を決意する。悠子は、宮崎の観光バスガイドを辞め、東京オフィス

街で働く BG（Business Girl）になる。すなわち Bus Guide から BG（Business Girl）。東

京のオフィス街の出勤風景。大勢の通勤客の中、スーツ姿の悠子が交差点を横断してい

る。この象徴的な映像を最後に、映画は幕を閉じる。つまり、主人公悠子は地方である宮

崎での生活を捨て、中央で自由に働くことを選んだのである。 
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4.1 宮崎地元の観光関係者たちの  
 

1963 年、『100 万人の娘たち』が松竹のスタッフによって製作される。なぜ観光バス

ガイドが主人公に選ばれたかについては、興味深いエピソードが残されている。正確な年

代日時は定かではない。戦後間もなくのこと、松竹映画の社長、大谷竹次郎4が宮崎を訪

れ、宮崎交通の定期観光バスに乗った。観光関係者の記憶によれば、『100 万人の娘た

ち』は、この際の観光バスガイドのサービスに感動した大谷の「宮崎の観光バスガイドを

映画にしろ」という鶴の一声が発端だったといわれている。 

この時、大谷は観光バスガイドの献身的で真心のこもったサービスにいたく感動した。

そして、ガイドの平家物語「景清しころ引き」を聞き、涙を流したという。大谷は松竹に

帰り、さっそく宮崎の観光バスガイドを主人公にした映画を作るように命じた。命じられ

たのが五所平之助であり、でき上がったのが映画『100 万人の娘たち』である。これが

『100万人の娘たち』の誕生にまつわるエピソードである（渡辺 1997: 108）。 

大谷社長は、宮崎の観光バスガイドのフィルム製作を命じただけだった。特にストー

リー内容について指示しなかった。そこで、命じられた五所は、観光バスガイドを主人公

にしたシナリオを一から書いた。五所とともに脚本を共同執筆したのは、シナリオライタ

ー久板栄二郎だった。当初、二人は宮崎県椎葉村を舞台にした日向民謡「ひえつき節」を

現代風に書き換えようと考えつく。「ひえつき節」とは、源氏・那須大八と平氏の姫、鶴

富の悲恋をつづる日向民謡である。二人は、その現代版を書こうと考えていた。ところが、

シナリオ・ハンティングに宮崎を訪れた二人は、その計画を変更することになったのだと

いう。「どこに行っても明るく、広々として、ジメジメしたものがない」という宮崎の印

象から、悲恋物語にそぐわず、まったくオリジナルの脚本を書くことになったのだという

（渡辺 前掲書）。 

 さらに、映画タイトル決定時のエピソードも残されている。このエピソードによれば、

タイトルは、五所平之助が付けた。日南海岸のサボテン公園、100 万本のサボテンに着想

を得てつけられたものだとされる。『100 万人の娘たち』という映画のタイトルは、監督

と脚本家がシナリオ・ハンティングのために訪れた宮崎の日南海岸にあったサボテン公園

の「100 万本」のサボテンにヒントを得て決まったものだというのである。「100 万本」

というサボテンの本数が、なぜ「100 万人」という人数へと転意したのかについてのエピ

ソードは地元宮崎の観光関係者には残されていない。 

 

4.2 映画製作者たちの『100万人の娘たち』―地方の女性労働者映画  
 

 さきに述べたように、宮崎の観光関係者のエピソードによれば、映画タイトルはサボテ

ン公園の 100 万本のサボテンを観て、五所平之助がつけたとされる。その一方で、久板

栄二郎はこのタイトル決定が会社側からの要求であったとしている（『キネマ旬報』 
                                                        
4 大谷竹次郎（1877-1969）は、兄である白井松次郎とともに松竹株式会社を創業した。 
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1963 年 9 月上旬号： 103）。誰がこのタイトルをつけたのか、この点に関しては定かで

はない。 

 しかし、劇中において、映画タイトルの「100 万」という数が、一つの意味を持ってい

たことが分かる。なぜなら映画の脚本には、「100 万人の働く娘たちに捧ぐ愛の物語」と

いう一文が記されているからである。この映画において「100 万」が、「100 万人の働く

娘たち」すなわち 1963 年当時の日本国内における女性労働者の人数を示していたことは

明らかであろう。 

 映画の結末において、『100 万人の娘たち』の主人公である悠子は、宮崎での観光バス

ガイドを辞め、東京のオフィス街で働く BG になる。1960 年代前半の日本においては、

東京のオフィス街で働く女性たちをその代表にして、働く女性たちは BG（Business Girl

の略称）と呼ばれ、戦後日本における女性の社会進出や先進的な職業女性の象徴として注

目を浴びた。つまり、この映画において、主人公が東京の BG になるということは、進歩

と解放の暗喩だった。人間としての解放が近代化された生活様式の獲得によって得られる

という予定調和を満たすことによって、この映画は完結したのである。 

 物語の流れをみれば、『100 万人の娘たち』が、ひとりの地方女性が生き甲斐を求めて

上京するまでの過程を描いた「上京物語」だったことが分かる。いいかえれば、主人公が

人間らしい生き甲斐を求めるには、上京という過程が不可欠であると映画は言外に語って

いるのである。 

『100 万人の娘たち』というフィルムは、宮崎をストーリーの主要舞台にした映画作品、

宮崎の観光バスガイドを主人公にした映画であった。監督の五所平之助と脚本家であった

久板栄二郎は大谷社長の「宮崎のバスガイドを映画にしろ」という命令を忠実に守ったの

だろう。たしかに、出来上がったのは、観光宮崎の花形女性職種としてのバスガイドを主

人公にした映画であった。そのことに間違いはない。 

しかし、このフィルムは、たんに宮崎の観光地としての魅力を全国に紹介するもので

はなかった。宮崎の女性が観光バスガイドを辞め、東京へ出て働くまでを描いた映画なの

である。つまり、映画『100 万人の娘たち』は日本の女性労働者に捧げられた物語であ

り、劇中の観光バスガイドは、当時の日本の女性労働者たちの姿を象徴するものだったの

である。そしてとりわけ、フィルムは地方の女性労働者を描いた。 

観光立県を掲げ、「観光宮崎」がかけ声として声高に叫ばれた戦後の宮崎において、

観光事業を主導していた宮崎交通の観光バスガイドは、地元にあっては女性の憧れの職業

であった。その一方で、映画制作者たちが宮崎の観光バスガイドたちに見たのは、地方の

女性労働者の姿だったのである。宮崎の観光地イメージの発信を求めた人々は、宮崎での

ロケーション撮影に全面的な協力を行った。この撮影には、県内の観光協会、そして何よ

りも宮崎の観光業を主導していた地元バス会社、宮崎交通が全面的に協力している。現地

の宮崎では、映画のもつ宣伝効果による誘客戦略がもくろまれていた。宮崎のイメージが

各地の映画館から日本全国に発信されることを望んだ。ところが、東京の映画人がこの映

画作品に託したのは、別のことだったのである。 
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4.3映画『100万人の娘たち』の宮崎観  
 

 『100 万人の娘たち』に表わされた観光地としての宮崎を舞台として捉えることができ

る。観光地におけるサービスが提供される場を表舞台とする。とすれば、『100 万人の娘

たち』というフィルムは、観光地の表舞台の背後に照準をあわせたものだった。そして、

この作品の視線は、あくまでも観光地の舞台裏、地方としての宮崎という側面に向けられ

ているのである。この視角からみた、観光バスガイドは、観光地の最前線で活躍する華や

かな女性たちではない。何よりも、観光バスガイドは抑圧された地方女性という存在に映

るのである。 

 これまで述べてきたとおり、フィルムは、監督の五所平之助とシナリオライターの久板

栄二郎の共同脚本で製作された。五所と久板は、地方女性が東京での研修、姉の死をきっ

かけに上京する、その心の遍歴を描きたかったのだろう。それは、当時の中央と地方の格

差を憂いた東京の映画人の真摯なまなざしによるものであるといってよかった。 

しかし、地方女性の上京を解放的に描くところに、東京の映画人の傲慢さや限界が潜

んではいないだろうか。あくまでも、フィルムは東京を女性たちが生き生きと働く場所、

そして宮崎を、女性たちが悩み働く抑圧的な場所として表現しているのである。劇中の女

性観光バスガイドは二重の意味で劣位にある。観光バスガイドに二重の意味を与えるのは、

序列化された男性-女性関係、中央-地方関係である。そしてここに映画製作者たちの、優

れた中央-劣った地方という序列的な中央地方観を見て取れる。 

このことは、観光地としての宮崎の観光関係者たちの期待に応えたものではなかった

としても、東京の映画人たちの価値観を如実に表している。戦後の映画産業がその全盛を

きわめた 1960 年代前半、映画雑誌には封切りされる映画のシナリオが脚本家や監督の前

書き付きで掲載された。『100 万人の娘たち』のシナリオも、久板栄二郎の前書きを付き

で『キネマ旬報』に掲載されている。久板が前書きに書いたのは、ロケーション・ハンテ

ィングで訪れた宮崎の印象である。 

 
宮崎という町には、最も古い日本と、西洋風なハイカラさが同居している。なにしろ、ウガヤフキ

アエズノミコトや神武天皇の神話にまつわる土地であり、いたるところに古墳が残っているかと思う

と、フェニックスの並木の木蔭からホテルの窓がのぞき、デラックスな観光バスが車体をつらねて、

ハイウェーを走っているのである。 

こうした環境は人情にも反映しないではいないようだ。宮崎には古い日本人の心と、開明された日

本人の心とが同居しているのではなかろうか。そんなところから「100 万人の娘たち」のストーリー

が生まれた・・・（『キネマ旬報』 1963年 9月上旬号: 103） 

 

 宮崎を訪れた久板の印象に残ったのは、日本（風）／西洋風、最古／最新のものが混在

する宮崎の分裂的な環境と、そうした環境を反映した「古い日本人の心と開明された日本

人の心が同居」する宮崎の人情であった。劇中において、宮崎は、日本神話や伝承、多数
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の古墳とを残しながらも、熱帯樹の木陰から見える豪華なホテルの間を観光バスが走る最

新の観光地として描写される。 

 久板が言う「開明された日本人の心」とは、最新の観光地の最前線で働く観光バスガイ

ドが持ったものであろう。「古い日本人の心と開明された日本人の心の同居」という宮崎

の人情を劇中で代表したのは、主人公である観光バスガイド悠子であり、彼女を取り巻く

宮崎の封建的な人間関係である。久板が印象づけられた同居状態は、観光バスガイドたち

の心の葛藤として描かれた。具体的には、東京研修へと出掛けた観光バスガイドたちの心

理的な葛藤である。 

 東京で開かれた国際観光ゼミナールの研修中、宮崎の観光バスガイドたちは、活発に働

く多くの女性労働者たちと出会う。バスガイドである宮崎の女性たちが、研修で経験する

のは、新しい観光サービスの技術だけではない。何よりも、自分たちと同じ若い女性たち

が活発に働いている＜東京＞という経験であった。主人公である悠子が東京のオフィス街

で働く BGになる途を選んだのは、こうした東京経験を通じてのことであった。 

 久板と五所が、シナリオ執筆の前提にしたのは、先進的な中央と後進的な地方という序

列的な中央̶地方関係であり、非常に図式的な二項対立的な世界観である。この中央-地方

関係の上に、日本風／西洋風、最古／最新、古い日本／新しい日本という二項対立を重ね

ている。 

 保守的で封建的で頑迷な地方社会に対して、首都東京が代表する都市的な空気が進歩と

自由と人間的な解放をもたらす。こうした二項対立は、映画『100 万人の娘たち』だけに

みられるものではなかった。上京は、保守的で後進的な地方社会に決別し、自由と解放を

手に入れるもっとも有力な手段だと見なされる。つまり、人間的な解放は上京という空間

の転換によってもたらされるのである。 

 これは、とりもなおさず、価値付与される中央（東京）と価値剥奪される地方という近

代における政治構造の形を変えた表現であるといってよい。そして、それは、地方観光に

おけるゲスト＝ホスト関係の構造的な非対称性とみごとに重なるものであった。東京から

やってきたゲストとしての映画制作者たちは、あたかも観光関係者に愁眉を送るかにみせ

ながら協力をとりつけながらも、映画を独占的に製作することによって、ホストである宮

崎という地方からさまざまな資源を協力や援助として収奪しつつ、実のところ、したたか

に価値剥奪を行ったのである。 

 映画『100 万人の娘たち』が描く二つの二項対立構造を図式的に表すと次のようになる

だろう。一つは、「進歩的で開かれた首都」対「保守的で閉ざされた地方」という軸であ

り、もう一つは「自立し解放された存在としての BG」対「従属的で抑圧された存在とし

てのバスガイド」という軸である。この二つの軸を見る限りでは、この映画のもつ、それ

ぞれの軸の左辺に価値付与する構造は、古典的な近代化論の反復に過ぎない。 

 しかし、この二つの軸に、第三の軸、つまり、「ホストとしての地方観光関係者」対

「ゲストとしての映画制作者」という軸を加えることによって、新たな読み解きができる

だろう。それは、戦後の地方観光における、ゲストとしての中央とホストとしての地方の

非対称性そのものの、形を変えた表現といってもよいものであろう。このフィルムが宮崎
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において生み出された構造の中に、今日の観光をめぐる中央と地方の関係の祖型を読み取

ることは、その意味においてきわめて重要なことのように思う。 

 

結 . 
 2006 年、宮崎 FC が設立された際、ロケーションガイドが作成された。このガイドに

載せられたのは、県内で撮影されてきた映像作品の年表である。本論が示したように、

『100 万人の娘たち』以前にも 1920 年代から始まる大手映画会社による撮影は数多く行

われていた。にもかかわらず、この年表は、宮崎県の映画ロケーション撮影の始まりを

1963年の『100万人の娘たち』から始めている。 

 『100 万人の娘たち』の上映以後の宮崎は、「観光宮崎」というかけ声に示される観光

サービスの提供地としてだけではなく、「新婚旅行のメッカ」という新たなイメージを与

えられながら、「観光の黄金時代」を迎えた。この新婚旅行ブームがもたらした「観光の

黄金時代」は、1964年の NHK朝の連続テレビドラマ、川端康成原作の『たまゆら』を契

機として始まったものであった。テレビの爆発的な普及の中で、映画はテレビに大衆メデ

ィアとしての位置を譲っていった。大衆メディアの変遷の中で、観光関係者が利用する宣

伝メディアも映画からテレビへと移っていったのである。 

 その一方、観光地での主要な移動手段も、集団的な移動手段であるバスから個人的な移

動手段であるマイカーへと変わった。こうした移動手段の変化は、マス・ツーリズム自体

の構造的変化を孕んでいた。このような変化を受けて、バス観光を主導した宮崎交通は、

観光バス事業と路線バス事業の経営の両方で窮地に追い込まれていった。さらに、宮崎へ

の観光客数の減少がこれに追い打ちをかけた。1980 年代にはいると、1960 年代から 70

年代にかけての時代は「観光宮崎の黄金時代」として振り返られる過去の栄光になってし

まった。90 年代にはいると「観光宮崎」の再生を目指して大型リゾート施設の建設が試

みられたが、結果は、県財政に莫大な負債を残し無惨な姿をさらすことになった。 

 そして迎えた 2000 年代のイベントとして、過去の栄光の象徴として観光バスガイド映

画『100 万人の娘たち』が上映された。このイベントが暗示する意味をどのように読み解

くべきだろうか。 

 過去の栄光への無自覚的な憧憬に過ぎないと断じるだけでは、地方観光のもつ構造的課

題に対して真摯に接近することはこれからもできないだろう。そうではなく、中央＝ゲス

トから一方的に与えられた否定的な表象をも能動的に組み替えることによって、自己の新

たな表現の手段としてしまうような地方＝ホストのしたたかな戦略をそこに読み取ること

こそ、これからの地方観光の課題を正確に紡ぎ出すことにほかならないのではないだろう

か。 

 観光史的な視点から眺めると、『100 万人の娘たち』はどこまでも宮崎観光とのつなが

りの深い映画である。振り返ると、『100 万人の娘たち』は宮崎観光の歴史の転換点で、

二度登場したことになる。一度目は観光ブームが始まろうとしていた 1963 年、そして二

度目は、東国原英夫というメディアをたくみに操る政治家があらわれる直前の 2006 年で

あった。もっともこのフィルムが観光産業とメディアとの蜜月を象徴するものとして捉え
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られてきたことについては、留意しなければなるまい。それは映画『100 万人の娘たち』

が観客に宮崎観光の記憶を想起させるとともに、観光を見つめ直すよう呼びかけるフィル

ムでもあるからだ。 

つづく研究を貫くのは、そうした問いである。宮崎という地方社会が観光を基軸産業

にし、「観光立県」という政策アイデンティティを構築してきた過程を明らかにしていき

たい。観光の歴史が宮崎の近現代史の重要な一部分であるとすれば、観光についての考察

は、現代宮崎の問題を解く可能性を多く秘めているにちがいない。 
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付録．宮崎で撮影された大手映画会社の作品リスト 

（『100 万人の娘たち』1963 年まで） 

＊公開（年） 

＊『題名』監督・製作／宮崎県内での撮影場所 

 

1928 年 

『海国記』衣笠貞之助・衣笠映画連盟＝松竹／青島 

1941 年 

『南国絵巻』久松静児演出・新興キネマ／青島 

1943 年 

『愛機南へ飛ぶ』佐々木康監督・松竹・日本陸軍監修／青島 

1950 年 

『きけわだつみの声』関川秀雄監督・東横／青島 

1957 年 

『忘却の花びら』杉江敏夫監督・東宝／高千穂町 

1958 年 

『新日本珍道中 西日本の巻』近江俊郎監督／新東宝 

宮崎市、日南海岸（青島、こどものくに、橘公園、堀切峠）えびの高原 

1960 年 

『口笛が流れる港町』斉藤武市監督・日活／えびの高原、宮崎市、青島、こどものく

に 

『暁の翼』富本壮吉監督・大映／新田原基地 

『海賊八幡船』沢島忠監督・東映／青島 

『生き抜いた 16 年 最後の日本兵』飯塚増一監督・東映／青島 

1961 年 

『太平洋のかつぎ屋』松尾昭典監督・日活／日南海岸 

『あの波の果てまで―後編』八木美津男監督・松竹／日南市（大堂津） 

1962 年 

『あの橋の畔で―第 2 部』野村芳太郎監督・松竹／宮崎市、えびの高原 

1963 年 

『100 万人の娘たち』五所平之助監督・松竹／宮崎市、堀切峠、日南海岸、えびの高原 
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Image Politics on Tourism and Films of Miyazaki : 

an Analysis on “Hyakuman-nin no Musumetachi” or a Movie of Young Female Bus 
Tour Guides 
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Abstract: 

This paper attempts, by taking a production process of a film as a case study, to clarify the 

relationship between a tourism city and mass media, and also to comprehend a local community itself.   

I will examine the collaboration between the movie industry and the tourism industry to understand 

the historical meaning that shooting a film gave to the tourism city.  In 1963 Gosho Heinosuke 

directed a film called A Million Girls (distributed by Shochiku), the heroine of which is a female bus 

tour guide in Miyazaki.  Although the film has been regarded as symbolic of the tourist boom that 

Miyazaki formerly enjoyed, the interpretation is one-sided and fails to observe other aspects of the 

film.  I will analyze the film in the framework of the history of film shooting in Miyazaki and also 

from the viewpoint of the film producer.  While A Million Girls was the first work by a major film 

company with the main scene laid in Miyazaki, it was for the producer a film describing female 

workers in the provinces.   In this context, female bus tour guides represent two different aspects:  The 

representatives of Miyazaki as a tourism city and female workers in the provinces.   The importance of 

the latter is emphasized in this essay so that A Million Girls be positioned as a film that describes 

tourism industry in a provincial society. 

 

Key words and phrases:Tourism, Film-Location, Film Commission, Bus Guide, Miyazaki, Image, 

“Hyakuman-nin no Musumetachi” 

 


