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新婚旅行の歴史的変遷に関する研究
― 1950年代～70年代を中心に ―
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Honeymoon is a holiday that holds a special place in one’s life, which, in Japan, changed considerably with the development of
mass tourism. This study identifies the process of change in honeymoon trends, focusing on the period from the 1950s to the
1970s and clarifies details relating to the process of change in honeymoon destinations, honeymooner behaviors, and
accommodation choices, as well as changes in people’s perceptions of honeymoons.
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１．研究の背景と目的

も位置づけられていた。また、多様化す

以上、30年間で新婚旅行の目的地が①
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る旅の形態の一つとしても「新婚旅行」

温泉地から南国、海外へ変化したこと、

は認知されていくが、
「新婚旅行」に行け

②皇族を始め有名人・著名人の行動が大

楽、人間関係の形成、または自己の成長

る者は上流階級に限られていた（森津，

きな影響を与えたこと、③女性が新婚旅

のために行う旅行である。こうしたなか、

2016）。戦前には熱海行「新婚列車」が走

行の主導権を持ち始めたこと等が明らか

人生の節目に訪れる特別な旅の一つが新

るなど、近場の温泉地を中心に行われ始

になっている。しかし、新婚旅行に対す

婚旅行であろう。日本において新婚旅行

めたが戦争が長期化するに伴い失われて

る意識、旅行者の観光行動、宿泊施設選

は、一生に一度、新しい生活と関係を育

いった。戦後は1950年頃から近場の温泉

択の変容の詳細については明らかになっ

むための旅であるとともに、戦後にマス

地を主流とした新婚旅行が復活し始め、

ていない。

ツーリズムが発展した結果、旅行者の観

60年代後半以降には九州の宮崎が新婚旅

光行動が大きく変容した旅であるといえ

行地として注目をあつめた。1974年の

よう。

ピーク時には、
婚姻数の約1/3カップルが

本研究では最初に1950年代から1970年

新婚旅行の研究は結婚式という儀式に

訪問したといわれる（白幡，1996）
。この

代を中心に先行研究、新聞、雑誌、旅行

付属する旅という視点からの研究（今井

背景には地域の取り組みとともに、皇族

案内書等の史料を対象に新婚旅行の時代

重男，2019）、観光文化史という観点から

の結婚及び新婚旅行がメディアを通して

ごとの特徴を整理する。次に『新婚旅行

研究（白幡洋三郎，1996）、戦前、戦後の

大きく報道されたこと、また宮崎を中心

案内』を中心に新婚旅行に対する意識、

メディアと新婚旅行に焦点を当てた森津

としたメディアミックスがあった
（森津，

旅行者の行動、施設選択などを分析し、

の一連の研究（森津千尋，2011ほか）、女

2011）。さらに女性が新婚旅行の計画決定

戦後の新婚旅行の変遷過程について考察

性の旅から新婚旅行を考察した研究（山

に影響を与えるようになり
（山本，
2011）
、

することを通して、日本における旅行史

本志乃，2011）、沖縄における新婚旅行の

ブームはさらなる南国を求めて、
ハワイ・

の一端を明らかにすることを目的とす

展開を明らかにした研究（多田治，2015）

グアムや沖縄へと展開した
（多田，
2015）
。

る。

研究の背景と先行研究

観光行動とは日常生活園を離れて娯

1－2

研究目的と調査方法

や南国と新婚旅行の変遷の論考（前川， 「カップルにとって、新婚旅行は「豊かさ
2003）等がある。

の象徴」であり、「どこにいくか」より

２．各年代の特徴

これらの研究から新婚旅行は、1880年

も、費用と日数をかけ遠くへ行くことに

1960年代に戦後のベビーブーム世代が

代後半に新婚期間の旅行として使用され

意味があった」
（森津，2012）と指摘され

適齢期に入ったことで、新婚旅行ブーム

始めた。この時期には知識人の間で西欧

るように、その対象は海外旅行の発展と

が20年ほど続いた。80年代に婚姻数が下

思想から導入された「恋愛」、「家庭」が

もに新たな豊かさの象徴としての海外へ

がり始めるまで、新婚カップルは、高度

理想として拡がり、その中で「新婚旅行」

と移行していった。

成長期の日本の観光を主導する役割を果
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2011）
。

たした（多田、2015）といえる。ここで

とは、あまりに盛りだくさんのスケジ

は1950年代～70年代までの新婚旅行の概

ュール。〈中略〉
疲労しがちな新婚前後の

しかし旅の目的地が大きく変化したわ

観を先行研究及び新聞・雑誌から整理す

人たちには盛りだくさんの行程を組まな

けではなく、59年４月号『旅』の「新婚

る。

いほうが賢明」
（表－１：57.1）等、温泉

特集」では、戦前戦後から圧倒的に支持

地でゆっくり過ごす滞在重視の旅行であ

されているのが「箱根と伊豆を含む一

った。

帯３）」と述べられている。

2－1

1950年代 ― 大衆化の萌芽 ―

49年の雑誌『旅』
（日本交通公社）では

この傾向が変化するのは1960年代に入

一方で同記事では「温泉地泊り絶対主

著名人の新婚旅行アンケートが行なわれ

ってだが、その萌芽は50年代末に登場す

義はもう古い」という言葉や、ホテルや

た１）。結果は新婚旅行に行っていないが

る。当時、
皇族、
有名人の新婚旅行は人々

飛行機を利用した新婚旅行にも触れられ

１位（12名）、２位温泉地（７名）であっ

の興味の対象であり、彼らの新婚旅行の

ており、新たな時代を示唆する内容とな

たが、推薦された地域は伊豆・箱根を中

動静を伝えた雑誌記事は、新婚旅行の大

っていた。

心に温泉地が17カ所あげられていた。ま

衆化に影響を与えた（白幡，1996）
。特に

た推薦理由として、「俗ですがやはり熱

皇太子が結婚した59年になると「ミッ

海」
、「月並みながら伊豆、箱根」等とあ

チー・ブームに乗った新婚旅行熱」
（
『旅』

旅行の大衆化 ―

り、温泉地が戦後の新婚旅行の定番とな

59年４月号）が高まり、国鉄は新婚旅行

60年代後半に見合い婚と恋愛婚の比率

る様子がみえる。50年代は婚姻率がほぼ

用「ことぶき周遊券」
、また日本航空も同

が逆転したように４）、この時期には結婚

右肩上がりで、新婚旅行の件数も増加す

年に「新婚旅行特別割引運賃」を相次い

に対する考え方が変化した。この「結婚

るが、時間的な制限もあり近場が主流で

で販売した。これにより旅行代理店が周

観」の変化は、
「新婚旅行」にも影響を与

あった２）。この時代は「北海道一周する

遊券を観光コースや旅館を組み合わせて

えた。先行研究で指摘されているように

とか、四国、九州の旅をするとかいうこ

紹介するようになった
（旅の文化研究所，

60年代～70年代には南国ブームがおきる

2－2

1960年代 ― 南国への憧れと新婚

が、このきっかけは島津（清宮）夫妻の
表－１

新聞にみる新婚旅行の変遷

宮崎新婚旅行（1960）
、皇太子夫妻の宮崎

日付
51.9
57.1
58.11
59.3
59.5
60.1
60.5
61.4
61.11
62.1
62.11
65.3
65.1
66.3
66.11.6
66.11.19
66.11.24
69.3
69.6
69.9
69.1
70.3
70.9
71.3
71.8
73.3
74.12
76.2
76.12
79.5.1
79.5.21

新婚旅行に関する主な内容
結婚ラッシュ 予約は昨年の倍 目立つ“実益型”の挙式
新婚旅行の心得 趣味に合うコースを チップは宿泊料の１割
皇太子さまの新婚設計 伊勢へ新婚旅行 挙式までは電話で語らい
新婚旅行に準急こだま ご成婚の日から３日間 熱海、伊東へ予備車を出す計画
６月から“新婚周遊券”国鉄、東北・南近畿の２種も
裕次郎・北原三枝 米国へハネムーン 出国審査すっぽかし騒動 羽田空港
胸にかおる花 新婚旅行へ 島津夫妻が出発
新婚旅行コース ２人で１万円
結婚シーズン最高潮 新婚旅行、空も満員 披露は“リバイバル調”
新婚さん大混雑 大安吉日の東京駅
新婚旅行、予約周遊券 きょうから発売
［行楽案内］新婚旅行 プラン作りへの手引き
“新婚線”大安ラッシュ
結婚・新家庭へのアドバイス 新婚旅行の服装▽お祝い▽美容▽家具▽食器
新婚旅行と若者 ― レジャー気分で ―
［新家庭の設計］＝22 新婚旅行への提言＝１ 独自のプランも（連載）
［新家庭の設計］＝22 新婚旅行への提言＝２ なるべく翌日から（連載）
新婚旅行は“3W”時代
グアム島へ新婚さんはなびく 半年間で1500組も
［サラリーマン］新婚さん100万組（年間）時代 適齢期 ベビーブームっ子
あすは“新婚デー”全国で8000組、空の旅も超満員
3W＋1C 40万組“結婚の春”2000億円の商戦
ハワイ グアム 徳之島 新婚さんは島が好き
［情報カセット］空前・新婚旅行ブーム／日本交通公社
新婚旅行は“3W”時代 人気の的、黒潮ベルト ハンドル花嫁、ドライブ楽しむ
ハワイ、グアムが大モテ 外国へのハネムーン
新婚旅行にカネかけるヤング「結婚式切りつめても…」式場業者が調査
［新・日本山海名産図会］＝６ ハネムーン観光 宮崎市 温かく
［３面トピックス］年の瀬“熱海エレジー”客足ガッタリゆれる“第一党”の座
結婚式一段とデラックス もう珍しくない海外ハネムーン
新婚に負けた新幹線 歓送のレイ、パンタにまきつく

訪問（1962）であった。なかでも皇族の
女性たちはそのファッションだけではな
く、ライフスタイルまでもが若い女性の
憧れの的となっていた。島津夫妻の新婚
旅行に対するマスコミの注目は高く、女
性週刊誌を中心に特集が組まれ、宮崎観
光を戦前の「皇祖の郷」から、
「ロマンテ
ィックな南国」
「憧れの土地」
、
へとイメー
ジを転換させた（森津，2011）
。
一方で定番であった温泉地は、
「戦前戦
後の合言葉だった熱海、伊東はその都会
性の高さと、団体客の多さから敬遠され
た」
（
『旅』62年４月号）
、
「必ずしも温泉
が候補にならない」
（表－１：61.4）など、
新婚旅行＝定番の温泉は揺らぎ始めてい
く。さ ら に 新 婚 ラ ッ シ ュ が 進 む 中
（表－１：61.11）
、東京オリンピックが開
催された64年になると、ゴールデンコー
スであった伊豆でさえ「どうしても短い
日程しか取れない人とか、費用の関係で
どうしても安くあげたい人には手ごろ」
（
『旅』64年９月号）と、
「仕方がない」か
ら行く場所へと変化を遂げる。1969年に
は日本交通公社が
「新婚旅行の3W（Wide,

出所 『読売新聞』より筆者作成
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Warm, Week,）時代」と発表したことを

欠かせない幸せなイメージであり、この

この背景には70年のジャンボジェット就

受け、行く先、費用ともにwide、旅行日

南国のイメージ作りに徹底して取り入れ

航によって海外旅行も大衆化の時代を迎

数も Week 単位、行先は海外も含めた南

たのが「宮崎」であったといわれ（白幡，

えたことがある。
海外渡航者が400万人を

国（Warm）の時代が到来したと報道さ

1996）、新聞には新婚旅行先から凋落した

突破した79年から80年には海外新婚旅行

れた（表１：69.3, 70.3）。しかし、実際に

熱海と新婚旅行で賑わう宮崎の記事が掲

が国内を上回る時代が訪れた。さらに新

泊数が週間を超えるのは海外が主流とな

載された（表－１：76.2.12）
。

婚カップルにとって、新婚旅行は「豊か

この時代はアンノン族を代表とする女

さの象徴」であり、
「どこにいくか」より

性の旅がブームとなるとともに、新婚旅

も、費用と日数をかけ遠くへ行くことに

行においても女性が発言力を持つように

意味があり、次第に宮崎からグアム、ハ

なり、彼女たちの視点は南国や海外へと

ワイとより遠くの南の地に「新婚旅行の

3W の時代 ―

移り変った（山本，2011）
。沖縄が本土復

メッカ」は移っていった（森津，2012）。

70年代にはベビーブーム世代が結婚適

帰を果たした72年以降は、南国への憧れ

齢期を迎えた（表－１：71.3）。婚姻件数

は「南九州から沖縄からハワイ」と展開

３．
『新婚旅行案内』
みる基本事項の変化

は72年をピークに70～74年は年間100万

していった（多田，2015）
。新婚旅行に行

3－1

組を超えるなど、戦後最大の結婚ブーム

くカップルも増加し、77年の「新婚旅行

日本交通公社は新婚旅行の大衆化に先

となった（表－１：71.3, 8）。皇族の訪問、

調査」
（日本交通公社）では、結婚式を挙

駆けて、1959年４月雑誌『旅』にて「新

メディアミックスにより注目を集めた

げた84％のカップルが新婚旅行にでかけ

婚旅行特集」を組み、続いて新たに『新

「南国」宮崎では、74年をピークに76年ま

ており、首都圏の新婚者の旅行先は国内

婚旅行案内』を発行しベストセラーにな

で全国婚姻組数の約30％が訪問したとい

71％、海外29％となる等、海外新婚旅行

っ た（日 本 交 通 公 社，1962）
（表 － ２）

う（白幡，1996）。「南国」は新婚旅行に

は順調に増加し続けた（原田隆，1978）
。

る81年であり、まずは国内の南国が新婚
旅行の舞台となった。
2－3

1970 年 代 ― 新 婚 旅 行 ブ ー ム と

表－２ 『新婚旅行案内』を取り巻く状況

出所

（図－１）。白幡が新婚旅行という特質上
図－１

年代
新婚旅行の主な出来事
観光・社会の主な出来事
59 雑誌『旅』
「新婚旅行特集」、『新婚旅行案 皇太子結婚、ミッチーブーム、特殊法人日
内』
（A）発売、新婚旅行向けことぶき周遊 本観光協会設立（現：日本観光振興協会）、
券、空路新婚割引周遊券発売
国際旅行業者協会発足（現：JATA）
60 裕次郎・北原三枝 米国へハネムーン
航空：国内線100万人、海外線10万人を突破
島津夫妻が宮崎を新婚旅行で訪問
『アロハ・ハワイ』
（JTB ガイドブック）刊行
62 新婚旅行予約周遊券発売（ハネムーンセット）皇太子夫妻が宮崎県を訪問
63 『新婚旅行案内』（B）発売
観光基本法制定
64 海外旅行の自由化
東京オリンピック開催、第一次ホテルブーム
常陸宮新婚旅行で関西に
東海道新幹線開通
65 『新婚旅行案内』（C）発売
JAL パック販売
67 ことぶき周遊券入場券サービス開始、夜行 国連「国際観光年」制定
急行列車「ことぶき」運転、新婚旅行キャ 60年代後半に恋愛婚が見合婚を上回る
ンペーンを開始（JTB）、日本旅行「ブライ ルック（JTB）発売（1968）
ダルツアー」を発売
69 「新婚旅行は“3W”時代」
バルク運賃の導入
70 婚姻件数が100万件を突破
大阪万博開催、ジャンボジェット就航
『新婚旅行案内』（D）発売
第二次ホテルブーム、ディスカバージャパン
芸能人の海外挙式が増加
『an・an』、『nonno』（71）創刊、アンノン
族（1970年代）
71 新婚旅行の行先（JTB 調べ）
旅券法の改正、翌年には日本人出国者数100
１位南九州、２位南紀、３位南伊豆
万人を突破（1972）
72 婚姻件数109万9,984組でピーク
近ツ「ホリディ」等発売、沖縄返還でホテ
ル開業増加
73 ことぶき列車、南九州グリーン中止
第一次オイルショック
『新婚旅行案内』（E）発売
日本人出国者数229万人（前年比64.4％増）、
ワタベ衣装店ハワイ・ホノルル店を開業 海外旅行ブーム、『るるぶ』創刊
74 宮崎への新婚旅行がピークを迎える
見合婚33％、恋愛婚61％に
76 婚姻件数が90万を切る（87万件）
戦後生まれが総人口の半数
77 結婚者84％が新婚旅行に（JTB 調べ）
ANA・JAL、沖縄線に団体包括旅行割引
GIT を導入
78 『新婚旅行案内』（F）発売
成田空港開港、訪ハワイが65万人を突破
79 ハワイが旅行先一位になる（JTB 調べ） 海外渡航400万人を突破
79 国内・海外の比率が逆転（～80）
台湾海外渡航自由化、
『地球の歩き方』創刊

出所

図－２

出所

資料より筆者作成
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「新奇な旅行先への要求度」は通常の旅行

ことがある。そのため、最初の刊行時

海外挙式が含まれるようになり、新たな

よりも低かったと指摘するように、1950

（1959）の４大特徴は、①新婚旅行向きの

ブライダルの旅を登場させた。これらの

年代後半から60年代半ばには雑誌、新聞

旅館の明示、
②思い出となるコース紹介、

背景として、
「国鉄の周遊券が発足したこ

を始め様々なメディアで「新婚旅行の指

③式終了後の時間を考慮に入れた第一日

とによって、新しいガイドブックを生ん

南」ともいうべき特集が多く組まれた。

目の宿泊プラン、④数年にわたるアン

だ」
（日本交通公社，1982）といわれるよ

新婚旅行が大衆化し、旅の障害（心理的

ケートに基づいた実地調査であった

う、初期は新たな周遊券やハネムーンセ

距離、物理的距離、経済的距離）のなか

ット旅行の発売に合わせて発行され

（図－１）。

でも心理的障害をなくすため、時代に応

本書は内容から４期に分類でき

（表－２）
、新婚旅行自体への指南、計画の

じて版を重ねたといえよう（表－２）。し

（表－３）、１期は新婚旅行、旅行準備など

立て方に主な力点がおかれていたといえ

かし、新婚旅行の目的地を含めて多様化

の基本的な事項が中心であり、観光案内

よう。しかし、
後期は新婚旅行の動向（婚

し、新婚旅行だけの案内書への需要がな

の項目も当日出発するか翌日出発のどち

姻件数の増加、新婚旅行者の増加等）や

くなる80年で絶版となった（白幡，1996）。

らが良いか、
また滞在休養か観光かなど、

旅の動向（海外旅行の自由化等）にあわ

それでは実際に本書及び日本交通公社

計画の基本的事項が重視されていた。さ

せて発行されるようになり（表－２）、新

を利用した新婚旅行者はどのくらい存在

らに観光行動や旅館・ホテルの案内につ

婚旅行、
旅の指南書といった色彩が薄れ、

していたのだろうか。日本交通公社では

いても多くのページをあてている。２期

観光ルートの紹介が中心となった。

ハネムーン専門の窓口も開設しており

には「ドライブハネムーン」や海外旅行

（図－２）、本書では相談できる場所として

など新たな項目が追加され、３期になる

3－3

新婚旅行に対する意識

たびたび登場する。66年の『読売新聞』

と巻頭写真も海外旅行の分量が増加し

1959年の「新婚旅行特集」
（
『旅』）に

には、65年の一年間で交通公社新婚旅行

た。４期には基本的な事項は簡潔になる

は、戦前は「お伊勢参りとか出雲大社詣

コーナーを利用したカップルは20万組で

一方で、海外の観光案内が３割を占める

でといった人生の新たな門出を神様に誓

あり、そのうち同社の「新婚セット旅行」

ようになった。さらに海外旅行のなかに

うという目的があった。近年では純粋に

をそのまま利用したのは１万3000組、そ
のほかは独自のプランを立てたという

項目

（表－１：66.11.19）。65年の婚姻数は約94

表－３ 『新婚旅行案内』目次の変遷

万件であることを考慮すると、日本交通

新婚旅行のために

公社だけで婚姻数の約21％が訪れたと考

定の利用者数をもち、彼らの行動に影響
を与えていた可能性があろう。
3－2

構成の変化

本研究では『新婚旅行案内５）』
（1959年
A、1963年B、1965年C、1970年D、1973

観光案内

行のための基本的事項や計画のための知
識、②新婚旅行のコースに大別できる
（表－３）。この背景には創刊のキャッチコ
ピーが「お仲人さんご苦労様でした。あ

分量

とはこの一冊が引き受けます」（図－１）
とあるように、当初は観光案内だけでは
なく、新婚旅行の手引書を意図していた

計画から出発まで

新婚旅行のさわやか
なマナー

結婚式場案内

結婚式場いろいろ

新婚旅行ミニ辞典

持ってゆくもの

宿泊施設について

ホテルと旅館の選び
方

知ってほしいこと

乗り物案内

周遊券

周遊券の案内

乗物あれこれ

旅行中は

ら1970年代の変化の詳細について考察し
本書の内容を調査すると主に①新婚旅

計画を立てる前に

第４期 F
（78年）

具体化にあたって

旅館をえらぶために 具体化にあたって

（ハ ネ ム ー ン セ ッ ト いよいよ出発
旅行について）（63） 出発にあたって

年 E、1978年 F）を対象に、1950年代か
た。

計画を立てる前に

第３期 E
（73年）

（申込み際して）
（63）あなた方のプランは プランの立て方 ABC 新婚旅行最近の傾向
新婚旅行の指南

旅行案内』が新婚旅行ブームのなかで一

第２期 C、D
（65～70年）

一般的な新婚旅行の
計画を決めるために
新婚旅行最近の傾向 新婚旅行への誘い
パターン

えられる。この人数及び度重なる増刷、
改定を重ねて発行されたことから、
『新婚

第１期 A（B）
（59～63年）

出所

①宿、②チップ、
新婚に一般的な乗物 ③乗り物
上手に使いたい周遊 ④服装、⑤持ち物、
⑥周遊券、
券
⑦おみやげ、⑧写真
いよいよ出発
良い旅行を送るには
旅行中は

東 京 近 郊 ― １ 泊 か 東京とその近郊（観
東日本
ら３泊まで
光案内）

さわやかな風にふか
れて、北へ東へ

しかたとねらい

光 あ ふ れ る 旅 路 を、
西へ南へ

以下国内各地の案内 西日本

以下国内各地の案内 海外への新婚旅行

海外への新婚旅行

ときめく心を抱い
て、海の向こうへ

旅館

プランと準備

海外旅行のプランと
心得

ホテル

交通公社で予約でき
る式場案内

152P、指南：20％、案 265P、指南：25％、案 258p、指南：23％、案 250p、指南：17％
内：80％
内：75％（国内69％、内：77％（国内61％、観光：83％
（国内54％、
192P（63）
海外６％）
海外16％）
海外29％）
資料より筆者作成
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旅行自体を楽しもうという意識が強くな

ると新婚旅行そのものが愛の旅であると

が下るにつれ、次第に新婚カップルが表

っている」という興味深い一節がある。

変化している。

紙の中心になり、愛情をテーマにした構
図に変化している。

先行研究や史料から新たな人生を誓う目
的があったという裏付けは得られない

１期 「新婚旅行は楽しいものには違


さらにカップルの服装も変化していっ

が、新婚旅行にある種の先入観があった

いないが、より楽しくするため

た。初期は男女共にスーツで、女性は帽

ことは事実であろう。また、
「お互いが生

の計画性も必要だ」

子や夏服にもかかわらず白い手袋を着用

２期 「２人だけが静かに旅情を味わ


するなど、全体的にフォーマルな装いに

し、知り合うことが目的」
（表－１：66.11）

い、愛情を深め、これから生活

なっている。女性の服装は案内本のなか

とあるように、一生に一度の旅を楽しむ

設計を語り合うことの楽しさに

でもコーナーを設けているほか、新聞記

というよりも、新たな生活の門出として

あり、さらにこの思い出が新生

事でも散見されるなど（表－１：66.3）、女

の旅という一面があったといえよう。

活のはげましにもなる」

性たちにとって重要なテーマであったこ

涯の伴侶として暮らすためにまず理解

とがわかる。

この意識は１期の A、B にも共通して

３期 「ふだんの人間関係をはなれ２


おり、
「とにかく新婚旅行はこうあるべき

人だけで静かに愛情を深め、こ

本書の持参品の頁によると、服装のコ

だ、という概念にとらわれず、観光レク

れからの生活設計を語り合うこ

ンセプトは、
「服装は洋装」
（A、B）、
「軽

リエーションの実も併せて楽しめるよう

との楽しさにあるといってよ

快ないでたち」
（C、D、E）
、
「リラック

にプランするべきだ」とある。これは新

い。さらに異なった土地風俗を

スしたおしゃれ」
（F）と変化した。それ

婚旅行が「人生の通過儀礼」であり、本

知り、独身時代と異なった旅情

に伴い表紙モデルの服の色遣いも、初期

来は「楽しみのためだけの旅」ではない

を味わう楽しみもある」

は女性のスーツが B（パステルグリー

という意識が根底にあると思われる。そ

４期 「新婚旅行

― この言葉の甘い響

ン）
、C（パステルブルー）
、D（パステル

のため、２期においても、
「このチャンス

き それは愛を感じ始めたときか

イエロー）
、男性ダークスーツから、後期

に観光旅行を楽しみたいのだったら」と

ら、心のどこかで誰もが抱くバ

の F では女性が赤・紺・白のボーダーベ

いう文言が見える。３期においても（新

ラ色の鐘〈中略〉くつろぐ宿で、

ストと淡いベージュのズボン、男性が赤

婚旅行は）
「習慣化しており、自分達だけ

あるいは列車や車に揺られる中

いセーターと淡いベージュで真っ赤な花

行かないにわけにはいかない」、「新婚旅

で、将来の設計生活を語り合い、

束を手渡す場面が描かれている。まさに

行はあくまで二人の愛情を深め、休養の

愛を感じ、愛を深めあう。それ

二人の関係性が近くなるとともに、愛情

ための旅行であり、雄大・豪壮・華麗な

が新婚旅行の素晴らしさだ」

を感じ、深め合う「誰もが抱くバラ色の
時」が表現されていた。

景色を楽しむことだけが目的ではない」
とある。しかし、４期になると有名な温

これは表紙にも現れており、B は写真

時代と共に、通過儀礼的なフォーマル

泉地や寺社仏閣だけではなく、趣味や個

も1/3程度の大きさでしかなく、
背景の歴

な旅という色彩は薄れ、人生で最も豊か

性を取り入れた旅行や海外旅行が増加し

史的建造物が中心となっている。C も自

なで愛情に満ちた「楽しみのための時」

ており、この背景には「独身時代に旅慣

然が中心であり、人物は2/5程度である。

を享受する旅へと変化していることがわ

れていることもあり、充実した旅行を楽

しかし、内容は C とほぼ同じである D は

かる。

しんでいる」ことを指摘している。旅行

表紙だけ大きく異なっている。
人物は2/3

自体が大衆化するなか、次第に新婚旅行

になり、中心に描かれるようになった、

４．観光コースと宿泊施設

が「楽しみのための旅」としての色彩を

F には人物が中心となり、二人が手を重

4－1

濃くしていく様子が読み取れる。

ねあう構図になっている（図－３）
。時代

3－4

図－３ 『新婚旅行案内』表紙の変遷

新郎新婦の関係性と新婚旅行の位

日数の変化

本書には泊数の傾向も記載されてお

置づけ
先述したように１期は見合結婚も多
く、新婚旅行が二人で初めてともに旅す
る機会であることは珍しくなかった。そ
のため本書においても新婚旅行について
説明するなかで、
「愛」という言葉が一言
も出てこない。しかし、２、３期には二
人が愛情を深め合う旅であり、４期にな

（注：左から1959年 A、1963年 B、1965年 C、1970年 D、1973年 E、1978年 F）
出所：筆者蔵
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る（表－６）
。さらに交通の多様化や旅行

表－４ 『新婚旅行案内』泊数の変遷
発行年
日数
出所

1959年

1963年

1965・70・73年

２泊40％、１泊33％、２泊40％、３泊25％、
４～５泊が増加
３泊18％、４泊８％ １泊23％、４泊12％

1978年
４泊５日40％、
５泊６日30％

経験の増加は
「ハネムーンドライブ」、
「海
外旅行」など新たな旅を生み出し、その
形態も個性化していた。日本が目的地の
場合は個人手配商品が中心だったが、こ

資料より筆者作成

の時代はルックをはじめ海外旅行の募集
り、これによると1959年、1963年には２

しみ」
（表－１：66.11.24）であり、国鉄は

型企画旅行も増加し、海外の観光コース

泊が最も多い泊数だったが、63年には３

「ことぶき周遊券入場券サービス開始」
し

のなかにルックの旅行商品が掲載される

泊が２位に上がってきている。60年代か

て、10枚の入場券をプレゼントした。こ

ようになった（表－５）
。先行研究で指摘

ら70年代前半は４泊が増加し、1978年で

れは見送り側においても一大イベントで

されるように、目的地は近場の温泉地か

は４泊以上が中心的な泊数となっている

あり、新郎の胴上げ、万歳三唱だけで済

ら日本の南国、遠方の沖縄・北海道、そ

（表－４）。「3W」時代といっても、実際に

まず、クラッカーの紙テープやアルミ箔

して海外へと移行していったといえよ

７日を超えるのは、81年に海外への新婚

で手作りしたレイなどが電線に絡まり、

う。人々の南国へのあこがれが強くなる

旅行が65％を超えた調査時であり（海外

新幹線の運行に支障を与えたほどであっ

につれ、再び「滞在型旅行のすすめ」な

平均７日、国内5.1日） 、国内では４、

た（表－１：79.5.21）
。まさに、新婚旅行

ど内容が登場する。３期では「異色のプ

５泊というのが一つの定番化していたと

の旅立ちまでがセレモニーであったとい

ランとして一か所に滞在するのはどうだ

いえよう。

えよう。興味深いのはこうしたタイトな

ろうか」だが、４期では「一つのホテル、

日程の中でも滞在型を進めている点であ

旅館からあちらこちらへ」と積極的に進

る。本書では新婚カップルは周遊型を望

めるほか、南国のリゾート地でゆったり

旅行期間が伸びたことは目的地にも大

むだろうが、短期滞在であっても、観光

とするプランも登場する。

きな影響を与えた。なぜならば、２泊程

中心ではなく「同じ場所で宿泊を重ね

この背景には海外旅行が一般化しつつ

度の旅の場合、挙式終了後すぐに旅に出

る」、
「滞在型」で過ごすことこそ、
「コク

あり、パッケージツアーにおいても「一

発しなければならなかった。また婚前旅

のある新婚旅行」になると述べている。

か所滞在型or観光地周遊型か好みの国を

行が一般的ではない時代には、初夜が大

しかし、60年代後半の２期になると旅

決める」ことができたことがあろう。４

きな意味を持っていた。そのため、78年

の形態は周遊型に変化していく。この時

期には新婚旅行の団体旅行化を避けたい

を除きすべての版で東京を起点とした新

期の『読売新聞』では、ゆったりした旅

人々向けには、一カ所滞在こそ「自由に

婚旅行地までの所有時間が掲載されてい

を進める旅行会社側と日程的に「ムリは

二人の旅を楽しめる」と記されている。

た。

承知」で周遊型を望むカップルの様子を

新婚旅行の目的地は他者との同調を土台

しかし、その掲載内容も時代に応じて

記事にしている。このなかで窓口担当者

としてブームを生み出してきたが、人々

変化を続けた。１期は泊数も１～２泊で、

が「新婚旅行の“新婚”が取れて、ただ

の旅行経験が豊富になるにつれ、他者と

近短が重要視されていた。そのため「ふ

の旅行になったという感じです」と述べ

の差別化を望む意識が育まれ始め、新た

つう温泉地を宿泊施設に選ぶことが多

ているように（表－１：66.11.6）
、新婚旅

な観光コースという形で登場するように

い」と述べられ、
「新婚旅行の第一泊地＝

行は観光化が進んでいく。
『新婚旅行案

なった。

箱根」としていた。この背景には式の終

内』では「１泊：箱根または伊豆、２泊：

了時間に幅広く対応し、観光も可能で、

箱根と伊豆（那須・塩原・伊香保）、３

新婚向きの旅館が多いことがあげられて

泊：白浜・勝浦、南紀、京都・奈良、北

いる。当時は列車の出発時間にあわせて

海道」、「少々無理すれば海外」等、短期

披露宴の途中で退席せざる得ないことも

間しか日程が取れずとも、このチャンス

あり、「旅行は宴会場から始まっている」

に観光旅行を楽しむことに対して、肯定

と断じられるほど、交通機関の時間は重

的に記している。

６）

4－2

観光コース

要であった。そのため、挙式当日に移動
可能な範囲も掲載された。

図－４

挙式当日に移動可能な範囲

この傾向が加速したのは３期であっ
た。これは交通の発展と多様化が影響し

もう一つの問題が式終了後に式の参列

ており、案内本においても、挙式後に到

者が駅のホームで見送るというセレモ

達できる範囲が変化した（図－４）
。もう

ニーだった。これは「駅のホームや空港

ひとつの理由として、ホテルを中心とし

のタラップで華やかな見送りを受ける楽

た都市部での宿泊施設の増加があげられ
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表－５ 『新婚旅行案内』観光コースの変遷
項目

第１期 A（B）（59～63年）

第２期 C、D（65～70年）

◎当事者たちが自発的に行動
◎温泉を宿泊地に選ぶことが
◎新婚旅行向きの宿泊施設がある
多い
◎南紀・伊豆箱根・南九州、京都
◎観光・レクリエーションも
◎ドライブハネムーン、少々無理
組み合わせる
すれば海外

傾向

第３期 E（73年）
◎デラックス化
◎深まる新婚旅行への理解
◎披露宴よりも旅行を充実
◎新鮮な海外新婚旅行
◎ブームの新婚路ドライブ旅行

第４期 F（78年）
◎披露宴よりも旅行にぜいたく
を
◎質・量ともにデラックス化
◎ハネムーンドライブ
◎人気の海外ハネムーン

「乗物あれこれ」
「乗物案内」
「新婚に一般的な乗もの」
「乗り物」
国鉄、私鉄ロマンスカー、飛
国鉄、私鉄ロマンスカー、飛行機、国鉄、私鉄ロマンスカー、飛行 飛行機、列車、フェリー、観光
行機、船旅、ハイヤー・タク
船、タクシー
機、船、観光ハイヤー
ハイヤー、レンタカー、バス
シー

交通

東京で式を挙げ、その日のう
第一泊目が近距離でなければ、都 第一泊目が近距離でなければ、時間的な余裕を持つこと、式終
式場から ちに出発し、夜に宿泊施設に
内のホテルで過ごすなどのプラン 式場周辺の都市で過ごすプラン 了が夕方になるのであれば、現
旅立ち ①12－14、②16時迄、③18時過
を推奨
を推奨
地で一泊を推奨
ぎ、④深夜発
①箱根、②伊豆、③日光・鬼
怒川・川治、④塩原、⑤那須、国鉄利用：大阪、京都、名古屋（新
一日目の
⑥福島、⑦伊香保・水上、⑧ 幹線）、修善寺、上諏訪、四万、福
行動半径
信越、⑨富士五湖・甲府、⑩ 島、飯坂
房総・湘南

国 内 の 新 婚 旅 行：東 京 と そ の 近
郊、箱根、伊豆、富士五湖とその
国内の新婚旅行：北海道、東北、
国内の新婚旅行 東日本：北海
国内の新婚旅行
付近、大島・八丈島、上信越高原、
関東、中部、近畿、中国・四国、
道、東北、関東、中部 西日本：
東京近郊：１泊から３泊まで 日光、蔵王・磐梯・松島、北陸、東
九州
近畿、中国・四国、九州
観光をかねて；東北、中部関 海・伊勢・志摩、京都・大阪・志
海外への新婚旅行：太平洋（ハ
海外への新婚旅行 東南アジア、
西
摩、南紀、山陰、瀬戸内海、九州、
ワイ、タヒチ等）
、東南アジア、
太平洋、東南アジア、アメリカ、
北と南へ：北海道、九州
東北、北海道
ヨーロッパ、アメリカ、ルック
ヨーロッパ、アメリカ
海外への新婚旅行：ハワイとグア
のハネムーンツアー
ム、東南アジア

目次
モデル
コース

「緑 の 山 に か こ ま れ た ― 箱
根」
「箱根 ― 特徴とねらい」
「新婚旅行
モデル 「新婚旅行第一泊地＝箱根」
にうってつけ、最適な反面新婚旅
コースの ①交通が便利、②新婚旅行向
行客で混んでいる。規格品的な新
巻頭
きの旅館が多い、③典型的な
婚旅行になりがち」「伊豆半島」
観光地、④式の多様な終了時
間に対応
挙 式（洋 装、和 装）、見 送 り
（電車、船、飛行機）、温泉旅
巻頭の
館で過ごす二人、新婚旅行遊
写真
覧一覧で構成
20地域中温泉地は18カ所
出所

各地域より複数のコース設定
各地域により複数のコース設定
北 海 道：道 南 め ぐ り ― そ の 北海道：「函館・大沼と支笏・洞
１ ― 、その２ ― 、その３など、爺」、関東「伊豆・箱根ハイライ
関東：那須高原と日光めぐり、ト」、九州「西九州」、太平洋「ハ
九州：雲仙から阿蘇めぐり、海 ワイ・ワイキキ６」、東南アジア
外：グアム ― ルック ― 、ハワ「香港４」、ヨーロッパ「マイタ
イ ― ルックライトなど
ウン・パリ９」等

「なにいろですが、とっておきの
色は？」をテーマに「湖」「山」
九州（指宿温泉）、南紀、挙式（和
挙式（和装、洋装）、飛行場での「渓流」
「草原」
「海」等の自然と、
装）奈良、川名ホテル、六甲山、瀬
見送り、九州の旅（熊本、阿蘇、新婚旅行を過ごす二人の写真を
戸内海（船）、ハワイ、香港、北海
別府、日南海岸）、青島
中心に構成、ホテル、南国（海
道など
外）でのリゾートウェディング
も掲載

資料より筆者作成

表－６
年代
1961
1963
1965
1967
1973
1978
出所

国鉄利用：大阪、長野、長岡、福
島
記載なし
飛行機利用：札幌、沖縄、大分、
宮崎

国際観光登録ホテル・旅館の軒数

書かれたように、新婚旅行にとって宿は

が「宿泊施設」となり、ホテル利用につ

登録ホテル
登録旅館
客室数（室）
軒数
軒数
93
8,210
338
115
10,733
455
143
16,368
629
159
21,242
849
277
41,986
1,377
386
62,424
1,592

重要な施設であった。特に１期では「旅

いての説明に大きく頁が割かれ、旅館に

行の印象を最も大きく左右するのは旅館

関する記述が減少するのである
（表－７）。

だといっても言い過ぎではない」
とあり、

旅館の魅力については、①ゆっくり休め

最も重要なポイントとしていることに加

ること、特にお温泉があることは一層価

え、宿泊施設＝旅館という認識であった。

値が高いこと、②日本式の細やかなサー

そのため、宿泊施設の項目は「旅館の選

ビスの良さを挙げている。しかしこの日

び方」であった。このなかでは、
「新婚旅

本的なサービスにも課題があることを挙

行むきの宿」として①俗っぽさがなく、

げたうえで、
「サービスも過剰になっては

品があること、②団体客が少ないこと、

有難迷惑かもしれないが、定評ある旅館

③施設がいいこと、④新婚扱いの実績が

ではその点も心得ている」
と記している。

あること、⑤環境がいいこと、⑥新しい

旅館の良さは生活様式が洋式化したとは

ことがあげられている。

いえ、疲れたときには畳でゆっくりした

運輸省『運輸白書』より作成

4－3 『新婚旅行案内』における宿泊施設
の変化
4－3－1

旅館の位置づけ

創刊案内のチラシの特徴に、①新婚旅
行向きの旅館の明示、③式終了後の時間

しかし、２期には、旅館に対する記述

い人の方が多いことや、宿泊施設として

を考慮に入れた第一日目の宿泊プランと

に変化が生まれてくる。まず、タイトル

の細やかなサービスであり、
「非日常」で
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表－７ 『新婚旅行案内』宿泊施設の変遷
発行年

タイトル

頁数 旅館 ホテル

第１期 旅 館 を 選 ぶ
59～63 ために

第２期 宿 泊 施 設 に
65～73 ついて

第３期 ホ テ ル と 旅
1973 館の選び方

第４期
宿
1978
出所

6

8

6

2

92％

18％

20％

38％

８％

35％

44％

44％

た。非日常性と大衆化という２つの側面
旅館の特徴

ホテルの特徴
利点：①プライバシーの保
「新婚むきの宿」とし 護、②サービスが洗練、③食
て下記を挙げる
事の自由、④外国旅行の雰囲
①俗ぽっさがなく、気、⑤料金計算が事務的
品があること、②団 欠点：①外国に不慣れなた
体客が少ないこと、め堅苦しい、②料金が高め、
③施設がいいこと、③食堂に行かなければ食事
④新婚扱いの実績が できない、④風呂が洋式のバ
あること、⑤環境が ス、⑤浴衣・丹前がなく、あ
いいこと、⑥新しい っても部屋の外に出られな
こと
い。「日本人にはニガ手と思
われる一面もある」
利点：①プライバシーが保
たれる、②サービスが洗練さ
①ゆっくり休めるこ れている、③食事の自由、④
と、特にお温泉があ 合理的なシステム、⑤設備の
ることは一層価値が 良さ。
高 い、② 日 本 式 の 利用しにくさ：①外国流エ
サービス：サービス チケットで堅苦しい、②くつ
も過剰になっては有 ろげない、③設備の利用方法
難迷惑かもしれない が難しい
が、定評ある旅館で ＊73年は「ホテルの魅力、そ
はその点も心得てい の利点」
「ホテル利用に馴れ
る
よう」など、利点と欠点は
変わらないが前向きに受け
入れるよう促している。
①暮らしの延長とい
①プライバシーの保護、②食
ったアットホームな
事と宿泊が別のため自由に
ムード、②至れり尽
土地の食が楽しめる。
くせりのサービス

により、73年には宿紹介の冒頭にホテル
があげられるようになった。創刊当初に
最も重視された「①新婚旅行向きの旅館
の明示」は、新婚旅行の位置づけ、観光
行動が変容し、宿泊施設において非日常
性を持つのが旅館からホテルへと変化す
るなか、最重要項目としての役割を終え
た。
５．結論
5－1

新婚旅行の位置づけ及び意識変化

当初、新婚旅行は新たな人生を育む重
要な旅であり、
「楽しみのためだけの旅」
ではないという意識が存在していたが、
1970年代後半にはカップルの個性に応じ
た楽しみの旅へと変化していった。この
背景には見合い婚から恋愛婚と変化する
なか、新婚旅行は新婚カップルが互いを
よく知り合い、人間関係を構築する旅か
ら、恋愛を基本とした愛深め合うロマン
ティックな旅へと変化したことがあっ

資料より筆者作成

た。それに伴い、服装も含めフォーマル
の増加に伴い

な儀式としての色彩は薄れ、人生におい

いう特徴が前面に出されるようになる。

（表－６）、挙式後に到着可能な立地・施設

て豊かで愛に満ちた「楽しみの時」を享

これは70年代にはより顕著になり、４期

としての「近隣温泉地の旅館」という価

には「日常の暮らしの延長といった、ア

値が失われていった。さらに旅館が日常

ットホームなムード」と記述されるなど、

の延長として位置付けられていった一方

その価値が特別な空間からホテルに比べ

で、「ホテルはデラックスなものが多く、

「日常的」な場所へと変化した（表－７）。

普段では味わえない、豪華なデラックス

70年代前半は４泊が増加、1978年では４

特別な旅である新婚旅行において、
「日常

なムードが味わえる」場所となり、新婚

泊から５泊が中心的な泊数となった。70

的」であることは、宿泊施設としての魅

旅行の宿泊施設として相応しいと記述さ

年代初頭には「3W」時代という言葉が流

力を失わせるものであったといえよう。

れた。

行したが実際に Week（７日）を超える

はなく、生活に根付いた親しみやすさと

市部における登録ホテル

７）

受する旅へと変化していた。
5－2

観光コースの変化

60年前半は２泊前後、60年代半ばから

ホテルの特徴についても説明してお

のは、海外旅行が中心を占める80年代初

り、①プライバシーが保たれる、②サー

頭であった。また、観光形態は温泉での

ビスが洗練されている、③食事の自由、

滞在型から観光地での周遊型、そして海

ホテルは最後に半頁程しか掲載されてお

④合理的なシステム、⑤設備の良さを挙

外も含めた観光地への周遊型とリゾート

らず、「卓越性」共に、日本人にとって

げている。
「外国人の生活様式に沿ったシ

の滞在型へと展開したといえよう。さら

「ニガ手な一面」と表現されていた。ま

ステム」は非日常的な豪華さをもつと共

に同調的な傾向から差別化した新婚旅行

た、巻頭写真も旅館しか掲載されていな

に、旅館にはない利点を持つ場所として

へと旅の形態も多様化した。

い（表－５）。しかし、東京オリンピック

説明されるようになった。この後、大阪

（64年）に伴う第一次ホテルブーム後に

万博（70年）に伴う第二次ホテルブーム

は、
「ホテルの良さが日本にもわかり理解

を経て、設備が完備された登録ホテルが

60年代前半は旅館主体であったが、60

されてきたので利用者が俄然多くなっ

大幅に増加した一方で（表－６）
、世界的

年代後半にはホテル・旅館が並立した。

た」とされ、説明の頁が著しく増加した。

な大イベント後にホテルが供給過剰とな

ホテルブームの影響を受けホテル軒数・

また交通の発展、旅行期間の長期化、都

り、一般大衆のホテル利用も増加してい

利用が増加するなか、各施設の特徴が旅

4－3－2

ホテルの位置づけ

１期では、旅館が主な宿泊施設であり、
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館は「日常性」、ホテルは「非日常性」と

B：1963年６月（初版）
、C：1965年（69

「南国宮崎」 ― 宮崎新婚旅行ブームを

なり、非日常性が強く要求される新婚旅

年４版）
、D：1970年は65年版の改訂版

中心に ― 」
『日本の地域社会とメディ

行においては、ホテルが優位性を持つよ

として刊行。表紙以外の内容は大きな

ア』（関 西 大 学 経 済 ・ 政 治 研 究 所）
、

うになった。

変化はない。資料としては1970年（第

pp.29－46．

２刷）を利用した。E：1973年（初版）
、

・森 津千尋（2016）「明治後期における

発展、海外旅行ブームという時代にベ

F：1978年は1973年版の改訂版だが、大

「新婚旅行」
言説についての一考察」
『宮

ビーブーム世代が結婚適齢期を迎え、社

幅改定がある。資料としては1978年
（第

戦後におけるマスツーリズムの成立と

会現象ともいえる新婚旅行のブームが作
られていった。人々の意識は人生におけ
る儀式的で保守的な旅から、人生で一度
しか味わうことのできない新たな体験と
新奇性をもつ特別な楽しみの旅へと変化
した。
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本研究はJSPS科研費 JP16K02081の助

２刷）を利用した。
「今秋の新婚旅行は海外が65％－交通公

６）


社調べ」
『毎日新聞』
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等でご協力いただきました。ここに記し
て感謝いたします。

族 ― 戦後における若い女性の旅をめ

規定されたもので、この登録ホテル・

ぐって」
『旅の文化研究所研究報告』20、

旅館は、訪日外国人旅行者が安心して

pp.61－73.

宿泊できる施設として一定のサービス
レベルが保証されたホテル・旅館であ
った。
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【本論文は所定の査読制度による審査を経たものである。
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