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可

ジョン・アーリのｒ観光のまなざし』が発刊されてから、すでに１０年

以上が経過している。ミシェル・フーコーによる「まなざし」の概念を

用いて、観光現蚊のありﾉｊに迫ろうとしたこの本は、側光研究において

けっして無視することのできない文献となっている。

しかし、われわれは、その後、アーリの提示した理論なり分析手法な

りを、どれだけⅡⅡ嚇し、倣術し、批判し、乗り越えることができたであ

ろうか。彼の扱った仙城は、リゾート、拙観、，〃側、ポストモダン、峨

史と本物性など、仙光にかか'〕る紗様な側伽に及んでおり、それぞれの

領域に限定してみても、ｊﾐだまだ談論の展開が可能であるに述いない。

また、アーリの分柵は、おもに英国の帝例に拠っているのだが、これ

を異なるIKlや地域に適応した場合、どのようなﾙ,}結を導くことができる

であろうか。そこでは、棚光のまなざし」の理論が修正されることもあ

ろうし、より明快な理論へと得構築されることもありうる。

さらに「観光のまなざし」について、アーリと同次元で外延的な議論

を試みるにとどまらず、「観光のまなざし」という兄方そのものがｲjする

政治的・礼金的．文化的噸味や限界を|H1題とすることも必漉であろう。

たとえば、｜り世紀以降の仙光の閥淵が植民地政策や岡内統胎の現火と友

裏．体の関係にあ..'たとすれば、Ｉ剛要に政浩的な意図を反映するか孫か

は別としても、「脱光のまなざし」のもつそうしたはたｒｊきにも,,を向け

るIini仙はI･分あるはずだ。

この他にも当然、力､の‘1ドは、観光を池じて社会や文化を読み解いてい

くうえで、多くの磯かなインプリケーションを含んでいると思われる。

われわれは、観光のまなざしを手がかりに、わずかでも研究の歩みを

進めなければならないという、切災な願いを抱いている。そこで、「脱光

のまなざし」をIIilll線に、紗面的な議論を起こしてもらうため、伽光学．

社会学・人類学・地理学．建築学等、多様な分野において観光を桁〃的

に研究している’"'''1家に呼びかけ、一冊の謀物を,を梓しようと鞍えたの

である。

｢観光のまなざし｣の化ＩＩＩｌＯＯ願
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アーリによる「観光のまなざし」論が、フーコーの『まなざし」概念

を観光航域に応用しようとしたものであることはよく知られているが、
弓ヂｨｳﾙ

ｨ,:IlFではまず、この「観光のまなざし」論に関して根源的なJ1l1論的問い

11隙〔しが,拙'朔《られる（l単)。

そのうえで､エコツーリズムやグリーンツーリズムをはじめとす為《[１

然》に向けられる「観光のまなざし」に、風景を発見すると同時に、別

の風搬を隠峨する政治学が内ｲI;していることが明るみにだされる(２厳)。

発兇・ﾘー ると同時に隠蔽するという「脱光のまなざし｣の政治学は、しかし、

自然》に向けられるばかりではない。それは柄の浦や二見ヶ浦といった

名所が観光地として創出されていく場合にも作動することが、雌蕊学の

視点からも脂摘されうる（3疏)。

さらに、こうした政治喉が作肋するには、脱ｿCのまなざし」によ･〕て、

場所をめぐる「他姓のイメージ」が喚起され、そのイメージが物慨化さ

れなくてはならないのである（‘1軍)。この点で、メディアを媒介とした

場所のイメージをめぐる表象の力学が勝察されねばならないといえよう

(５鋤。

このように見てくると、観光のまなざしが観光の対象に向けられる

ことにより、「見る／見られる」関係性のなかで、まなざされた対象は動

態的に|'｣:|W蕊されていくことがわかる(６噸)。ただし地域にｲf:する文化、

|‘1然とい-’た対盤が「仙光のまﾉh烏ざしｌを向けられることで１１｣.ﾙﾘ輔され

ていくさいには、地域のアイデンティティとはまったく別のベクトルも

存在していることはけっして無視できないであろう（一意)。

もし観光が地域のアイデンティティをなくしてしまうものならば、「棚

光」とは結励のところ何なのかをあらためて問いなおす必要があると思

われる。それはまさに、「観光のまなざし」論を手がかりとした、観光」

へのまなざしを琴えることにつながる（H単)。たとえばホームステイも、

この柵111|'|りな問いかけを投げかけてくるものだといえよう（り噸)。

ところで、こうした勝淡を鵬|)lけ-為うえで、liiM光のまなざし｜が社会



ｉｆ

的なものにあらかじめさらされてしまっていることは何度でも確認して

おくべきだと思われる。「観光のまなざし」が社会的なものにあらかじめ

さらされてしまっていること、それは、ジ，ングーと観光のかかわりを

取り上げること（1(jlIif）や、インド（１１戦）や件港（１２駒の社会的なあ

り方と観光とのかかわりを取り上げることで明瞭にできる。

以上の議論をふまえ、社会のポストモダン化やグローバル化といった

文脈において、卿光をいま一度、理論的に捉えなおすことで、われわれ

は「観光のまなざし」‘愉の新たな地平を展蝿できるであろう（１３縦)。

このように水,Iﾄは、仙光のまなざし」伽をＩｉｌＩｌＩさせることで、その新

たな地平を切りひらこうとするものである。ただし、ここで妓後にもう

一度確認しておきたいのだが、われわれは観光のまなざし」の砿k'1に

関する雛諭に・定の〃向性や緬蝋を前提していない。むしろ、執躯背各

にIが「観光のまなざしｌとのかかわりを葱撤しつつ、それぞれの‘釧剛l領

域から自山な発想で縦論を展開することに‘腐点を瞳いた。これによって

細占･は、議論を弁附什の問題意識や分析祝鮒に委ねることができ、研究

において洲かれた11｣.能性を狐保でき、さ求ざまな位ｲ11への「''1Ｍ」がな

されたと自負しているが、これについては読廿の方々からの概恢的なご

意見．ご批判をおまちしたいと思う。このなかで活発かつ生産的な談論

がさらに巻き起こってくれるならば、綿,jfにとって、これほど蛸しいこ

とはない。

2004年１月

1通光のまなざしのI|嘘１１'１０()策

編著者

遮藤災棚（文化

堀野正人
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観光の理論的探究をめぐる

観光まなざし論の意義と限界

Ⅲ
章

安村-克己
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はじめに

脱光の本価を探るｊｌＭｌ論研究の成果をﾙ《り返るとき､ジョン･アーリのr棚

光のまなざし（ThC.「《'uIi,t(;『嘘c)』（１９９();2,..c(L20()2）は、もっとも｢1t哩な文

献のひとつといえる！。その文献は、観光へのとりくみがとりわけ数少

ない社会学的考察のなかで、ディーン・マッカネルの著作『ツーリスト

レジャー附級の新哩諭（･rOuri鼠(:ＡＸｃｗ'rl1co八・oril,Cl､CisurcCIl1SS)J１（1976：

r叩向mcdc《１１ｳりり）と1fんで注1Ｊを集め、そしてi;Williされた社会学の恥愉的

成果でもある。

アーリ（19,0）は、釧光まなざし論を提起した。観光まなざし’淵は、

提起されて以来、観光研究において、さまざまな分野のさまざまな脈

絡や方法で援用・応用されてきているたとえば、Bmilcy2002;１１凧１s:'112()01；

M《:Grcgoｪ20(}())。それが観光の理論研究の動向に及ぼした影響力は、きわ

めて大きい。

しかしながら、ｉｉｊｌＩｿ6J§なざし論には、そのｉｎ要M2や彫柳ﾉ」にもかかわ

らず－後に‘i,剛lに‘i､及・ﾘー るとおり－その知的戦略の不伽によるlIljUALが

浮かび上がるようにみえる。その限界は、おそらく、それが成立する経

総からたどられるそして、そこには、観光研究の理論的探究全体にか

かわる根本的課題が、反映されているかに‘ZAえる。本稿は、こうした澗

光まなざし｜諭の慰撫と限ｿILを検討し、棚ｿCまなざし論の'1柵築を例,jくし

ながら、観光研究のｲＮ水的‘洲題を談論する”

１観光まなざし論の意義と問題提起

（１）観光の理論的探究と観光まなざし論

脱光がさまざまな噛味で'、大な社会呪喚であるという11峡'よ、いまや

U閥光のまなざし」の１脚‘'１０１竜



1M:界中で周知のものになった。社会現駿としての観光は、世界全体で拡

大するその規棋や形禅力ゆえに、衆I|を蝶める現実なのである。lil際観

光iI1･数は2(〕0()ｲドに年'１１１７億人近くに｜:り、仙光にかかﾙ)る状ﾙ'１や雌境

が順調であれば２１－ＷＴＯの「観光2020年ヴィジョン（T《,udsm202C

Vision)_によると-2015年にはその数が１６億人に達すると郷Uされる。

こうした観光の規供ひとつをみても、観光という社会現象が|Hざ界中で多

ﾉﾊ、に馨様かつ紗大な影御を及ぼすとみなせる。

このような捌光の』,!実を研究対製として、あらゆる’,脚M1分11fからとり

くみがなされてきた経緯は、必然的である。そして、観光がもたらす諸

問題、観光の動向や課題などについて、多くの研究業談が提供されてき

ており、観光に側するさまざまな知識が総俄されている。側光は、拳く

の学閥分野において、将過できないＩｊＦ'光傾城となりつつあるのだ。

しかし、そうした帆光の重大な現実に対する研究がどこまで観光の本

質を探究できたかといえば、その成果は|･分ではない。観光の本質に辿

る理論研究'よ、立ち巡れている。もちろん脱光の理論研究は、その細部

にわたり多くの学問的アプローチがなされているが、観光の木侭、すな

わち「現代観光は、“なぜ，かくも降椛したのか」あるいは､そもそも「現

代観光とは“なに，‘か｜といった根ｲ常的な問いに答える理‘愉的探究は、

ぽとんどない。

そうした仙光の本f'iにかかわる理紬的探究において、観光N:公学の役

割は重大といえる。というのも、現代観光の発生と発展は、時代の背景、

そして社会撒造や文化とのかかわりといった現実と深く絡み合い、それ

らの現実が観光の,|え賀に分かちがたく結びつく、と綴験的に椛紫される

からである。しかし、社会学では、nM光のこの問題が－iMｿCがモダン

の典型的現象といえるにもかかわらず種過されている。

社会学から観光の理論研究にとりくむ数少ない社会学者の・人が、ジョ

ン・アーリである観光まなざし論は、社会学背による理論的探究の試

みとみなせる。アーリがその淵1.｝；.観光のまなざし』（Iりり0）で提,Jﾐした

脱光の理論的探兜をめぐる鯉光蔑なざし‘諭の“と限界|，



1，

観光まなざし論の第一義的な意義は、フーコー（1163）の“まなざし”概

念に倣い、塊代閥光のしくみの深典を探求しようとする、その知的挑戦

という研究猫桝にこそある。

（２）観光まなざし論の問題提起

『観光のまなざし』（19,0）は、観光はなぜ、どのように発生するのか、

という根本的な11Mいを掲げる。その;1lfl1Fのはじめに、アー'）は、卿)'6の

Ⅲ論Ｉ１Ｉ:究における既存の成果を簡潔に盤理して、それぞれに批判的検討

をくわえたうえで（1990:7.12)、それらの理論研究がいずれも観光の木質

に到達していないと結論した（1,90:135)。

その結論を提示しながらも、アーリは、観光の本質の解明に砿而から

とりくもうとはしｵ侭い。紗くの社会文化的要素が紺みつぐ伽光は多'1‘Ii的

特性を有する恢雑な社会現象であり、それゆえに観光行動の“特殊”珊

論を購築するのは不可能である、とアーリ（199();135;2()02:124）は考える。

そこで、アーリ1990:135;2002:12.1）によれば、「代わりに求められるのは、

観光にl』M布なものと、観光者の維会的慣行と観光徴以外のある社会的仙

行とに共通するものとを合わせて捉える､ある域内の概念と論理である｣。

観光の概念と諭叫を探るために、脱光まなざし諭が批示される。観光

を“まなざし”と捉える藩眼点によって、アーリ（199{)）は、観光が発堆

し変遷する時代ｆﾃ殿と社会文化の現実を分析し、観光の概念や論理を辿

究しようとする。観光まなざし論が考察しようとするのは、「観光のまな

ざしの発股と歴史的変遷」（Urryl991:‘1）である。

観光の服欺ざしは｢社会的にｌＩｌｆ成され組織化される」(l･r1yI99l:1)ので、

脱光という個人の祝蝿には、それを取り巻く社会|＃造や||#代背競が投影

される。実際、アーリ（1990）による観光のまなざしの溌察は、社会現象

としての観光の広汎な社会学的領域に及ぶ｡たとえば､それらの領域とは、

まなざしの変群にともなう海辺リゾートの機衰（UIT>,１９９()cIMIp.')、観光倣

推の特徴や１Ｍ光雌推にかか‘|)る政Ｗｉ継済の肋I;'」（Ｉ１１ｗＩりり(>(:11:１１，２;m《１３)、

｢観光のまなざし」の裾回０１噸



ポストモダンを時代将緊とする文化や；'二会の変容と観光（じrKyl990chnp,5.

6,,‘17)、さらにグrノーバリゼーシヨンと脱光のまなざしの釧繋化（L'rry

2{)O2ch叩‘8)、などである。それらの棚)'(;にかかﾙﾌる時代僻;I:やＩI:会文化

の現実に関する５．察の結果については－必ずしも観光まなざし論から

導出された結果ばかりではないが－アーリの分析は成功している。

また、観光の新たな勤向とポストモダンという時代背景については、

雌雛遺礁観光や|#物鮒などを分析して、‐F隙よく怖きだされている（いrry

l99lChai’5,6;M1‘１７)。ポストモダンの縦諭は、とかく現実から.11t離した抽

象的ないしは観念的な展開になりがちだが、アーリは、観光まなざし論

にもとづいて、観光の現爽に絡めて観光とポストモダンの関係を鴨領よ

く分脈した。

しかし、フーコーに倣う．､まなざし”による分析は、全体に側して

適用されたわけではない。観光地の分緬には、まなざしの３組の二分法

的枠組み一｢ロマンチックー集合的」「雁',u的近代的」そしてＩ典派

非典１１;」が拠出されているが、これが{｣.効に適用された分析は、海

辺リゾート観光と雌史・産業遺産観光の1『例にとどまる。

そうした考察の不徹底は、おそらく．,観光のまなざし”が理論的探究

の購成概念として｜･分に鍛えられていない結果に起因する。次節では、

この点について、さらに灘しくみてゆきたい。

２観光まなざし論への疑問

（１）フーコーの‘‘まなざし”概念と観光まなざし論

『観光のまなざし‘１（lりり0）で提示された“まなざし”概念は、。|舎分に規

定されておらず、不|ﾘ1脈であいまいである。そのあいまいさについては、

アーリ（l”2:173）側』;l'、後に認めている。『鯉光のまなざし』（1りり0）につ

INJ光の剛倫的探究をめぐるjMM)Mまなざし'愉の恩溌と限界．１１



1コ

いての神評で問題提起と普察結果が,Wiく評価されながらも、それらをつ

なぐ理論的探究のIﾘl暗さがしばしば疑問視されるのも（たとえば、LciPcr

l992;Nnshl9り1)、おそらく”まなざし．’概念のあいまいさに起因する。

アーリ(1990:1)がフーコー(1963)に倣って付テする"まなざし"の特徴は、

｢社会的に構成され体系化された」まなざしというものだけである。この

特徴だけで、観光まなざし論がフーコーのまなざし概念を手がかりとす

る、というのはむずかしい節。いうまでもなく、ブーコーの災縦の軌跡

には、’1i越した洞察と思索の背離があり、それらから輔出されるまなざ

しの附造をふまえないかぎり、フーコーのまなざし概念は論じられない。

あるいは、フーコーのまなざし側念を門拙築する知的戦略を提Ⅱ冊する

必喫がある。しかし､こうしたまなざし概念の僻造について､アーリ（19908

2002）はほとんど談論することなく、硯光の歴史と現災を-診察する。その

ために、観光まなざし論は断片的・つぎはぎ的になり、まなざし概念は

あいまいとなる。

さらに、観光のまなざしとフーコー（1963）の医学的まなざしとの側係

が陪示されたために【魔v!”0:1-2)、観光のまなざし慨念の解釈が混乱し

たかにみえる。医学的まなざしとは、［近代的］学問としての医学を形成

した、臨床医師のまなざしである。ブーコー（1963〉は、ＷｊＭ的莫叩をも

つかにみえる限学的知のまなざしが、時代に制約された政治、経済、そ

して祉会などの雁史的脈絡から形成された経緯を解明した医学的まな

ざしの概念は、知や典理の誕生という脈絡と不可分である。

したがって、観光のまなざしの概念は、観光専門家の知のまなざしに

限定しなければ、限'､jA的知のまなざしと'１１次ﾉiには取り倣えない。アー

リ（I”():I）は、…［肌光のまなざしは、祉会的に|叶成さ''１体系化さ拠

るので医学的まなざしと同じである」と指摘するか、紬会心理学の知見

が示唆するように、おおよそ、まなざし＝知覚とは＃|:会的に構成され体

系化さ#しるのだ。まなざしのこの特徴をも-うて、眠‘'族のポなざしとiUl1ｿ６

のまなざしを1,ﾘ|lに砲なすことはできない。

｢仙光のまなざしＩの11剛､１０１蔵



さらに、アーリ（IりりＯｉｌ）は、つぎのように彊張して、医学と観光のま

なざしの同型性を指摘する。

もちろん、［剛光のまなざし］は、「Ｉｌｉ雌によって支持され']ﾐﾕLi化される」

専門家に限らないので､[医学的まなざしとは]異なる次元にある。しかし、

｢無用な」楽しみの生産においてさえ、観光舌としてのまなざしを柵成し発

現させるのを助ける紗くの職業的専li‘隊が爽際にいるのだ。

この指摘が二つのまなざしの同型性を剛&する根拠とならないのは、

|‘11ﾘ]である。仮に、“|侭学的知のまなざし灰師．に相当する“伽光の純

のまなざし一観光噂'111家"という側式を､淵だしてみよう。しかしながら、

アーリ（1990）は､"知のまなざし．’としての“観光のまなざし．，には､まっ

たく触れていない。まなざし概念とその知的戦略を再構築すれば後

述のとおり“知的観光のまなざし”を論ずる可能性も生まれてくる。

だが、それは、アーリ（lりり();2002）によって災行されることはなか-》た。

（２）フーコーの医学的まなざしの構造

これまでの議論をふまえて、ここでフーコー（lり63）の医学的まなざし

の枇造と、アーリ（1りり('）が葱図する観光のまなざしの撒造を、吟味して

ＪＩＡよう。

フーコー（1963）の咲学的まなざしの僻造は、もっとも単純化して岡炎

1のように表されるだろう。医学的まなざしは－空間、言語、死、など

とともに“考古学“というフーコーの知的戦略をとおして、′､州jと

しての近代医学の腿生を解明するための概念といえる。近代という雁史

をｆﾃ錆として、その政治、経済、社会の』助向がいかに医学的まなざしの

典皿を形成したかが解|Ulされた。

こうしたフーコーのまなざしの附造に対して、アーリ（1ﾘﾘ0）がそれを

吟噸していないのは、Ｉﾘlらかである（側炎2)。アーリ（I”()）がフーコー

ijJ光の11111論的探究をめぐる脱)|fまなざし締の迩溌と眼1A！
'階
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図表１フーコーの医学的まなざしの柵造とその考察

のまなざし概念に依拠するのは、繰り返すが、側炎２にあるとおり「社

会的に構成され組織化される｣という構造的特徴だけなのだ｡そして､アー

リ（1190;2002）は、硯光のまなざしの全体的な附造を十分検討せずに（図

侭２の「？の部分)、肌光にかかわる時代、敗沿、経済、社会そして棚光

対象の怖徴を考察する。かくして、アーリ（'りりo）のまなざし概念のあい

まいさは、まなざしの柵造に関する考慮の不徹底に起因する。

まなざし概念のあいまいさと、観光まなざし論におけるフーコーのま

なざしの適用法について(よ、アーリ（'りり2;2(){)2(;hmP,8）自身が述懐するよ

うに、多くの批判が寄せられたようだ。それに対して、アーリは、みず

からの文献解題論文ｒ観光のまなざし･再訪（ThcTourisIGaze.，Rcvisi1cd")」

('992)で､まなざしの概念の|ﾘl確化と棚光のまなざし論の精級化准拭みた。

さらに、『仙光のまLl§ざし（Tourist(;細zc)』の２版でも、観光よなざし!諭の

｢観光のまなざし」の１帳何０１竜
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図表２アーーリの観光のまなざしの柵造とその譜察

新たな展開を試みている。つぎに、その新たな展開をみてみよう。

（３）観光まなざし概念の再検討とその結果への疑問

アーリ（1992）は、棚光のまなざし概念をIUl脈に~ｊ．るために、他)上まな

ざし論が下がかりと．j-るフーコーのまなざしと視覚．般の概念をJﾐず検

討する。フーコーの・連の幹作（1961:1,63;1966;１り61;1175）から、それぞ

れに読み取れるまなざしや視覚の特徴が列記された（L1,.1992:174-178)。

たとえば、狂気の祝蝋的定雄の雌史的変避（l;('u"uIl116I)、医学の言説

に制度化されるまなざし（l･oucaultl963)、視髄中心主義の批判（1..u"ul【

1り“)、「パノプティコン’（一望監視装置）にみられる支配とまなざしの隙

|'Ｍ(I:()ucnuIrl975)､そして新たな視覚の111能惟な探為「ヘテロトピアス’（エ

テ1】トピー混.伍郷)<ドCu仁iUIl11り“)、などである(I1rryl992:175177)。そして、

剛光の剛論的探究をめぐる剛光まなざし論の意溌と限界
1５
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フーコーから読み解かれたまなざしの特徴が、まなざしとしての観光の

特徴に重なる、と説明する（U町1992:177-178)。

フーコーのまなざしや悦蝋の概念に側･ﾘｰるアーリによる解釈の11縦に

ついて｛よ紗少の疑'111もあるがさておき、それよりも疑縦がもたれ

るのは、ブーコーの・連の著作からまなざしの特徴を抽出して、それら

の特徴を同列に並べる手続きそのものである。すなわち、フーコーの著

作群のすべてがまなざしを主題とするのではなく、思索の契機の惟移と

ともに公表された沸作の主題はそれらに皿庇する根本的主題、たと

えば個人の肖巾への解放といった主題もあ論ものの－それぞれ災なる

ので、それらの沸作から導出されるまなざしの特徴を同次元に雑べて論

じるのは、意味をもたない。

ブーコーの業紙の編年史では、著作の間脳が「典理」（1961;1963;lり“，

1169)､｢権力」（1975)、倫理」（'976;'984m;'り8.ｌｂ）という３群に区分される。

まなざしがとくに簿察に深くかかわるのは「典理」の問題群においてで

あり、なかでも、まなざしそのものをI池とするＷ|§は、『臨ﾙ|〈脹単の!＃１

生医学的まなざしの〃･ｌＩｉ学』（1963）だけといえよう。その他の枠作で

川いられる．まなざし“の名辞は必ずしも統一された概念ではなく、そ

れぞれの名辞に厳密な龍褒があたえられているわけでもない。

さらに、「真理の問題群の思索は、フーコー（1966;1961）の”?夢占学”

という知的戦略がド蚊きとなる。そこで、その捌胆群で論じられる求＃I：

ざし概念は、考TIT学に規定される、とみなされる。しかし、アーリは、

仙述のとおり、フーコーの知的戦略には言及していない畠〔そして、それ

に代ｉ〕るみずからの知的iI1<略を提出してもいない)。そのために､アーリ（1りり2）

のまなざし概念は、フーコーの．嫁作群からまなざし概念を収集したにも

かかわらず、あいまいである。

結局､アーリ（1992）の当初の目的であるまなざし概念の明確化は､フー

コーのまなざし概念の緋微に照らし合わせ為作雛からは到達できなかっ

た‘，|r仙光のまなざし』（lりり'}）で提,Jくされた「Ｉ|:会的に柵成さr1,体系化さ

剛光のまなざしｊの１膳1t'１０１歳



れた」まなざしという概念の補強も、なされていない。ここで、まなざ

し概念があいまいなままに確認されたのは､観光まなざし論の焦点が､"観

光門･のまなざし”というよりも、“まなざしとしての脱光”に､!1てられて

いるということである。

当該論文（UKry1”2）の後半では、観光のまなざしの対象が分析され、

観光のまなざし概念の明確化がもくろまれる。アーリ（1912:178-185）は、

物珊的環境の視覚的WWtというアイデアと観光のまなざしの関係につい

て考察し、その納果として、観光のまなざしの５つのモードを禅出１．る

ロマンティック（R《》mmntic)、集合的（Collcc1ivc)、観覧的（S,〕ccmt《,『i肌1)、

蝋境的（Envimnmenml)、そして人類学的（AmthroI)《,1《,gimj）である。しかし

これによって、観光のまなざし概念は、IU1確化されるよりも、紗隙化し

混乱をきたしたかとさえみえる。

こうして、まなざし概念のあいまいさと、その概念を支える知的戦略

の不備によって、観光のまなざしは、時代や社会文化の多様な変化を紗

隙なままに受群する“iliな為”器になってし鵬.,た感がある。次節で(J､、

これまでの考策をふまえながら、観光まなざし肺を'１州,f築するためのｆ

だてを検討してみたい。

３観光まなざし論を越えて

（１）アーリによる観光まなざし論の展開とその問題点

アーリは、『観光のまなざし・流２版（ToWist(;;Ｉ脇鰹2ndcdi〔ion)』（2()02）

の第８章でも、まなざし概念の明確化を図り、観光まなざし論の股洲を

試みる。まなざし概念の明確化については､すでにみた｢観光のまなざし・

1Ｗ"」（1992)の結梁をほとんど越えるものではない。さらに､アーリ（2()０２

(:h:,1,.8）は、」[M災の蕊』肋にともなう観光のまなざしを新たに分析して、棚

眼光の即論的探究をめぐる剛光まなざし論の意渡と限界１７



棚

光まなざし論を展開しようとした。

アーリ（2('02:ﾙﾘ1-1.15）が瀞IＩした現実は、初版が刊行された1990年以

降に、インターネットの普及などで拡大したグローバル化である。グロー

バル化の時代1ｌｌｆ蛾は、．‘流動的モダン”と捉えられた。その現災把握は、

興味深く、脱光を取り巻く呪爽分析にも多くのｲi葱義な示唆をもたらし

たと考えられる。ポストモダンにも、そつなく言及されている。

しかし、観光のまなざし論を峡側する作業は、まなざし概念の明確化

とllil様に、成梁をｌ:げていない。観光のまなざしは、流動化するモダ

ンの趨勢を,'1f肌に秒様化して、肌光まなざし’術で包摂し、雌Jll1できない

ほどに拡散しているようにみえる。時代のまなざしは、穆傑化する言説

教育、雌服、蝶団の連柵、楽しみと遊び、巡遊と追臓、共同体、な

どによってlli､11化されて多搬化し、それにともない、棚光のまなざ

しにもまた、紗様なモードロマンティックと集合的に加えて、観覧

的、敬塵的（…rcnri凧Ｉ)、人頬Ｗ内、環境的、メディア的（mcdin【iscd)、な

どが提出される観光のまなざしは、現実の多様化を反映して多牒

となる。

脱光のまなざしに関するこのようなアーリの¥察結果は、その問題提

起ゆえに当然のりiT}結といえる。アーリ（1910:135）は、複雑な現実を反映

する複雑な観光のまなざしをありのままに拙きだそうとしたようだ。そ

こで､.‘観光のまなざし”には､それが「|:会的に柵成され組紬化される

さいの規準一フーコー（lり63）の知的まなざし慨念で“典班．にｲM当す

るもの－が提示されなかった（図表１．図表2)。

「社会的に柵成され組織化される」さいに、その規準のない観光のまな

ざし概念は、紗搬な現実をありのま‘jﾐに鍵け'f制しる器としてlﾙ定された。

そのために、肌光のまなざし'よ、流動化し多隙化する現代の嫌ｲ{|をすべ

て飲み込んで収拾のつかない那態となり、観光の本質を論理的・体系的

に把握するという観光の理論的探究本来のロ襟を実現できそうにない。

脱光のまなざし'1M念を棚)ICの,|,§髄を捉えるｲi効な装悩とするには、そ

】硯光のまなざし」の転回０１厳



の概念を支える新たな知的戦略を提示しなければならない。そのために

は、たとえば、現実と観光の糎雑さとを産みだす力動性を捉える知的戦

略が採られてもよい。次節では、フーコーのまなざし榊造にもとづく知

的戦略を導入して、アーリの帆光まなざし‘術を再榊蕊-'1.為・例を提示し

てみたい,、

（２）観光のまなざし構造の再構築

フーコー（1963）の知的まなざし概念とその知的戦略、すなわちまなざ

しの号古学を、観光研究に適川し、そのまなざしの碓造を蚊術して、側

光まなざし論の再勝築を試みよう。この作業の目的は、観光研究にフー

コーのまなざし慨念を適用する11例の提示であって、観光まなざし論の

llllj錐そのものでは激い°

はじめに、１１州f築される観光まなざし論の概要をIﾘ1らかにする。それ

は、観光専門家のまなざしが、マス･ツーリズムに代わるサステイナブル・

ツーリズムの'k成にいかにかかわるか、を解IﾘIしようとすも。このサス

テイナブル・ツーリズムは、モダンかr,ポストモダンへの時代の'|州典を

捗景として、政治、経済、社会の歴史的条件のもとで、脱光専門家のま

なざしが形成されて出現した、と仮設する。そして､サステイナブル･ツー

リズムのまなざしは、一般的な観光者へと祉透しつつあり、現代観光の

,k脚に紬びつくとみなす。

つぎに、このような観光まなざし論の再Ｈｆ築にあたって、図慶３の”ま

なざしの購造’例式を措定する。以下に、この図式を購成する３つの要

紫にしたがって､伽光まなざし肺がいかに111:|,W壊されるかを検討しよう。

それらの嬰業と1J;､①まなざしの‘.}ｆ体群休'‘,②ある'|＃代の政淵､経群、

社会の歴史的条件を、ある規地でまなざしの碓成と結びつける．‘知的戦

略..、そして③その知的戦略から解明される“まなざしの正体"、である。

縮ｌに、まなざしの主体一'＃体については、｛I椛築される観光まなざ

し諭（以下、折･帆光まなざし紬と没す）において、まなざしの14体は“側

閥光のjV1伽的探究をめぐる伽光まなざし約の意義と限界|,，
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蝿光のまなざし論の知的戦略
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図表３サステイナブル・ツーーリズムのまなざしの構造とその考察

光W〔門家'‘、客体は．観光資源”となる。これは、フーコー（1963）の医学

的まなざし撒造の“主体＝灰師一客体＝病人”に相当する（図表1)。アー

リ（1990）の観光まなざし諭では、“主体＝観光者一群体一棚光資源．で

ある(灰峻2)。Ｗｆ･側光まなざし‘術の無点1J;､仙光もili‘l顎の"知的＝帆Ilj的”

なまなざしである。

第２の“知的戦略”は、観光専門家のまなざしが政治、経済、社会の

歴史的条件からいかに形成されるか、を探る。新・観光まなざし論の本

体を成す祁分といえるが、ここですべての‘iiMMiを尽くすことはできない。

この知的戦略は、,|i例の説Iﾘlという便'間:上、フーコー（1り66;1969）の考

占学を下敷きとする。フーコー（1966）は、ある時代に、ある対象の秩序

を認識するさい、その認識に知の準拠枠が先倣つとみなし、その枠組み

を”エピステーメー”と呼ぶ。それは、峨山'''９なﾈl:会＃雌の条件ドで形

｢測光のまなざし」の鵡回０１噸


