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はじめに－観光とメディア

脱光という'1峰が附築されてくるうえでメディアによる喪蚊の|M1胆は、

避けられないものとなっている。砥たちはある場所へと観光に出かける

さいに、その上地のイメージをメディアの助けをかりてつくりあげよう

とする

ｌ).j､プーアステｆンは、そうした状況を「擬似イベントとして特徴

づけたが、彼の埼察はたしかに観光とメディアの関係を考察するうえで

非常に砿要な指摘をふくんでいた。しかしブーアスティンは、メディア

によるイメージのほうが現実よりも現実感をもつという‐知覚のありよ

うのIWliを指摘し嘆くにとどまっている（noorS〔ｉｎ】9621196411964)。だ

が現代、メディアとかかわりをもたない純粋な「現実そのものを考える

ことには仕とんど慰味がないのであって､そうである以上､そういった｢知

悩のありようについて嘆くだけでは不充分である１．

肌光"剛1は､映ilEiやﾃﾚビ､雑誌といったﾒデｨｱによる表製のﾉJ学

に膨卿をうけるツーーリストたj1うの知'雌と切り離せないものであり、さ!~〉

にいえばツーリストたちの知覚そのものが観光空間だといってよい。と

するならば仙光窄間が擬似|'Kjか否か､オーセンティックかオーセンテイン

クでないかとい.ﾌたIＸ別は、もはや有効な理論的道典だてにはなりえな

いで,ｸ)ろう(1)‘,!'r部ｉｎ'9621196.1|=196‘１，Ｍ;1c(:$lnn瞳111り73-20(}l)。その愈味で、

棚光祉全学Iよいまプーアスティンの視野を超えた地下にfﾉ:たされている

のであり、それは新たなかたちの社会理論をきりひらく可能性をもつも

のとな〕ている。

メディアは窄間を・体どのように炎象するのか、そして、メディア世

媒介として枇築された観光地というテクストを人びとがどのように「解

読しているのか（あるいは「解読させられている」のか)、観光地をめぐっ

てはたらく、こういった力学を解明する作業を今後、精繊におこなって

いくべきだと思われるその雌伽作災として、水稲は郷凶のテレビドラ

｢伽光のまなざし」の抵何０５歳



マ『冬のソナダ』とそのロケ地を撫例としながら棚光とメディアのかか

わりを分析する。そこで以下では、まず側光空間と知党とメディアがい

かなる関係にあ為のかについて･惨察する。その後『冬のソナタ,Ｉとその

ロケ地を簡叩に紹介し、妓後にメディアを媒介として仙光の瓜雌がどの

ように碓築されているのかについて検討していこうと思う。

１観光空間・知覚・メディア

地理学者Ｙ・トゥアンは『空間の経験』において、空間と知覚との閃係

を現製'糖的に|ﾘjらかにしようとしていｊＸ》。’､,シアンによれば､たとえばサ

ンフランシスコのような部Iljは、その独特の蝋境、地形、スカイライン、

におい、雑踏によって認識されるのである（Tunnl977-1993：３９)。彼の

アイデアを援用しつついえば､その地域の椴間は､視覚､聴覚､呪覚､触覚、

味覚といった五感を通じてつねに知‘塊されているといえる。

とくに慨光では、爪感をとおして地域を知党･り．るということはＪＩ畠術に

重要な位世を占める。名所を見ること、郷-t料理を食べること、淵|の

香りを感じること、雑踏のざわめきを聴くこと等ツーリストの知覚を

とおして観光地という空間は成立しているといっても過丙.ではないだろ

う２)。

こうしたことを考えれば、観光窄間と知覚の関係は、地と図のよ

うにリヴァーシブル（可逆的）な関係にあるのではないか（鷲、1997：

324.325)。すなわち私たちが主観、観光噸問が群観としてｲ州北、主観で

ある私たちによって観光空間という'#観が知覚されるという二元論的側

係ではなく､観光空間はつねに｢感じられるものとして知覚の側にあり、

またそのようなかたちで知覚も観光空間によって実現されているといえ

よう。

この葱味で私たちの知堂と観光蜜lMlは、MIfI:的な「含みあいの関係

観光空間．知迩・メディアをめぐるＷｉたな社会jﾘ1勘への１脚【ＩＩＢ５
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にあると考えられる。メルロ・ポンティによれば、「主体は知覚という接

触行為のなかで、対象と隔絶されたところに、別個に存在するというこ

とはありえない。さらにＥ体は知覚するという出来亦のなかで知党対象

によって変容させられずにはいないのであり、対象もまた同様であって、

主体と対象とは、相互的な『含みあいimplic:ltion』（相互朕入）の関係にあ

る」（土田・青柳2001：206）とされる。

これまでの都市社会学や地域社会喉では、こういった「知党される雫

|H1｣、Ｉ感じられる窄間」という悦点が充分に''1'随されてこなかったよう

に思われる。もちろん都Iij社会学の伝統においても､たとえば11.ルフェー

ブルは「表象の空間」という概念を川いて、「知覚される空間」の重要性

を指柵している。ルフェーブルによると､「茂県の"部Illとは｢空間的実賎」

|空間の災象｣とともに"勘Iljを認撤･』･るための概念であぁとされる(Lc侭bvrc

l974=2000：75.83)。

まず「空間的実践」とは、「尚速道路や家屋の配徹などといったそれぞ

れ祉会撒成体を特徴づける特定の場所や蜜|川配慨などの物質的な空間の

次元」を意味する（神田20()l:４９)。つぎにＩ空間の炎製とは、科学者、

都ＩＩｆ計画家、技術官僚たちが知の技法を唯かして考案し立案する空間の

ことである。最後に表象の空間」とは、人びとに生きられ感じられる

窪間のことであり､水稲における｢知党される空間｣に相､''iする。ルフェー

プルは、これら３つの次元が弁証法的にかかわりあいながら、時には捨

抗しつつ、社会空間を生産しているのだと指摘する（LcmgbVre1974=2000：

73-83)。

このような術摘が都市紙会‘,１Aにおいてもなされてきたとはいえ、〃部１１

と知'脳の|%l係はi《|:会学において、それIよどＩ剛Mさ＃I,てこなかったのでは

ないだろうか。だが、こういった間辿は部『|iを･ど察しようとする場合、

今後ますます重要となろう。観光という領域はその意味で、戦略的に興

味深い分析視角を提供していると思われる‘，

ただ脱光窄|川が知党と相ウ:的な含みあいの側係にあるといっても、忘

I観光のまなざしＪの転回０５京



れてはならないことがある。視'兇、聴覚等といった五感は自然のもので

あるかのように見えながら、実は社会的に創られているものであって、

しかも映両、テレビ、雑誌をはじめとしたメディアによってかなりの穏

度左右されてしまっているということだ。

それゆえメディアが、いかにして人びとの知覚を導く力を有すること

ができているのかを丹念に分析していく必要がある。以下では、これに

ついて『冬のソナタ』とそのロケ地を'１１:例に分析していくことにしたい。

２韓国のテレビドラマ『冬のソナタ』とそのロケ地

『冬のソナダ』は、２()02年Ｉノ｣から３ﾉ･』に榊国ＫＢＳで放送され、平均

視聴率23.1％を記録したテレビドラマである。視聴率に限って見れば、

それほど高い数字を挙げたとはいえないかもしれないが、これは、多い

ときで40％の視聴率を誇っていた靴IIilSBSのドラマ、『女人天下』が製

僻組であったためである（ｍ代2003：り）ドラマは堆本的にはラブストー

リーで、そこに主人公たちの出/kの秘密や、記憶喪失などさまざまな那

件が絡み、ストーリー展開に起伏をいえている。
ﾛＦ１ジィＩ

物語は、純l砿lの地方郁Ilj・襟川でIり:と妹とil§らすチョン・ユジン（配

役：チ課・ジウ）がjmう刑校に・人の少ｲド（配役：ペ・ヨンジュン）が恢校

してくることから始まる。彼の郡iiはカン・ジュンサン（韓国語では‘W誠

にくる汗は濁青にしない。そのため塙|iiiだけのときは｢チュンサン」となる）で、

父親を知らない彼は母の,州交時代の‘Ｗ〔を手がかりに、父親を探すため

が川にやってきたのだ。ユジンとチュンサン、二人は互いに葱かれあい

恋に落ちるが、ある日、学校へ行ったユジンはチュンサンの事故死を知

らされる。

１０年後、ユジンは「ポラリス」という設計ﾘｆ務所で働くようになり、

ラジオ局に勤める幼なじみサンヒョク（配役：ハク・ヨンハ）と婿約する。

腕光空川・知勉・メデｒアをめぐる折たな社会即論への幡阿８７
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しかしユジンはイ・ミニョン（ベ・ヨン

ジュンニ役）と名乗るチュンサンそっく

りの男性に仕扇|『で出会い、彼のことが

どうしても気になってしまう。次蛎に

惹かれるようになるミニョンとユジン

だが、実はミニョンはかつてＷ故で記

憶を失っていたチュン･Iﾉ･ンであ.’たこ

とがわかる。その後、チュンサンの川

生の秘密が明らかになり、これをきっ

かけにチュンサンはユジンのもとから

去ってしまう。さらに３年の月１１が流れ、

ユジンはかつて自分の没‘;|･した家が実

際に建てられていることを知らされる。

｢その設計を知るのはチュンサンー人の

はず」と彼女はその家をIMiれる。

このようなあらすじをもつ『冬のソ

ナダ』は､｢かなえられない初恋」をテー

マにした純愛の物語であり、それが主

題歌、挿入歌をはじめとしたいくつか

のIlllや、：}畠人公たちを減じたIﾙ優たち

の高い人気などに支えられ、綿凶で多

くの話題をさらったのである。とくに、

このドラマは芯い男女に人靴を博し、

主人公たちのヘアースタイル、マフラー

の巻き方などをまねる婚勘たちが多く

現れた｡20代､30代の女性のあいだでは、

なかでもチュンサンを減じたぺ・ヨン

ジュンに|兇l心が災まり、雌終lmlが近づ

｢観光のまなざし」の'1瞳Ｍ（)５蔵
;邸呂

グ

』
＝１１

図表１南恰島の並木j、

撮影：猪狩久子



卜

＝』､０

Ｐ
。
。
己く

鳶'二恩ｼ葡穂ｐ

剛平
リゾ‘

くにつれて｢彼なつらい||に辿わせたらＫＢＳを二股と兄ないlというメー

ルが殺到したほどである(田代2003:9.10)｡Ｌｌ木でも2003年‘1ﾉjから９)ｊ

にＮｌｌＫ術鼎放送で放映され、特番が組まれたり、放映終了後すぐに|リ

放送が決定されたりするなど、韓桐ほどではないものの人弧の問まりを

兇せている。

このドラマにおいて、もうつ見過ごすことができない喚素は、雛料

が『秋の童話』を擬ったユン・ソクホであることだろう。彼は聯合セッ

トよりも外部ロケを華用し、ドラマをもりあげるうえで効果的に風飛」

をつかう監督として知られている。そのためロケ地としていくつかの場

所が搬影され、そこが韓国において人気のデートスポットになり、紗く

の人びとが訪れるようになっているのだ。
ツー・〃鼻

たとえばｲド川にあるI+j恰島は、さまざまなシーンで印蚊深く拙きださ

れ、チュン･り･ンとユジンが禰佼生のときに二人きりで歩くシーンや、イ1１

『

｡

図表２輔国の地図

出典：田代親世'1'韓国はドラマチックエンターテイメント

でみる韓国スタイル』東洋経済新報社、ｐ､3３

岨光空川・知覚・メディアをめぐるＷｒたな社会jIl1I伽へのIﾙiIIiI89
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乗りで自転車に乗るシーン、ファーストキスをするシーンなどでロケ地

として用いられており、そのため多くのカップルがデートで訪れている。

またユジンがミニョンと仕祁で会うことになったのが、スキー場のある
:レビュＩ

龍平リゾートで、ここもやはりデートスポットとなっている。さらにチュ

ンサンが聯故で記憶を喪失してしまう前に二人が待ち合わせしようと約
『･ユジ子分〆

束するシーンがあるが、その約束の場所が、春川市の繁７膳街である祥川
：ヨグ1"

|ﾘIiIIilである。やはり、この｣"所にも人びとがちく肋れるようになっている。

３メディアを媒体として構築される風景

以上のようにＩ冬のソナタ』では、その物語だけでなく、映像のなか

で描きだされるロケ地もまた、見る者に深い印象を残したといえるだろ

う。そのため、いくつかの旅行会社によって、『冬のソナタ』のロケ地を

めぐるツアーが企iiI1iされるようになっている。

凶災4をIi1‘てもらいたい。これは膿協観光が企injしたツアーのパンフ
会ＩユＩ

レットである。このツアーでは、春川のロケ地である中ﾉﾙ、．傑川Iﾘj1il、

ＩＷ恰烏を訪問した後、ソウルを観光する予定となっている。また悔崎交

通では､『冬のソナタ』の雌台となった場所として、施平リゾート、IﾘIiI11、

附恰」;＃のMi/k道、Ｌﾄﾘﾙを避び、そこを観光した陵ソウルへ行く企llIliを立

てている。さらに似l喪５を見ると、読売旅行でも何様の企画が立てられ

ていることがわかるであろうし寸他にもJTBや近畿F1本ツーリストといっ

た旅行会社による企１曲iも列挙することができる。これら旅行会社の企両

は共通して、ほぼI‘りじ勤所を訪問するものとなっているが、しかし『冬

のソナタ』が放映される以前には、こういった場所のほとんどがそれほ

ど多くのツーリストが訪れる所ではなかった。

このように1,1'てくれⅨ、『冬のソナタ』というテレビドラマは、緑川

Iﾘ州Iil、＃ｊｌｆＩル、’|ﾘﾙ、ハ'１，|ムリゾート、ソウルとい-:’た仙光ルートを(iIlり

I観光のまなざしｊの'低ＩｒＩＩＯ５玩
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0:ｄｏ鼎OBI,ＭＯ

剛)睡ＩＭＩ･川'１j；・メディアをめぐ論wrたな社会''1論への蛎何'９，

図表４読売旅行による

ツアーパンフレソト

出典：読売旅行のホームページ

ｈＭｐ１〃ｗｗｗ･ｔｏｐ－ｐａｇｅ･lpj

sitc/ppgo/sGouI八our/deep/YTSDEEP/O０２ｊ

２００３．９．２５アクセス

増
１
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■ワレ福+カョァ・堂西釘定郵抽ｦ包五ｑＦｍひ”母U宜■画や亜け●づつ

一
一
》
》

だし、人びとの歩行を〃向づけるう

えで見過ごすことのできない漉閃と

なっているといえるだろう。しかし、

こうした帆光ルートが提示されると

いうこと、それは逆にいえば、地域

の別の部分が見られず、知蝋されな

いままになるということである。Ｊ・

フィスクによれば、，把鼎紬の術語で

ある「パラダイム」とは選択（chOicc）

を、「シンタグム」とは組み合わせ

(combinmIion）な意味する('制yk'r＆Ｗｉ''i鼠

,9りり:２１）こうした術滞を用いていえ

ば、パラダイムとして地域に存する

空間から特定のものだけを選択し、

観光ルートとして組み合わせるとい

うことは、あぁ．定のシンタグムに

沿った風蹴」のもとで観光空間の

解読を人びとにうながしていること

に他ならない。

もちろんそれだけでなく、メディ

アは、観光ルートに粉ってツーリス

トたちが都市を歩き見るさいの視線

を緋造化するのにも大きなﾉJをもつ。

たとえば|怖怖Ｉ;＃のMz木地を歩くとき

には、ドラマと'１１じ汎線で並木逆の

風j汁を見るのではないだろうか。雌

,〃観光によ論ツアーパンーフレットを

1,11‘ても、唯木泣なドラマと'1りじ地点．

図表３農協観光による

ツアーパンフレット

出典：農嬉観光のホームベージ

http:"shop.､tour､cojp/kyushu/11.ht､、

２００３９２５アクセス

訴乃い91釦元、池が尺｡ｍｑｎｆﾉＣ７ｂＵｒ
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官もTTB
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騨畠

視線から写しだしている。実際にここを,Ｉｊれるツーリストもまた、ドラ

マが撮影された地点を探しだし、そこで記念写典を搬るようである。

以上のようにメディアを媒介とした観光ルートの提示」と「視線の

ﾙ造化によって購築される風踊にそって、人びとは観光地というテク

ストを解読させられているのではないか。これはまさに、Ｊ､アーリが「観

光のまなざし｣として指摘したものであろうアーリは｢観光のまなざし」

の特性について以ドのように述べている（1.rr,’1”０－１りり5：4-6、Ｌ１江vl995

＝２００３：216剛218)。

①「観光のまなざし」は、映lmi、テレビ、雑誌等のメディアによって

創りだされ、強化され、支えられる。

②「脱光のまなざし」は、映lIlli、テレビ、Ｗ噂縦なとおしてｉＭ’Ni;的に

吋製化される。まなざし｛よ、突物な挺映で雌測し、炎蚊を災物で雌脇す

るという、再生産、再把握をくりかえす。

③「観光のまなざし」は、映画、テレビ、雑誌といったメディアに内

7Eしている記号群に大きく依":する

したがってツーリストたちが知覚する風蹴｛よ、メディアを媒介として

撒築されたものだといえよう。しかしながら、こうした風策ははたして

メディアのみで創りだされるものだろうか｡たとえ一つのドラマがメディ

アにおいて大衆的な人気を獲得したからといって、それのみではロケ地

が観光の風紫として、「側光のまなざしｌのもとでYMMされることにはな

らないのではないか｡『冬のソナダ』の'１１例においても､祥川明洞､南恰島、

中島、龍平リゾート、ソウルといった場所が観光ルートとして選択され、

組み合わされたのは、紗くの旅行会|:がこれらの場所を仙光地として商

,１，１,化し、一辿のルートとして組織化したためであり、このことがfj政や

地域催腿をはじめとする多様な立｣坊の利’1|fと結びついたからではないだ

ろうか。

視線を術造化するということもＭ様である。＃j怜jfhの並水道を訪れる

ツーリストがドラマで搬影された地点を探しだし、｜‘りじ視線で記念'砿典

I観光のまなざしＪの転回０５窟



を搬るのは、単にドラマがヒットしたからだけでなく、そうした視線を

強化・Iﾘﾉl稚しようと、観光業者、メディア制作者、行政、地域住民、

さらにはツーリストも含めた、塊に多くの錯綜する利',If関心をもつ立場

がポリフ.１ニカルな関係性のなかで結びつき、一定の視線からの風賊を

くりかえし提示しているからなのである。

そういう意味で、メディアは単独で力をもつのではなく、観光業者、

メディア制作片、行政、地域伐民、ツーリスト報による輔撰した社会関

係のなかではじめてﾉJをもつのである。観光の風紫は、メディアがそれ

のみで創りだすものではなく、メディアを媒介としてではあれ、メディ

アを取り巻いている社会関係によって創りだされてくるのだ。都市を歩

き見る視線、あるいはツーリストたちの知覚が、メディアと手を桃えた

柵膿するﾈI:会関係のなかで唯成してくるあり〃を､Ｆ,ジェイムソンは「地

政学的無意識」という概念によってとらえ、人びとが空間を知覚するさ

いの祉会性・制度性・歴史性を浮き彫りにしようとしているが、これに

側する分析こそ'典は新たなl:会理論唾きりひらく口I能性をもつと思われ

る（jnm〈､瓢》、lりり2)。

むすびにかえて

以'２，lIWtl11ドラマ『冬のソナタ』とそのロケ地を計f例としながら観光

とメディアのかかわりを分析してきた。以上の分析によって、メディア

を媒介としたＩ棚光ルートの提示」と「視線の柵造化」によって櫛築さ

れる瓜)ｉｔにそって、人びとは似光地を解読させられており、「観光のまな

ざし」が成虻していることが見てとれた３．

しかし私たちはさらに孝察をすすめ、メディアは単独で力をもつので

はなく柵鵬した社会関係のなかではじめて力をもつこと、そして観光の

瓜縦はメディアだけで創りだされるのではなく、メディアな取り巻く社

i脚光窄川・知覚・メディアをめぐる折たな社会理論への権回
９３



9４

会関係によって創りだされることを指摘した。そのためメディアを媒介

として構築される観光の風景を、祉会性・制度性・雁史性へと開いてい

けるような分析が今後頃婆になると結論づけた。「観光のまなざし」をめ

ぐる識諭を新たな社会理論へと結びつけ鵬MH＝'ﾙﾐInIしていくには、観光

というテクストを知覚するさいの社会性・制度性・雌史性を明らかにす

る談論が必要になるだろう4)。

以ｋのような考察をおこなうことで私たちはまた、観光社会学の視点

から、既〃の都市社会学や地域社会'料こ足りなか-’たものが凡てとれる

ようになったと思われる。そもそも都Iljや地域を知るということは一体、

どういうことなのか。それは、ある場所を「歩き見る」こととどこかで

関係しているように思われる。邪Ilj社会学におけるシカゴ学派を批､ドll的

に継ﾉ伏したl).ハーヴェイも、Ｍ{Iliを知為うえで「街路をぶらつき、フラ

ヌールを減じ……、人びとと互いに兇あい、全納をｼ:ち|州lき」することが

大切だと述べている（IIa廓eyl985:xv、加藤1999:52“)。シカゴ学派によっ

てかつてなされたエスノグラフィ－的な研究はまさに、このように場所

を歩き見るフラヌール（遊歩音）を油じることで、その場所を知ろうとす

るものだったのではないか。とくに戦前のシカゴは移民の流人､スラム化、

部｢ij犯罪の急激な増加など数多くの深刻な都市問題に直面していた。そ

のためシカゴ学派の研究沓たちは、時にはホームレスや街の非行少年と

語り、時にはスラム街に入り込むなどして、特徴ある都Ili理諭を発展さ

せていった。彼らシカゴ学派の研究背の多くにとって、場所を歩き見る

ことはその場所を知ることとつながっていたはずだ。

しかし第２節でも述べたように、シカゴ単派に代表されるような都市

祉会‘学には､悦蹴･味憶･聴覚といった/if感なとおして｢知’肱される窄間｣、

｢感じられる窄lHl｣という視点がこれまで充分に意縦されてはこなかった。

それゆえ場所を「歩き見る」行為そのものが、まさしく社会性・制度性・

雁史惟を淵びたものであるという認撒もまた、はとんどなされてこなかっ

たように思われる。だが邪【|｢や地域を分冊する背もまた、〃部'1に作用す

I 観光のまなざし」の転回０５蒲



る力学から逃れることはできないという点で何らツーリストと変わらな

いのだとすれば、それに関するリフレクシブな分析を抜きにした邸ｌ１ｊ認

紬は非州に危ういものにならざるをえないだろう。

水稲は、こうした視点をできうるかぎり鮮明にし号察を展洲しようと

してきたが、同時に今後に残された課題も多い。観光とメディアのかか

わりの分析もなお、不I-分な点が残るといわねばならないし、メディア

そのものについてもやはり考察すべき蛎柄は山積している。たとえば映

両、テレビ、雑誌といった従来のメディアだけでなく、インターネット

のウェブやゲーム等、観光空間を鮮烈に描きだしている新たなメディア

の考察も無視しえない問題だといえよう訓。

そればかりではない。これら多様なメディアは相瓦に膨響を与え合わ

ずにはいられないことも、また指摘しておくべきであろう。たとえば、

ある映画で昔楽が印象的に使われていた場合、私たちはその音楽を聴く

と、瀞楽が使われていた映画のシーンを思い浮かべてしまう。そうだと

するならば、映lIIIiとi．f凝とは,Hiなに影禅し合っていると考えられる。ま

たある映lII1iの一｣助'1mが、別の映1Ｉｌｌｉやまったく災なるメディアでﾘ|川され

ることもある。こういった「間メディア性」の問題も非常に血要だとい

えよう。

このように紗くの棚遡を乗り越えてようやく、観光空間・知'肱・メディ

アのかか,|〕りな!｛』心として新たな社会理論を充分なかたちで映り|Ｉしうる

のではないだろうか、

注

I）ブーアスティンは岨光空間をメディアによって附成されたコピー、あるいは偽り

の空１１１１ととらえているのに対し、Ｄ,マッカネルは観光空間な根底的にはオーセン

ティンティが希求される空間と見る。しかし、どちらの立場を取るにせよ、擬似

的／オーセンティック、コピー／オリジナルという区別そのものが前提とされて

いる点は変わらないそこで文化はすべて絶えず創造されつづけるとする僻策l：

縦的な,H/:吻から、11;・プルーナーはオリジナル／コピー、オーセンティックなもの

眼光増川・知覚。メディアをめぐる新たなＩl:会理論への帳11'１
９５
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／オーセンテイックでないものといった対'Zを堀り辿えていこうと考える。彼は、

ツーリストたちが観光空間というテクストをいかに「読み解いていく」かという
ツーリストたちの知覚や実践にjMA点を淵て､空間の意味が観光地のスタッフやツー

リスト同士の相耐乍用補を通じて棚縦されていくものであることを強洲する。こ
のようなプルーナーの浮察によるならば、仙光地がオーセンティックかオーセン

ティックでないか、オリジナルかコピーかという対立は意味をなさなくなるであ
ろう（遠藤2003b)。

2）観光はこれまで、五感のなかでも祝髄紙験にもっとも比重を撒いてきた。実は、

そこには近代の特性をえぐるうえで.ﾙﾐ術に１１ｔ喚庶諭点が内在しており、この論点
について検討すゐことは脱光研究において不可欠の糾題である。ただし、これに

ついてはあらためて別の槻会に噌淡を脚|Mしたい。

3）もちろん、こういったからといって、人びとがメディアによる表象のままに観光

地というテクストを解枕させられているのだと剛&したいわけではない。ズディ

アによる表象と人びとの知'髄との川に1Jも、微妙なズレが〃在していることも忘れ

るべきではない。これについて述膝（2<)()l）は飛艮0)帆光地を‘ＩＦ例に、肌)Ｗ１ｌｒ椎

，脳やパンフレットのキI・ソチコピーから成為イルージ世ツーリストたちがどのよ

うに‘受けとり解読しようとしているのかをﾂ4,;11‘的にIﾘIらかにしようとしている。

そこでは、ツーリストたちがメディアのイメージをブリコラージュ実践によ-〕て

読み換えている姿が浮き彫りにされている。したがって本稿の意図は、人びとが

メディアによる表象のよよに姐光地というテクストを解読していると主張し、そ

のことを嘆くことにあるのではなく、人びとの知髄がもはやメディアによる喪蚊

と無関係ではありえないことを脇めたうえで、肌光判１１１．知髄・メディアに作用

する力学をリフレクンブにとらえようと-j-jることにある

4）アーリをはじめとするこれまでの「観光のまなざし」の議論が、社会性・制度性・

歴史性に目を向けてこなか-ｺたわけではない。むしろ逆にアーリなどは、観光と

いうテクストをWi恢的に、｜WWWやジ罪ンダーといった社会的なものとからめて･ど

察しているといえるだろう。だがアーリの賜合、Ｉまなざしが《あらかじめすで

に》社会性・制度性・雌史性にさらされてしま.’ているのだというＭ､フーコーの

方法論的視点をは-,きりと自覚して分脈を鵬lHjできていないのではないだろうか。

本稿は、フーコーの視点を鍬ずからの方法,棚的視点として目髄的に取りいれ、アー

リの分析を深化させていこうとするものであ駒。

5）小‘棚やmrlTをはじめとすあ文』､挑テクストもよた・つり)メディフ'であるロ文‘脳テク

ストというメディアが、空llllをめぐ，ていかな’;<)没蚊のﾉJ学な(i-11.輪のかを砂策
したものとして、前111（l”2）による研究涼がある。

I観光のまなざし」の帳何０５ボ
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観光のまなざしと

現代チャイナタウンの再構築

０６
章

大橘他.



'IＯＣ

１『観光のまなざし』からの示唆

その･枠‘I|;『脱光のまなざし』においてジＩン・アーリが論じた似光を

めぐる数秒くの問題が、社会的現象としての観光という綴論にいくつも

の重要な視点を提供していることは言を侯たない。しかしながら、アー

リ自身も指摘するような観光の本質の多様性のイバ瞳は、結果として、木

,Iﾄが取り倣う''11題をざｊ)めて鋤1皮にしている。ポストモダン状抄'1にお(１

る境ｿ１AのＷＷと脱光のまなざしの杵皿化、あるいは剛光のまなざしのｲ増

間展開は、たしかに、観光を現代社会分析の填災なテーマとするが、そ

れは同時に観光」それ自体の種としての特性を祉会現象全般へと拡散

させ、失わせることにもなる。このことがわれわれに脱光の一般j'11伽の

寵川を１，N剛にさせている’。

そこで、水砺では、『観光のまなざし』が指摘するいくつかの亜要な肌

点を参照しつつ、あるひとつの典体的な社会的現象を観察、記述すると

いう作蕊をおこなうことにするすなわち､観光それ自体の議論のために、

ある社会的』峰を僻ちだすことはあえて避け、むしろ、ポストモダンド|：

会におけ為あゐ社会的呪象が、アーリの指摘する捌光のまなざしのi''filbj

化、あるいは全面展開という'Ⅲ題といかに密接に関連しているかを倹仰Ｉ

することによ’て、この概念の妥､しi性を吟味してみたい

さて、いうまでもなくアーリが提出した間題の核心は、まなざしと

いう部分にある。’1常から離れた異なる紫色、瓜眺町並みなどにたい

してまなざしもしくは視線を投げかけること｜がいかに社会的に僻造化

され、細縦化されてきたのか、そして、いるのかを川らかにしようとし

たのが1観光のまなざし｡Ｉのテーマであった。しかしながら、テーマの

核心にあるまなざし」そのものの性格についての検討は、残念ながら

必ずしもＩ･分になされているとはいいがたい。

ツーリストなるものはいか漁る視線をもちうるかという問題、寸恥,|〕

ち「仙光の｡ｋなざしに関しては、さまざよな1-Ｉ?及があるものの、その

｢観光のまなざし」の蛎何０６形


