
前提となる視蝿様式としての「まなざし」の性格に関しては、『観光のま

なざし』節７１‘if輔２節｜見ることと！,Lられること」におけ為限られた両．

及にとどまっている。もちろん､そこで『i･及されているl1IIli"剛Ijの両緋成、

遊歩者、乎典といった問越は、搾附に填饗な指摘であり、少くの示唆を

含むものであるが､それでもなお『観光のまなざし』全体をとおして「ま

なざし」のもつ励態性への言及がやや平版との印象が拭えない。

この｜見る／|,!|‘られる｜という'%l係が「まなざし」を|肺成するのであ

るとすれば、その棚互作用の動態のなかにこそ、われわれは|M1題をより

深くとらえてゆくことができるに違いない。このように考えたうえで、

改めてｆ観光のまなざし』における「まなざし」について振り返ってみる

と、主として扱ｌうれている「よなざし」は、まなざしを対蚊に向けるⅢ、

すなわちツーリストの対象への‘kなざしが一方向的にI諭じられている蝋

が強く、まなざされる側は、そのような視線をいかに受け止め、いかに

反応するか、そして、そのようなまなざされる側の反応に、ツーリスト

はさらにどのようにそのまなざし」を再柵成するのか、といった問題

については、｜･分な談論がなされているわけではない。しかし､現実には、

このような14永久的な両者の往復迎肋のなかに、さらに、「観光」という

場を構成する他のアクターの関与も巻き込みながら、きわめて複雑に現

象が展州しているに述いない。鋪６噸鋪２節の遺産観光に関する記述で

言及されている地元の人々、自治体、観光関述企業など「観光」にかか

わるさまざまなアクターの存在とそれらの間の関係性、また、同第３節

で言及されている地元住民／訪問片、旧住民／新伐lもなど異なる立場の

･勝の地域に対する争様な視点のWf在といった問題は、この文脈において

より詳細にＩ愉じられてよい話題である。『観光のまなざし』による問題拠

起を受けて、さらなる問題の深化を図ろうとするさいの理論的課題のひ

とつは、この点にあるのではないかと考える。

Ⅲ光のまなざしと現代チ,l･イナタウンの秤I付錨
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1ｏｚ

２エスニシティと観光のまなざし

さて、『伽光のまなざし』から触発された裸題のさらなる探究を試みる

ひとつの共体的な社会的現蝶として、木脇では、とくに、アーリが第７

章第３節において言及している社会的差異のなかのエスニシティという

問題に淵Ｉしてみたい。

アーI川よ第７竜師３iWiにおいて、近代仙光の猫述と社会附級'''1の鰹異

という問題をさらに鵬附させ、111:代、ジェンダー、エスニシティと階級

との相瓦連関が生みだす異なる社会集団と観光の関係について論じてい

る。エスニシティに関して、ここでの議論のI|』心は、ツーリスト、すな

わちiIM光のまなざしをMj成する社会集卜jlと、そのような蝶川に対してサー

ビスを提供-り．る社会災団の推災においてエスニシティというlMl辿が1/f企

するということだが、後半において、妓近の動きとして「あるエスニッ

クグループが、ある場所の『目玉』のひとつとして計画的に川いられる

こと」を、マンチェスターやプラッドフ:１－ドの'1噸Iに触れながら論じ

ている２'・

観光に側する社会学的、文化人類学的研究において、エスニシティと

いうテーマはけっして珍しいものではない。むしろ、エスニックツーリ

ズムと呼ばれる観光の形態が、近代観光の発鵬のなかで開発された発展

途Ｍ#地域においてさかんに股Ｉ)|'し、これらの地域が伝統的に文化人紬

学の研究フィールドであったことも下伝って、仙光の民族文化へのイン

パクトというテーマは、いわゆる観光人類学の名のもとに数多くの研究

を生んできた。ただ、アーリの場合、議論の前提となっているのは英圃

であり、ここでの‘祈題は棚光を''11とした部I|i地域州発におけるエスニシ

ティのテーマ化という間脳である。観光とエスニシティの問題は紗くの

場合、これまで観光人類学を中心に、発鵬途上地域の当該民族集団の居

住地域が観光地となってゆく過程での観光の文化的インパクトを問題に

するという傾向をもっていた。もちろん、このさいも、エスニシテイと

ﾛ剛光の‘fiなざし」の樋I『'１０６価



いう概念がそもそももつ動態性を視野に入れた研究がなされていないわ

けではないが、ややもするとそれは、観光による貴重な伝統民族文化の

破暇といった１W態諭に陥るきらいがあ-:,たことは蒜めない。その蹴味で

は、アーリが耐及するようなポストモダンネＩ会における都Iliという文脈

において、エスニシティの問題が観光のまなざしと深く関連しつつ股開

しているという観察は、必ずしも'--二分におこなわれているとはいいが

たい。アーリ''１斗もここでは、きわめてiiWiiiな'1『例紹介と、さらなる分

析の必典惟を州簡-ｊ･為だけにとどJﾐー ,ており、この|Ⅲ題はI肌脳として残

されている状態である。

そこで、本稿では、観光の「まなざし」が提起する「見る／見られる」

M1係性をとおして、ポストモダン社会の邪'|iにおけるエスニシティが、

いかに肋熊的に柵雛されているのかという問題に迫りたい。

３スペクタクルとしてのチャイナタウン－｢神戸南京町」の車例から

ポストモダン社会の都市におけるエスニシティ僻築の動態を典体的に

観察するため、ここでは、アーリの指摘した「あるエスニックグループ

が､ある場所の『||冒剛のひとつとしてＩ汁lIIli的に川いられる」というル↓象、

すなわち観光をIlillIとした郁市地域|}'1発におけるエスニシティのテーマ化

という現象に注側する。

都市がエスニシテｆを含む多様で異衝な社会集団の相互作用の場であ

ることは改めて述べるまでもないが、他方、エスニシティのみが郁市の

災IT性を附成するわけでもない。しかしながら、エスニシティをめぐる

勤態性という''11題に閲して、とりｌ)け那市エスニシティという視角は、

単なるエスニシティの都市への持ち込みということではなしに、都市に

おける他の社会無団との相互作用を前提としたうえでのエスニシティの

I1f柵築という点をとくに強調する。

､11光のまなざしと現代チャ,イナタウンの岬牌築
１０ヨ



1０４

また、都市と観光のまなざしという問題については、アーリが鰯７章

第２節｜↓,Lることと見られること」で述べていゐ、「新しい都心（とくに

首都のＭ|（金）で唯きるということや、都心へ行くという現代的体験の．

部分」としての「新しい視覚嫌式」と観光のまなざしとの滞接な関係か

ら導かれる「観光装置としての郁市」という視点の垣要性を確認してお
く必要があろう。

さらに、ポストモダンド|:会の郁市における雌料附造の火ⅢJ’棋な''1換と

観光化の進鵬のなか、現代MIIliは典群、伽光をI1iIlIに激しい部lli間雌'１'を

展開しているという具体的蛎災も忘れられるべきではない。

このような複数の視角を交差させるとき､｢あるエスニックグループが、

ある場所の『月玉』のひとつとして計画的に用いられるｊという現敷は、

伽光のFlﾐなざしの将迦化をliii雌とした現代社会分析の'､典な焦点となる。

以下では、「神戸I肯京町」をこの問題を琴察するための具体的'１１:例とし

て取り上げ、現代都市におけるエスニシティ分析において「観光のまな

ざし」がきわめて重要な要撚となっていることを見ることにする。

（１）「神戸南京町」の再構築過程3）

日本における三大チャイナタウンのひとつに数えられる‐神戸南jj(町」

は、幕米における神戸開港にともなって設けられた外国人居留地に隣接

する雑僻地に形成された11』雌１糸在研民のﾙ'十作地としての歴史的1'ﾃ鍬をも

ちつつ、今'１においては、中Ｉｌｉｌを'''心とした災IkIWi緒暖かな雑貨店、飲

食店、食料IhIi店などの集積する商業地区として活況を筆しているが、｜Iリ

地区が今&l見られるような「神戸WW京町」として形成されたのは、直接

的には198()年代に入ってからのことであり、それ(よ、同地侭の戦後の衷

退期を経た後なされた地区の州淵発によってであった。

1868年の神戸開港により来化した中国人の災住が見られた雑居地は、

1877年頃には''1国人街の傑相を巳したことから”南京'11J.'．と呼ばれるよ

うになるが､1899年の外１１１人崎制地の廃止と外iIII人の内地雑居公認以降、

｢観光のまなざし」の転何０６疏
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曜僑の内地への進脂の鵬開にしたがって、中国系エスニック・コミュニ

テイ''1体も南京町周辺から徐々に周辺各地へと拡散していった。このよ

うな砿倣伽向のなかで、＃j〃(町は、紗くの11本人IWi人の参入もみながら

'|j場としての性格を強め、戦|Ni期までの南叶(IlIl.は近紬・'11にもその名准

知られた食料品市場として活況を呈したという。

その後のＲ中戦争で雄傭人１１は減少し、さらに'945年の空襲により、

I細(町を含む神戸の中心部は焦土と化した。神戸堆価は、戦後の神戸の

ヤミ市において外1K1人としての利点を活かした涌碓な活助を展開し、戦

後|qlIﾉ『の復興に璽要な役Wllを果たしたとされるが、南京町もこの時期ヤ

ミIliとしての時代を経験し、さらに進駐軍兵士らをｲ11下とした歓楽街と

しての色彩も加わっていった。南〃〔町の歓楽街としてのM端は、その後

の高度経済成長期も続き、外因船の船員やベトナム戦争時の帰休兵らが

多く出入りし、乱闘騒ぎも絶えなかったという』。この時期、南京町が

かつて担ってきた中四糸エスニック・コミュニティにおける生活ネット

ワークの緒節としての磯能は大きく後退した。

その後、オイルショック１，ﾉ､肺の海迎ｲく況やlrjII'1iなどにより、外隅人船

員ｲⅡ手のパーは次々 とＷ1店し、地区は衰退の一途なたどるが、一ﾉj、

1,72年の日中国交正常化にともなう中国ブームという背景も手伝って中

凶物雌への人気が尚まるなか、南京町を異国惜総蝦かな繁堆街として雛

附しようとする動きが、ｌＭｌｌ戸Iljによる戦災復興区1111瀧理ﾘ『業による地〆

'1]:開発を機に具体化する。南京町では、1977年に南京町商店街振興組合

が投倣され、南京町を再興しようという動きが活発化した。

ルjﾙ〔''1｣.''１:典の‘;|価が水州化する数年前から、戦liiiの活'4をとりもどし

たいという'棚‘暁)鳶たちの意向はあったというが、！|11型|物順とは熊関係の

菜称の日本人経営者からは、地区将開発における中国色の強調を篇路す

る声もあがっていたという§)。このようななかで、南京町商店街振興組

合の設立に先立って、神ﾉr商[:会議所などを中心に「ﾘ京町を考える会」

が総足し、Ｉ伽j(Ⅲ1.の復典!|剛lliに側する陳hli‘1$が州|}され、神ﾉrIliも「IIil

､J光のまなざしと現代チ.１，イナタウンの諏拙鋪
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１０&

際港都神戸の新名所にふさわしい、中国的な紫棚や意匠に富んだまちづ

くりをバックアップする」という〃針を決定するに至る‘)。

「ﾙi京Ⅲ1.｜では、耐!ｉｆ街振りM＃Ⅱ合の設立後、復典雌Mi計lIIIiの縦旭作災が

進められ、1981年には、幣附１雌実施計画がまとめられた。実施計･仙iの

完成以降、１，８２年から地区の街路整備および地Ⅸ中心部の広場整備に着

工したほか（1983年完成)、１り82年には「南楼門｣、１９８３年には「東賊｣、

1,85年に(j;’４〔楼門（提喪|‘'1)｜がｲⅡ次いで髭成した。さらに、1987年に

は広場に「I|'側風髄話ボックス｣、1988年には北人11にｒＩ１伺獅･｣.･隙｣、

1989年には広場に「十一ﾕ支石像が設潰された。

「南京町」の再開発にともなって、1987年からは、商店街振興組合主催

により、llllE月を祝う「南〃(111｣.聯節祭」もＩ)'111Mされ、以後「南jj《町」股

ﾉﾋの行111:として疋蒋、その帆‘紬lﾘﾉ仇数も年々 j剛Ⅱしている。

１，９０年に南康町地区は、神戸llj部市景観条例の適用を受けた景観形成

地区に指定され､地元では神戸南京町景観形成協議会が結成されている。

これら一巡の動きのなかで、同地ばは神ﾉを代表する観光地としての

性格をＭ１えることになった）。

（２）「まなざし」＝新たな視覚の開発

「神戸南京町」のチャイナタウンとしての再1M1発過程は、「中国的な競

観や意睡に棚んだまちづくり」が進められる過程でもあった。

「神ﾉゴﾙj京Ⅲ｣・における地凶ｌｊ:開発は、｜:述のように1970年代にI荊外（

町再興の無巡が尚まり、神ﾉ「IｉｆへⅢ談が持ち込まれ、戦災復興土地凶1m

整理'}縦のなかでまちづくりが進められることに唯憶ったことから始まっ

た。１９７６年に「南京町を考える会が、地区の復典雅伽に関する陳Ni‘１１

を神戸IIjに提川したが、Iljはこれに対し、「中岡的な策観や意匠に徹んだ

まちづくりをバックアップする」という方針を決定する。地元は、１，７７

年に南〃(Ⅲ１．|棚,I誰j振興組合を股ｳ:、復興り剛|i計llIliの紫定作業に満ｆした

が、区lIhiWf雌１噸は、‘;'1曲iが決定されないまま進行したため、溢金的な

｢観光のまなざし」の転側O6iif



問題と中圃風の外観にすることへの不淡から計画の意図にそぐわないデ

ザインの新築ビルが雌っていったというＭ１。

このような脈か、神ﾉfIliは１９７８年に神ﾉrIli郁巾jｌ糊条例を制定する。

地元では、これを機に市に対して1l1LIil風外観にするための技術的、資金

的援助に関する要望を提鵬し、市もこれを受けて、まちづくり助成によ

るコンサルタント派遣をおこない、卿而稚理の完成に合わせた南京町整

ｉｉｉ,汁II1iiの餓定を求めた。｜細(町商府街恢馴糾合では、その後、地元委幽、

コンサルタント、Ilj職拭からなる「街づくり協談会」を組織し、｛剛ii』lド

業の基本計画を.１年間にわたって検討、協議し、1981年に鞭倫事業実施

計画をまとめた。

「神戸南京町Ｉにおけるチャイナタウンとしての最観形成は、まず、こ

の1981年に策定された計画にもとづいておこなわれた)ｻﾄ観雌Mi‘|ド菜以降

に本格化し、「中ｌｌｉｌの伝統的な蚊ｲiによる歩道の造り方」である「舗地」

の手法を採用したとされるメイン道脇の雛Mi､広場の整術､｢''１１測式｣楼門、

｢''１同」獅子像、「‘|』111風一デザインの蝋臓などの設悩がおこなわれた。

この過礎で、区山整理による建て緋えを機に、中幽関連郷Iiの店舗を『'’

心に、個別に建物ブァサードの「ＩｉＩｍ風」デザインへの修殻も進行した。

この修策には、「此色や緑色の特徴的な色彩の瓦による反りを持たせた形

の隈根｣、「赤い凡|:1;と細かい模様を浮き彫りにした梁形｣、「亦遊代茂とし

た中国風色彩｣、「文'r:、池、鳳胤などのⅨl柄を使用した''１凶ムードを演出

する付属物｣､｢中国獅子等の石像｣､｢旅｣､｢提灯｣などの要素が採用された。

次なるチャイナタウンとしての景観形成への動きは、南京町地区に隣

擁する旧居fW地地|ﾒ:における鼠観形成へのとりくみ、メリク．ンパークの

雌伽、ループバスの巡行などにともな.,て、Ｉ伽;(''1｣地|ベが仙光を''11とし

た都心の歩行門･ネットワークの亜蕊な拠点として市に認織され、1988年

に神戸市都市紫掴群議会に対して南京町地ばの景観形成に関する審議依

頼をおこなったことにみられる。ここで神ﾉ『市が、「地区の個惟をさらに

伸ばし、似際港都神戸のシンボルにふさわしい都心商卿山として競棚形

観光のまなざしと現代チャイナタウンの秤勝築
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1０８

成を図る」としていることは、単なる一地区の剛州発のレベルを越えた

よりマク1.Iなレベルにおいてチャイナタウンとしての景観形成がⅨ'られ

たことを漁味する。群縦会では、内部に南((llil部会を!没徹し、群縦をお

こない､１９９０年に答申をおこなっている。

この過穏で実施されたコンサルタントによる洲厳では、これまでの地

区の再開発と餓観形成の経過および現状の分析にもとづいて、「メイン街

賂沿いに(J､、’''1画風業猟のA1側iも放多くあり、州IｲlIli紺も感じられるが、

部の莱獅ビル（し'１略）では、淡油なファサードデザインと閉錨的な鰍ＩｊＩＩ

気により、まちの賑わいをそぐ要因になっている。細街路沿いは、『|･I国

風の店舗の割合も小さく、裏側となる建物も多くあり、雑然とした暗い

雰朋弧とな･っているなどlIWWl形成の課題を脂術している，)。

神戸IljMIIli};WiM総瀧会は、１りり()年におこな.’た僻''1のなかで、IllIII系

業種等の染職を活かした個性的な簡業地の形成を地区の将来像の柱のひ

とつに位脱づけ、「中国風建物に代表される異国附緒豊かな街並みの形成

を図ること｣、中国系業航綿の巣祇を活かし、周辺からは際立つ地ばの

個性をIIlIばし、波出していくこと」などを}i(側形成の堆本方針とした。

そして、その堆準として、地lﾒ:の個性を明確化し、兇凶情緒あふれる街

並みを形成するため、建築物鞭の意匠について砿点的な誘導をおこなう

ことを鵬本的な考え方のひとつとし、中脚風の辿築物等に代表される特

徴的な街肱みが形成されるように、建築物鞭の色彩、材料、形態につい

て誘導することが基準に盛り込まれた'0)。

これらをふまえ、神ﾉ．f市は「南京町地腿紫捌ガイドライン」を定め、

以来、地広における建築物聯の新築､増改築に対しては、屋根･庇、外恥、

一階の用途・形態、瞳外広待物、付属品・その他の行項11について設‘汁

上の誘禅がおこなわれている'１】。

（３）「まなざし」の流用と新たなエスニシティの模索

さて、これまで概観した「神戸南鮒(町」をめぐ論地！》く:|¥開発の過腿か

I観光のまなざしＪの転回０６噸



らは、地区が神戸における中岡糸居留民の居住地という雌史的背策を背

負いながらも、それとは一度切り離された新たな文脈のなかで、地区が

llIiill造された状況を見ることができる。

この過促で「i‘'１戸|+『ﾙ('''｣･」は、とくに建築意脈を11,心として「チャイ

ナタウン’の視覚的イメージを典現化してきた。アーリの観光の消費

の祝堂的な１ｍに焦点を合わせ、また、まなざしが向けられる対象として

の建造物の意味を考えるとき、こういう建造物が採りうる形と様式の変

化を塚察することは必須であるさらに、もちろん地投された蝋境＞

への診察なくしては、ポストモダンを考えることはｲく可能だ｣鰹との指摘

を想起するとき、最観形成の川越は、技術論のレベルを超えたITI要性を

も．》ていることに城づかされる。

その祝'随に課えた地凶;(剛の「チャイナタウンへの’修欺」’誘導」

淡出」といった一連の動きをともなう地区の再開発は、観光地化、都心

商業地化を志向するものであったがゆえに、「南京町」にまなざしを向け

る人〃、すなわち、紗くの場合日本人の抱く巾伺に対するイメージを具

JM化するかたちで鵬洲してきたとひとまず吟えることは側J能であろう。

しかし、ここでわれわれがさらに一歩踏み込んで勝えなければならな

い間辿は、これをただ単にI」'',《人の側からの一方的なイメーージの押しつ

けとしてのみ理解すべきかどうかである。すでに述べたように、見る／

1,Lられる」という相迩作川側係としての「まなざしが提起するもの、

また、エスニシチィ概念の動態性や、その政治経済的性格を考慮するな

らば、「神戸南京町」をめぐるエスニシティという現象も、より複雑な様

川を',｛しているはずである。

この点に|%lして、Ｉまなざし」な'ｉ,](･'られる､I'i,1,:｡,'↑のｌｌＭｊきに,ｉｆ,，してお

くことは、まずもってＪＲ腿であみ。「まなざし」を向けr〕れる側は、必ず

しもiiiなる澗極的な受動者であるわけではない。「神戸南〃〔町」の再構築

過穐において中心的な役削を油じてきた地元商店王らの組織である南京

Ⅲ｢棚店街振興組合の緒活ｌｉｌｊには、外部からの「まなざしをむしろ流用

ｉＭ光のまなざしと現代チ，‘ｆヅータウンの11F肪築
1０５



1,IＣ

しつつ、都市社会内部にみずからを主体的に位置づけてゆくためのさま

ざまな戦略が見て取れる。

たとえば、地Iﾒ:{州雌が．段階した１，８７年から|)M始された「神ﾉi南ﾉ;（

Illj､脈節祭」は、当初、帆光地としての知名度I(』｣ｋを蔵Ⅸ|したイベントと

の位雌づけで始められたが、ｌｎｌを重ねるなかでそれをみずからの集団の

文化的創造行為としてゆくことによって、1997年には神ﾉー 『市地域無形民

俗文化財の指定を受けるに至っている。もちろん、ここで、市による文

化財指定の政治性という問題をさらに考えなければならないことも現象

の動態を考察するうえでは照喫であるが、少なくともその前提としての

｢|W京町」関係者たちの-1竜休的な創造的努刀が忘れられるべきではない。

さらに、1994年に細合は、rIW〃(町」というｆｉ称の洲慨犠緑のIliI;,ｊｉをおこ

なったが､このできごとについても、「1W〃(111｣.」がL|』凶文化を品示するテー

マパークとしてみずからを位職づけ、その独自性、正統性を外部に対し

て主張する一連の動きであったと理解することができる胴。

これらに見られるのは、まなざし」の対象となることによってみずか

らを'押休化してゆく過程であり、この過裡においてエスニシティの柵築

が鵬ＩＨＩする様細である。

しかし、もちろん一ﾉﾉにおいて、ここでの塾'』i事-片という蝶団もけっし

て一枚岩の均質な作征ではないこと、また神戸におけ為椛倫社会を「南

京町」のみが代災しているわけでもないこと、そして僻築されるエスニ

シティもまたそれぞれの文脈において多様であることを忘れるべきでは

ない。「南京町」の再開発過縄で、中国とは無関係の業稲のＨ木人経営者

から中Ilil色の強調を蹄|階するﾉ蹄があがったことや、IIWlIli街振興組合の椛

成においてII1llil系組合１１は約３分の１概雌をIliめているに過ぎないとい

うことは、当事肴の多際惟の一端を物語るであろう。また、いまだ具体

的には実現していないが、神ﾉ了において「南京町」とは異なるかたちで

の新たなチャイナタウンを処没するとの計画も存在する。しかし、その

なかで逆に南京町_‘は、観光のまなざしをそのエスニシティ緋築の

｢iiM光のまなざし」の'１剛ＩｌｌＯ６ｆｉｆ



柱としてさらに明確に位世づけてゆくことになるだろう。

「I櫛京町」の内部と外部をめぐる多様な莱休の存庄と、各々が復雑に絡

み合うlNl係のなかで、新たなエスニシティは術に悦索さ''1,、‘鮒にｌｖ柵築

がくりかえされてゆくにｊ．>がいない。

４「まなざし」の動態性の把握に向けて

これまでアーリが提起した「観光のまなざし」という概念の妥当性を、

現代＃I:会におけるひとつの祉会的現象としてのエスニシティという切り

rlから、「ｉＩｌ１ﾉfIW〃(Ⅲr」を'1F例にi‘ｆＦの検討をおこな-うてきた。

改めて破認されるのは、「まなざし」とその対象との側係は、単に「ま

なざし」が静態的にその対象を発見するというものではないということ

である。「まなざし」が対象に向けられることにより、「見る／見られる」

関係性の助態のなかで、まなざされた対象自体は常にIIj:|隙築されてゆく

のであり、このI1j:柵築のプＴＩセスがいかに股開するのかが、「観光のまな

ざし」が向かう対象に焦点を､11てた分析においては喰典な点になろう。

他方、そのような対禦のllj:柵築は、逆に「観光のまなざし」のあり〃

''1体をlﾘ組織化、再櫛造化することになろう。

すなわち、「観光のまなざし」が向かう対象、「観光のまなざし」を向

けるI；体のいずれに焦点を当てた分析をおこなうにせよ、この両者の間

の関係を動態的に把握する作業を積み重ねていかねばなるまい。「観光の

まなざしｊ脚体はけっしてIIIil定的な何かとしては論じえず、常に個々の

文脈、状況のｵRかで、検ｊｌ、縦Iimせざるをえないものと〃えいぱなら厳

いだろう。
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地域と観光のまなざし

｢まちづくり観光」論に欠ける視点

堀野正人



i'1４

はじめに

Ｊ・アーリの「観光のまなざし」の談論では、観光者はＨ々の生活とは

異なる非｢1常のものを求めるということ、したがって、そこでは観光淵

の日常の生活に対して何らかの麓異の存在することに力点が撒かれる。

観光のまなざしは差出から形成されるが、それは社会的記号のシステム

を前提にする。とくに、峡lIIii，テレビ、雑誌、ビデオなどの祝髄的メデｆ

アを通じて記号･は''1:ﾉＭｆされ、その過程で強化される（llrry,』.lりり0:2.6)。

観光のまなざしは、こうしたI把り･の災横によって構築されるものである。

アーリは現代のポストモダン的な観光のなかで、記号のiiW1iという性格

がますます強まり、さまざまな差異がつくられ、新たな棚光のまなざし

が注がれていく様相を照らし出した。

アーリの説く観光のまなざし」には、さまざまな疑問や糾題も示さ

れよう（この点については他の噸で、安村、須藤らが検討を加えている)。彼の

所説は、変化を続ける観光の態様を記述することにすぐれてはいるが、

観光という社会的な活肋に対する評価軸としての役割を示したり、ある

いは観光の将来展望を提起･jl-るための理論的体系化をなすという'''1桁の

ものではない。その献味では、やや傍観者的な観光論にとどよる感は喬

めないであろう。

しかし、’Ｈ蝋に,パしたように、アーリが帆光のまなざしを、ド|:会的に

勝造化、組織化されてつくられ、つねに再構成されるものとして、また

独自の特性をもつものとして捉え提示したことの意味は大きい。ひるが

えって、観光のまなざしという視角をわれわれは｜･分使いこなしてきた

だろうか。とりわけ、社会学以外の領域において、必ずしもこうした研

究に対し十分な関心が払われてきたとは思えない。アーリの説に対す為

批判のあることを承知したうえでも、なお、「観光のまなざし」が、観光

研究の諸髄域への応川の､｢能性ないし有効性をもちつづけているという

のが、ヘ庇汁の離水'''９なな鋤である｡

｢観光のまなざしｊのﾘﾙﾐＩｌｒｌＯ７噸



こういった見方から、ひとつの試みとして、日本のまちづくり観光と

観光のまなざしとの関係を考えてみようとするのが、ここでの大きな目

的である。

近年、性民、行政、地元企災などがl;体となって地域のiiafiMiを活かし

ておこなうまちづくりが、観光と深くかかわることにｲIfllして、「まちづ

くり型の観光」や「観光まちづくり」といった議論が盛んになってきた。

こうした発想は、これまで観光という社会的活動の領域のなかで、軽視

されてきた地域社会の側の値休性をﾉ,“に脱ぐ点において、妥当なもの

である。しかし、観光者の行勤の対象として認知されなければ、地域の

観光も成り立たないものである以上、地域にどのようなまなざしが注が

れていあのかということが|Ⅲ腿となる。したがって､棚光の求准ざしは、

まちづくり型の観光においても1,嬰な恵味をもっているだろう。

まちづくりと結びついた観光の議論において、観光のまなざしという

契機を導入したとき、そこにはひとつの陥穿が見えてくるように思う。

地域の側からすれば、そこに差異を生み出し、記号化し、まなざしの対

製となることが観光を涌捲にすぁことになるわけだが、問題｛よ、観光の

まなざしとは雄本的に外かＩ冒〕捌光&の注ぐものであって、地域がそれに

みずから身を投じていくことの危うさにあるｎ．

水稲は､まず､「まちづくり観光」論の特徴を示し､11.1i度経済成長期以

降の「ふるさと」の観光をめぐる先行研究を源がかりにして、国内地域

への観光のまなざしと地域社会の対応のあり方について考察する。さら

にそれをふまえて、地域、とりわけまちづくり型の観光をこれからめざ

そうとする地域における、観光のまなざしの意味を鯵えることで、「まち

づくI'〕仙光’１術に欠ける祝点をlル｣〈するものである。

地域とｉＭ光のまなざし
'115
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１「まちづくり観光」論の展開

’98()年代後半以降のバブル経済を背溌に、金iIiIに展側されたリゾート

開発ブームは、さまざまな問題を残し終馬した。また．方では、国内観

光地において停滞や淡辿がみられるようになった。しかし、これらとは

対照的に、地域の佃性を活かした観光のあり方を提示して、地道に発展

を遂げてきた地域もｲ｢:征した。たとえば､小柳､,氷i館､小ｲIj施､ｿ剛i,iTIr川、

長浜、近江八'勝、MIi地、鋤ｲii院などの観光地である（I川12(){)2120)。こ

れらの地域に共通しているのは、歴史や文化、自然が感じられる個性あ

る町並みや美しい風欺が残っていることもあるが、それ以上に、「まちが

全体として(･'きみやすそうで、住み手の人情が感じられ、まち[,体も,間性

を感じさせること」である（西村2002:2｡)。

このような股開を反映して、これまでの地域における観光振典や観光

開発のあり方を見直し、地域の側から観光のあり方を蓄えようとする動

きが強まってきたその結果、内発的観光開発、まちづくり刷脱光、観

光まちづくり、地域'畠靭ﾉﾘ1の脱光、住民参加1M仙光朋発などの伽IMiが州

んになっている2)（以Fでは、これらが地域の主体性、個性の刺出、排統的な

発展などを強洲.j､為点でｈＩ;ぽ共jmするものと捉え、「まちづくり側光」と総称す

ることにする)。それは、従脹の観光が、果雰への間心や雌雄振り{1を優先

した結果､地域(l狐との辿側や､''１然・A[;化環境とのバランスがとれなかっ

たことへの反省に立・.’ているといってもよい。

これらの観光論に共通する重要な関心は、外部の人との交流を通じて

地域の資源の発伽やfill造をするまちづくりを進め、そのことが地域住民

のアイデンティティの形成や文化創造に謙歩する、というJL合に、まち

づくりとの関連のなかで伽光を促進することにある。

ここでは主にI町村稚夫の所説にそって、後の議論と関連するいくつか

の特徴をあげておきたい。西村は、まちづくりと制光を結びつける発想

と兜渋か求めF〕れているとし、これを「脱光鵬ｂづくり」と呼ぶ。そし

｢観光のまなざし」の鵬Ｍ０７歳



て「観光まちづくりとは､地域が主体となって、自然、文化､歴史､産業、

人材など、地域のあらゆる資源を活かすことによって、交流を振興し、

活力あるまちを災現するたあの活勤」であるとしたうえで、次のような

点を指摘していあ（IjIi付20()2:19.23)。

まず､観光.茜との交流や共感という視点である。観光まちづくりでは、

地域の人と共感し合えゐような側係を作りだすこと、そして、ゲストと

ホストという初ルな越えて、地域のためにな論何かをもた'胃'し、またい

えられることが求められるという。

また、観光荷が訪れることは、地域住民のアイデンティテイに寄与す

るものと捉えられている。そこに来訪者が存在すれば、住脆が地域資源

の自慢のしがいがあり、それを尊‘１Kする人こそが来訪背だということに

なる。そうした他荷の好蹴的な眼や双方の交流の悩み1Kねがまちに活力

をもたらすとされる。

さらに、観光はまちづくりの結果のひとつのあらわれであり、まちづ

くりのⅡ:|:げのプロセスを,噸味する。つまり、l1Ii漉な点は肢終的欺ね

らいが'|ﾐさ''1坐のあ為拠点をつくる」ということに‘らり、Ｉ脱光はその

ための重要な手段ではあるが、日的ではない」とされるのである（西村

2002:31)。

岐後に、もうひとつ指摘しておかねばならないのは、まちづくり観光

の談論においては、捌光はどのような地域にも、可能性が開かれている

ものとして把握されていることである。たとえば、ハ:rl蔵は次のように

いう。

どの地域においても雌史のなかでつむぎだされ、ＷｉみIl1ねられた伝統文

化や何気ない生活文化が存ｲI亨しているはずであるから、地域化民にとって

は兄悩れた1.1粥や定例化された祭事でも、光の当て方次輔では、また少し

視点を班えるだけでilt1Itな脱光対蚊となるのである（ル１１２{1【)239)。

地 域 と 胆 光 の ま な ざ し
1'1７
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しかし､当然のことながら､観光は観光者の存在を前提とするのであり、

まちづくりの・環あるいは結果としての観光であれ、そこには観光荷の

まなざしが注がれることが条件としてある。これまで、そのまなざしの

ありようを深く問わずに、よちづくり観光の縦'約が進んできたように胆

われる。

たとえば、先にあげた小櫛、湯布院、長浜などの観光地は、歴史的な

産紫遺産やⅢ｣並みの係〃、あるいは自然環境保全の運動と結びついたま

ちづくりと、滞接な側迎をもちながら発股を遂げてきた。たしかに、そ

れらはﾉ<型観光施設を火資本が開発したリゾート型の観光地や、有名､ザ

祉や紫勝地の周辺に棚光産龍がWE地して唯まれた、雁史的な観光地とは

性格を異にする。しかし、現住それらを肋れる観光者が、既存の観光地

のそれと大きく異なるのだろうか。まちづくり観光の成功例といわれる

地域でも、多くの観光悩報誌や旅行番組に取り上げられ、大手旅行会社

の観光ルートへの取り込みが進んで、まさに観光のまなざしがより強く

注がれるにつれ、従来からある観光地との雄凪が薄まり、いわゆる併化

が懸念されていくのが'災態である')。

では、地域への観光のまなざしと地域の対応については、これまでど

のように論じられてきたのだろうか。そのことを次にみていく。

２観光のまなざしと地域の対応

Ｉ研度経済成長期以降、郁Iljへの人I~I蝿111や、第、次・第三次耀災への

噸心移励の変化のなかで、佃人にとっての災仏の故郷とは別次元の「ふ

るさと」という社会的なまなざしが、観光産業のキャンペーンや政府の

政策を通じて形づくられるようになる。この記号としてのふるさとを求

めるまなざしは、それ以降、、内における飢光のまなざしの萌腿な部分

准枇成してきたとい.)てよいだろう。この「ふぁさと棚光」の．IIfjl｛にっ

｢鯉光のまなざし」の極ＭＯ７竜



いて、川疎博司は次のように指摘するｃ

商庇継済成長以降の１１'kにおいて、伝統的な文化が残る地域をノスタル

ジアの対蚊としてとらえるふるさと観光」が嘘んになった。それを促し

たのは、ノスタルジアを呼び起こす「ふるさとイメージーが全国レベルの

メディアによって発信され、地域社会に押しつけられるという状況である

(川海２０()I:68)。

川森は、こうした状況に対して、地元の人びとはどのような対応をし

てきたのかと問いかける。そして、ふるさと観光を担う人々の活動のな

かに「仰しつけられたものな'‘1分のものにつくりかえてゆく爽賎ｊのモ

デルを、これまでの'1本各地のふるさと脱光に側するｌＩｊ:例研究を脈''〕返っ

て見出していく。その対箪は具体的には､山形県庄内平野の農村（Kclly・ｗ

ｗ（）内は研究者。以下同じ)、岩手県遠野（lvy.Ｍ､、川森博司)、志摩半島

の海女（M;,r【inじ".I).P.)、沖糾1．八‘lKIIIのウミンチュ（太ｍ好僧)、壬生の花

川｛11'（（|ルホ硲之)、沖純・竹淵脇（岬1典也）などである（川櫛2()(〕1:7‘'-76)。

これらの１１:例研究の考察を通じて導きだされた結論は、次のようなもの

である。

リ|き受けざるをえない側光の文脈のなかで、ホス1,|}lllの人々 (よ「学1Wの

過程」を経て、いろいろなものを組み合わせて利川する「やりかたの技法」

を獲件していく。そして、その技法をもちいて、自分が主導権をもって操

作できる空間をつくり出せたとき、適切な『観光文化」を演じることが可

能になり、地域社会は''1央からの支配的な〃の没透に抵抗することができ

るようになる（川森20(川68)。

ここには地域の観光において、地元の人びとが坐禅権をもって対製と

なる文化を操作し、観光という時空間での文化のfill出を、Ｗ(恢的にはか

地域と観光のまなざし|,,，
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ろうとする主張がみてとれる。こうした見解そのものは、観光を一方的

な力関係や吏配の構図からみるのではなく、それに対する地域側の抗力

をＩ,L出し、そうした関係の修圧を迫るものとして詐価できる。

しかし、ここで問題にしたいのは、地域が捌光のまなざしとどのよう

な位戯関係にあるのかということである。つまり、川森らが扱ってきた

事例の紗くは、何らかのかたちで伝統的文化を4k活のなかに残していた

地域、あるいはI11il有の文化|'iり緋価のIﾘ｣脈恥地域であり、そこにjlmして

いることは、観光のイメージが外部から押しつけられ、現爽にそれをリ｜

き受けざるをえない立場に侭かれた地域だったということなのである。

いいかえれば、「ふるさと」や「伝統的な文化」という観光のまなざしが

注がれることへの､地域の人びとの自己防術的な対応として「側光文化」

の創出が注||されることになる。

ところが、いまわれわれが問題にしようとする地域の観光は、どちら

かといえば､上にあげたようなある程度知られた「伝統的な文化」も､｢ふ

るさととしての具体的なイメージももたない、したがって、いまだに

観光のまなざしの注がれていない圧倒的多数の地域なのである。むしろ、

この点で鵬点にすえるべき地域の状況の理解は、淡井鼠奈美のいう「消

費型ふるさと」論にみることができる編

今'1のふるさとは、ノスタルジックな鰍朋凱を服しだすようにメディア

が創I')あげたものである。人は|‘１分の出身地とM1いりなく、｜'|由にふるさ

とを選択すあことができるようになった。金さえ川せば、誰でも新たなふ

るさとが聞えるのである。このようなふるさとは、メディアによって再ﾉ{；

産され、現代社会のなかでひたすら消費される辿命にある。いわば、滴潤

叩ふるさと」とも呼ぶべき‘ものでもあるのだ（安井1りり7:208)”

観光におけるふるさとへの注目の大きなIIIli期は、1970年にIki鉄の打ち

出したディスカバー・ジ･Ｉ'パン」キャンペーンである。そこで発見さ

｢観光のＪﾐなざし」の極lｒ１ＩＯ７ｊＷｉ


