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1）このような指摘は、韮につぎの二つの論文において明確に示されている。
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章

宗教体験と観光

－聖地におけるまなざしの交錨

中谷哲弥
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はじめに

本棚では、観光のまなざしの問題を宗教体験、とくにJ９１地への巡礼と

の関係で巻えてみたい。観光スタイルが多様化してきたとはいえ、ｎ本

においてもまだまだ、神社仏閣や巡礼地への訪問は重要な観光である。

我々が海外へ出かけたとしても、必ずいくつかの有名な教会や寺院を訪

れるであろう。観光と宗教の親和性は商いといってよい。

誠を】！!地への巡礼に限ってみても、観光研究の分野においては脱光と

巡礼は本来的に一体であるかのように理解されてきた。たとえば、「たと

え宗牧的1-'的が第一であるとしても､巡礼は一般に記念物､博物館､浜辺、

美棚地への神通の側ｿ6を脹れており、たいがいは壇なる旅と俗なる旅の

間に・線をリ|くことはできない」（Ful1cr,”2:205)、「庶民は巡礼のさいに

ﾉド''常的l'':界を体験できたので、信仰の旅とはいえ、多分に色濃く観光

の蝶素をあわせもっていたといえる。巡礼が現在でも、第三|,I:界のIIil々

を'１１心に統けられている↑'f蛾には、観光旅行がままならぬ放紗<の人々

にと-'て､巡Lが'1|(：、の卿光旅行の機会を提供している点も見逃せない」

(ｨ燃'りり３：23-24)、といった解説は広く受け入れられてきたといえよう。

以ドでは、いささか冗長となるかもしれないが、こうした観光と巡礼

の賊似性に関する熊諭をもう少し掘り下げ次節で盤｣'11検舟Ｉしたうえで、

インド・ヒンドゥー敬堰地の'1ｆ例を険制することで、あらためて棚光と

巡礼における「まなざし」という視点から、宗教体験と観光について考

えてみたい。

１観光と巡礼に関する議論

観光と巡礼の関係についての議論は、おおむね両者に１１１１らかの類似性

や辿統性を脇めるものである。とくに、観光研究の側からはその傾向が

｢iiM光のまなざし」の'１ｋ回１１歳



強いように思われる。たとえば、バーンズ（Bum鼠１９９９:り7）は肌)１６人瓶学

の概説TI｝のなかで、「観光と巡礼の間には明確なIﾒ:分はなく、脱光は巡礼

の一つの形態と〃えることができるであろうｌと述べている。Ｉｌｉｌ微に、

巡礼研究においても仙光との側迎性は開心を意くものであり、人煎‘,；:に

おける巡礼研究の第一人徴であるターナーは、しばしば脱光についても

触れ、「巡礼者がなかばツーリストであるならば、ツーリストもなかばは

巡礼森である」（Turn(:rl978:20）などと述べている。

観光研究においては、このような巡礼との関辿性{よ、｜,111-俗」の尺度

にもとづく聖（巡礼）と俗（観光）の「連続体｣、あるいはむしろ噸一モー

ドの旅行の反対の側而であるとして「表裏一体」としてイメージされて

きた。いずれにせよ、脱光と巡礼を不'11分の関係にあるものとして捉え

ようとしていることにかわりはない｡以ﾄﾞでは､縦諭の仙城を|川っに分け、

それぞれの側面から両者の関係についての談論を検討したい。

（１）観光と巡礼におけるインフラの共有

ここでは、インド研究･汁のフラーが述べる、次のようなインドの巡礼

についての文章を手がかりに答えてみたい。

巡礼は術にヒンドゥー散にと->てｲ《可欠な喫索であったが、近代におい

て、それはより顕･符であった。今''では、マス・メディアや教育の向ｋが

一般の人々のヒンドゥー教の聖地についての知識や、そこへどう到達する

かについての知識を高めてきた。巡礼はまたより喪全になった。巡礼の拡

大におけるもっとも砿喪な要閃は、災距離の旅行をより早くより《炎仙iにし

た交通機関の発鵬である。交辿は'９１１':紀にめざましい発展な'M,始したこ

こ２～３０年のうちに、道路による巡礼も拡大した（,;ullCr1992:205)。

巡礼は古来より覗要な宗教突践とされてきたものの、その今ｎ的な発

峡は、実は近代以降の、人の大'１１２輸送を可能とした鉄揃など受i、棚)Mの

炭敬体験と釧光
１８s
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発達に多くを負っていたというわけである。この点は、他のどの宗教に

おいても同様であろう。

父通磯閥の発進に紗くを負っていたという点は、火はマス・ツーリズ

ムも共迦している。帆光の歴史に側－１．るどのような文献をみても、近代

以降の観光の発展は、鉄道をはじめとする、安くて宏全な大Iitの輸送を

可能とした１９世紀以降の交通鵬関の発達に求められると,かれているは

ずである（たとえばl),,vidsonl”3:6)。つまるところ、「旅↑｡j:汁'よ、それが

巡礼者としてであれ、ツーリストとしてであれ、・般にｌｆ１じインフラな

共有している」（smithI9り2:2）のであり、観光と巡礼は歴史的な発股の条

件を共有している。

（２）観光と巡礼の歴史的リンク

インフラといった観光の発展を下から支えた物的な条件のみならず、

観光の歴史そのもののなかに、巡礼との「歴史的な連続性」や巡礼から

観光へのＩ阪換ｌの契機を行収しようとする立助がある。たとえば捌光

人類学徴の怖水（199り:57）は、観光と巡礼はまったく述一’た文化的文脈

に所屈するとしながらも､歴史的連統性を強調するｶに場からは､｢巡礼が｜

｢観光の起源の一つと考えられると指摘するまた、イギリスの社会学

青アーリも、観光の歴史を慨税するなかで、１３～‘lllI:紀には巡礼が大い

に流行したが、それは慈葬巡礼宿のネットワークが雌雄として成長した

ことと、大鼓生産された「免罪旅行案内fＩＦのおかげで、巡礼が共体的

で組織化された現象となっていたからであり、このような巡礼にはしば

しば宗教的な信仰心と兇IHlと娯楽が混じり合っていたと述べている（アー

リ１，９５:７８）このように、巡礼を観光の雌史的な先駆け（ib唾runncr）と捉

える立場はおおむね常識的な理解として受け入れられているであろう。

これに対して、巡礼と観光との歴史的リンクの存在を前提としながら

も、鯛欧思想の系譜において、ある時点で巡礼から観光へと娠換」す

る契機がﾉｋじたと巻える識論もある。グラバーンはそれをルネッサンス

｢観光のまなざし」の権回１１歳



としている。この時期に、真尖は心や締神の外にｲＷｌ;しているという、

近代の観光に字11i論的な韮礎をいえるようなある砿の職紬がもたらさ‘'１，

たという（(;,Wlbuml989:2り)。スミスはこうしたI|吠換の'1肘Ulを氷敬改I1lMから

ダーウィンの『砿の起源』発|:|はでとして､そのIHlに′|ｉじた「|‘『仰(1)clic｢)」

から「知識（knowIcdgc)」へという思想的継換を巡礼から脱光への膨行点

として捉えている（Ｓｍｉ１ｈｌ９,2:5.13)。グラバーン、スミスはともに、巡礼

から側光への思想的な砿換点を、あらゆる知識がllllII:的な'''1:一知として

のキリスト牧的な神捌念・佑仰に収数した状態から人々が脱却し、知細

を信仰の外に求めるようになった時代に求めている。

（３）観光の儀礼的側面

観光と巡礼の関係を勝える吻合、これまでに紗<のIM1ilfが注|Ｉしてき

たのは、観光にも巡礼におけるような儀礼的・宗教的な側而や機能があ

るということである。なかでももっともよく紹介されてきたのは、グラ

パーンの「聖なる旅」としての硯光という雛諭だろう（(;蝋,burnlり8り）彼

は現代の観光を伝統的社会における祭礼とIIil聯のものと勝える。伝統的

社会においては日常（俗）の時間の流れは祭礼（艇）によってば切られ、

俗一聖一俗というサイクルのなかで人〃の社会的な時間は櫛成されてい

る。祭礼は自然の時lMlの流れをⅨ切る砿漉な社会的機能を拠っているの

である。現代社会においては､観光がこれと何様の機能をイル,ている。「』隅

なる／非日常的／観光」と俗なる／就業'１／在宅という三つの生活

が習慣的にくりかえされること、つまり観光が伝統社会の儀礼とli1様に

｢雫なる」時間を作りだすことで我々のﾉk活は成倣しているというル〕けで

ある。このような1,iL方には批判もあり､たとえば怖水(lｳﾘ，:75)は､グラパー

ンは観光と巡礼の類似性のみを強調し、向背の本質的な違い、つまり両

者が異なる文化的文脈に属していることに円をつぶっていたとして批判

している。この点については、本碕の後，ドであらためて検討したい。

観光の「典lE性〈nuthcmiじｉｌ､.）の談論で知られ為マッカネルも観光の催

吹教休職と伽光
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礼的側面について言及している。観光（sightsecin2）は社会における儀礼的

側而の一つであり、観光は近代における宗教の社会的機能を机っている

(MnccmnnC'''973:58ﾘ)。彼'よまた、観光と社会ｌ１ｌｆ造に偶け為縦諭において、

観光には催礼におけるのと'１１棟の「維務」がみられるとして､側光を「近

代の儀礼」であるとしている。宗教的な儀礼が社会の価値観を体現し、

その実践が茂務とされているのと同様に、観光も独自の菰務的体系、つ

まり「こういうところは凡るべきだ」という照合的な懲織をｲjしている。

観光でヨーロッバヘ行ったらバリを11Lるべき、パリへ行ったらノートル

ダムやエッフェル塔を見るべき…といった・連の義務的な雛礼が意識化

されているというのである（MncC副1mclll976:42-43)。

巡礼との関係で、観光の磯礼的側1ｍに関する縦諭に影郷力をもって

きたのが、ｋでも‘l川した米11(iの文化人瓶学廿ターナーによる、「リミ

ナリティ（limin級1i〔y)」や「リミノイド（liminoid)」の概念である。ター

ナーのこれらの概念を援用した議論は、今日「ターナー的伝統（Tnmc『imn

tmditi《》､)｣と総称されている(H､（l噂１９９２:１９;smi【1,1,92:3;vuk《,ui61りり6;85)。ター

ナーが巡礼について注Ilしたのは､巡礼においてもいわゆる「通過儀礼」

的な特質が見られることである。通過儀礼とは、人の一生において、子

供から大人へ、あるいは独身から既婚へと、社会的な地位や役割が大き

く蛎換するその節{Iにおこなわ''1,る儀礼である。そうした催礼には、そ

れまでの社会的身分から離脱する「分離｣、次の獣分への移行lUllMとして

の「境界｣、そして新しい身分への「豚統合」という明確なプロセスがと

もなう。ターナーが注目したのは移行期間である「境界」すなわち「リ

ミナリティ」である。この境界的状態では、社会において柵造化された

地位や役削、‘術,縦的なIllli値脱などは蔵味を失い、反柵造的な世界として

のコミュニタス（cOmmunimS）が出現するとされる。ターナーは巡礼にお

いてもこのような過程がくりかえされるとして、巡礼をリミナリティ的

な現象として捉えているのである（Tum“1973)。上に述べたグラバーンの

｢咽なる旅としての観光という縦諭も、このターナー的な枠組みにもと

I観光のまなざし」の転回１１窟



づいているといえる。

ターナーはその後、「リミノイド」という概念を用いて、リミナリテイ

と区別し、巡礼はよりリミノイド的であるとした。リミナリティ的な現

象は災合的・溌務的で部族社会や初期の農業社会に見られるのに対し、

リミノイド的現象はオープンで選択的であり、宗教的義務とはされず、

余暇時間において個人の自発的活動として生成されるものであり、より

大規模で棋維な；l:会に見られる（Turn《:r罰mdTurlM:rl978:231)。リミナリテイ

という概念自体が、人類学的な部族社会研究のなかでⅡ'てきたものであ

ることを考えると、リミノイドはマス・ツーリズムが出現した近代以降

の現代社会の実状に対応した概念であり、そのことでさらにターナー的

な概念は仙光研究で広く援川されるようになった。ターナーの概念を擬

川したi細lf究についてのレビューは、COhcn（l98H:37.41)、Ｎｎ間1,:,n<ＩＳｍｉＩｈ

(1991:17-18)、Ｎ躯ｈ（1996:42-3）などを参照されたい。

以ｋのように、この分野の議論では、観光にも宗数における磯礼にあ

たるⅢIniや機能がああことを-1を推しようと．ｊ･る点が典jlllしてい論｡

（４）観光と巡礼における経験の類似性

ツーリストと巡礼者のあいだで、経験にどのような相述ないし緬似仲

があるのかという点も談論の対禦となってきた。この問題は同時に、仙

光研究においてfli:要な諜迩となってきた「疑似イベント細対「典IE性

の追求」というテーマとも重なる。「疑似イベント論」はブーアスティン

(1964）により提起されたものである。彼によれば、近代の観光はそれ以

前の旅行（『mvcl）とは異なり、軽薄で本物とはいえない活動であり、ツー

リストの態度は受けJ9'的であるし、現突というよりもiliにマスメディア

により剛られ再堆産される疑似的対象を経験しているだけである。ブー

アスティンにとっては、資本主義社会の近代のツーリストは単なる楽し

みを追い求めているだけで、近代以前の旅行者とはまったく災なる。

これに対して、マッカネルは、近代のツーリストも没而的で人為的に

娠牧休職とiUl光
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創られた継験を求めているのではなく、経験の真正性を求めていると

主狼する。棚光の製にある勤磯は巡礼のそれと同様であり、観光も巡礼

も典lEの経験なju求しているのである。巡礼者が宗孜的に砿饗なところ

を訪れようとするのに対して、ツーリストは社会的、雁史的、文化的に

重要な場所を訪れようとする違いがあるだけである（M劇cCmneIll973:593；

600)。

ツーリストが縦験することは水物ではなく、瀬なる作り物の擬似的な

イベントなのか、それともあくまで葱ⅨＩ的な作為の介ｲEしない、本物の

経験なのかという三つの立場は、これまでの観光研究の議論を活性化さ

せてきたといえるだが、結局のところどちらか一方の立場のみを支持

するというのは雌理があるし、ツーリストの経験にも|-把一絡げにはで

きない多嫌性があろうこうした点をふまえ、コーエンは彼のいう現象

学的な類型化を迦じて、より包括的な経験の見取り図を示している。

彼はまず、ブーアスティン、マッカネルどちらの議論も普遍的に有効

とはいえないとする。紗様な人々がｆf,様なモードの経験を望んでいるの

が現実である。そこで彼は、ツーリストの経験をﾉi:つのモードに類型化

して提示する瓶Ｍのポイントは、それぞれのツーリストが心の拠り所

ともいうべき「'''心（‘．｡n1nc)」を探求しているか、しているとしたらその

1'1心は各人が勝化する社会（ホーム）にあるのか、ああいは外部にあるの

かというﾙである。休雌モード（『‘,c剛:､1,(,nnIm(ｘｌじ〉で･は、ツーリストは単

なる楽しみのためのくつろぎを蝋み、疑似イベントを受け入れる。その

結果、什人のＡＩ;作地の'''心に対する執諦が強化される。気晴らしモード

(divcrsio1wvnMxlu）では、ツーリストは|‘|分を耐ill造することも中心を他

に探し求め為こともしない。そ北1,は辿肌さや１１術のルーティンからの恥

なる逃避にすぎない。経験モード（世Ｎｐ"icn血lmodeノは､マッカネルの談論

にｲ11Ｗiするもので、他IIfの典１１ﾐの生活を当人の身になって経験するよう

な探求である。しかしこのモードでは、ツーリストはあくまで部外者に

と没まり、仙背|'kを‘粥撤しており、他脅のﾉI;活にみずから唾i眠換しよう

｢仙光のまなざし」の'肱川１１噸
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とはしない。試行錯誤モード（exPerimenmImode）では、ツーリストは彼ら

自身の中心には問執せず、さまざまな代替的中心の探求に向かう。それ

はIﾘj碓な到述,１J,(をもた敢いままの、拭行#冊I渓の過侃であり、’'１分探し''１り

な面をもつ。岐後に、実i'fモード（cxis‘cIlli副lmodc）では、ツーリストは粂

面的に新たな巾心にコミットし、そこが新たに選択された緒神的な中心

となるのである。このモードは巡礼に頬似している。ただし、巡礼者に

とってｒｉ１心は'且1分のボ牧という彼ら''1身の|Ⅱ:界の内部にあるのに対して、

このモードのツーリストにとって''1心は彼らの|Ⅱ:界ではなく、選択にも

とづく他者の'1t界にある（Cohcnl979)。

表屑的な経験からより深い経験へという、このような類型化は、当人

も認めるとおりかなり思弁的ではあるが、一つの見取l')似Iとしてｲj･効で

あろう。とくに、巡礼も側光も典lE性の追求であるとするマッカネルの

議論（経験モード１に対して､両者の相違として､①ツーリストの関心は、

自分の世界ではなく他者の世界へ向くこと、②ツーリストは他者の真正

性に興味をもっても、同化には篭らず、肢後まで部外苫・他肴である、

と脂州している点は脱味深い,、

２インド・ヒンドゥー教聖地の事"！

本節では、インド東部のベンガル地方に位世するヒンドゥー牧の哩地

を事例として取り上げ、観光における「まなざし」の問題の検討につな

げたい。本節の竹F･として次の三点をあげておく。つは、巡礼や巡礼

瀞よりも「Kﾘ地」に派iＩすること。肌光や巡礼がそうであるように、llIil｛｣・

の聖地も独自の歴史的過縄と変化を遂げているのであり、その固有性が

観光との関係を形づくってきたと琴えられるからである。二つ廿は、聖

地に注|Ｉすることで、交辿機関の捲達というような外在的な典囚のみな

らず、』ﾘﾘ山|:1体の発股、つまり狸地|ﾉ1部のインフラ卿iliや!,!』どころの別

宗教体験と観光１９１
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造が、マス・ツーリズム的な状況の到来を聖地にもたらしたことが明ら

かにされる。三つ付は、そうした聖地の発展が、蝶地にマス・ツーリズ

ム的な「まなざし」を拳く葱きつけるようになったことである。ここで

いうまなざし」とは単なる視線ではなく、特定の雁史的文化的な脈絡

において撒築された見方のこと、つまりアーリ（1915）のいう「社会的に

撒造化され組織化されている」まなざしのことである。

紙I胴の関係上、本節の記述は簡潔にならざるを御ないので、淋細は卿ｉＮ

背による別摘を参照されたい（中谷2003;Ｎａk…i印刷中)。

（１）インド・ベンガルにおけるヴィシュヌ派の復興とマヤプル

ここで取りｋげるのは、インド東部の西ベンガル州にあり、州都であ

るコルカダからは、北に１２()キロほどに位慨する｜マヤプルｌというＪＩＩｌ

地である。この聖地は１５世紀末に出現した聖人チャイタニヤ（l‘185.1533）

のﾉﾋ拠地として知られる。聖人チャイダニヤはベンガルにおけるヒン

ド,シー数．ヴィシュヌ派の指導者であり、IlilIl:インドでﾘu雌していたバ

クティ（I‘w災)迦助の唖喋な|'(1禅背であった。彼は､紗神牧|'|りなヒンド'シー

牧において、クリシュナ神を至高の神として帰依した。

ここで聖地に関連して重要なことは、マヤプルが、喪は新しくIIj:発見

された堆挺地であるという』Ｉｆ実である。１９１{ｔ紀/kに、ああ人物がマヤプ

ルこそ典lEのﾉk誕地であると主張しはじめるまでは、一般にはノポディ

プという所がチヤイタニヤの生誕地と考えられていた。この一二つの生誕

地は、バギロティ（ガンジス）という川を挟んで向かい合っている。
ｒた

チＪｔ･イタニヤの没後、一時、彼の教えは廃ったとされるが、1911k紀後

雛になると復興運動が生じた。この時期にはイギリスによるインド支配

のなかで数々の社会・宗教改革運動やヒンドゥー教の復興迎勤が典雌し

ていた。これらの運動を担ったのが、英語教育を受けたミドルクラスの

人々、つまりイギリス統治を支え、イギリスにより密接であった人々で

あったことは興味深い。

ＭＭ光のまなざし」の'１瞳回】】噸



マヤプルが典砿の生誕地であると主張しはじめた人物は、まさにこの

流れに』;l'を縦いていた人物であった。その人の名は、ケダルナト・ドッ

ト〈1838.1り1.1）といい、イギリス統沿ドでﾘ,!:の副災官を務めた人物であっ

た。その彼が強力に進めたのが、チャイダニヤの教えの復興であった。

（２）新たな聖地の創出一生誕地の再発見

ドットは多くの沸作をあらわし、ジャーナルを発刊し、各地で説法を

おこなったが、なかでももっともﾉJを入れていたのが、チャイタニヤの

生誕地I¥発見の主張であった。これは、旧来の流れとの差異化を図り、

彼の通勤を喧伝するうえで、シンボリックな役割を拠ったといえる。

こうして、チヤイダニヤの生誕地として、旧来のノボディプと新たな

マヤプルという二つの聖地が川を挟んで向かい合う状況が生まれた。ノ

ポディプの歴史は明らかとはいい難いが、一時はこの地方を支配した王

!'Wの怖那であ-ﾌたといわれる。近代以降では、かつて東インド会社の綿

紡紙工場があり、交助センターとして、あるいは織物業、典諭・i1f銅加

|:雌などにより栄えてきた1111.であった。哩地としては、チャイダニヤの

′1挺寺院をはじめ､彼や弟子たちの'1糊にかかわる寺院等が数多くある。

このように、ノポディプは地方の中小都市としての側而と聖地としての

~きつの側lniをもっていあ．

ドットはイギリス統治政府による地誌、川Iik地|､xl、公文州、チャイタ

ニヤの侭妃やチ･Ｉ'イタニヤとI[1時代の人々による普物等々を禍侭した結

果、典派の生誕地は現在のように、バギロティ川の西岸（ノポディプ）で

はなく、火ﾊと（マヤプル）にあったと結論づけた。

（３）教団の形成と生誕地論争

１８９４年、ドットはｲｊ識荷を招いて会議を開催し、マヤプルのチャイタ

ニヤの堆腿地としての正当性を高らかに調いあげた。翌年にはマヤプル

にチャイタニヤの神像を安『fした。その後、その場所はチ.1,イタニヤの

宗教体験と観光
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生誕寺院として雛伽されている。

ドットの没後、彼の1ド駕'よ、彼の息j亀でありI淵弟でもあったボクティ

シッダント．シ』ロシ』ティ・タクル（187‘1.1り37）によ-,てり|き継がれた。

ｲ|j数の肱大や教H1形成は、実際のところ、このタクルによるところが大

きい。彼は１９１８年に教団本部としてシュリ・チョイトンノ・モト（蝦チャ

イタニヤ附院）をマヤプルに設立した。

呪ｲ１２のマヤプルは、ノボデイプＭ嫌に、チ･ヤイタニヤやその弟子たち

に凶むさまざまなモニュメントや寺院、仙院が乱血:する状態であるが、

ノボディプとの大きな述いは、マヤプルはまったくの農村地帯に忽然と

現れた聖地ということである。ノボディプでは、狭く入り込んだ街巾に

朕牧施没が埋没していぁのに対して、マヤプルでは見通しの良い・本道

の両側に宗牧施投が立ち並び、速くからでもtl1(めるほどのゆったりとし

た策観が回｢能となっている。来訪肴もこのようなマヤブルの環境を好み、

現在では来訪雀放においてマヤプルがノポディプを凌鮒している状況が

ﾉﾋまれている

（４）聖地マヤプルの発展とイスコン（lSKCON）

新たな聖地の出現は､三つの艇I)Mをマヤプルにもたらした。一つは､チャ

イダニヤやその弟ｆたちにＷむさまざまな､¥院、伽院、記念碑が建設さ

れたことによって、挫人チャイタニヤの製微的な窄間が形成され、何の

変哲もない村が、神や聖人の咽なる空間へと転換されたことである。も

う一つは､物的なインフラ整術の進展である。タクルが創設した教団は、

|地を政府に提供して、道路、郡仙ﾉ１，)、ゲストハウス、病院などの建設

を促した。また、コルカタ・マヤブル|川の匝通バス巡行も、牧団がはた

らきかけて実現したものである。

このように、］隅地の再発見を起点とした数'１１形成が、宗教的世界のみ

ならず、インフラ惟州という点でも、マヤプルが』１１地として発展する脳

僻をつくったのであるが、これがさらに大衆仙光とより栴撰に結びつく

｢鯉光のまなざし」の低'''１１１噸



契機をつくったのは、何といってもイスコン（lnrcrmti(》nmlSocic【vfbrKrishna

Col1sciousnc添『国際クリシュナ意識協会』）の111現によるところが大きい。

イスコンは欧米を中心に海外でチャイタニヤの敬えを広めている剛体

で、海外の豊富な資金をインドに還流させて、インドIIJ内でも盛んな布

教活動をおこなっている。創始者は、ボクティシッダント．ショロショ

テイ・タクルの弟子の八・C･ポクテイヴエダント．スワミ（1896.1977）で

ある。スワミは、師匠から西洋世界でチャイタニヤの教えを/|i教するよ

うにと託されていたが、その実現のためにスワミがjii斗米lIiIへ旅立った

のは1965年、６９歳のときであった。その後、亡くなるまでの１２年間で、

什岡に支部を開き、今日「ハレクリシュナ迎肋」として知られる活動を

欧米I洲唯''1心に展開した。

チヤイタニヤの教えをI'ﾊ禅するスワミにと.’て、ノk祉地であるマヤプ

ルが特別の意味をもっていたことは想像に難くない。スワミはマヤプル

をイスゴンの世界木部として位憧づけ、マヤプルに彼の理想郷の建設を

進めたのである。

（５）大衆アトラクションとしての聖地マヤプル

イスコンの施設のなかで、現在、もっともI．jを|くのは、１８年の歳月

をかけて完成した「花の廟」と呼ばれるスワミの』(‘1廟である。巨大な廟

は、その白亜のドームがノボディプの河畔からでも遠削でき、マヤプル

におけるイスコンの存准感を誇示している。このほかにも、広い祭璃を

もった寺院、チャイタニヤの伝記を綴った壮大なレリーフ展ボ、ｌﾉﾘつの

ゲストハウス、噴水、鹿や象のいる庭剛、各11ﾐ|でのｲIj敬の微ｆを説明し

た雁ボ施設、レストラン､寺院からのおドがりを食べる食噛､ル総販充所、

みやげ物販売所､駐卓場､電話ブースなどの施設が巡桝されている。また、

外岡人の信許を廿にすることもイスコンに特色を.いえている。

このような肱大主義的な開発により、j〕Ｍ;では他の教'１１なさしおいて、

イスコンがマヤプルにおいて米ＩＷｆ．唯リ|さ|､l･ける''１心的なｲr:ｲEとなって

吹枇体験と観光
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いる。それは、イスコン前にIよ上騰物雌､祥待ちの人ｿJ噸､飲食店､宿嬉、

外貨両件ﾊＩｉ、銀行文)!If、レンタカー．F配所などが多数あり、つまりは観

光側辿災がイスニjンliiiに雌『IIしていることをみても祥｣ﾙに察することが

できる。

ところで、マヤプルは|)Mけた挫村地帯に|H現したと述べたが、このこ

とは道が狭く駐屯スペースも１．分でないノボディプでは困難な大衆観光

的な来肪スダイル､つまりバスツアーによるＭ１体客の来訪を可能にした。

体I|には、「､lbu[i甑lju鼠」と大ilFされた何Ｉ･台というバスが、家族連れや

友人・職場グループの人々をマヤブルに運んでくるのである。

（６）聖地の観光空間

このようなインフラ而での幣伽に加えて、マヤプルはノポディプには

ないさまざまな魅〃を備えている。たとえば、商工業都市として駁雑な

感じもするノポディプとは災なり、マヤプルはハノラマ的景観をともな

う広々とした空間があって、とても環境が良いとの評判を得ている。だ

が''１といっても、マヤプルにIよ』４，くの「見るべきものｊが〃ｲEすること

が頃要である。イスコンにはスワミによる理想郷の建設の理念があった

わけだが、これが結果として紗くの見るべきものを創造した。ノポディ

プの搬施,没はもとより、初期のマヤプルの敬団施設にしても、その規模

と洗練はイスコンのそれに比べるべくもないものである

チャイタニヤ復興迎勤の鵬史を．￥えれば、本来はイスコンよりもシュ

リ・チョイトンノ・モトや生誕寺院など初期の施設のほうが重要なはず

である。だが、来IMj片の紗くはこうした経紳を知らず、まずはイスコン

ヘ行き、それから時間があればそれらの施般を,ﾙiiれる侭度なのである。

つまり、多くの来訪&･は、リ1:物の惣維を感じてではなく、ｊｌＬるべきもの

があるところへ訪れるのである。この点からすれば、イスコンでは宗牧

的な!伽:物以外にも、広々としたl延剛に11曲水、象、鹿、外'11人の燐など多

くの兇るべ芯ものがあK)といえる。そして、来‘肋･片は幽‘Mを散歩したり、

｢・仙光のよなざし」のIﾙKｌＩｌＩｌｌｊＷ



象と・緒に記念撮影をしたりと、いかにも観光的な楽し詮方をしている。

こうしたイスコンを核とする多様な聖俗の「見るべきもの」の創造が、

jWl地において伽光究間をつくりだしている。つまりは、次に兇るように、

より捌光的な「まなざし」を向ける対象をつくりだしているのである。

３聖地における観光の「まなざし」

マヤブルは哩地として独自の発展を遂げ、そのことが聖地の物的イン

フラを向上させ、バスでの来訪や宿泊を可能とし、マス・ツーリズム的

な来訪i1fの受け入れを!!「能とした。また'[１時に、哩地の推鵬が「見るべ

きもの｜「Ｉ,J‘どころ」を放ちく＃'1造してマス･ツーリズム的なＩまなざし

を総|するようになった。つまり、マヤプルでは巡礼のまなざしに、観

光のまなざしが加わり、まなざしの複数化が生じたのである。

アーリは、求准ざしというのは記り･をとおして|〃蕊される、そしてｉＭ

光(J:Iillり･の細Ｉｉであると述べている。また、ツーリストのまなざしなり｜

き海せるものは、岐低限、、常生活で習慣的に遭遇しているものとはっ

きり|ﾒ:別されるような様机のもの、なんらかの噸味で異質であるものの

はずで、それはエッフ:臆ル燃のような「無比のもの」であったり、米'1:｜

の際犬隣とい．’た「特殊な‘i』り･｣、あるいは)jのｲ｢のような、そのものI'｜

体よりもそこに付骸されている「特別な記号」などであると述べている

(1995:6;21.23)。まなざしが向けられる対象としてのこのような特質は、

マヤプルにもMII･祥に兄られる。スワミの聖廟は無比のものであり、チャ

イタニヤにかかわる蝋なる特殊記号もあれば熱や鹿などの俗の記ﾘﾅもあ

り、そして外側人のヒンドゥー教徒といった特別な記号も見られる。マ

ヤプルが来訪者についてノポディプを凌駕しているのは、まさにこのよ

うな記号の磯かさによるのである。

このように、ｊＷｌ地がその発展の過径でインフラと同時に故'ｲの記り･を

涜救休職と姐光'19フ
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生みだし、それが巡礼と仙光の双方のまなざしを誘引しているというこ

とがいえよう｡だが､ここで考えなくてはならないのは､第１節で橋本(''99：

57;75）の|制間を紹介したように、それが「どちらのまなざしも記号に向

けられる」というだけの恥なるシステム上の「類似」なのか、あるいは

その文化的意味や葱識なども含めて同一線上にある「同質」なのかという

ことであろう。

まず、ヒンドゥー教においては、巡礼は‘侭喫な宗教的実践とされるが、

巡礼のもっともﾉＷｊな|l的は「ダルシャン（拝観)」であるとされる。ダ

ルシ.ヤンとは、鋪一銭的には「見る」ことを意味する。つまり、‐見る」

という行為が観光における「見る（sigh[sccing)」と構造的に重なる。観光

と哩地巡礼の関係は、・つの旅程のなかに寺院拝観と博物館見学が組み

込まれているというような・体側係ではなく、そもそもの行為のなかに、

両者が一体となる紫地を見て取れる。両者は側じシステムにもとづく「類

似」行為なのである。

だが､これが「瓶似」を超えた「I‘1質｣的なものとは単純にはいえない。

ダルシ.１，ンの含慾はiiiなる「見る」にとどまらない。ダルシャンとは､｢架

なるものの視覚的受容」（Ilckl983:3）であり、「文化的にコード化された

感悩をとおして感じられる経験」（Lynchl988:188）である。もっとも重要

なことは、ダルシ.vンはiMllと人との間での「見ることの交換」ないしは、

｢祝‘弛的ｲ{1而作川」であり、備什が・ﾉj的に神に「まなざし」を向け為の

ではなく、「まなざし」の交換をとおしてＩｌＩｊ者が共感するという意味での

I見る」ということである。それでも、ディズニーランドへ行けば、ミッ

キーマウスとのまなざしの父換があるという意見もあるかも知れないが、

｢交換」というシステム|詮の加似を越えて'1t喋なのは、ヒンド,ﾝ－数、そ

してチ.1,イタニヤの宗牧的ﾚﾐ統という明確な文化的意義であり、その枠

内での「コード化された」感情をとおした経験である。ヒンドゥー教の

|,『仰感悩としては、lwlIに対するlili感が聴視されているが、それは当然ミッ

キーマウスに対するのとは典なるものである。以|zのように兄てくると、

｢胆光のまなざし」の'憐ＩｎＩｌｌ噸



それぞれのまなざしは災なる雁史的文化的文脈で榊築されてきたもので

あって、両者の類似を燃批'ドﾘ的にli1侭と見なすことには問題があろう。

巡礼と観光のまなざしが頬似であって''1蘭で'よないとしたら、ＪＶｌ地に

おいてツーリストと巡礼･#が共作しているのIよどういうわけであろうか。

この点について、マヤプルの』１１:例は、-二つの点を示唆している。一つは、

聖地においては異なるまなざしの災存が可能となっていることである。

インドにおいても、漸次的な経済猫股とともに、仕ｌＷと余暇がはっきり

と弁別され、いかに余暇を過ごすかは人々の大きな関心瓶となってきて

いる。マヤブルにパスツアーで訪れるような間体審は、このような脈絡

において、より観光的な「まなざし」をもってマヤプルを訪れていると

考えられる。だが同時により強い宗牧的なまなざしをもって訪れる人々

や、出察して、あるいは余生を過ごすために移住してきた人々をもマヤ

プルは受け入れている。先に,J〈したコーエンのツーリスト経験の類型す

べてを含むほどに、多様なまなざしをマヤプルは受け入れている。また、

マヤプルの''１心性は内でも外でもある。インド人のヒンドゥー教徒にとっ

ては内なるＩＩｌＩ心」であり、外同人の肋間片や入倫&にとっては外の「中

心」となっているのである。

もう一つは、訪問者は核放のまなざしをもっていて、それが場面ごと

に転換することである。バスで蕊り付けるツアー群は必ずしも観光のま

なざしのみをもっているのではない。肢らは膜と一緒に家族のスナップ

を搬る一方で、ヒンド‘ﾝ－枚の文化的コードに則った仕方で神Iiiiにも参

拝をする。観光気分でやってきても、矛院の内陣に入れば巡礼的なまな

ざしを神Iiiiに向けるのである。まなざしは・人の人間のなかで、めまぐ

るしく塑換していくのである。

涜数休職と剛光
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おわりに

巡礼・Ｊ１‘1地という限られた肌映を勝祭の対蚊としてではあるが、宗撒

体験と剛光の関係を検討してきた。観光にとって宗教側辿施投や咽地'よ

亜要な訪問地であり、宗教の側からしても、空間移勤をともなう巡礼と

いう行為は多分に観光と砿なる泌紫を布している。本稿では観光と巡礼

の歴史的なインフラの災〃、雌史的股'１１におけるリンク、脱光の雌礼的

側而や経験の類似|'|§などについてのこれまでのI測論を雌珊倹討した。次

に、インドのヒンドゥー教'１¥地のり柳から、聡地I‘１体の発鵬がマス・ツー

リズム的な状況を誘引してきた状況を,ｋした。その結果、聖地の発展と

ともに，隅地内部のインフラ盤州やさまざまな｢兇どころの創出がなされ、

巡礼のみならず観光的な「まなざし」の到来を招いたことが,(された。

観光と巡礼は、異なる歴史的文化的脈絡で形成されてきたものである

が、「まなざしという視点で見た場合、聖地という記号の複合体が、観

光と巡礼という腹放の「まなざし」を洲き'受けることで､卿也がマス･ツー

リズムとの親和性を耐めてきたのである

まだまだ談論が尽くせたとはいい難いが、「まなざしもつの歴史的

ないし社会的櫛築物として分析されるならば、たとえば同じく『社会的

継築物としての感Ｉｉ１ｉ（socimIc《'ns'『uclion('｢cmoIion)」（Ly!'chl990）という視′点

から、宗放的悠冊と脱光の感Wiの交鮒についてサ察するなど、今後の興

味深いテーマとして鯵えられよう。
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