
会や文化の重要な一部だということなのである。

以上のような観光の変祥は、観光と対の関係にある、常生活の変容と

連勅している。１１本におけるわれわれの部IIj的Ｈ常を見渡せば、われわ

れの「たk活」もまた帆光化Ｉしていることがわかる。災〃(お台場地区、

横浜みなとみらい地区等のウ寸一ターフロント開発、あるいは新しく開

発された都市のショッピングモーールの多くは、Ｈ常生活のなかに汎髄的

な非Ｈ常的'１１:界を|'|;l')だ寸化組みを鋤1jしている。また、テレビiW:細の

なかで征|lのように放映される海外旅行やⅢ股旅行榊細によって、ある

いはインターネットの脱光サイ|､によって、われわれは11術′k活のなか

での観光的漂流気分に棚れっこになっている。

現代の観光経験は以Iiiiよりもさらにメディア化され､〈ロ常>とく非日常＞

の単純な対立という枇造では成倣しなくなっている現征の観光を鯵え

るには、観光化する11傭とＨ常化する観光が絶えず反転する複雑な入れ

子（非Ｈ常が入り込んだⅡ常）として、現代文化全体のなかで観光を蓄える

視点が必亜なのである。このような状況を､j､アーリはr澗光のまなざし』

(l'r瓜・1,9()=1995）のｵ侭かで、現代文化の‘洲特徴を色濃くもつものとして捉

え、分析している。水柵では境界をあいまいにしつつあぁj〕,!‘代の側光に

ついて、アーリの『剛光のまなざし』に依拠しつつ、､倹討していきたい

と思う。

１移動世界のなかの観光

2002年に川版されたj､アーリの§棚光のまなざし』脇２版（Urrv2002）

には､前の版にはなかった第８蕊｢まなざしをグローバル化する(GlobmlMng

[hCG卿zc)｣(ibid.：I‘11-161）が加えられた。この章では、初版へ瀞せられた

さまざまな批1111に椿えながら、｜iiiの版（Iりり0年）を出して以降余'11:'/IL的に

進展したグ']一バル化やそれがもたらす人ﾉｲのノマド化が、脱光にいか

趣 埴 す る ＜ 肌 光 ＞
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なるインパクトを与えているのかを考察しつつ、モダニティとまなざし

(視覚の専制）との関係、またその変容について再‘検討している。以下こ

の節においては､？観光のまなざし』第２版､第８章の主張に沿って､グロー

バル化する世界のなかで観光にどのような変化が起こったのか考える。

アーリによれば､近年のグローバリゼーションがもたらしたものは､｢時

間と空間の圧縮｣、あるいは「距離の死」であり、固定的な近代から、素

早く変化する流動的た近代、バウマンが述べているような「液状化する

近代（liquidmodcrni,>,)｣への変仙なのだという（il,id.：l‘１１)｡この変肋のなか

で、より多くの人間が実際に'11:界I|'を、「ハブ空港からハブ蜜港」へと移

勤するようになったばかりでなく、帆光の情報的インフラの発達にとも

なって、人々はバーチ.１，ルな'11:界のなかでも、より自由に移動す為よう

になった。また、このような移勤の尚度化のなかで、人間の移動に側す

る再帰性も高まりを見せている。妓近の観光学の興隆、観光に関する多

くのＮＧＯやボランティア剛体の出現もさることながら、観光零、あるい

は旅行業者も、観光の1節白さについて|¥ﾙﾙ的に分析し、世界の隅々まで、

従来なかったような「観光のまなざし」を披張する。さらに、こうした

観光のグローバル化は記号消挫の窄間も広げ､観光は｢記号のエコノミー」

が腰開する場ともなる。ブランド商品の流通もまさに実際の観光、バー

チャルな観光IiIj方含めて、仙光のグ'７－バル化の産物なのである。この

ようなテクノロジー、テクスト、イメージ、あるいは人々の'１jⅢI}的な#|：

会的突践が結びついた現代観光のありかたをアーリは「グローバル・ハ

イブリッド」（ibid:1判）と呼ぶ。こうした観光の「グローバル･ハイブリッ

ド」はインターネットやファイナンスのグローバル化と同じようにl'堺

の隅々にまで仏恨し、「グローバル」の定縦同体をつねに仰牌成している

のである。

以ｋのような観光のグローバル化は、アーリが『観光のまなざし』初

版で展開した、視覚中心となった近代観光の特徴にどのような変化をも

たらすのであろうか。初版の『観光のまなざし』に対する批判のなかに、

｢観光のまなざし」の'雌lＩｌｉｌ３ｉＷ



静態的なくまなざし〉の変化以外の観光行動に対する記述がないという

指摘が多かったためか、動きのともなう観光行動による視覚の身体化も

含めた視覚以外の感覚（聴鵡喚覚、味髄等）と観光との関係についても

目配せをしつつ、どのようにして現代観光におけるくまなざし＞〈視虻優

位）が成立してきたのか、アーリは以下のように再確認している（ibid.：

141-152)。

フーコーの『i-;.唯と物』にI『及しながらアーリは、近代のはじめにお

いて、「諸悠蝋に対す為不!'｢脱の槻能や間係ではなくて、’１｢祝的'１１:ｿ,4の柵

察可能な構造を、ピ1然史がいかにからめ込んでいったのか」（ihid.：l‘17）

という問いを、観光の近代的まなざしの形成過程へと拡張させ、鵬|H1し

ている。前近代雌界においては、旅行齢の経験の胃説は、聴党的に物耐

られたものであり、客伽的かつ視覚的に観察され{¥現されたものではな

かった（マルコ・ホーロのｉｆ東方見Ｉ１Ｍ録』が、ジェノバの牢獄で物語られた」

ものであったことは有名な話である)。近代の旅行者の経験には、「科学的」

にものを見る訓練されたI｣、「鑑織眼（connOisScurshiP)｣が必要になる。溌色

は遠くから離れて見るものであるという態度と、紫観を前にした「鑑捌

眼」は､科学的観察の・般化ばかりでなく、カメラ、ガイドブック、スケッ

チ、バルコニー、地図等の発明やそれらの技術の発達によって大衆のも

のとなっていった。こうして18111:紀俊半には、典IRIにおける｜j附色を楽

しむ観光」の発股を兇るのである。この態度は対象を「所ｲjする」とい

う欲望につながる。また､逆くから眺められた景色は､かつての荒々 しく、

恐ろしい自然という意味をはぎ取られ、単なる「風景、眺望、印象、新

鮮な空気｣へと変形されてゆく。遮くから眺めるという旅行態度は､メディ

アの普及とその技術の発述に助けられながら、触覚、喚覚、聴党等のI淵

感覚から視覚を次第に分離していったのである。観光におけるこのよう

な視覚の専制は訓他の諦感髄による経験を巧みに排除しながら、観光の

経験全体を、深さをもたない平面的な脱党経験を中心とするものへと作

り変えていった。

越塊するくｉＷ光＞
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アーリは、１９世紀の近代観光における単純な静態的<まなざし＞とは

違い、現代の「モバイル化（移動の加速化、高度化)」された観光の<まな

ざし＞は紗様で、動的で、かつ｣;I'休化をともなうものであるという。観

光の<まなざし〉は､風餓をl1Lるだけではなく、牧育､雌康､鵬卜11の洲惟、

出会い、辿厳、イベント、幽家のアイデンティティ、環境等へと拡がり、

さらにさまざまなくまなざし＞を包含しつつある。そこでは、悦覚優位

のなかにあっても、視覚以外の撚磁蝿も動員される。また、Iliやﾘ‘|i線

の移動技術の進歩によって凧I能になった動く.ﾘl'体は、〈まなざし＞を斗体

的に変容させてゆくのである。それは、風策のひろがり、パノラマ的知

箆の生成ばかりでなく、場所とのつながり、人とのつながり、ｎｌ能性と

のっｵI§がりの流助化、そして過去の喪失、瞬間の勝利という鵬'iM;を蝋み

だす。こ･）して、現在におりる帆)|〔;のくまかざし〉い:、移肋する｣１'体が

もつあらゆるものを流動化する体験を内Ｉｍ化したものとなる。ここで、

秘勤の技術の進歩と機会の琳大は、人と人との物理的な隔絶や疎遠化ば

かりではなく、むしろ物理的な接近と親誇性も作りだすことを忘れては

ならない秒肋する<まなざし＞には他肴との共在、集合的まなざし」

が髄要な災票となるのである。身体化された「集合的まなざし」のなか

では、観光的身体を‐見る」だけでなく、自分たちが「見られる」とい

う継験も'１t喫なものとな.｡’ている。

脇11Mjする〈まなざし＞の将刈化は、nM)上旅行のみに限定されるもので

はなく、われわれのＨ常生活・股に見られる。それをアーリ(よ「移動1N：

界（mobiIじworld)｣と呼ぶ。「移動世界は近代とともにはじまったもので

あり､近代初期においても､移動維験がlIil家のイメージ､アイデンティティ

を形成するのに喰要な役Wllを担っていた。しかし､現代にあっては､領．k、

伺境はIIil家のアイデンティティにとって中心的なものではない。側境を

越えた人々の移動が、〈まなざし＞をめぐるアイデンティティの政治を多

械なものにしてゆく。とくに、近年のデイアスポラの期殖は伽I:や''1境

の瀧味を礎祥させている。ヂィアスポラにと.』て、〈ホーム＞とくアウェ

｢鯉光のまなざし」の転回Ｉ３ｊＷ１ｉ



イの区別は噛要な意味をもたないからである。

移動|Ⅱ界」においては、旅行や観光は|I怖のものとなり、旅行は人間

のI|御'1｣とな為。１１鮒生涌の隅'ｆまでモバイル(秘励)｣技術がｉｆきわた.，

た''1:'/ILにおいては、地理的に離れていること(よ、ほとんど慰味をなさず、

どこに化むか、どこに行くかの日Illをもつ「グローバル・ノマド（gl《》Ｍ

ｎ('m､｡)ｌが11常生活の場で・般化するのである。

アーリが移動の川1速化（モバイル化）、グローバル化における側光を

鞍察するなかで強調しているのは、’1常生活と観光の脱分化であるこ

のことは、アーリがｒ観光のまなざし』第３噸において、ポスト・モダ

ンの文化の特徴として述べていることと闘巡している。アーリによれば、

批々 Iよすでに観光化された|I粥を′kさていぁのであ論。郁市のlIlWlI術は、

あﾉﾘこちに非||'勝的世界を作し）｜:い｡、MlIIliのli制そのものがモのメデイ

アとして機能している。我々は、こうしたメディアのなかのイメージ、

あるいは雌|肘が'１常化した枇界のなかで、あえて〈観光＞とは''11かを問

うことになる次に、観光におけるポスト・モダン化がいかなる意味を

もつのか紗えてみよう。

２ポスト・モダニズムと観光

ポスト・モダニズムという言葉は、さまざまな領域で多様な便われﾉｊ

をしているが、本来は文化表象の・体制を表す限定的な用語である。アー

リはＳ・ラッシュが挙げた、脱分化、｜削像化、階級性というポスト・モダ

ニズムの_畠つの特徴（１.細sh:1りり0）を使い、ポスト・モダニズム文化へと

向かいつつある観光文化の変容を税Iﾘlしている（U匠匠v:146-185)。このうち

アーリがもっとも強調するのは脱分化である。脱分化には鷺つのﾉ向が

ある。・つは水､Ｆ方|f'1であり、これ(よ近代化とともに分化してい､』た唯

'''1、淀、継沸、政治とい｡｡た淵仙城の蝋'/,↓の溶解である。もう一つ(』.'、

越境するく鯉光＞
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U'〔方向への脱分化であるこれも近代化とともに成11ﾉ:した各領域内のレ

ベル、たとえばハイカルチ･'’一とローカルチヘ･一、文化と'上活といった

分化したヒエラルキーが群けだすことである。脱光のポスト・モダン化

のなかで、捌光が側光以外の他の傾城（とくに｣山｣''1的脇州と側係してい為他

の慨域）へと流れだし、それらは、文化のヒエラルキーをも無視して、。

嫌にショーや遊技となるそのことがもたらすlliI)結(よベンヤミンのいう

《アウニラの喪失であるそして、文化はクラン′ク断楽に特徴的である

ような梢神集中状態で消YIiされるものではなくなる語つ|]のポスト・

モダニズム文化の特徴は、，砿味表示の視覚化、｜叉l像化である。そのこと

がもたらす帰結は、術,Jﾐ対蝋自体の表象化なのである。そこでは、現実

が災県となり、反対に“Lが｣1峡となる（たとえ剛．ヂｒズニー弓ンドはimI

かの他の史化の茂象ではなく、凧Iﾉ1の現実そのものがその災蚊である)。すなわ

ち、文化消費は記号化した現実の消f1iとなるのであるさらに、ポスト・

モダニズム文化は‐サービス階級（サービス業にたずさｊ〕る文化資本をもっ

たホワイトカラー）がヘゲモニーをもっている。アーリはバーンスティン

の牧行文化論を仙光に応川しつつ、このﾙ級が好んでilIj'斑する文化とそ

のiiiilMの仕〃の特徴は、｣,恥的な文化の分瓶休糸であるくグリッド＞と、

卿J1がもつ文化の区分グループ＞がともに弱いことであるという。こ

の文化の特徴は、’'1111で個人主雑的で、かつｌＩＭ:の、卿州ﾉkのある文化

から距離を保とうと･ﾘー ることであり、この集州の文化を解釈-j-るために

はある侭度の知的な,洲練か必典なのである(1)じ､郡cln:１り7５こうした特

殊な文化のなかから、一〃にグリーン・ツーリズム、エゴ・ツーリズム

輔近代批判ツーリズム、も･ﾗｰﾉに脱光をゲーム化し、どこにでも断し

い帆光り)まなざしな探しだ．‘1．「ポスト・ツーリスト」が'|；J：れでてくる。

以上挙げたポスト・モダニズムの文化の特徴の紗くは、観光がイメー

ジの消炎であるがゆえに､近代のはじめから観光のなかに存在していた。

しかし、近代観光は､‘"側のための気晴らし、レクリエーンョンといっ

たように、間労働のありﾉｱに強く依存していたため（剛ｿ'3が他の領域の『'１

｢iIM光のまなざし」の１脚''１１３噸



なる手段とされ)、そのポスト・モダン的な嬰業は集聞的な観光形態のも

とに隠されていたといえよう。しかし、階肘搾集合的なものによって分

化した脱光形態をもつ近代観光のI消喫素が災遇すると、脚光文化のポス

ト・モダニズム的,淵特徴がより鮮明となる。これを、文化におけるフォ.一

ディズム（人:',I:′k唯一大輔:消炎体制）の礎退と、ポスト．フォーディズム

体;|;|lの典脈として州くことができる。

ｓ･ラッシュは､祉会史化的班肋を、伏統」からnli純的モダニティ、1,1ｊ

＃i}的モダニティの３段階の概念眺成で脱Iﾘjする（Bcck､Cidd轡､Ｓ＆Ｌ:噸,,：

'9,4)。すなわち､~単純的モダニティーは､伝統がもつくケマインシャフト

的な勝造（仙人宗族や村落共何体等）を打倒し、ケゼルシャフト〉的関係

を作り上げてきたしかし、「単純的モダニティ」が作り上げてきた関係

性は「１１人化の途'2に過ぎないのである。舷統社会がＩ共同体的|附造

を想疋していたのに対し、単純的モダニテイ」の|:会は、労働組合、冊

祉'{;'家、行政'1.1'隙機僻、科学的経営符理ﾉj法による作業現場規則、附級

|脳想雛､雌合体的仙雌｣を想定している。このよう“&合体はくケゼルシャ

フト＞的lNl係仙によ･’て成立し、伝統N･会のような<恵味＞の災ｲj｢によ

る共同体ではなく、利需関心＞の共有をIiij提としている（マルクスも階級

をそのようなものとして見てきた)。さらに、Ｉi州}的モダニティの段階に

おいては､モダニテイそのものに伽わ，ているfIIj:ﾙ州§の巡動(<側人化

の進鵬とともにあるのだが)が、「たとえば附級や!』顎、核家族といったりし

合的かつ』'11段的|附造から、また科学のｲ｢効I'|;に肺する無条件の僧仰から、

人'《を解放してきた」のである（L剛sI1lりり7:215)。〈ＩＷ１ｉ)性＞は、人々 の行

為作川（：畔'１ｃ)）准祉余|附造の拘束から棚放してゆく。〈,１１:A,}性〉の二つの

側Iili、「ili'1度への{'鮒Ｉ造へと向かう制度的,ﾘﾙ,}性」と、個人みずから

の行為の11柵成へと向かう自己再婦性」は、生産、消世ともに規則や

制度（岡民的」流行などもここに含まれるだろうに縛られた大量牛賑主

義体制（フｒ－ディズム）的附造から、融旭のきく帆"i分化」された,ｋ

雌（他rlt的慌UJ‘か月I9l己椛肌への流れとし－．１１解できるだろう)、「特化するiｌＩｉ

越境する＜ｊＷ光＞
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賛、たとえば自己発見のための消費といった、「個人化一への新しい段

階へと導く観光の個人化＞も、フ･'一デｆズム（＝大濫生旋i剛蜘懇

体制)」からみずからを解放する過侃でﾘﾐじてくるくﾉt厳と１１１雌の

ベクトルのlhjかうﾉj向のなかで理解１．為ことができるのである。以|もの

ように、ｉＭ光のグローバル化、ホスト・モダン化を考えたとき、それら

が観光の欲削を駆り髄てる非１１附性の追求にどのようなインハクトない

えるのかがり!Lえてくる次に､観光の催礼性とは何かを￥察するなかから、

観光の班群について兇ていきたい

３観光の儀ネリ撒造

アーリは脱光に此〕lliする九つの』lJflWI:を>渋げているが（L･ｌｗｌりり(!=Iりり5：

‘1-6)、これらのうちこつ（観光群の帆惟に関-1-るもの１，１外）は、Ⅱ常との艦

拠で成１１/:しているこの'1常の体験との雄ｿにそ、『観光のまなざしＪ１の

なかでの脱光の水蘭であり､すなﾙうち、伽光はj､術･I:l常。r‘Iiiwv/じwrydn)）

と非ロ常唖lmordi皿ｒｗとの雄底的二項対立から′ｔじる」ibid.:２１のである

|‘ｊ様の定礎をＥ・コーエンもしているｌ§.コーエンはツーリズムの本賛的

'鹿業とい、「'1折しさ,,(wclいと「愛化Ｃｌ'nnIu<c」の追求（C･'１ｃＩ１Ｉ９７鯉115‘'‘'）

であるといい、、ル||‘聯|’|;をﾉk経験悩城としての「I皇|断しさ」と、MIi継験

領域としての変化」の一二つの部分に分けているイコーエンはソ･－リズム

の争鯛'tを枕‘洲するのであるが)。アーーリやコーエンにとっては､観光と(よ、

非１１‘術体験を求めて、一時的にＩｌＩかける（$《,…y)」ことなのである、

このｋうな疋瀧をベースに、アーリ（よマッカネルによってなされ汰・脱光

の文化人頬学的研究を引用しながら、観光の架化過程について述べてい

る（じrr119901995：18.19)。

マッカネルによれば、観光はゴフマンがいうところの現代の催池

であり、ヅ鋤くり){I川I'[に対して敬ばやⅢ心をＷ;さだす「機械的でI岬ｌ的な

｢捌光の提なざし」のＩ陵何１３坂



行為」（MacCann世111976:42）の．っである。ここでは、観光を動機づける

ものは一種の集合表象であり、１１常と非日常、との対ｳ:という

よりは､むしろ聖〉とく俗との州:である現代人の観光とイミ洲人

の儀礼行為は等価であり、オーセンティックではない自己の経験を現代

人たちが気にとめること、これはｲﾐ|Ｍ社会において聖なるものを気にと

めることとハラレル」（il,id.：９３）なのである。すなわち、「旅は本来、宗

牧的な巡礼だ．ぅた」（'1》i‘１．：り7）のであ為。さらに、アーーリはマッカネルの

ＪＷＩ＞とく俗＞との刈立脳l式を、ヴィクダー・ダーナーの<通過縦礼＞ｌｌＭ

念に結びつける．

ヴィクター･ダーナーの〈通過催礼＞慨愈は(;・ヘネ､､,プのく通過儀礼＞

紬をベースにしている。ヘネッブは､人'ｲのおこなう<艇礼>の過H1には、

年齢、獣分、場所、状態等が、分剛期過漉期（移行期)＞〈統合期＞の

三つの状態へと順次移行することな「発見したくGcnncpl995)．〈他者性

への渇望やく、常＞からの脱出を、僻の紬域から聖＞の領域への往

来として、〈撒造の死とｉｉｉ'ｋの文化:胸囲として位悩づけたの{よ

ヴィクター・ターナーであるダーナーは死から再4kへの′移行期を、

コミュニタス〉（古い勝造からW『しい柵造へと移行するときに発生する、意味

|M:界を支える人間どうしの恨庇的なきずな）の状態と定義し、巡礼の調例を

使って、〈生／死＞〈'ﾘl／俗《!|I心／川紬＞の交代と〈'1｣:'１２＞のダイナミ

ズムを解き明かしている（･'･umじWIり7.’１り81：121-2117〕･伽光は、、ﾆのよう恥

意味における巡礼の典衆をその根脹にも-’ている。観光を現代における

ひとつの〈通過儀礼>と見ることにより、人llWkの文化的深層のなかから、

観光のもつ独特の特徴について拙きだすことができる。現代においても、

｜v'１４＞するための死〈文化的な噸味であ為が）への欲望、〈１１'鮒＞から

非日常＞への飛躍といった史化的深1Ｗ櫛造が、人を旅行や観光へと駆り

立てるのであるｃアーリのいう非11常性の追求とい-つた観光の基本的性

格は、以上のような観光の文化的附造のなかにある儀礼性の文脈から捉

えられるのである

越 境 す る く 剛 光 ＞
２２タ
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ところで、マッカネルが現'代の観光と儀礼を結びつけたのは、プーア

スティン流の〈疑似畷境論＞等による近代観光批WIl（オーセンティシティ」

に対するiii純な理紬)准批判するためであったプーアステｆンによれば、

近代の観光体験は、メディアをとおして、あらかじめ「仕組まれた」ま

がいものであり、中111:の「旅」がもっていた自然や人間に対する典の「出

会い」を妨げるものなのである（]Ｉ｡｡瞳sunlり62=1,64:89.i28)。つより、近

代伽光が興る｣ｿLlWの旅人’よ､「水物｜に川会えても､jli代(ﾉ）「捌光'制

は「,k物｜で出会うことは唯い・プーアスティンの,拙伽は脱)'6の対駿の

｢真／偽」を、観光‘＃（あるいは旅人）と独なして存在しているものとして

設定している。マソカネルの張張の重要なところは、この識諭を蛎倒さ

せたところにあるすなわち、本物」であるかどうかの恨拠は、観光の

まなざしの対象がもつ剛|'kにあるのではなく、本物であると侭じる鵬

団の性格やその信じ〃と、文化的表象の関係のなかにある（雄にとって、

どのように｢水物であるのかが問題となる)。よく知られる彼の側光セッティ

ングの６段階紬においても、観光のなかの「オーセンテイシティｌは、

脱光の文化的|仙造に川する人|Ｈ１の奥抜的行掬から'|雑れ111為ものであり、

観光の対象そのもののなかに実('Eするわけではない，仙光'＃は縦でも「イミ

当の<生〉を兇たいと思っているし、現地の人と親しくなりたいとさえ

思っている｜脱疎外,出向なのである。ここで、マッカネルはゴフマンの

<庇(,n[.b蝋ck概念准脱光行為に応川するいI:に(:鋤nucⅡlり73-2001)。すなわ

ち、観光文化には「渋郷台と「漢舞台」の附造的区分があり、お決ま

りの観光コースといった麦舞台」は、観光客に閉ざされた裏舞台

をもっており､それが神秘化されるがゆえに｢表郷台が灯:r{;するという。

｢挺郷台」から入る測光鴬は、’'1らかの方法で、そこに本物ｌがあると

信じられているＩ襲獅台」を見ようとする。観光文化は「災蝶台」から

｢裏舞台」をのぞき兇る冊造をもっていて、その術造におけるさまざまな

段階の観光ﾂﾐ雌（“l;台」と喪jw#台」の中間形態）なとおして脱ｿ6'＃は、

リアルなノノk＞に触れようと（脱疎外しようと）しているのである。ここ

｢観光のまなざしの'胸ｉＩｒＩＩＩ３窟



では、「本物一が存在するのではなく、本物」への志向が存催するので

あり、観光とは本物に触れようと表蝶台と「喪獅台の間に身

を侭こうとする催礼的行淵であるということができる。したがって、マッ

カネルにとっては、観光文化の順僻化は、観光文化が儀礼雌を失うこと

を意味しない。

以上、観光文化のjV1化作川は、観光の経験が「本物｜であるかどうか

によ.って決定されるも(ﾉ)で1J;なく、それを解釈する文化のM1i雌（あX,いは

それを作'')だ．』-人Ⅲの１１糊仙'蝿１１）にあると我々 はｊＩｌ１解したうえで、現代文

化の急激な変祥が側光の雛礼|僻造にどのような変化をもたらすのかにつ

いて考えたい。

４現代観光における<聖なるもの＞の喪失？

グローバル化しモバイル化した現代の脚光は従来の側ｿCの職界を突き

崩し、またそのなかでは、１１'肘と非I｣'洲のIﾒ:分は紗傑に人ﾚ)細んでいる。

このような脱分化･り．る文化のなかで､観光の<聖／俗＞榊造やそれによっ

て作られる非｢1常性は廃･蕊されるのだろうか、あるいはどのように折た

に生成されるのであろうか。わたしたちは、この問いに：つの〃向で鱒

えることができるだろう。

ひとつは観光の脱'１４化、非日常性の消滅の万lf1である。そもそも、１９

世紀以前の観光と以降の観光では､その求めるものが〈エキゾティズム>

やく他者＞性、《非Ｉｉ常性であるところに変わりはないとしても、その

i剛!iの仕方、体験の仕ﾉｊｒにおいて大きく異な-'ているのであるく哩なる

もの〉を安定的にﾉＩｉ成する文化は、揺るぎない雄異にもとづくin｣９．シス

テムとそれを虻える鯉州の緋をもち合わせていなければならない。近代

観光は、近代lｿ､|iiiの巡礼縦の旅行史化がもっていた１Ｗk，ル１１'肘|ﾉ|iをﾉ|：

みだす宏定したく催紬の柵班盈もはやもたない⑥現代の仙光史化は、

趣 塊 す る く 眼 光 ＞
､揖自
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安定した意味生成システムを欠いている。巡礼と観光奪は、その木質に

おいて等価であったとしても、集団の価値への依存性、解釈枠組みの固

定性の卿更において大きく異なるのである怖水が『脱光人類学』のな

かでバーンステインの孜育コード論を使って述べているように、観光存

の儀礼とローカルの（未開」の）儀礼とでは、状#11に対する依存性の度

合いが凪なるのである（|,舟木１９９９：153)。また、バーンステインの教育文

化論をさらにiM光に応川すれば（先に側)Y;文化の||ﾙﾙ州推述べるところで!『

及したように)、脱分化した脱光文化は、iiij近代の催礼文化に比べてグリッ

ド、グループともに弱く、文化解釈の個人独立度が尚く、文化解釈の限

定性は弱くなるＩ)噂ms【cinl975-19Sう)。つまり、解釈があらかじめ決まっ

ていないすなわち、現代の観光文化の牌造Iよき}〕めて流動的で不淡定

であり、蝿|'kやオーヒンティシティを支える１１柵性の枇造ノｌ'.L､バー

ガー）は崩れやすいといえる。グローバル化、ポスト・モダン化によって

儀礼に欠かせないくjV4／俗＞の境界があいまいとな･ぅた現代の観光は､<聖

なるもの>や｣|・'1州性を縦排することが難しく恥ってい論。先に総げたI)．

プーァステｆンＷ)jl｣:代脱光ﾙﾋ､'111,Ｇ.リッツァー、Ｍ,ギ’一ム群の｣ﾘA代

観光批判もこの史脈で勝えることができる。

Ｄ・プーアスティンの<疑似環境論＞から見れば、現代の観光は仕組ま

れた『まがい物の体験なのであり､それは､本来の旅がもっていたく聖>性、

あるいはアウラを消滅させているまた、現代観光が、旅行代理店

等により組織化され、システム化されていることI４１体が、観光の聖性を

もてない理由なのである（Boorsrinl962=1,6.1:89128）さらに、旅の危険代

が保険によ-’てｲ11保されたとき（旅行にア'illﾘ‘'｢能性」が保'''1;されたとき)、

帆)IC旅fl:のJ|､11伽''９魅ﾉﾉは服減す為。〈;､リッッッ･－もまた、〈マクドヅ・

ルド化〉が社逃した｣Ｍ代肌光のなかでは、非11州を求める行為そのもの

がくマクドナルド化、され、合理化されるという（Ｒｌｔ深wll98=2'}【)1:2斜)。

Ｍ､ギョームは､現代観光がく他者>性やくエキゾテイズムノを求めながら、

それらをすり減らす1Ｗ命にあることを指摘している＃Ｗｉ社会の進股が、

｢観光のまなざし」の柾Ｉｌ１１Ｉ３竜



旅の非、附性を保証する重要な要素である′エキゾティズム＞をそのシ

ステムのうちに細鍬込もうとするのであるギョームは、現代の観光は

｢旅の時代が終ルフ，た後に、人1弓的に作りだされたものであるという。

すなﾙ.>ち、「『lWlf人』や『,kl川人』がまだ〃化していた時代のあとにＩｉＩｊ

れたのは、地球が文字どおり・個のポールと厳-〕て『旅』が終わりをｲＩｒ

げはじめる時代である。つまり、既知の|竜地への『ツアー（周遊)』しか

できない時代である」（1$柵u‘M11mr(I＆(;uiⅡ:lumぐ１りり5:‘|り）という。彼は、Ｗ（

民地化や文化的同化によって唯じた〈エキゾティズム，’仙尚･〉性の稀少

性に対し､人々がおこなった唯一の攻略法は他醤の熊構（フｆクション）

をつくりだすことだ」（ibid：４，）という突際にはそれは現実と虚Ijfの混

合物であり、塊突にもとづいてまず柵鈍され、ついで想像界と虚撒をい

くらか汰人されてｉｉＷｋ化･』･るようなＩｉｌＩものか（ihi(1.：5<】）だという。現代

の観光はっ}‘】に「暇椛ｌを作りださなくては蹴らない宿命を抱えており、

｢脹櫛」Nf蕊のたびごとにその照性、〈アウラ＞をすり減らしてゆく。

もうひとつは、グローバル化、ポスト・モダン化が澗光の非l~I常性、

】Ｉ牝をむしろ&'i恢的に作りだしているとい･うﾉjlf1jである。そこでは｣1M代

観光の形態の坐化は、観光経験によって、儀礼性や、イ儀礼性に付

随する<,ﾉド11術性、〈他者３性を得ることが不可能になったことを意味

するものではない大塚は、現代の消fWl･会の怖微は、儀礼＞性の礎失

にあるのではなく、むしろ〈嫉礼＞雌を含んだ物‘藩〉の生成にあ猫と

いうこともできるという(大塚l”2)。この縦を叫光文化にあてはめれば、

観光文化の班祥は次のように考えることができる。第一に、交通が盤Ｎｉ

され､システノ､化された旅行体験は以Iiijのものとは大きく蝿なるだろう。

しかし、そのことによって、旅行体験がＷｋを志|('jしなくなったわけで

はない。また、旅行における〈他者,、非'1術体験の(l:方は変化した

かもしれないが、それらは、対象を変え、〃法を変えることによって体

験回｢能になったとも琴えられる。第二に、ンステムと儀礼性の関

係についてである。文化のなかにﾉk成する儀礼（よ、すべてがシズ

越境するく脱光＞
２語
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テム＞に飲み込まれるわけではない。社会がシステム化の度合いを強め

れば強めるほど、《儀礼はくシステム〉の残余の部分として残る大塚

は、〈儀礼とシステムとのオーバーラップとせめぎ合いに現代の文

化消批の特徴鞍見るが､'１１じことが脱光文化に対して適川できるメディ

アに媒介されている現代の観光文化は、メディアに媒介されているがゆ

えに聖性、非Ｈ常惟の述統的な生成機能を果たしている。’１'附′k柵が脱

JWl化されるからこそ、帆光地'よ仙とは雄児化されたイメージ（非lIWlWli）

を作りだしつづける叉化州ﾊｾでありつづける。

アーリの拠点はこの：つのﾉﾉ向の中間にあり、その両溌fkをより|‘I蝋

的に捉えているアーリにとって現代においても、観光がさらなる非ロ

常性を作りだす史化後脳であることに変わりはないまた､ｌ〕れ,l)れはく棚

光とく堆活をはっきりと分けていた境界の喪失した'11:界に′kきており、

そこにおいて観光文化は岡庭的な坐性や理想像をもたない。理想や'1隙

はつねに作りださなくてはならないのである。「より殻的な『記号のエ

コノミー』における『帆光の終わり』」（rrry2002：161）とは、そうい’た

現代文化のもつ族兇化の迎肋におけるポスト・モダン的現災のことであ

る、

５まとめ

ポスト･モダン化した移動11上界において､〈観光＞は日常世界に授透し、

また観光＞と他の旅行やく移動＞との境界はあいまいなものとな

りつつあるこれは観光が侭'"側からの一時的解放、製さw＃らし

であった近代初期において生じたく観光＞とく労働>、観光§と生禰>、

<観光＞とく学習＞といったⅨ分のゆらぎ、または崩壊を意味している。

もとより、旅行苫（!『側､cll"）のなかにはさまざまなタイプのものが含まれ

ていた‘，そのなかでも､,とも純粋に「楽しみ(I,!",slmx:）を求め為のが「１１Ｍ

｢観光のまなざし」のj雌I‘１１１３雁



光客」であった（ゴーエンは、観光客の六つの役割についてもっとも純粋な型

を観光‘鍵と定推した）（Cohcnl9ｦ･心。日常11畔においても、観光〉的楽

しみ｣が腿遊するなかで､｢楽しみの究恢な形､j'ＭＭ像があいまいになる。

はっきl')した川想像をもたない｜旅行」は、旅行本来がもつさまざ『}ﾐな

形に分散せざるをえないであろう。またそれは、奥行きを失ったポスト・

モダニズム的1脚＃ｌＩｌ:ｿ１１に親和性をもつで＃)ろう。,hれわれの旅行は、「'|尉

物」を兇つける旅でさえ、さらに「Mflll的色彩を職めることになると

思われる。しかし、そのことがく観光から催礼|'陸失わせることには

ならないあえていえば、〈観光＞が奥行きを失えば失うほど、そうであ

るがゆえに、人は儀礼的な文化の奥行きを求め、発見するのである。

グローバル化と脱光について広く見渡したとき、『観光のまなざしに

おいては、まだ全Irli的に鵬|)Mされていない'''1剛が残されていることに剣

づく。とくに、閥光のグローバル化がもたらす文化変容における次のよ

うな問題点は深く掘り下げられているとは忠えない。第一にグローバル

化と経済的|後進111｣における観光に関係したさj§ざまな文化葛藤の問題、

第二にグローバル化と先進例」におけ為'１１雌階級の崩壊と観光との側

係である。どちらも､｢移動」できない人々と「秒勤せざるを得ない人々

とを含んでいる。これらの問題についてはまた別の機会に展開したい

われわれは、好むと好まざるとに関係なく、グローバル化とポスト・

モダン化がもたらすlIIj雑的世界のなかにいる。この間縦的世界において

は、「1K解ｌはなく、より自覚的でlﾘﾙﾙ的な隙路のみが残されている。仙

光研究においても、現代文化の諸傾向に対するより|:l覚的で再附的な川

諭の緋雛が求め偽れている。

注

1）

2）

3）

薪者は１年Ⅲハワイ大学での研究生活のなかでこの小識を書いている。

文饗僻秋『クレア１１月弓』2003年､、15↓ハワイ111旗プーームの秘密を探る」参照
脱光の本1'iを．ル【1術〉とす為ｌ瓶(-は、（;，リソッァー郡から批判があるが、こ

越 境 す る く 肌 光 ＞
２３５
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の議論については、他に稿を改めるつもりであ蝿
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大地にしがみつけ
ハワイ先住民女性の訴え
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牡牛と信号
く物語>としてのネパール

米国｢開発専門家｣が、
ネパールの牝牛と米国の牡牛を掛け合わせ、
乳の生産量を上げようとしたけれど、
牡牛はネパールの牝牛と交わろうとしない。
セックスしたがらない！
なにゆえに!？
このブラックジョークの意味するところは？
これまでにない小説のようなネパール現代史Ｅ

[山本真弓／四六判／290頁／2200円+税5％]

ｗｗｗ､ｓｈｕｍｐｕ､com
FromYokohamatoEverywhere

観光地として人気のハワイだが、

そこには鵬げられた人々 がいる－．－．
土地や言葉を奪われたハワイ先住民が、
アメリカの帝国主義を批判し、
｢文化の売春｣を強いる観光産業を糾弾。
先住民復権運動の最前線に立つ著者が、
先進国の倣慢を鋭く斬る！

{Ｈ・Ｋ･トラスク著､松原好次服／四六判／370頁／
2800円+税5％}

新刊･既刊案内から

超強力連靴コラム陣まで、
言葉がむすばれ､降り､積もり､とけあう<
たんなる情報源でない、

出会いの場としてのホームページ！
｢本｣から広がる世界をもっとたのしく･


