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1．はじめに 

本 稿 は Key Concepts in Tourist Studies
（Melanie Smith, Nicola Macleod, Margaret 
Hart Robertson, SAGE, 2010）の抄訳である。原

著はツーリズムに関する諸概念や様々なツーリズ

ム形態に関する 40 項目の解説から成り、 新の

研究動向をうかがうための読書案内等も付随する

有益な書物である。今回は小槻・原・伊多波（2012）
では訳出しなかった項目から 22 項目を訳出した。 

近、英語圏では Key Concept シリーズ（注１）

の一環として、ツーリズム研究に関わる用語・手

法を解説したペーパーバックの刊行が相次いでい

る。今回訳出した本を出版した SAGE 社は別途、

Key Concepts in Tourism Research (David 
Botterill & Vincent Platenkamp, SAGE, 2012)、
を刊行しているし、palgrave macmillan 社は、

Key concepts in Tourism (Loykie Lomine & 
James Edmunds, 2007)、を出版している。また、

Routledge 社は Routledge Key Guide シリーズの

一冊として、Tourism: The Key Concepts （Peter 
Robinson ed., Routledge, 2012）を刊行した（注２）。 
日本語でも、たとえば山下晋司編『観光学キー

ワード』（有斐閣双書（Keyword series）、2011）
をはじめ、キーワードを軸に解説した本はいくつ

かあるが、原著のように多数の領域に目配りした
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類書は依然少ない。本書の有用性に鑑みて、前回・

今回の訳出をもとに、今後出版に向けて作業を進

めたいと考えている。 
 なお、今回も、前回同様に各項目に一人ずつ担

当者を決め、基本的に各項目担当者が責任を負っ

て訳出を行った。各項目の翻訳担当者は各項目の

末尾に記載している。各担当者の原稿の取りまと

め・書式統一については原・小槻が、本稿全体の

訳文のチェックは高根沢・小槻が行い、必要な補

足・改訳、用語・人名等の表記統一（注３）は小槻が

担当した。 
 
（注１）学生向けにさまざまなディシプリンの重

要トピックを解説するシリーズとして設定され

ており、SAGE 社、Palgrave 社ともに同名のシ

リーズがある。日本でいえば、有斐閣双書キー

ワードのシリーズ、世界思想社の「学ぶ人のた

めに」のシリーズに相当する。 
（注２）Lominé & Edmunds 2007 は 318 項目に

ついて共著者が学部生向けに解説している。一

方、Robinson ed. 2012 は編著者を含む 36 名の

研究者の分担執筆により、100 項目を学部生・

大学院生向けに解説している。なお、隣接分野

の余暇・レジャー研究でも、Key Concepts in 
Leisure Studies (David E. Harris, SAGE, 
2004)、Key concepts in Leisure (Jonathan 
Sutherland & Diane Canwell, 2009)などの刊

行が相次いでいることも指摘しておく。 
（注３）たとえば The Tourist の著者 Dean 

MacCanell は、マッカネル、マキャーネルなど

と表記されてきたが、本稿ではマキャネルで統

一している。 

【小槻】 

 

2．抄訳（原著登場順） 

 

【真正性（Authenticity）】 

 

ツーリズムにおけるオーセンティシティとは、真

正とみなされる文化的行事・産物・経験を発展さ

せ、また消費する際に、ツーリストとホストが認

識する価値として定義しうる。 
 
 オーセンティシティに関する議論は、ツーリズ

ム研究の文献でよく目にするテーマであり、アメ

リカの人類学者ディーン・マキャネルが 1976 年

に『ザ・ツーリスト』［The Tourist (1976)］（訳注１）

を出版して大きな影響を与えて以来、ツーリズム

による社会的・文化的インパクトの探求にとって

中心的なテーマであった。ツーリズム産業の影響

力が拡大し続け、旅行が格段に容易なものとなり、

訪問先の選択の幅が広がり続ける状況にあって、

文化のオーセンティシティに対するツーリズム・

インパクトの議論はいよいよ喫緊の度合いを増し

てきた。これらの議論の焦点は、以下の点に関す

るオーセンティシティに対して、ツーリズムがど

のように影響を及ぼしたかというところにある。 
 
 ・場所と文化に関するツーリストの経験 
 ・ホスト自身の文化 
 ・ホスト－ゲスト関係の性質 
 ・ツーリスト（必ずしも限定する必要はないが）

によって消費される文化的な物および行事の

生成 
 
 ツーリズムおよび観光客の存在は、生産者と消

費者双方を堕落させていくような、つまらない商

品化されたイベントやプロダクトおよび経験に置

き換えることで、真正で本物の文化を喪失させて

しまうと考えられている。もちろん、なにが“真

正”で“本物”であり、“正真正銘”なのかという

問題については、これらの言葉が相対的な用語で

あり、世界中の文化において共有されているもの

ではないため、定義づけることは困難である。結

果的に、ツーリズム研究の文献においては、オー

センティシティとそのツーリズムとの関係につい
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て、次の３つの観点が提示されている。 

１．客観的オーセンティシティ・・・外部から立

証された真実 
２．構築主義的オーセンティシティ・・・オーセ

ンティシティの創発的な形態 
３．実存的オーセンティシティ・・・個人自身の

経験を考慮した真実性へのアプローチ

（Cohen, 1988; Jamal and Hill, 2002; Wang, 
1999） 

 
１）客観的オーセンティシティは、真正の観光経

験と観光商品が存在し、またそれを検証すること

は可能であるが、しかし現在の社会においてそれ

らを見出すことはおそらく容易なことではない、

とする。そして、我々が真正の材料とみなすもの

から土着の職人によって製作されたものであるこ

とや、我々が真正の文化の伝統的な表現と認識す

る行事や儀式であることが重視される。このオー

センティシティ概念は、真正であるというサイン

を見分けられる人々にとって、それが真正の観光

経験を提供する本物の対象物であるかどうか、と

いう点に焦点を当てている。コーエンは、このコ

ンテクストにおける“オーセンティシティ”とい

う用語の起源について、専門家が厳密な基準を用

いて対象の真正性を検証している博物館の世界に

求めた Trilling (1972)を引用している (Cohen, 
1998: 374)。博物館に展示されたオブジェクトと、

とりわけそれらオブジェクトについて与えられた

情報は、一般的に真正であり綿密に調査されたも

のと訪問者から認識される。もちろん、博物館お

よび博物館の学芸員の客観性と権威というものは、

いまや額面通りに受け取ることはできず、博物館

は、彼らを支援する社会の産物、すなわち過去と

現在の力関係を反映して選ばれた宝物の館とみな

されている(Bennett, 1995; Macdonald and Fyfe, 
1996)。しかしながら、対象物や歴史的な出来事に

ついて客観的な事実を知ることができるという考

えは、未だに科学者や人類学者および考古学者の

研究にとって中核をなしている。 
 『ザ・ツーリスト』［The Tourist (1976)］にお

いて、ディーン・マキャネルは、オーセンティシ

ティ概念とは前近代的または原始的な社会の特徴

であり、近代の観光客は失われた無垢なるものを

求める巡礼をしているのだ、と述べる。我々現代

人の生活は、祖先が経験してきた真正なる経験や

関係性から自分自身を遠ざけてきたのだ。したが

って、単純に自らの生活を営む代わりに、ヘリテ

ージ・ツーリズム産業によって創り出された、他

者の生活や時間に基づく経験とプロダクトを、

我々はますます消費するようになってきている。

したがって、 

労働関係、歴史、自然等の近代化は、これらを伝

統的な出自から切り離し、文化的産物や文化的経

験に変容させる。・・産業人は、かつて「自らのも

の」と呼んでいた、仕事台、近隣、町、家族に愛

着を失いつつあり、同時に、他者の「実生活」に

興味を抱き始めている。（『ザ・ツーリスト 高度

近代社会の構造分析』・D.マキァーネル著／安村克

己ほか訳・学文社・2012・p110） 

 
 オーセンティシティは、本質的には、産業化さ

れた西欧における近代的な概念である（Cohen、
1988: 373）。18 世紀のロマン主義運動は、科学の

勝利と産業革命によって引き起こされた無垢の消

失を嘆き、自然と前近代を、真正性で純粋な文化

の源泉とみなした。マキャネル（1976）は、“初

期”の人里離れたコミュニティがオーセンティシ

ティの概念を持たず、結果として自分たちのプラ

イバシーを守るための“表舞台と舞台裏”のシス

テムが未発達であったとする。訪問者がやってく

るようになると、その共同体は、真正な文化の提

示を求めるゲストの欲求を満足させるための計画

されたイベントを用意し、“演じられたオーセンテ

ィシティ”に勤しむ。一方で、本当の生活は純粋

なままに保たれるのである。舞台裏の世界は、し

たがって冒険的で独立心の強い旅行者にとって聖
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杯となるが、彼らは外部のものとして決して入り

込むことはできない、とマキャネルは考える。反

対に、ブーアスティンはその著作（1964）におい

て、ツーリストは意図的に“擬似イベント”と表

面的な経験を求めているのであり、ツーリズム産

業の非オーセンティシティに対しては彼ら自身に

責任があるのだ、とする。 

２）構築主義的オーセンティシティでは、現実
リアリティ

（reality）とは捉えにくい実体ではなく、むしろ

構築された現象である、とされる。現実とは、個

人的世界観と外部の社会的、文化的および政治的

な要素によって影響された、我々自身の意識のな

かで生成されるものである。この見解は、真正で

あるという概念が、静的ではなく時間とともに浮

かび上がってくるものであり、相対的で交渉され

たものであるとする。構築主義的オーセンティシ

ティは、個人の意識の中だけで形成されるもので

はなく、共同体の中で創造され共有されるもので

もある。『創られた伝統』［The Invention of 
Tradition (1983)］（訳注１）と題する著作の中で、ホ

ブズボウムとレンジャーは、一見したところ古代

のものと思われる伝統が、どのように現代的な目

的（観光を含む）のために創り上げられ、いかに

素早く共同体や国民の伝統の一部として受け入れ

られたかを探求した。イギリスの戴冠式や、ウェ

ールズおよびスコットランドのハイランドに対す

るロマンティックなイメージ、および国家の象徴

（例えば国旗や国歌など）は、すべてが意図的に、

そして愛国心と忠誠心、あるいは従属心を称揚す

るためにかなり 近になって創り出されたもので

あるが、いまだに共同体と訪問者の認識において

は真正 であると みなされ ているのである

（Hobsbawm and Ranger, 1983）。 
 観光産業とその関連メディアは、訪問者に提示

される商品の一部としてのオーセンティシティを

構築するビジネスに関与している。こうした「実

在」のバージョンは、ツーリストによって休日の

経験のパッケージとして受容されるようになって

おり、また観光産業とメディアおよびその他の利

害関係者たちが、「実在」の魅力的なバージョンを

創り出す力は相当なものである。実際に、ジョン・

アーリは、ポスト・ツーリストについて語る中で、

彼らが舞台化されたオーセンティシティを活発に

満喫する一方で、それが楽しむべきゲームである

ことに気づいてもいる、と述べている（Urry, 1990/ 
2002）（ポスト・ツーリズムの項参照）。 
３）実存的オーセンティシティは、個人がそれぞ

れ自身の内部で真実（truth）であるという実感を

創り出している、とする（Hughes, 1995; Wang, 
1999）。日々の生活の大変さゆえに、我々は自分

の本当の姿――仕事と責任感に抑圧されている、

もっと単純で遊び好きで自然な自分――を見失っ

ているのではないか、と不安になる。観光の典型

的行動とは、制約からのリラックスと解放であり、

感覚的な娯楽を基盤とするより単純で気軽なあり

ふれた行為を含む。したがって、観光自身は、堕

落した商業化的影響を及ぼすものとみなされうる

一方で、真正かつ自然な状態に至る方法となるこ

とも可能なのだ。客観的な立場よりもむしろ活発

な参加者として関与する観光客は、この実存的オ

ーセンティシティという感覚をより経験しようと

する傾向がある。オオイ（2002）は、ツアーガイ

ドのような文化的仲介者が存在せず、観光客が自

分自身を地域社会の一員であり文化を身体的に経

験していると感じるような場合、こうした傾向が

発生しやすいと指摘した。ある文化の範疇で（そ

れにしたがって）ふるまうことを実感すること、

たとえば踊りの形態に合わせて創造的に身体を適

応させるような行為は、実存的オーセンティシテ

ィという感覚を創造することである。 
 日常生活のなかでこのような実存的オーセンテ

ィシティを経験する機会や場所はあまり多くはな

く、そのためにそうした開放感を提供する環境は

次第に高く評価されるようになった。したがって、

キャンプやハイキングのような田舎と密接な関連

を生み出す観光の活動は、それらが個人に対して、
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自らを試し本質的な存在として再発見する機会を

与えるがゆえに人気があるといえる。これらの観

光客は、彼らが直面している場や対象よりも、む

しろ自分たち自身のなかにオーセンティシティを

求めているのである。ワン（1999）は、観光の娯

楽的環境においてより真実味を帯び、互いに結び

ついていく緊密な家族関係においても、実存的オ

ーセンティシティが経験されうる、と述べる。ま

た一方で、その他の関係性も同じく真正たりうる。

すなわち、同じ目的を共有する集団と共にいると

いう経験は、場所やイベントが二次的な重要性と

なる巡礼や人生儀礼と同種のものである。 
 
 このように、オーセンティシティとは、複合的

で社会的に構築された概念であり、ツーリズムに

適用される場合には問題が多く、また感情的に強

く訴えかけるものになる。ポスト・ツーリストは、

流行おくれの概念となったオーセンティシティに

無 意 識 で あ る 、 と 言 わ れ て き た （ Urry, 
1990/2002）。しかしながら、オーセンティックで

本物の経験に基盤を置くエコツーリズムとスペシ

ャル・インタレスト・ツーリズムのプロダクトお

よびそのビジネスの幅広さは、この概念がいまだ

に消費者にとって魅力的であることを示唆してい

る。 
 
【関連項目】ヘリテージ・ツーリズム、ポスト－

ツーリズム、ツーリストの眼差し 
 
【読書案内】 
Eric Cohen (1988)と Boorstin（1964）の著作と

同様に、ディーン・マキャネルの独創的な著作で

ある The Tourist (1976)は、オーセンティシティ

に関する研究にとって有意義なスタート地点であ

る。より近年の研究では、上述で大まかにのべた

論題について総合的な概要をまとめた Wang 
(1999)と Jamal & Hill (2002)の著作がみられる。 
 

【推薦図書】 
Boorstin, D. (1964) The Image: A Guide to 

Pseudo Events in America. New York:  
Harper & Row. 

Cohen, C. (1988) ‘Authenticity and 
commoditization in tourism’, Annals of 
Tourism Research, 15:371-86. 

Jamal, T. and Hill, S. (2002) ‘The home and the 
world: (post)touristic space of (in)authenticity’, 
in G. Dann (ed.), The Tourist as Metaphor of 
the Social World. Wallingford: CABI. 
pp.77-107. 

MacCannel, D. (1976) The Tourist: A New 
Theory of the Leisure Class. London: 
MacMillan. 

Wang, N. (1999) ‘Rethinking authenticity in 
tourism experience’, Annals of Tourism 
Research, 26 (2): 349-70. 

（訳注１）The Tourist は昨年日本語訳が出版さ

れた。ディーン・マキァーネル、安村克己、須藤

廣、高橋雄一郎、堀野正人、遠藤英樹、寺岡伸悟(訳)
『ザ・ツーリスト ―高度近代社会の構造分析 』

学文社、2012 年 8 月。  これは 1999 年版、

MacCannell (1999) The Tourist :A New Theory 
of the Leisure Class, University of California 
Press の翻訳である。 

（訳注２）E・ホブズボウム、T・レンジャー編、

前川啓治・梶原景昭他訳『創られた伝統』（文化人

類学叢書）紀伊國屋書店、1992 年 

【高根沢】 
 
【バックパッキング（Backpacking）】 

 
「バックパッキング」とは個人或いは少人数のグ

ループが行う独立した旅行であり、少ない手荷物

を持って行うことが多い、気ままなそして低価格

な旅行のことである。 
 
バックパッキングは、まさしく独立旅行の本質

を示すものである。無限な柔軟さがあり、通常の

観光とは異なるタイプの交通手段や宿泊施設を利

用する。バックパッカーは多くの場合「アンチツ
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ーリスト」として神秘化されてきた。とはいえ、

ゴアが典型だが、バックパッカーが前人未到の秘

境やエキゾチックな目的地として 初に“探検”

した場所では、彼らがパッケージ旅行やタイムシ

ェア旅行の先頭にたってきた。バックパッカーが

初に確認されたのは、ヒッピーや薬物文化が横

行する 20 世紀 60 年代、70 年代だが、上述の視点

から考えると、その源流はむしろシルクロードの

大半までさかのぼることができる。しかし、コー

エン（Cohen：2003）が描いているように、今日

のバックパッカーの旅は限られた旅行予算やＩＴ

による結果であり、バックパッカーは非制度化さ

れたツーリストの典型となっている。またプログ

（Plog：1974）が言うように、彼らは「他者中心

的」探検者である。（「自己と他者」を参照）。イン

ターネットでバックパッカーに関するウェブペー

ジをすばやく検索すれば、ある特定の特徴を見出

すことができる。すなわち、彼らは低コストで気

軽な旅を楽しみたい旅行者であると同時に、チャ

ンスさえあれば世界を見回り、ありとあらゆるも

のを体験してみたい勇敢な旅行者でもある。その

集団には、大学の進学を境とする、いわゆる「ギ

ャップ・イヤー」を迎える学生から、定年退職し

た人、あるいはストレスに満ちた仕事や生活から

ただ単に息抜きしたい人までさまざまな人が含ま

れている。 
バックパッカー・ツーリズムについての 近の

記述の多くは、主に次のような質問に対する回答

に基づいた研究によるものである。 
 
・どうして人々はバックパッカーになるだろうか。 
・彼らはどこを目的地に選ぶだろうか。 
・彼らはどのように旅をするだろうか。 
・時間とともにバックパッカーの経験はどのよう

に変わるだろうか。 
・バックパッキングは彼らのその後の生活にどの

ようなインパクトを与えるだろうか。 
 

一般的に、バックパッカーの主流を占めるのが若

者と学生とされてきたが、中年の危機に瀕し、バ

ックパッキングから生活の新たな視点や意味を見

出そうとする中高年の愛好者も増え続けている。

リ チ ャ ー ド と ウ ィ ル ソ ン （ Richards and 
Wilson ：2004）は、バックパッキングの目的が

放浪を経験することにあると捉え、それは現代社

会の疎外に対する反応だと指摘している。たとえ

ば、ハンナムとアテルジェビク（Hannam and 
Ateljevic：2007)の著作で、一部の研究者は、バッ

クパッキングを通して、多様なアイデンティティ

を表現し、新たな自由を求めようとする中年女性

の才能を論じた。バックパッキングはまた自己成

長の形式とも考えられている。リチャードとウィ

ルソンは、青年期におけるこのような長距離旅行

は主にユニークな経験を集め、自己同一性物語を

作り上げ、リスクや冒険の要素を楽しむ目的によ

るものだと示唆している。 
近の刊行物では、バックパッカーと彼らがさ

まざまな目的地で作った居住地との間の関係の細

部を調査した。リチャーズとウィルソンは、「グロ

ーバルな放浪者」がほとんどの観光客よりも物理

的・文化的障壁を容易に超越することができると

示唆している。しかしながら、旅の目的が「リア

ル」と「真実」な場所や人を経験するところにあ

るにもかかわらず、バックパッカーは他のバック

パッカーとの交友関係にとどまり、地元の人でさ

え簡単に見つからない地理的社会的な異種文化圏

を作り上げるだけで終わる場合が多い。リチャー

ドとウィルソンによると、これらの異種文化圏は

1960 年代からバックパッカーや旅行者によって

構築され、旅の過酷な真実から一時の休憩や「燃

料補給」の場として利用されてきた。その利用内

容は、熱いシャワー、なじみのある食べ物（洋食）、

インターネット利用、 新映画の鑑賞などに及ぶ。

それは、また自らの経験を他の旅行者と共有し、

自分の位置づけを「冒険者」と確認する場でもあ

る。「異種文化」が度を過ぎ、かえって数多くのバ
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ックパッカーから敬遠されるようになったバンコ

クのカオサンロードは、その一例である。 
 インターネットとＩＴ技術の普及による情報の

流動性の拡大、移動コストの低廉化（学生向けの

チケットや割引鉄道パスなどが原動力だとよく指

摘される）、及び代替的宿泊施設（ホテル、キャン

プサイト、コミュニティとボランティアツーリズ

ム）のネットワーク化はバックパッキングの世界

においてそれほど重要だと考えられていなかった

が、21 世紀に入って、その重要性が急激に増える

ことになる。組織化された旅行と比較すると、バ

ックパッキングは旅に費やす期間がより長く、複

数の観光名所を旅程に取り入れる。旅程自体が体

験のメジャーな部分を構成している点を見れば、

バックパッカーの旅はむしろ終点を目指すもので

はない。これは、旅はある目的地に到達するため

の必要な手段だとするパッケージツーリズムと対

照的になっている。結果として、バックパッカー

は既定の路線について周到に準備作業を進め、関

連情報を詳細に集めている。しかし、どこ、なに

を見学し、道中何をすべきかなどは、他のバック

パッカーの口コミに頼る場合が非常に多い。バッ

クパッカーの多くは自分のことを独立的で自由な

人間だと考えているようだが、むしろ前人がよく

通った道を自ら進んで選ぶ傾向がある。なぜかと

いうと、かれらは他のバックパッカーからアドバ

イスをもらったり、専らバックパッカーの聖典と

される『ロンリープラネットガイド』という書籍

に頼ったりしているから、である。 
 バックパッカーは他者や異文化との交流を積極

的に行う人たちだと想像されているが、コーエン

（2003）によると、実際に、バックパッカーは彼

らと同様の人に接することを求め、現地の人より

も他のバックパッカーとの交流により多く時間を

使う。コーエンは別の著作でタイの例を取り上げ、

バックパッカーが地元住民、とりわけ地元商品の

高級化に興味のある人たちに、拒絶される可能性

もあると指摘する。 

 ギャップパッキングやフラッシュパッキングの

ように、今日のバックパッキングはさまざまなパ

ターンに分かれている。前者に関しては、中等教

育を終えた卒業生が大学に入るまでの期間を利用

し行うもので、増加の一途をたどる。一方、後者

は前者とは根本的に違う。フラッシュパッキング

の実行者はボボス（Bobous）すなわち、ブルジョ

アの放浪者であり、iPod やデジタルカメラや PDA
など現代的な虚飾を持ち歩きながら、放浪者のラ

イフスタイルを取り入れる人たちのことを指す。

人類学者や『ナショナル・ジオグラフィック』誌

と契約を交わしたプロのカメラマンのように、彼

らはギャップパッカーや伝統的なバックパッカー

とは根本的に違う特殊な存在である。彼らは旅す

ることを生計とし、遠方にいる人間を観察し、そ

の観察結果を投稿することで、自分の研究を他人

の勉強に寄与させたり、またはそこから利益を得

たりしている。フラッシュパッカーは旅こそ上品

にこなすが、観察を行うために現地ではとてつも

ない質素な生活を送る。写真家の中でも、このよ

うなフラッシュパッキングを取り入れる人がいる。

たとえばアフリカで活躍している写真家、サバス

ティオ・サルガド氏はアフリカ大陸が直面してい

る危機的な状況を世界に発信し、警告した。 
 新植民地主義ツーリズムのように、バックパッ

キングをめぐって議論を呼ぶものもある。そこで

は、パワーダイナミックスはあくまで比較的裕福

な中高年（たまたまきわめて若い人がいるとして

も）の旅行者に味方している。バックパッキング

がツーリズムのより倫理的かつ持続可能な形式の

一つだと提示されているにもかかわらず、ホスト

―ゲストの関係構築は依然として困難に満ちてい

る。現実、特に大きな団体（たとえば、兵役が終

わった後、数多くのイスライル人のバックパッカ

ーがよく団体で旅にでる）になると、バックパッ

カーの行動は団体観光客のそれとの区別がそれほ

ど劇的なものではない。ゴアで行われるバックパ

ッカーのレイブパーティや、タイで行われる満月
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パーティを考えると、証拠は簡単に見つかるであ

ろう。とはいっても、中国の若者がこのよう西側

の習慣を取り入れはじめているのは、バックパッ

キングにおける西側の支配的状況がすでに変化し

ていることを示唆している。 
 
【読書案内】 
この領域における影響力のある研究は、エリック

コーエンが行った(2003; 2008)ものである。リチャ

ードとウェイルソン(2004)、ハンナムとアテルジ

ェビク(2007).の著作など、 近、関連の出版物も

増えている。 
 
【推薦図書】 
Cohen，E. (2003) ‘Backpacking，diversity and 

change'，Journal of Tourism and Cultural 
Change ，1 (2): 95-110. 

Cohen，E. (2008) ‘Death of a backpacker: 
incidental but not random' ， Journal of 
Tourism and Cultural Change，6 (3): 202-28. 

Hannam ， K.and Ateljevic ， I.(eds) (2007) 
Backpacker Tourism: Concepts and Profiles. 

Clevedon:Channel View 
Richards and Wilson (2004) The Global Nomad: 

Backpacker Travel in Theory and Practice. 
Clevedon: Channel View. 

【戴】 
 
【 ビ ジ ネ ス ・ ツ ー リ ズ ム （ Business 

Tourism）】 

 
ビジネス・ツーリズムは就職あるいは商業目的の

旅行を行う人々の旅行や宿泊を意味する。集会、

セミナー、会議、展示会、見本市、コーポレート・

ホスピタリティを含む。 
 
 ビジネス・ツーリズム、コンファレンス・ツー

リズムは主に過去 50 年に展開してきた近代的な

現象であるが、集会、政治、商業や公益のための

旅行はローマ時代かそれ以前にさかのぼる古代の

慣習でもあるとロジャース（2003）は指摘してい

る。それが現代に復活し、ビジネス・ツーリズム

は過去 10 年から 15 年の間に急成長し、1990 年

代以後、会議施設には巨額の投資が行われている。

過去 10 年間、ビジネス・ツーリズムへの支出は

53 パーセント増加したと推定され、英国の場合、

ビジネス旅行者は 2000 年代初めまでに余暇旅行

者を上回り、旅行者の全支出額の 3 分の１までを

成 す に 至 っ て い る 。（ Business Tourism 
Partnership, 2005） 
デヴィッドソンとコープ（2002: 3）は、ビジネ

ス旅行を「旅行者の就職またはビジネス上の目的

に関係したすべての旅行」と記し、またＩＭＥＸ

（2006）は「集会、会議、展示会、ビジネス・イ

ベント、褒賞旅行、コーポレート・ホスピタリテ

ィに毎年参加する数百万人のグループのための供

給活動」をビジネス・ツーリズムとして定義して

いる。しかしながら、「ビジネス・ツーリズム」と

いう用語についてはいくつかの論議があり、多く

の研究者、実務家はビジネスとツーリズムはまっ

たく相反するものであると見ている（例えば、ツ

ーリズムは仕事の息抜きというように伝統的に余

暇活動と見られてきた）。今日も仕事の時間と余暇

の時間を区別することがむずかしい場合があり、

結局両者の組み合わせが一層広まっている。例え

ば、多くのビジネス用ホテルはゲストのためにゴ

ルフコースや浴場を準備し、また多くのレジャー

用ホテルは会議用の施設やインターネット接続を

提供している。デヴィッドソンとコープ（2002）
は、ビジネス・ツーリズムはより自然発生的な形

の仕事であり、グループで実施されることが多い

とし（例：コーポレート・ホスピタリティ、見本

市、会議、報奨旅行など）、出張旅行とビジネス・

ツーリズムを区別している。また、スウォブルッ

クとホーナー（2001）は、出張旅行は人々を一つ

の場所から別の場所へ移動させるものでありなが

ら、必ずしもツーリズムを含むものではないと示

唆している（例：一日で終わる集会、会議、セミ
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ナーなど）。 
 
出張旅行とビジネス・ツーリズムの主な活動は

次の通りである。 
・個人の出張旅行（例：選ばれた土地での仕事

の遂行のための旅行） 
・集会（例：会議、ワークショップ、セミナー、

年次総会、新商品の発表など） 
・展示会（例：見本市、物品店など） 
・褒賞旅行（例：好成績を収めた従業員への褒

賞として提供される旅行） 
・コーポレート・ホスピタリティ（例：重要顧

客や VIP に親密感を抱かせるためのぜいたくな

娯楽旅行など） 
デヴィッドソンとコープ（2002）より

 
スウォブルックとホーナー（2001）は、出張旅

行とビジネス・ツーリズムについて 15 のカテゴリ

ーを明確にした。すなわち研修コース、就職のた

めの短期間の移住、学生・教師の交換、マーケッ

トまたは消費者への商品の受け渡し、所属基地か

ら離れる軍事活動、慈善奉仕活動、外交活動、さ

らに通勤も加えている。スウォブルックとホーナ

ーはこれらのカテゴリーをさらに下位区分するこ

とにより、この分野の複雑さを示している。ビジ

ネス・ツーリズムのマネジメントもまた非常に複

雑であり、複数の異なるセクターを包括するもの

であるが、そこには単に交通手段や宿泊施設の提

供者だけでなく、出張旅行エージェント、展示会

社、イベント運営会社、ケータリング・サービス

業者などの専門家の仲介業者も含まれるのである。 
「Meetings（集会）、 Incentives（褒賞）、

Conferences（会議）、Exhibitions（展示会）」を

要約した MICE という言葉も出張旅行とビジネ

ス・ツーリズムの分野で頻繁に使われるが、多く

のプロの間で常に好んで使われるものではない

（Devidson & Cope 2002）。ラドキン（2006）に

よれば、MICE に従属する個々の事業はそれぞれ

非常に異なった性格を持っており、この違いを十

分理解する必要がある。それぞれの事業は類似し

た宿泊施設のニーズやテクノロジー上の要求を抱

えているかもしれないが、それぞれが異なる方法

と異なる業者によって運営される必要がある。例

えば、コンファレンス・ツーリズムは余暇の要素

や社交会のような面を持つことが多いが、報奨旅

行は従業員への褒賞としての旅行であれば、ほと

んど余暇のためのものである。一方、ビジネス目

的の集会ではそれ以上のサービスは求められない。 

Business Tourism Partnership（2005）はビジネ

ス・ツーリズムの主要な特徴は、それが他の形式

のツーリズムよりも高い品質と高い成果のものに

なることであると示している。ビジネス・ツーリ

ズムは、季節に関係ないがゆえに年中を通しての

受注機会を作ることができるという理由もあって、

他のツーリズムよりも持続可能であると言える。

また、関係業界の投資を促しインフラを改善させ

ていくかもしれないという意味で触媒的な働きも

できる。出張旅行者の多くは楽しめた出張先に余

暇のために家族や友人たちと戻って来やすい。 
以上から、ビジネス・ツーリズムは高度に収益

力のある魅力的な分野である。しかし、同時に想

像以上に競争が激しく 高品質の施設やサービス

の必要は途方もなく大きいということでもある。

ビジネス・ツーリズムはグローバルな規模で増加

しつつある一方で、ヨーロッパの都市や観光地は、

より良質の施設を提供できる北米、オーストラリ

アと激しく競っている。例えば、MPI（Meeting 
Professionals International）の 2006 年の調査で

は、ヨーロッパはアジアからの観光客の高まる関

心に十分対応できていないと指摘しているが、そ

れはヨーロッパ諸国の多くが急成長しているマー

ケットに向けた適切なサービスとインフラを持っ

ていないからである。特に中央および東ヨーロッ

パに当てはまることであり、エコノミック・イン

テリジェンス・ユニット（Economic Intelligence 
Unit（EIU））の 2004 年の広範な調査によれば、
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上位 20 に入るヨーロッパの都市はウィーン、チュ

ーリッヒ、ジュネーブ、コペンハーゲン、ストッ

クホルムだけである。EIU はビジネスおよび会議

目的に使用される世界のベスト及びワースト都市

について調査を行なった。その際に、安定性、ヘ

ルスケア、文化、環境、インフラと費用という 5
つの大きなカテゴリーを選んでいる。 も重要な

項目は、良質のホテルの利用可能性、食品と飲料

の質、公共交通機関およびタクシーの効率性、空

港への距離、気候、そして一日あたりの費用であ

る。この結果、カナダ、アメリカ、オーストラリ

アの都市だけが上位 10 を占めてしまった。ただし、

アメリカの諸都市はテロへの不安とそれに対する

厳しい安全対策のために、ビジネス市場で近年は

ヨーロッパ勢に負けつつあることも指摘されてい

る（USA TODAY, 2006）。さらに国際会議協会

（ International Congress and Convention 
Association（ICCA））の 2007 年の研究によれば、

トップ５の国はアメリカ、ドイツ、スペイン、イ

ギリス、フランス、トップ 5 の都市はウィーン、

ベルリン、シンガポール、パリ、バルセロナであ

ったことも付け加えておきたい。 
ビジネス・ツーリズムに関わる将来の主要成長

マーケットはアジア、特に中国とインドで成り立

つ公算が大きい。MICE 専門見本市（EIBTM）の

2004 年の調査では、女性と高齢グループの旅行者

の増加も期待される。ラドキン（2006）は、受入

れ地は身体障害者へのもてなしも準備しておく必

要があると指摘している。また、ビジネス・ツー

リズムはいくつかの外部要素にも対応しなければ

ならない。例えば、地球規模の気候変動は、燃料

コストを押し上げることは避けられず、出張旅行

の範囲と内容に影響するだろう。各企業も、どの

出張が重要か、出張ではなく新技術の利用（例：

テレビ会議など）で足りるか、より慎重に選択し

なければならなくなるだろう。世界規模で広がっ

ているテロの海外旅行への多大の影響を考えるな

ら、企業も従業員の 大限の安全を確保するため

に目的地を慎重に選ぶことになるだろう。競争の

激化と旅行者の要求水準の高まりはビジネス・ツ

ーリズムの旅行地にも運営者にも大きな課題を与

える。既存および新興の目的地の両方にとって現

実的な難題である。 
【澤山】 

 
【関連項目】スペシャル・インタレスト・ツーリ

ズム 
 
【読書案内】 
この分野の 良の教科書の例として、Swarbrooke 
and Horner（2001）と Davidson and Cope（2002）
の 2 つを挙げる。一方、会議に焦点を合わせた

Rogers(2003)のように、ビジネス・ツーリズムの

特定の側面に焦点を合わせた新刊も出てきている。

ビジネス・ツーリズムは急成長中で絶えず変化し

ているツーリズム部門であり、これらの本の内容

はすぐに時代遅れになるかもしれない。国際会議

協会の統計（www.icca.world.com）など、 新の

統計を参照すべきである。【小槻】 
 
【推薦図書】 
Davidson, R. and Cope, B. (2002) Business 

Travel: Conference, Incentive Travels, 
Exhibitions, Corporate Hospitality and 
Corporate Travel. New Jersey: Prentice Hall. 

Rogers, T. (2003) Conferences and Conventions: 
A Global Industry. Oxford: 
Butterworth-Heinemann. 

Swarbrooke, J. and Horner, S. (2001) Business 
Travel and Tourism. Oxford: 
Butterworth-Heinemann. 

【澤山】 

 
【危機管理（Crisis Management）】 

 
ツーリズム産業における危機管理とは観光目的地

や観光産業が、自然に或いは人為的に発生する突

発的な災害や災難に対応する手段または方法のこ
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とである 
 
ここ数年、数多くの目的地において自然的政治

的災害が増えることによって、観光産業における

危機管理は必要な一環となった。フォークナー

〔Faulkner (2001:135)〕 が述べたように、「地球

の隅々に散在する観光目的地がその国の歴史のど

こかの段階でひとつまたは複数の形の災害を確実

に経験することになるだろう。」ビジネスおよびマ

ネジメントの諸研究において、危機管理は既存の

研究領域として四十年近くの歴史を誇っている。

しかし、90 年代の後半になって、ツーリズムの研

究者と業界関係者はようやく公の場でそれを取り

上げ、業界の慣行としてのガイドラインの作成に

取り掛かった。規模から言うと、今日の観光業は

すでに石油産業についで世界二位の地位に着いた

〔WTTC，2008a〕にもかかわらず、危機にはも

っとも脆弱なもののひとつである。観光地の評判

やイメージは危機によって打撃を受け、その影響

が何年も続くことになる。 
危機は組織的、産業的、地域的、国家的及び国

際的レベルで起きる。あるところで起きる一回限

りの事故（たとえば爆弾や拉致など）でも観光地

ないし国家全体に何年も影響を与え続ける。ハリ

ケーンや大津波などのような災害は、地域全体に

影響をもたらす。地域や国家規模の事件はその後

の観光産業全体に長期間の影響を及ぼす。（たとえ

ばニューヨークで起きた 9.11 事件）。SARS、鳥イ

ンフルエンザ（H5N1）、口蹄疫など空気感染の病

気はもとより、感染症の多くは国境を簡単に越え

ることができ、一つの地域あるいは国にとどめる

ことはではない。（たとえば、2003 年に、SARS
が中国からカナダに飛び火したのは国際旅行によ

るものであり、また 2009 年に新型インフルエン

ザ(A/H1N1)（訳注１）がメキシコからほかの国まで広

まった。） 
これまでの数年間、多くのツーリズム学者や研

究者は危機のカテゴリー化作業を試みた。フォー

クナー(2001)は危機と災害の区別を指摘し、観光

地の管理者の多くはコントロール能力が極めて欠

如しているため、災害による壊滅的な影響に備え

ることがまずできないとしたうえで、周到なプラ

ンや管理体制は危機を回避することに寄与できる

と示唆する。 
 
アクタスとガンル〔Aktas and Gunlu (2005)〕
は災害や管理の失策が危機につながる仕組みを

次のように指摘する。 
 
引き金となる事件：危機は予期せぬ事件の結果

として、または事件の流れが短期間で悪化し、

明らかな変化を引き起こす可能性があるものと

して、既存構造あるいは危機に見舞われた観光

地の生き残りへの挑戦となる。 
 
脅威とダメージ：危機の引き金とされる事件が

もたらす衝撃は極めて重大である。短期的なダ

メージを一瞬に経験することが、パニックを引

き起こし、直接に影響を受けた諸領域における

コントロールを失わせ、観光地の効果的な機能

に脅威をもたらす可能性がある。 
 
行動の必要性：長期的な影響を避けるために、

中枢部門と業界関係者の協力の下で、緊急かつ

専門的な措置をとる必要がある。 
 

 
危機が発生する可能性は、気候変化の影響やグロ

ーバルなテロリズムの増加によって増え続けてい

る。一般的に予測不可能とされる経済の衰退や政

治的不安定も観光産業に大きな打撃を与える。観

光産業が直面する挑戦は、起こりうる危機または

起きた危機を対処するだけでなく、いつでも危機

に備え、且つ適切に処理できる体制を如何に構築

するかというところにある。したがって、いかな

る危機にも対応できる危機管理体制を構築し、ス
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タッフを訓練することがおそらく必要不可欠であ

ろう。 
 観光産業に打撃を与えうる危機は次のようもの

があると考えられる。 
・テロリズム 
・病気 
・食中毒 
・感染病 
・政治的動乱（例えば暴動、騒乱） 
・自然災害（例えば地震、ハリケーン、火災、火

山噴火） 
・犯罪 
・拉致 
・戦争 
 
近年起きた 悪な自然災害は、例えば 2005 年に

アメリカを襲ったハリケーンカトリーナ、2005 年

にパキスタンで起きた大地震、2004 年と 2005 年

にインド洋で連続して起きた津波などがある。一

方、9.11 以降、グローバルなテロリズムも急増し

ている。例えば、インドネシア・バリ島で 2002
年に起きた爆弾テロ事件と 2005 年に起きた同時

爆弾テロ事件、2002 年にケニヤ・モンバサ近郊で

起きた爆弾テロ事件、2005 年のロンドンにおける

連続爆弾テロ事件などである。このような偶発的

な事件はエジプトやイスラエルのような観光地で

常態化する傾向が現れている。保健の危機もツー

リズムに悪影響を及ぼす。例えば 2001 年にイギ

リスで爆発的に流行した口蹄疫、2002 年と 2003
年に蔓延した SARS、2005 年にアジアで流行した

鳥インフルエンザ（H5N1）、2009 年にメキシコ

で起きた新型インフルエンザ（A/H1N1）、いまだ

に歯止めがかからないアフリカでの HIV 感染の

拡大などである。たとえそれがひとつまたは二つ

のホテルだけで起きたものだとしても、食中毒の

発生も（例えばドミニカ共和国で起きている事件）

観光地の評判を落とす恐れがある。まれではある

が、旅客機の墜落といった大きな交通災害は観光

に深刻な影響を与える可能性がある。例えば、

1994 年にスウェーデンとエストニアをつなぐフ

ェリーが沈没した事故で、1000 人近くの人が命を

失った。言うまでもなく、9.11 事件で航空産業が

受けた壊滅的な影響は、何ヶ月間ないし数年間も

続いていた。一般的にテロリズム、戦争、社会的

不安定、長期的衝突などを含む政治的脅威は、そ

の他の危機よりも持続的で深刻な影響を観光地に

与える〔Ataks and Gunlu ，2005〕。観光者を拉

致することは、エジプト、カシミール、しいて言

えばトルコ（例えばアララト山の近くで起きたド

イツ人観光客拉致事件）においても普通な政治的

行為と化している。南アフリカ政府は犯罪の増加

によって観光者の数が減ることに苦労している。

2010 年当該国で開催される予定のサッカーワー

ルドカップの治安も心配されている。 
危機による影響は多種多様であり、何年間も継

続するものもあれば、短期間で収束するものもあ

る。それは主に世界や公衆に向けて関連ニュース

を発信するメディアの種類にかかわる問題である。

ほとんどの国において、メディアのセンセーショ

ナリズムや各種のバイアスがはびこっており、そ

れによって誇張した事実が伝達され、パニックや

混乱が引き起こされる結果となる。 
 
危機による典型的な影響 
・ビジネスの倒産 
・主要な仕事が失われる 
・観光客は金銭を失い、休日が台無しになる 
・甚大な影響がさまざまな領域や観光地の魅力

に及ぶ 
・環境が深刻な打撃を受ける 
・地元の人または観光客が負傷、あるいは殺害

される。 
・観光客が恐怖を感じ観光地から遠ざかる。 
・イメージが受けるダメージが長期化する 
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危機管理は失敗しがちなので、グローバルなガイ

ドラインが用意されていた。危機に備える際、問

題のひとつとされているのは、災害や攻撃の発生

する可能性が低くても、その影響が極めて高い点

である。危機管理の計画は保険掛けに似ていると

ころがある。即ち高価ではあるが使用するチャン

スはめったにない。かといって、かけておかない

と無謀だと思われる。危機が発生する際、迅速且

つ緊急な対応措置をとる必要がある。災害が起き

てからプランなどを用意する時間的な余裕がない

からである。パタ〔PATA (2003) 〕は、危険な兆

候をどのように早期察知し、危機が発生したら如

何にしてその影響を低減させる方法を学習するの

は、観光地がたどるべきプロセスであると指摘し

ている。スタッフは危機処理と対応方法について

の訓練を受けなければならない。例えば、PR、即

ちメディアを管理し、公衆を宥めるのは特に重要

で、その対応は迅速さと積極性を要する。回復期

も難しいものであり、仕事に復帰するまでスタッ

フはサポートや自信回復を必要とする。 
総じて言えば、危機による影響及びその後の管

理は危機発生の突発性や重大さにかかわる。とは

いえ、多くの観光地政府や業界人はすでに即時反

応の重要性、メディアに対する入念な管理の必要

性及び関係者総動員の重要性と、危機を経験した

ことのある他の観光地から根気強く学習すること

のメリットに気づいた。今日、業界人に有用なガ

イドラインや出版物が多数用意されているため、

ツーリズムにおける危機管理は日々改善されてい

る。 
 
【関連項目】ツーリズム計画 
 
【読書案内】 
近年、関連書籍が多数出版されている。例えば、

グラエサー（Glaesser 2006）の著作、ローズ

（Laws）らが編集した事例集、プロッフとホッシ

イ（Proff and Hosie 2009）の著作。ツーリズムの

定期刊行物でも関連の文章が見つけられる。実用

的なガイドラインを提供する工業志向の刊行物に

も参考となるものがある。例えば PATA（2003）
Crisis - It won't happen to us! 
(www.pata.org/patasite/fileadmin/docs/general/
CrisisJune07.pdf) 
 
【推薦図書】 
Glaesser，D. (2006) Crisis Management in the 

Tourism Industry. Oxford: Butterworth- 
Heinemann. 

Laws, E., Prideaux, B. and Chon, K. (eds) (2006) 
Crisis Management in Tourism. Wallingford: 
CABI. 

Proff, C. and Hosie, P. (eds) (2009) Crisis 
Management in the Tourism Industr: Beating 
the Odds? Aldershot: Ashgate. 

（訳注１）原文は‘swine flu’。国立感染症研究

所は「パンデミック(H1N1)2009」と呼んでいるが

（国立感染症研究所「パンデミック（H1N1）200
9」、http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza
/）、ここでは厚生労働省の表記に従った（厚生労

働省「新型インフルエンザに関する Q&A」（http:
//www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kans
enshou04/02.html）。 
【戴】 
 
【デスティネーション・マネジメント 

（Destination Management）」 

 
デスティネーション・マネジメントとは、一般的

には目的地のマネジメント組織によって行われる、

観光目的地における観光計画の策定およびマネジ

メントと調整の過程を意味する。 
 
デスティネーション（目的地）とは、訪問者の休

日経験の多くが行われる場所である。それは大抵

の場合、訪問者が滞在し、観光活動の多くを実践

する場所である。端的に言えば、目的地とは海岸

リゾートや都市中心部、または自然保護区という
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ことになるが、一方で目的地は地理的規模および

行政管理の範囲によってさまざまに区分され、そ

れゆえに定義することが困難である。スミスは、

観光の目的地を識別するうえで役に立つ一連の基

準を提示した（S. L. J. Smith 1995:199）。これら

の基準は、識別を可能とする一連の特徴を必要と

する。すなわち、十分な観光インフラストラクチ

ャー、一つ以上の共同体や観光資源をサポートす

る地域、既存の観光資源の存在感や人気の高い観

光資源を発達させる可能性、観光計画の策定およ

びマーケティング組織をサポートする能力、そし

て 後に、大規模な人口拠点へのアクセスの容易

さ、である。 
 目的地は、デヴィッドソンとメイトランドが指

摘するように、観光産業にとって極めて重要であ

る。 

 目的地は、訪問意欲を刺激し動機づけるがゆえ

に、関心をひきつける焦点であり、ツーリスト・

プロダクトの大部分が生産される場所である。結

果として、観光産業の多くはこうした目的地にお

かれ、その影響のほとんどがその場所で経験され

ることになる。（Davidson and Maitland, 1997:3） 

したがって、観光目的地は、訪問者および現地の

共同体と観光インフラストラクチャーにとってホ

ストであり、およびこれらの間の相互作用は、正

負の一連の影響をもたらしうる。こうした影響の

可能性があるからこそ、慎重なデスティネーショ

ン・マネジメントが必要なのである。 
 目的地の特性をより詳細に検証していくと、以

下に挙げる“4 つの A”（4As）として時折言及さ

れるような、いくつかのコア構成要素を含む傾向

がみられる（Page et al., 2001:245）。 
 
・ アトラクション：自然、文化、またはイベント 
・ アメニティ：ホテル、レストラン、お店、ツア

ーガイド 
・ アクセス：交通の基盤設備 

・ 補助的サービス：観光案内、銀行、その他 
 
これらのコア構成要素の多様性は、目的地に関与

する利害関係者の幅広さを示唆しており、結果的

に、デスティネーション・マネジメントは、ホス

ト共同体や観光産業、公共部門、または観光客自

身のいずれのものであれ、確実にこれらすべての

関心が満たされることを求められているのである。

また、その質について一貫した水準を確保するた

めに介入することも求められており、インパクト

のマネジメントとデスティネーション・マネジメ

ントは、競合関係にあり続けることになる。 
 デスティネーション・マネジメントは、目的地

それ自体と同様に、国家レベルから地方（州・県）

を経て市町村レベルにいたるまで、様々な段階で

機能し得るデスティネーション・マネジメント組

織（Destination Management Organization 以下、

DMO）によって取り組まれるようになりつつある。

DMO の具体的な例としては、Tourism Australia
（国営組織）、Ibiza Travel（地方組織）、Brighton 
and Hove Visitor and Convention Bureau（市営

組織）などが挙げられる。DMO は、政府のツー

リズム部局や民間組織、または官民合同協働体制

にもなりうるので、その構造という観点において

は多様なものとなる。世界観光機関によって 近

行われた DMO に関する世界規模での調査による

と、国家レベルでは、ほとんどの場合 DMO は政

府省庁または政府に報告義務のある機関であり、

地方（州・県）レベルでは、地方・現地の行政機

関または責任のある機関であることが多かった。

しかし、市レベルとなると、DMO は官民協働体

制となる傾向がより強いということが分かった。

明らかに、これらの構造のいずれもが、デスティ

ネーション・マネジメントについて非常に異なる

組織哲学をもっている。またこの世界観光機関に

よる DMO 調査が、デスティネーション・マネジ

メントとプロモーションに も有効な組織は官民

協働のものである、という点を強く認めている点
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は興味深い（WTO, 2004b）。 
リッチーとクラウチによると、DMO は、目的

地のマネジメントとプロモーションのために実施

するべき９つの中核的な任務があるという

（Ritchie and Crouch, 2003）。これらの任務は、

内部的な任務と外部的な任務として定義される。

内部的な任務は、組織の構築と運営、予算管理、

コミュニティとの関係、および広報からなり、一

方で外部的任務とは、ビジター・サービスとマネ

ジメント、マーケティング調査、および資本管理

である。 
 DMO に必要とされる内部的任務に関して、多

くは純粋に運営的なものであるが、もっとも特徴

的な点は、メンバーおよびコミュニティとの関係

に対する責任である。DMO のメンバーは、地元

のツーリズム産業の利害関係者として同定された

人々であり、年会費の見返りとして、DMO の支

援で恩恵を得ることができる人々である。これら

の恩恵は、ネットワークを広げ、自らの能力を高

める機会も含まれる。メンバーとの仕事と同様に、

DMO は、DMO の仕事に対する注目度を高め、か

つその地域コミュニティ内におけるツーリズムの

重要性について人々を教育することを通じて、よ

り広いコミュニティとの連携を図らなければなら

ない。こうした意識喚起は、住民に“その日だけ

の観光客”となってもらい、自分の地域の魅力を

発見してもらう、というようなかたちをとること

も可能である。 
リッチーとクラウチが特定した外部的な任務と

は、マーケティングとビジター・マネジメント、

および資源管理といった、DMO の労力のほとん

どが注入される分野にある。 
マーケティングは、競争力を持ち続けたいと望

むあらゆる目的地にとって不可欠な活動であり、

ツーリズムにおけるマーケティングはしばしば単

なるプロモーション活動とみなされがちであるが、

成功するデスティネーション・マーケティングと

は、主要マーケットの特定と目的地への関心およ

びイメージの評価、明確なブランドの展開、主要

マーケット内での目的地の地位の確立、ロゴおよ

びプロモーション広報活動の展開、新しい経験の

展開と価格設定の特定、を含む（Ritchie and 
Crouch, 2003:189）。デスティネーション・マーケ

ティングの詳細について関心のある読者は、パイ

クの Destination Marketing（Pike, 2008）を参

照されたい。 
ビジター・マネジメントもまた、デスティネー

ション・マネジメントの鍵となる要素である。こ

れは、訪問前と訪問中、および訪問後におけるビ

ジター経験のマネジメントを含む（Shackley, 
2004）。訪問前は、コールセンターや観光案内所、

近年増えているインターネットの利用によって、

観光案内と予約サービスを提供することが重要で

ある（e-tourism を参照）。目的地では、目的地内

での訪問者の流れを促すようデザインした適切な

標識とインタープリテーション、および価格設定

の戦略によって、ビジター経験をマネジメントす

る必要がある。また実施されるビジター・マネジ

メントのアプローチは、目的地自身の性質に依存

することになるだろう。たとえば、大勢の訪問者

を惹きつける繊細な歴史的あるいは自然的な環境

は、ハイシーズンに異なる価格設定を行い、私的

な交通手段によるアクセスを規制し、時間制限の

ある入場券を設定し、訪問者の行動が目的地にど

のように影響を及ぼしうるかを説明するビジタ

ー・インタープリテーションを行うことでその場

所への訪問者の数を制限する、といったアプロー

チを好むだろう。ヴェニス・カード（訳注 1）やブダ

ペスト・カードといったデスティネーション・ス

マートカードは、アトラクションや公共交通機関

と駐車場に対する訪問者の前払いを可能にし、訪

問者の流れの管理と訪問者とのその後の関係の維

持を容易にすることで、ますます重要なビジタ

ー・マネジメントのツールとして用いられるよう

になっている。 
資源管理とは、人工的、自然的、および文化的
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な環境に対する DMO の責任を意味する。すでに

上記で規定したように、ツーリズムによってもた

らされる影響の多くは、自然環境における汚染や

侵食や種の減少であれ、市街中心における歴史的

建造物の損傷やインフラへの過剰負荷であれ、ま

たは社会文化的景観における宗教や価値体系、芸

術・工芸などへの影響であれ、その目的地自身に

おいて生じるのである。これらの問題に焦点を当

てるために目的地において実施される対策は、環

境影響評価（EIAs）と、環境許容限界（LACs）
の設定とゾーニングによる目的地の具体的な許容

限界の創設を含む（これらの対策に関しては、持

続可能なツーリズムの項目を参照のこと）。 
ツーリズムは地球規模で成長し続けているため、

そのツーリズムが依存する資源を保護し、多様な

次元で関与する利害関係者の必要と期待を管理し、

価値ある観光経験（visitor experience）を保証す

るために、目的地のマネジメントはますます重要

になってきている。 
 
【関連項目】e-ツーリズム、持続可能なツーリズ

ム、都市ツーリズム 
 
【読書案内】 
デスティネーション・マネジメントの分野につい

てさらに詳しく知るうえで、パパテオドロウ著

“ Managing Tourism Destinations ”

（Papatheodorou, 2007）は有意義であろう。世

界 観 光 機 関 に よ る “ Practical Guide to 
Destination Management”も、タイトルの示す

如く、実践的な内容の良書である。 
 
【推薦図書】 
Papatheodorou, A. (ed.) (2007) Managing 

Tourism Destinations. Cheltenham: Edward 
Elgar. 

Pike, S. (2008) Destination Marketing. London: 
Butterworth-Heinemann. 

Ritchie, J. R. B. and Crouch, G. I. (2003) The 
Competitive Destination. Wallingford: CABI.  

WTO (2004) World Tourism Organization 
Survey of Destination Management 
Organisations. Madrid: UNWTO 

 
（訳注１）イタリア、ヴェネツィア観光で販売さ

れている主要観光サービスの割引特典カー

ド。http://www.hellovenezia.com/index.php?opt
ion=com_content&view=article&id=173&Itemid
=153&lang=en 
【高根沢】 
 
【ツーリズムの経済的側面（Economics of 

Tourism）】 

 
ツーリズムの経済的側面とは、ツーリズムがグロ

ーバル経済、各国経済、各地域経済に対して行う

貢献を指す。所得、雇用、輸出などが含まれる。 
 
世界旅行産業会議（ The World Travel and 
Tourism Council：WTTC）の 2008年の報告書は、

グローバルな経済活動と雇用へのツーリズムへの

寄与は今後 10 年間増加を続けるだろうと推計し

た。旅行産業（Travel and Tourism）（訳注１）は多数

の経済領域に寄与している。たとえば、 
 
国民総生産（GDP）：2008 年、GDP への寄与

は旅行者受入国で平均 10％前後であった。 
雇用：2008 年、就業者の約 11 分の 1 がツーリ

ズム分野で雇用されていた。 
輸出：2008 年、諸外国からの旅行者及びツーリ

ズム財からの輸出収入は輸出総額の11％を生み

だした。 
 
これらの統計値は少なくとも 2018 年までは増加

が続くと見込まれる。このように、ツーリズムは

今後長年にわたり世界経済において主要な役割を

担うだろう。 
経済全体に焦点を合わせる経済学を「マクロ経

済学」と呼ぶ。ツーリズムのマクロ経済学研究は

http://www.hellovenezia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=153&lang=en
http://www.hellovenezia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=153&lang=en
http://www.hellovenezia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=153&lang=en
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経済成長、国際収支、雇用、支出に集中する傾向

がある。ツーリズムはこれらの領域すべてに大き

く寄与するので、大半の政府には魅力的な政策手

段と思えよう。だが、ツーリズムの貢献は、環境

と社会に及ぼすコストと比較して検討すべきであ

る。政府はツーリズムが外貨――特に、米ドル、

ユーロ、英ポンドのように従来から強い通貨――

を稼ぐ力に惹かれる。その外貨は国際収支、つま

り一定期間（通常一年）の他国との貿易と金融取

引の収支をプラスに導く。ツーリズムは GDP、す

なわち一定期間に一国経済が生産する財とサービ

スの総市場価値に寄与しうる。雇用もさまざまな

レベルで――常勤で季節に左右されないのが理想

だが――創出される。ツーリズムは（たとえば、

外国企業からの）投資を誘致するのにも役立つ。

初期支出の増加がより多くの国民所得の増加に結

びつくという収入乗数効果も促せる。 
しかし、政府の経済発展アプローチにも、ツー

リズムのマクロ経済的な便益を計算する研究方法

にもいくつかの問題が伴っている。開発途上国や

相対的に産業がほとんどない国（例：小島嶼国）

はツーリズムを経済的に非常に魅力あるものと見

がちで、ツーリズムへの高い依存を招く場合もあ

る。ツーリズムへの依存度が高い国では、ツーリ

ズムの GDP への寄与率が 50％かそれ以上になり

うる（例：カリブ諸島、南太平洋の島国など）。こ

れは、もし何かの要因（自然災害やテロなど）で

その国のツーリズム産業が突然だめになれば、リ

スクを伴う状態である。また、ツーリズムのため

の専門知識などを外国から輸入する場合、人々が

帝国主義体制や外国の支配を受けていると感じて、

社会的文化的な問題を引き起こす可能性もある。

（かつて植民地化された歴史を持つ国には微妙な

問題である）。このような事情から、多くの国は外

国からの投資や労働力の流入を制限しようとして

いる。 
ツーリズムに依存した国は他の経済部門を強化

し、ツーリズム産業とより強く関係付ける必要が

ある。例えば、経済的漏損をもたらす外国品を輸

入するかわりに、（例えば、供給を増やす農耕・漁

獲方法を開発することで）自国品の生産を増やす

試みをしても良い。ツーリズムの類型もまた、経

済的漏出の規模に影響するだろう。例えば、諸経

費すべて込みのパッケージ旅行は、収入の大半が

外国ツアーオペレーターやホテルチェーンに還流

してしまい、目的地にとってよくない場合が多い。

カリブ海地域や南太平洋地域などの小島嶼国では

域内協力を強化し、地域外から財や労働力を輸入

するのではなく、互いに財や労働力を供給するよ

う合意することもできるだろう。 
ツーリズムへの支出を他の国民支出から分離す

るのは困難なため、現在、多くの国はツーリズム・

サテライト・アカウント（Tourism Satellite 
Accounts：TSA）（訳注１）を編纂している。TSA を

用いる国々はますます増えており、一国のツーリ

ズムの経済的重要性を計測する方法として推奨さ

れるようになっている。TSA の手法は世界貿易機

関（World Trade Organization, WTO）や国連、

OECD、ユーロスタット（訳注：欧州連合（EU）

の統計担当部局）にも認められている。TSA は、

広範な経済活動に対するツーリズムの価値を明ら

かにするために、ツーリズムに関する諸調査を用

いる。たとえば、諸調査からの訪問旅行客の支出

データ、国民経済計算からの産業データなどがあ

る（Tribe 2005）。TSA は、ツーリズム部門の規

模、ツーリズム需要の性質、ツーリズム部門にお

ける供給の実態、GDP や雇用へのツーリズムの直

接的寄与を測る正確な基準を提供する。サテライ

ト勘定は、各国の国民所得計算を再編成し、ツー

リズムの一国経済への寄与度を特定する。サテラ

イト勘定方法の長所は現存する経済データを利用

し、国民所得計算体系にツーリズムを組み込む点

である。逆に短所は、国民経済計算からツーリズ

ムの活動を取り出すのに必要な情報が、しばしば

不完全だったり、収集に一貫性がなかったりする

点である。また、国より下のレベルや、ツーリズ
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ム活動の下位区分にサテライト勘定方式を適用す

るのは、さらに難しくなる。 
2008 年に公開された、世界旅行産業会議 WTTC

のある研究報告（原著参考文献１）は、世界で も一般的

な、TSA データの収集方法をわかりやすく述べて

いる。需要面では、旅行産業支出から発生する

終需要の GDP 総額に占める割合を旅行産業活動

の基本指標とする。供給面では、「ツーリズム消費」

を構成する需要（個人、外国人訪問者、ビジネス、

個々の政府の旅行産業への支出額）の合計から各

支出の輸入額を差し引いて「ツーリズム GDP」を

算出する。また、「ツーリズム総需要」（「ツーリズ

ム消費」に旅行産業への政府総支出、旅行産業に

おける資本形成、訪問旅行者以外の輸出額を加え

たもの）から各支出の輸入部分を差し引いて「ツ

ーリズム経済 GDP」を算出する。GDP に占める

旅行産業の割合にどれほどの付加価値が寄与して

いるか特定するために、上記の WTTC 研究報告で

は、各産業の産出額をツーリズム需要の構成要素

と関連付ける投入・産出アプローチを用いている。 
いまだにデータの欠落があることや、旅行産業

と他の産業とを比較する包括的な投入・産出モデ

ルをこのアプローチが用意しているわけでないこ

とは知られている。TSA の手法は改良され続けて

いるが、TSA はツーリズムの直接的な影響しか計

測しない場合が多く、間接的、誘発的な影響を計

測するには乗数分析を用いる場合が多い。ツーリ

ズム収支は、外国人旅行者からの受取額（例：宿

泊、食事、ショッピング、交通、娯楽など）から

当該国居住者の外国での支出額を差し引いて算定

する場合が多い。もちろん、すべての受取額を集

計することも、そうした計算で正確を期すことも

難しい。ツーリズムの乗数効果はいくつかの方法

で計算できるが、手順は複雑である。乗数効果は

所得、雇用、販売、産出で計算できる。経済で支

出が循環する、貨幣の循環の様子を計測する。例

えば、旅行者が訪問地のホテル、店、レストラン

に直接金を支払うと、その金は管理費や各従業員

の給料の支払いに使われる。従業員たちはその金

で自分のために地元の産品を買い、さらにその金

が他のものに使用される。経済学ではこのような

支出の循環を、直接支出、間接支出、誘発支出（訳

注３）に分ける。同じ用語は雇用にも使える。多く

の人がツーリズム産業で直接働いており、建築業

などツーリズムを支える産業で雇用されている人

もいるからだ。理論的には金は一国経済の中で無

限に循環するはずだが、いずれは輸入商品や外国

人の労働などに使われて別の国へ漏出する。外国

の資本、経営、労働力に過度に依存しない形で、

自国のツーリズム産業を形成するよう努めるに越

したことはない。さもなければ漏れが多くなり経

済効果はわずかになる。 
ツーリズムにおけるミクロ経済学は、企業、消

費者の行動、市場価格の決定に関心を持つ。ツー

リズムは主にお互いに顧客獲得を争う多国籍企業

に占められている。そのマーケットは、航空会社、

ホテル、代理店などの非常に大きなチェーンが多

数ある一方、他方に無数の小さなニッチの旅行業

者があり、ひどく二極化しているので有名である。

マクロ経済環境はこれらの事業の成功に相当大き

く影響する（世界規模の景気後退がいくつかの企

業の倒産を招くように）。旅行業者やホテルは町中

でも、インターネットの中でもきわめて激しく競

争している。価格弾力性がきわめて高く、旅行業

者は競争と消費者の需要に柔軟に対応できる。し

かし、これによって代理店は倒産や敵対的買収の

危険にさらされることもある。他の多くの要素も

ツーリズム需要に影響する。例えば、可処分所得、

生活の中での旅行の優先度、マーケティングや広

告への反応、そしてファッションやトレンドの変

化などである。価格は人々の旅行行動やパターン

を決める主因である。それゆえに 近の格安航空

会社の成長（と衰退）が見られる。近年、ツーリ

ズムは、とくに航空旅行で相対的に安価になった

が、地球温暖化、気候変動そして経済不況の影響

により、燃料コストと税金の引き上げを強いられ
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ている。自然災害や増加するテロは多くの目的地

に破壊的な経済的影響を与えている。 
 理想を言えば、ツーリズムによる利益は社会の

貧層に還元されるべきであり、政府の金庫や外

国人投資家のポケットにとどまるべきではない。

現実には、ツーリズムによる所得はツーリズムの

発展や、環境および地域社会のプログラムに再投

資されるとはかぎらず、社会経済的な利益は 大

化されていない。これは政府の姿勢とツーリズム

に対する優先度に大きく依存している。ツーリズ

ムは自己増殖すると考えるのが常識だが（「店を建

てたら客はやって来る」というフレーズのように）、

このように信じてきた多くの政府は、ひとたびツ

ーリズム産業に影響する危機（例：景気後退、テ

ロ、環境破壊、戦争）が起きると、経済的に窮地

に追い込まれているのに気づくのだ。 
ツーリズムの経済的側面には、国の規模、経済

力、ツーリズムの発展度合い（マスかニッチか）、

訪問者の支出の規模と集中度、そして季節性など

多くの要素が影響を与える。多くの国は気候（寒

冷、暗い冬、ハリケーンや雨季、集中的な熱波な

ど）のために、一年を通じて旅行客を引き付ける

ことはできず、また常時雇用を維持することはで

きない。また、ツーリズム開発が国の一部に集中

し、他の地域が相対的に低開発になってしまうこ

とも頻繁にみられる。ツーリズムを多様化し、可

能な範囲で経済的利益を広げる手立てが必要であ

る。他方、ツーリズムの発展を維持するには環境

面でも文化面でも脆弱すぎる地域がある。そうし

た地域では、経済的利益を常に 優先すべきでは

ない。全般的に言えば、ツーリズムの環境および

社会に関わる影響は、経済的影響と不可分に結び

ついている。このことは政府も民間の開発業者も

同等に認識しておく必要がある。 
【澤山／小槻】 
 
【読書案内】 
ツーリズムの経済的側面についての も総合的な

本は、Tribe の The Economics of Tourism である。

また、ツーリズムの諸影響のなかに、経済的な影

響も必ず含まれるので、ツーリズムの諸影響に関

する本も参考になろう。たとえば、Puczkó と Rátz
の The Impacts of Tourism: An Introduction.や、

Mason の Tourism Impacts, Planning and 
Managementが挙げられる。世界観光機関（WTO）

と世界旅行産業会議（WTTC）のウェブサイトで

も、有用な経済統計や各国・各地域に関する報告

書を提供している。 
 
【推薦図書】 
Mason, P. (2003) Tourism Impacts, Planning 

and Management. Oxford: Butterworth- 
Heineman. 

Puczkó, L. and Rátz, T. (2002) The Impacts of 
Tourism: An Introduction. Hämeenlinnna: 
Häme Plytechinic. 

Tribe, J. (2005) The Economics of Recreation, 
Leisure and Tourism. Oxford: Butterworth- 
Heinemann. 

 
（原著参考文献） 

1. WTTC (World Travel and Tourism Counci
l) (2008b) ‘Simulated satellite accounting res
earch: methodology and documentation’ Marc
h,www.wttc.org/bin/pdf/orignal_pdf_file/2008_m
ethodology.pdf (accessed 15 October 2008) こ

のページは現在リンク切れで参照できないが、WT
TCのウェブサイトのResearch > Economic Imp
act Research > Methodologyのページで概要を

把握できる。（http://www.wttc.org/research/econ
omic-impact-research/methodology/） 
 
（訳注１）本稿では Travel & Tourism に「旅行産

業」の訳をあてた。WTTC 世界旅行産業会議の経

済影響研究では、Travel & Tourism を「旅行者

(traveler)が、1 年未満の期間、彼らの通常の環境

の外で旅行する際に行う活動に関連する。そうし

た旅行(trips)の全ての側面に関係する経済活動が

http://www.wttc.org/research/economic-impact-research/methodology/
http://www.wttc.org/research/economic-impact-research/methodology/
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本研究では計測される」と定義している。 
‘Key Definitions’ http://www.wttc.org/site_m
edia/uploads/downloads/Key_Definitions_-_Eco
nomic_Impact_Research_2012.doc 
 
（訳注２）訳語は、香川眞編『観光学大辞典』木

楽舎、2007 年の見出し語（同書 542-01、p.151）
にならった。この項目説明で、國玉は「…ヨーロ

ッパでは、観光面の経済活動を統計的に把握する

際に国民経済計算の概念に依拠することにより、

世界的に共通概念で統計的に把握することが決ま

っている。このような国民経済計算の付属勘定（サ

テライト勘定）の形で観光統計を把握するものが

TSA（Tourism Satellite Account）である。」と説

明している。 
 
（訳注３）マクロ経済学の教科書等の乗数プロセ

スの説明をみると、波及、派生、第 1 次、第 2 次、

第 3 次といった用語が使われているが、原文の

‘direct , indirect, induced’の逐語訳を当てた。 
【小槻】 
 
【経験経済(Experience Economy)】 

 
経験経済とは、サービスを提供するというサービ

ス経済の時代から消費者の記憶に残る経験を演出

するという経済価値が移行された新たな経済を意

味する。経験経済では、消費者本人が経験し記憶

に残せるものにお金と時間を使う、つまり経験を

買うということが重視される。 
  
 ツーリズム産業はこれまでツーリストに経験を

提供することで対価を得るというビジネスモデル

で成長してきたが、近年では製造業、サービス業、

流通業等を含めたあらゆる業界においていかに経

験を演出するかが重要な課題となってきている。

つまり、経験価値が重視されるという新たな経済

の時代に入ったと言うことができる。経験経済と

いう概念は、Pine and Gilmore(1998 1999)によっ

て提唱された。彼らによれば、それは経済発展に

おける 4 番目の時代に当たる。これまで経済は、

コモディティを抽出する農業経済から製品を製造

する商品経済へ、商品経済からサービスを提供す

るサービス経済へ、そしてサービス経済から経験

を演出する経験経済へと移行してきたという。 
 サービスとモノとが明らかに異なるのと同様に、

経験経済ではサービスとは全く異なる経済価値が提

供される。今日私たちは、この 4 番目の経済で提供

されるものは何か、特定し説明できるだろう。なぜ

なら消費者のニーズが明らかに経験に移行し、それ

に伴ってあらゆる企業が消費者にとって魅力的な経

験を演出できるような商品を企画したり、プロモー

ションを展開したりしているからだ (Pine and 

Gilmore, 1998:97)。 

彼らはバースデーケーキを事例として経験経済

を説明している。農業経済では、両親は地元でと

れた食材を利用して子供にバースデーケーキを作

り、商品経済では、共働きで忙しい母親はケーキ

屋でバースデーケーキを買う。サービス経済では、

バースデーケーキの配達をケーキ屋へ依頼する。

そして経験経済では、両親に代わってレストラン

やアミューズメント施設がバースデーケーキも含

めて子供の記憶に残る経験を演出する(Pine and 
Gilmore, 1998)。 
 消費者にとっては、経験のみが価値あるもので

ある(Pine and Gilmore, 1998)。Pine and Gilmore 
(1998 1999)によれば、航空会社から銀行やショッ

ピングモールまであらゆる企業は、消費者にとっ

て魅力的で且つ消費者と企業との関係性を高める

経験を演出することが可能なのだという。また彼

らは、経験を演出したいと考える企業に有用な経

験を演出するための方法を提唱している。 初に

経験を①顧客参加度(積極的参加‐受動的参加)と
②顧客と経験の関係性(経験に吸収されている‐

経験に投入されている)という2つの軸で考えるこ

とが重要であるという。顧客参加度の受動的参加
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とはクラシックコンサートの聴衆のように自らそ

れに関与しないことを指し、積極的参加とはスキ

ーを楽しむことのように自ら関与することを意味

する。また顧客と経験の関係性における経験に吸

収されている状態とは、家のテレビで映画を見て

いる状態を指し、投入されている状態とは、映画

館での 3D やサラウンドの効果によってあたかも

その世界に入り込んで経験の一部になっている、

つまり顧客が没頭している状態を指す。4 つの領

域の中で も魅力的で記憶に残る経験が、経験に

投入された状態で且つ積極的参加の状況である。

次に彼らは経験を演出するために欠かせないいく

つかの具体的な原則を提案している。具体的には、

演出したいと考える経験に沿ったテーマを付与す

ること、消費者が経験の本質を確認できるポジテ

ィブな手がかりを見せること、状況を思い出すこ

とができる思い出の品を提供すること、 後に五

感に訴えかけることである(Pine and Gilmore 
1998)。 

旅行会社、宿泊施設、飲食業といったツーリズ

ム産業に携わる企業は、当然ながら経験経済の考

え方を受け入れている。またツーリスト個々人に

とって忘れられない思い出を演出できるように努

力している (例えば、SIT ツーリズム )。また

Lofgren(2003)は、経験経済では、ツーリズム、流

通、建築、イベント、エンターテイメント、伝統、

メディアは同じ考えの下で統合されると主張する。

Pine and Gilmore(1998 1999)によると経験経済

のパイオニアとされるウォルト・ディズニーは、

1950 年代から経験を演出することをビジネスと

してきたが、一方で次に示す事例のようにツーリ

ズム産業において経験経済の本当の意味での重要

さが認識され出したのはここ 10 年ほどである。 
 

ツーリスト向けアトラクション 

 教育や景観にこだわることよりもいかに経験を

演出できるかということが、ツーリスト向けアト

ラクションには重要となってきた。つまりツーリ

ストはツーリズムに対して感情的で感覚的な反応

を楽しみたいと考えるため、受動的な参加よりも

積極的に参加できるアトラクションを好む傾向あ

る。2008 年 2 月にロンドンに誕生した「ロンドン・

ブリッジ・エクスペリエンス」というアトラクシ

ョンは、驚愕の特殊効果やアニメーションそして

俳優が演じることによって、かつてのロンドン・

ブリッジを疑似体験できるように様々な経験が演

出されている。しかしそれは単に経験を中心とし

た演出をしている新たな施設ではない。つまり、

も伝統的なアトラクションである博物館が「経

験を演出する施設」へと変貌している(Richard 
2001:62)。1990 年代に流行した新たな博物館学と

呼ばれるこれまでにない展示や説明を用いて、こ

れまでとは違った社会史や集団経験を重視するこ

とで、博物館自体の改革や来館者に対する新たな

価値提供が始まった(Hrat Robertson 2006)。つま

り、博物館は五感に訴えかける参加型の展示施設

を提供し、それによって来館者が経験に投入され

た状態となりその経験は思い出となる。もはや博

物館は基本的なものを学ぶ教育施設ではなく、洞

察欲求に導かれた経験を演出するツーリズム産業

として位置づけられるだろう。 
観光地 

 経験経済をより進化させた要因の一つとして、

多くの大学生や大学院生がイベント業界に就職し

ていることが挙げられる。多くの観光地では、コ

ンサートホールや市街地、公園、広場といった様々

な場所を使いながら経験やイベントを演出してき

た(Richard 2001b)。ロンドンのトラファルガー広

場では様々なイベント、コンサート、フェスティ

バルが開催され、またエジンバラでは、伝統的歴

史文化をプロモーションするためのフェスティバ

ルやイベントが一年を通して開催されている。 
 

専門旅行業者 

 地中海のビーチを観光地としたいわゆるパッケ

ージ旅行が存在する一方で、SIT(Special Interest 
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Tour) と呼ばれるツアーを企画している専門旅行

業者が増えている。その専門旅行業者は、秘境の

地を訪れるツアー、絶滅危惧種の動物を観察する

ツアー、部族の村を訪問するツアーといったユニ

ークな経験を演出したツアーを企画し、ツーリス

ト個々のニーズに応えている。ただそのようなツ

アーはツーリストが新たな経験を感じることがで

きるように慎重に企画されなければならない。そ

のようなマネジメント課題がある一方で、SIT を

主催する専門旅行業者は経験を演出することでツ

ーリストから支持され、そのビジネスは年々拡大

している。 
 

観光マーケティング 

 観光マーケティングに関して、これまでツーリ

ストに訴求してきた歴史文化遺産や景観だけでは

なく、その土地ならではの経験を五感で感じられ

ることをツーリストに訴求するキャンペーン広告

が多くみられる。イギリスの観光協会であるビジ

ット・イングランドは、イギリスの観光地イメー

ジ構築のためのブランディングの観点から、スト

ランド街に経験の概念を持ち込んだ。その中には

イギリスを感じさせる 3 つの経験が計画されてい

る。具体的には、「本物の経験」（過去とのつなが

りと一体感）、「わくわくする経験」（社会活動や冒

険）、「贅沢な経験」（ラグジュアリー、リラクゼー

ション、娯楽）である(Hayes and MacLeod 2007; 
VisitEngland 2004)。興味深いことに、 近、ビ

ジット・イングランドはエンジョイ・イングラン

ドに名称が変更となった。つまりこの変更には、

イギリスにおける観光の楽しみ方を受動的参加型

から積極的参加型へと変更するという意味が込め

られている。 
この 20 年間の中で経験という概念は、ツーリズ

ムの分野において も注目された概念の一つであ

り、経験を演出する人材がこの産業で以前より多

く働くようになった。しかし、Richard(2001b)に
よれば、購入された経験だけに価値があるという

狭い考えでは、ツーリズムの面白みの一つである

偶然の出来事や出会いというものの重要性を見失

う危険性があるという。偶然の出来事や出会いは

当然ながら無料であるが、そのツーリズムにおい

て も記憶に残るものになることも多々ある。ま

たツーリストにとって魅力ある経験は個々人によ

って異なるということ、つまり同じ経験は存在し

ないということを再認識しなければならない。ツ

ーリズムに対する期待、観光地に対する知識、そ

して経験に対する興味はツーリスト個々によって

異なる。そのため、経験をどのように知覚するの

かも当然ながら変わってくる。実際、経験という

ものは、ツーリストとともに創り上げられるもの

なのだ。 
 
【関連項目】 
フェスティバル・イベント・ツーリズム、スペシ

ャル・インタレスト・ツーリズム 
 
【読書案内】 
例えば、Boswijk(2007)は、多くのビジネスケース

が取り上げられており、ツーリズム・マネジメン

トを研究する学生にとって参考になるであろう。 
 
【推薦図書】 
Boswijk, A., Thijssen, T. and Peelen, E.(2007) 

The Experience Economy: A New Perspective. 
Harlow: Person Education. 

Pine, B.J. and Gilmore, J.H.(1999) The 
Experience Economy. Cambridge, MA: 
Harvard University Press. 

Prentice, R.(2001) “Experiential cultural 
tourism: museums and the marketing of the 
new romanticism of evoked authenticity”, 
Museum Management and Curatorship, 19 
(1): 5-26. 

Richards, G.(2001) “The experience industry 
and the creation of attraction”, in 
G.Richards(ed.), Cultural Attraction and 
European Tourism. Wallingford: 
CABI.pp.55-69. 

Feifer, M.(1985) Going Places: The Ways of the 
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Tourist from Imperial Roma to the Present 
Day.London: Macmillan. 

Rojek, C.(1993) Ways of Escape: Modern 
Transformations in Leisure and 
Travel.London: Macmillan. 

Urry, J.(1990) The Tourist Gaze: Leisure and 
Travel in Contemporary Societies.London: 
Sage. 

【田中】 
 
【フェスティバル・イベント・ツーリズム

（Festivals and Events Tourism）】 

 
フェスティバル・イベント・ツーリズムは、音楽、

ダンス、ガストロノミー、芸術、スポーツといっ

た伝統的もしくは現代的な文化の祝典への参加を

含むツーリズムである。そのようなイベントは、

一度限りのものもあれば、毎年同じ頃に行なわれ

るものもあり、また、一日のものもあれば、数日

間にわたって開催されるものもある。 
 
 祭典（訳注１）は、数千年にわたって文化事象であ

りつづけてきたもので、伝統的には、宗教、文化

あるいは農業に関する暦上の特定時を祝うことと

結びついていた。祭典の多くは、何よりもまず、

儀礼的行動を含む宗教上の祝典であった。古代ギ

リシャにおいて、祭典は、神々が礼賛され、戦勝

と豊作が祈られる行事だった。ヨーロッパ中世後

期において、祭典はより世俗的な性格のものにな

り、宗教的なものではなく、人間の功績を祝うよ

うになってきた。Picard and Robinson (2006)は、

18 世紀から 19 世紀にかけてのグランド・ツアー

において、祭典が「外国の」街や田舎の景色に活

気を与えていたことを示唆している。祭典は、し

ばしば、その土地の文化や伝統を認めるための手

段を供し、共同体が自らの文化的アイデンティテ

ィを推進するための好機を提供するだろう。また、

地元の芸術家を支援し、奨励すること、高品質の

芸術活動を集中して行なえる期間を提供するのに

も役立つ。 

 Adams (1986)は、祭典とツーリズムが永きにわ

たる相互利益の歴史をもつと述べている。ツーリ

ズムを盛り上げようという明確な意図のもとにマ

ス・ツーリズムが急成長した戦後になって、祭典

の数も急増した。Picard and Robinson (2006: 2)
は次のような考えを述べている。「祭典は、社会的

な祝典の「伝統的な」瞬間としてであれ、綿密な

準備に基づいて構築されたイベントとしてであれ、

ツーリストが欲する「商品」の増加途上のストッ

クの一部に数え入れられている」。Rolfe (1992)は、

イギリスのアート・フェスティバルの半数以上が

1980 年代に始まったものであること、そのように

急増したのは、少なくとも部分的には、多くの観

光都市において増加傾向にあったツーリズムに照

準が当てられたがためであること明らかにしてい

る。こんにち、多くのフェスティバルが、主には

地元の共同体のために行なわれるのにもかかわら

ず、ツーリストを引きつけることにも成功してお

り、ツーリストの聴衆を見込んで多くの新しいフ

ェスティバルが創られているのである。1960 年代

終盤以来、新しく創られたフェスティバルの数は、

著しく増加している（Picard and Robinson,  
2006）。多くのフェスティバルの狙いは、その地

域のイメージを向上させることや、「地図に載るほ

どに有名にすること」である。しかしながら、

Hughes (2000)は、そうと狙ったわけではないの

にツーリストを引きつけてしまったフェスティバ

ルが数多くあることに注意を促している。フェス

ティバルは、明らかに、ある国の観光の目的地と

して定評のある地域への訪問をさらに集中させる

し、それゆえ、フェスティバルの組織者の多くは、

ツーリストを引きつけることを目論んでプログラ

ムを組む。Kirschenblatt-Gimblett (1998)は、フ

ェスティバルこそツーリストが目的地とふれあい、

その土地の感覚を経験するための理想的な方法で

あるという考えを述べている。また、Zeppel and 
Hall (1992: 49)は、次のように述べている。 
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フェスティバル、カーニバル、コミュニティー・

フェアーは、活気を増し、目的地のツーリストに

対する魅力を向上させる。フェスティバルは、ダ

ンス、演劇、喜劇、映画、音楽、芸術、工芸、民

族的で地域固有の文化遺産、宗教的伝統、歴史的

重要時、スポーツ・イベント、料理とワイン、季

節の行事、農産物といったものを賛美・祝賀する

ために行なわれる。人がフェスティバルに参加す

る理由は主として、賛美・祝賀されているモノや

イベント、遺産、伝統に特別の関心を持っている

からである。 

 
さらに、ツーリズムは中断していた祭典やイベン

トを復活させるのに役立つことさえある。たとえ

ば、ヴェネツィア・カーニバルは 1769 年に中断

していたが、伝統的には２月に行なわれていたと

いう季節の問題に取り組むなどして、1980 年に地

元共同体とツーリストのフェスティバルとして復

活した。 
 フェスティバルは、数多くの種類の形態をとり

うるが、以下のようなものが も一般的なもので

ある。近年、人気がどんどん高まっているイベン

トもここに含んだ。 
 
・ カーニバル 
・ アート・フェスティバル（たとえば、ダンス

や劇） 
・ ミュージック・フェスティバル 
・ フード＆ワイン・フェスティバル 
・ サーカス 
・ スポーツ・イベント 
・ 巨大イベント（たとえば、オリンピック） 
・ 文化イベント（たとえば、欧州文化都市） 
 
カーニバルは、伝統的には、ヨーロッパ帝国主義、

植民地化、奴隷制度といった圧制的文脈から生ま

れてきたものであるが（Alleyne-Dettmers, 1996）、
それは徐々におめでたいものになった。Bakhtin 

(1965)は、カーニバルを、観客と参加者を日常生

活の呪縛から解放する、刺激的で、快楽主義的で、

奔放な快楽に身を委ねるものとして描いている。

多くのツーリストは、スペクタクルを楽しみ、日

常生活の仮面から自らを解放するために、カーニ

バルを経験したいと思っている。ブラジルのリ

オ・カーニバル、カリブ海のトリニダード・カー

ニバル、ロンドンのノッティングヒル・カーニバ

ルなどが例である。 
 Miles (1997)はカーニバルやフェスティバルの

「多声的」性質を叙述し、それが多様な視点とエ

スニシティーの表現を示す理想的なフォーラムで

あると述べた。この考えは、とりわけ南アジアの

メラ・フェスティバルに当てはまる。「メラ」とい

う言葉は、「集会」を意味するサンスクリット語に

起源をもち、インド亜大陸の多種多様な地域イベ

ントを言い表すため用いられている。メラに含ま

れる文化活動は数も種類も多く、（なかでも）音楽、

ダンス、ファッション、料理、そして時おり映画

が含まれる。メラは、インドにおける小規模の地

域に根ざしたイベントから、西洋諸国における南

アジア系移民文化の国民的祝典へと徐々に発展し

た。カリブ海のカーニバルと同様に、メラは、南

アジア系移民に関わる「色彩豊かな」ものすべて

を象徴するようになってきており、増加する白人

やツーリストの聴衆に向けて文化を見せる場へと

変化してきている（Carnegie and Smith, 2006）。
いくつかのゲイ・イベント（たとえば、サンフラ

ンシスコ、シドニー、ロンドンなどの都市におけ

るゲイ・メルディグラ）もまた、ゲイおよび主流

マーケット双方で人気を増している（ゲイ・ツー

リズムの項を参照）。 
 ミュージック・フェスティバル、とりわけ、イ

ギリスのグラストンベリーのようなポップスおよ

びロック・フェスティバルは、若者の聴衆に人気

がある。WOMAD（World of Music, Arts and 
Dance）は、世界中のさまざまな国や文化の音楽、

アート、ダンスを一堂に集め、賛美・祝賀するこ
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とを志している。それは、1982 年の始まり以来、

多くの国で行なわれてきている。ミュンヘン・ビ

ール祭り（オクトバーフェスト）のようなフード

＆ドリンク・フェスティバルも常に多くの人々を

引きつけるが、 近はワイン・フェスティバルが、

それを凌ぐとは言わないまでも同等の人気を博し

ている。ミュージック・フェスティバルがいくら

かグローバル化される傾向にある（すなわち、主

に世界的に知られたアーティストを呼ぶ）のに対

し、フード＆ドリンク・フェスティバルは、ツー

リストに地元の製品を展示し、売りこむのに役立

ちうる。宗教上の祭典にはツーリストを引きつけ

るだけの面白さがあるが、その儀式の重要性を理

解していなかったり、適切に振る舞えなかったり

するツーリストの存在によって宗教的・精神的重

要さが損なわれることがないよう注意が必要であ

る。サーカスは、各地をまわってのショーだった

り、目的地の永続的な目玉だったりする。近年の

サーカスのうち、 も人気で、壮大なものの一つ

が、シルク・ド・ソレイユである。それは、カナ

ダで生まれたが、際立って質の高い多文化的スペ

クタクルを提供している。アーティストは、さま

ざまな国の出身で、彼らの専門職の 高峰を代表

している。スポーツ・イベントも人気を増してい

るもので、文化活動を含んでいるものもある。た

とえば、現在のオリンピックは、同時に文化五輪

（Cultural Olympiad）を開催することを求めら

れる。サッカーのワールドカップは、もう一つの

巨大イベントであり、注目を集めるイベントなだ

けに、開催地になりたがるところが多い。 
 フェスティバルやイベントは、活力、活気、自

発性に満ちている。それらはしばしば、多くの場

所で開かれるもので、どこに住む人々にも、ツー

リストがたくさん集まる地域にも、いわば、持っ

てくることができる。プログラムは、固定的なも

のではなく、柔軟であり、その地方の環境、共同

体、文化に適応させることができる。社会文化的

影響の観点からすると、フェスティバルは、地域

共同体の発展において主要な役割を果たすことが

できる。というのも、フェスティバルは他の形式

の文化に比べ、社会的な意味で包摂的な傾向にあ

り、フェスティバルの演出家によっても地域住民

によっても、同じように、文化的多様性とアイデ

ンティティの表現として見られることが多いから

だ。フェスティバルは、地域と住民の真髄

（quintessence）になりうる。Quinn (2005)は、

地域再生の文脈において、フェスティバルの利点

の概略を述べている。そこには、文化の民主化に

貢献する、多様性を賛美する、共同体を活気づけ、

力を与える、生活の質を向上させる、などが含ま

れる。 
 しかしながら、フェスティバルは通常、一時的

で、はかなく消え去る経験であり、繰り返し行な

われるのでなければ、文化的連続性を維持し、支

えることはできない。それゆえに、フェスティバ

ルは、理想的には毎年開催なのである。もう一つ

の問題は、フェスティバルが次第に「国際的」に

なると、ルーツや特定地域への結びつきを失いが

ちな点である。小さな共同体のフェスティバルは、

巨大イベントよりも、地元の人々にとって魅力的

なものとして描写される傾向にあるが、それは一

般に、ツーリストを引きつけることはできず、そ

れゆえ、長期的に見れば、地元における莫大な資

金提供でもないかぎりは、商業的に成功するのは

難しい。さらに、オーセンティシティの欠如、芸

術家としての良心を曲げざるをえないこと、文化

の矮小化などの問題点がある。フェスティバルや

イベントのマネジメントにおける問題の一部を以

下のように要約することができる。 
 
・ 誰がフェスティバルやイベントの所有権をも

つかは重要である。（すなわち、地元の人々な

のか、公共部門なのか、営利企業なのか） 
・ 巨大イベントはしばしば莫大な負債を遺すが、

地元への利益は極小である。 
・ フェスティバルの社会的・文化的・教育的目
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・ 長期継続的基盤（すなわち、毎年開催）への

一貫した資金提供や後援を確保することが難

しい。 
・ フェスティバルは大きく分けて、共同体志向

のものと、ツーリスト志向のものがあるが、

これらは必ずしも両立する方向性ではない。 
・ フェスティバルの活動は、国際的、ツーリズ

ム志向的、商業的になりすぎると、地域的ル

ーツや地域的関心を失う可能性がある。 
・ 民族的あるいはマイノリティのイベント（す

なわち、カーニバル、ゲイ・プライド、メラ）

は、それらの集団のニーズや文化の埒外にあ

ったり、それらに無神経だったりする代行業

や訪問者によって奪い取られてしまう

（appropriate）可能性がある。 
・ フェスティバルやイベントの目的地が、一年

のうちの特定の時期だけ際立って混雑する可

能性があり、結果、地元住民や、場合によっ

ては訪問客まで逃げてしまう可能性がある。 
 
Quinn (2005)は、フェスティバルが地方や地元住

民に積極的な利益を提供するのに成功するには、

しっかりとした調査とより包括的なマネジメント

が必要であると述べている。誰のフェスティバル

なのかという論点は、大きくなってきた広告業界、

政治的・財政的支援体制、ツーリズム開発といっ

たものへの欲望、欲求によって複雑化している。

けれど、逆説的だが、これらのものこそ、多くの

フェスティバルやイベントが将来的に存続するた

めの鍵になっていることが多いのだ。 
 
【関連項目】 
アート・ツーリズム、遺産ツーリズム、ガストロ

ノミック・ツーリズム、先住民ツーリズム 
 
【読書案内】 

フェスティバルやイベントのマネジメントに関す

る本は近年いくつか出版されている。たとえば、

Allen 他の Festivals and Special Event 
Management で、これは既に第四版に達している。

Ali-Knight 他の International Perspectives of 
Festivals and Events: Paradigms of Analysis は

多種多様な事例を提供してくれる。より社会学的、

人類学的アプローチなら、Picard and Robinson
の Festivals, Tourism and Social Change: 
Remarking Worlds がある。IFEA（国際フェステ

ィバル・イベント協会）の仕事を参照するのも有

益である（www.ifea.com）。 
 
【推薦図書】 
Ali-Knight, J., Robertson, N., Fyall, A. and 

Ladkin, A.(2008) International Perspectives 
of Festivals and Events: Paradigms of 
Analysis. Oxford: Butterworth-Heinemann. 

Allen, J., McDonnell, I., O’Toole, W. and Harris, 
R.(2008) Festivals and Special Event 
Management. Chichester: John Wiley & Sons. 

Picard, D. and Robinson, M. (eds) (2006) 
Festivals, Tourism and Social Change: 
Remarking Worlds. Clevedon: Channel View. 

 
（訳注１）festival を日本語の語感にしたがい、古

くからのものは「祭典」、本文で展開されるように、

20 世紀後半になって急増したものは「フェスティ

バル」と訳し分けた。また、両者を包括している

場合は基本的に「祭典」とした。 
【伊多波】 
 
【 ガ ス ト ロ ノ ミ ッ ク ・ ツ ー リ ズ ム

（Gastronomic Tourism）】 

 
ガストロノミック・ツーリズムは、主にある国や

地域に固有の料理に対する関心によって動機付け

られた目的地訪問の形態であり、また飲食物の試

食やその生産過程に関する勉強、それらに関連す

る製品の購入、および料理教室への参加も含まれ
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うる。（＊訳注 1） 

 
古来そもそも観光客や旅行者は常に自宅とは異な

る場所で食事をしてきたのだ、ということを考え

れば、ガストロノミック・ツーリズムは決して新

しい概念ではない。しかし、国民的な食や郷土料

理をさらに深く学び、ある特定の食事や飲料を試

食し、それらを購入したり料理教室を楽しんだり、

といった“明確な”動機によって旅をすることは、

比較的近年の傾向である。ハルとミッチェルは、

食事とワインとツーリズムの組み合わせは、 初

のレストランが登場する 19 世紀初頭から人気が

あったとするが（訳注 2）、それは伝統的に高価なも

のであり、一部のエリートに限定されていた（Hall 
& Mitchell, 2005a）。 初のワイン街道は 1920 年

代後半にドイツで発達し、旅行しながら一つの地

域のなかでさまざまな産物を楽しむという観光を

促進した。第二次世界大戦がヨーロッパで勃発し

娯楽旅行は一時的な中断を余儀なくされたが、配

給制が終了したときには、食料に対する情熱がふ

たたび復活した。1960 年代以降、ワインと食に対

する関心は、料理本の出版とテレビによる料理番

組の放映の増加とともに成長していった。1970 年

代になるまで本格的なツーリズムには至らなかっ

たが、異なる料理を味わい学ぶという考えを人々

は受容するようになっていた。また西欧社会にお

ける女性の役割の変化は、料理が、女性にとって

の強制的家事というよりも、むしろ両方のジェン

ダーにとっての娯楽的活動へと変化したことを意

味した。著名な料理人は多くの信奉者を持つよう

になり、たくさんの観光客が好みの料理人のレス

トランで食事をするか、彼らが賞賛した地域を訪

れるためだけに旅をするようになる。ガストロノ

ミック・ツーリズムはいまだに少数派であること

は確かであるが、しかしながら社会階層のある部

分は、料理に関する知識と食の嗜好に執着する傾

向を持っているといえよう。 
ガストロノミック・ツーリズムにとって人気の

ある目的地は、特徴的で高品質な料理を持つとこ

ろであることが多い。そうした地域には、フラン

スやイタリアなど伝統的な目的地だけではなく、

タイやインドなど、より異国的な料理を提供する

発展途上国も含まれる。ワイン・ツーリズムの場

合、フランスやイタリア、スペイン、ドイツ、ポ

ルトガルといったヨーロッパの目的地は、南アフ

リカやオーストラリア、チリ、ニュージーランド

といったいわゆる“新世界”ワイン生産国との大

きな競合に直面している。ワイン・ツーリズムは、

ガストロノミック・ツーリズムの一部であり、ワ

イン畑やワイナリー、ワイン祭り、ワインのショ

ー、ワイン博物館、はたまたワイン温泉（例えば

フランスのコーダリーやスペインのエル・シェー

ゴにある“ワインの街”）までもが含まれうる。 
 料理におけるグローバリズムと融合（例えばオ

ーストラリアにおけるヨーロッパ的味わいとアジ

ア的味わいの結合）は、地域固有の伝統料理に生

じた多くの変化を意味してきた。人々の移住は、

世界の大都市において料理の幅を広げることとな

ったが、それはまた、国民的または地域的な食文

化の固有性を覆い尽くすファーストフードの台頭

（例えばマクドナルドのような）を許すことにも

なった。しかし、ハルとミッチェルは、経済的か

つ文化的なグローバリズムとは、料理の変容と混

交という進行中のプロセスにおける第三段階であ

る、とする（Hall & Mitchell, 2005a）。1400 年代

後半から 1800 年代にかけてのヨーロッパの重商

主義は、世界各地から船積みされた新しい食材を

ヨーロッパへもたらすこととなった。さらに、17
世紀から 20 世紀にかけての大規模な移民活動は、

植民地へのヨーロッパ移民や戦後の移民、1960 年

代の植民地解放、および近年の移民（例えば中欧

および東欧の移民）などを含み、そのすべてが料

理の変化と発展へと貢献したのである。国民的ま

たは地域的なアイデンティティと料理は未だに強

い関係を保っているが、一方で、グローバルとロ

ーカルの混交を通じて創造されうる興味深い融合
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もまた、徐々に受容されつつある。 
食は、観光プロモーションにおいて重要な地域

標識である。地域の気候条件と文化および歴史が、

その地で作られる食の特徴を形成する。しばしば

料理が文化ツーリズムやヘリテージ・ツーリズム

の一部であるといわれるのはこのためである。地

域と料理の結びつきは、明確な、もしくは“特徴

的”な地域や国の食事に基づいたプロモーション

の取り組みなど、観光の分野においてさまざまな

方法で活用されてきた。食はまた、例えばトレイ

ルのような観光形態のなかで、地域や国々につい

てツーリストへ説明するための手段としても用い

られてきた（Hjalager and Richards、2002）。 
 地域に対するガストロノミック・ツーリズムの

インパクトと恩恵は、食品関係の製品に対する需

要増加やブランド使用料の創設、生産者と供給者

の販売情報、訪問者と住民の教育の機会、地方お

よび地域の雇用創造、地域への滞在期間の長期化、

より幅広い消費の分配、そして知的財産の保護を

含む。特に 後に挙げた課題は、多くの生産者が

その生産物の独自性を維持しようと努力している

ため、グローバル市場において重要性を増しつつ

ある。したがって、特定のブランドネームやラベ

ルの使用を保護するために、新しい法律や規制が

必要とされている（例：フランスのシャンパンや

ハンガリーのトカイなど）。 
 ガストロノミック・ツーリストは、国や地域特

有の生産物の試食に対して熱心に取り組む（その

点で、海外で自国の料理を求めるマス・ツーリス

トやパッケージ旅行の観光客とは異なる）。あらゆ

る観光客が少なくとも 1 日 3 回の食事をするが、

それを休日の主たる目的として考慮する者は少数

派に過ぎない。ハルとミッチェルは、ガストロノ

ミック・ツーリストを次の３つに類型化した（Hall 
and Mitchell, 2005a）。 
 
・グルメ・ツーリスト：高価かつ高評価のレスト

ランやワイナリーを訪問する観光客 

・ガストロノミック／カリナリー・ツーリスト：

食事やワインを生み出した文化的背景やその景

観のような幅広い対象に関心をもつ観光客 
・キュイジーヌ・ツーリスト：（さまざまな）国や

地域の特徴的な料理そのものに関心をもつ観光

客 
 
ガストロノミック・ツーリストは、ほとんどの SIT
（Special Interest Tourism）の観光客と同様に、

平均よりも裕福で教養が高い傾向をもち、子供を

連れずに旅行を行う人々であり、たいてい AB（ア

ッパー／ミドルクラス）または CI（ロワーミドル

クラス）である。ハルおよび共著者らの調査では、

ワイン・ツーリズムはだいたい短期滞在（3－4 日）

であり、季節的な観光ではなく、30－50 代の子供

を持たないカップルがグループで旅をする傾向が

あるとされている。その動機は、ワインの試飲と

購入、日帰り旅行を楽しむ、社交を楽しむ、ワイ

ンについて学ぶ、リラックス、および景観を楽し

む、などである。 
ハルとミッチェルは、ガストロノミック・ツー

リストとみなすことができるのは国際観光客の

３％に過ぎないと述べるが（Hall and Mitchell, 
2005a）、Enteleca Research & Consultancy の提

示する観光客分析は、食を第二の動機とし、した

がって食料生産者および供給者のターゲットとな

りうるツーリストがさらに多く存在することを示

唆している（Enteleca Research & Consultancy, 
2000）。 
 
・フード・ツーリスト：6－8% 
・食に関心を持って購入する人々：30－33% 
・情報が届いていない人々：15－17％ 
・関心の弱い人々：22－24% 
・関心のない人々：17－28％ 
 
この研究は、調査対象の約半分にとって食が重

要な意味を持つと結論している。“フード・ツーリ
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スト”は非常に熱心なグループであり、旅先の郷

土料理は彼らの目的地選択にとって重要な役割を

果たす。“食に関心を持って購入する人々”にとっ

て、食は彼らの休日の満足に貢献するものであり、

彼らは機会があれば郷土料理を試食する。“情報が

届いていない人々”は食が休日の楽しみを増進す

ると信じているが、彼らが郷土料理を食べること

は稀である。“関心の弱い人々”と“関心のない

人々”は、郷土料理を試そうという点について、

あまり、もしくはまったく無関心がない。 
 19 か国で 500 以上の観光ビジネスを展開する

NPO 団体インターナショナル・カリナリー・ツー

リズム協会の会長エリック・ウルフは、観光客の

半分以上（53%）が伝統的な料理を食べることを

“非常に重要な”または“重要な”休暇の一部と

みなしているというデータを、World Travel 
Market Research がどのように明らかにしたかに

ついて述べている。イギリス人については、その

86%が海外にいるときには現地の食事を楽しみ、

ホテルやリゾートでの食事をやめて地元のレスト

ランを試している、と述べている。これは、ガス

トロノミック・ツーリズムに対する潜在的な需要

が、これまで考えられてきたよりもかなり高くな

りうるということを示唆している。 
近年、ライフスタイルの変化といったいくつか

の要素が、ガストロノミック・ツーリズムの発展

に影響を与えている。多くの人々がより健康的な

食事を食べるようになり、ヴェジタリアンや特別

食に切り替え、ホテルやレストランは対応を迫ら

れている。たいていの場合、資本主義的労働形態

とは、伝統的な長時間のランチがほとんどの労働

者にとって選択肢とはならないことを意味してお

り、したがってファーストフードやスナック菓子

への食のシフトが増加する。加えて、チェーン・

ホテルやレストラン、カフェは、地域的な特色を

もつ食ではなく、標準化またはグローバル化され

た食を提供する傾向がある。また観光目的地での

メニューは、しばしば観光客の味覚に合わせて簡

素化されてしまう（例：辛みを抑えたタイ料理）。

スローフード運動は、ファーストフードとファー

ストライフ、地域的な伝統食の消失、そして日頃

口にする食材の由来と味わい、およびその選択が

世界の他の地域に与える影響について人々が無関

心になりつつあることへの抵抗として、1989 年に

設立された（Slow Food Movement, 2008）。多く

の観光客は国際料理やファーストフードの予測可

能性と“安全性”を好むが、ガストロノミック・

ツーリストは間違いなくそうではない。国民的ま

たは地域的、郷土的な料理の豊かさ、多様性およ

び品質が、旅をする際の彼らの主たる動機なので

ある。 
 
【関連項目】文化ツーリズム、ヘリテージ・ツー

リズム、SIT（Special Interest Tourism） 
 
【読書案内】 
近年、このテーマに関しては単著よりも雑誌や本

の一部の章として多くの文章が書かれているが、

Hjarager and Richard “ Tourism and 
Gastronomy”とHall et al. “Food Tourism 
around the World: Development, Management 
and Markets”、そしてBoniface“Tasting Tourism: 
Travelling for Food and Drink”は未だに一読の

価値がある。観光余暇教育協会（Association for 
Tourism and Leisure Education）はガストロノミ

ック・ツーリズムに関する特別部会を持っている

（彼ら の調査や 出版物、 会議等について

は、www.atlas-euro.orgを参照）。 
 
【推薦図書】 
Boniface, P. (2003) Tasting Tourism; Travelling 

for Food and Drink. Aldershot: Ashgate. 
Hall, C.M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis, 

N. and Cambourne, B. (eds) (2003) Food 
Tourism around the World: Development, 
Management and Markets. Oxford: 
Butterworth-Heinemann. 

Hjalager, A. and Richards, G. (2002) Tourism 

http://www.atlas-euro.org/
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and Gastronomy. London: Routledge  

 
（訳注１）本書では、飲食に関わる観光形態を包

括的にガストロノミック・ツーリズムとしている

が、他で使用されるフード・ツーリズムとほぼ同

義とみなしうる。またその関心の程度や方向性に

応じて、「グルメ（美食）・ツーリズム」や「カリ

ナリー（料理）・ツーリズム」等に細分化されるこ

ともある（C. Michael Hall, Food Tourism around 
the World, Butterworth and Heinemann, 2003, 
pp.9-22）。 
 
（訳注2）一般的にレストランの起源については、

18 世紀中頃のパリで、グランド・ツアーに赴く英

国貴族を対象にブーランジェの提供した強壮スー

プであるとされ、18 世紀後半にはすでに自由に食

事を提供する場所として普及していた（ジャン＝

フランスワ・ルヴェル著、福永淑子・鈴木晶訳、

『美食の歴史 ヨーロッパにおける味覚の変遷』、

筑摩書房、1989 年、209-213 頁）。 
【高根沢】 
 

【ゲイ・ツーリズム（Gay Tourism）】 

 
ゲイ・ツーリズム（LGBT（訳注１）、つまりレスビ

アン・ゲイ・両性愛者・トランスジェンダー・ツ

ーリズムと呼ぶこともある）は、こうした集団に

訴求する商品や活動を開発すること、彼らが安心

してゲイであることを隠さずにいられる、安全で

思いやりのある観光地を創り出すことが目的であ

る。 
 
多くの観光地(destination)が、いわゆる「ピン

ク色のポンド、ドル」を引き寄せる便益について

認識を深めつつある。都市の「ゲイ指標」を開発

した Florida(2002)によると、経済発展やビジネス

成長の度合いとゲイ住民の多さには、密接な関係

があり、それは観光部門にもあてはまる。観光業

界では、「ゲイケーション(gaycation)」という用語

が、GBLT 文化に特徴的な内容を含む休暇をさし

て普通に使われるようになった。国際ゲイ・レス

ビアン旅行協会（IGLTA: International Gay and 
Lesbian Travel Association）は、世界中のさまざ

まな観光地で、年 1 回の世界会議と年 4 回のシン

ポジウムを開催している。各シンポジウムには、

ゲイやレスビアンのマーケットを専門にする旅行

会社や旅行出版社の代表者が集まり、その数は

100 名を超える（www.iglta.org）。しかし、こう

した LGBT の旅行を、ツーリズム理論家の側は、

非常に注意深く「巧みに」扱いがちで、直接ゲイ

の顧客を対象にする方法を提案したのはごくわず

かである。同じことがおそらくレジャー産業全体

に当てはまる。つかまえるべき も有望な分野の

ひとつだとは認めても、おそらくは、異性愛者か

ら反発が起きる可能性を恐れて、彼らの宣伝が同

性愛者の受け手だけに向けて設計されていること

を、あからさまには認めない（認めるとしても、

ごくまれである）。 
 しかし、とくに男性の同性愛者は、旅行頻度も

支出金額も多く、可処分所得も も多いのだ――

とはいえ、女性同性愛者（レスビアン）や両性愛

者、性転換者はそれほどでもない。彼らはこの中

心的な市場のなかで依然として周辺的だ――。

2000 年の Tourism Intelligence International 
report（国際ツーリズム情報報告）によれば、国

際観光者の 10％は同性愛者（ゲイ、レスビアン）

であり、世界中で 7 億人を超えていた。同性愛者

向けの市場は今後も成長が見込まれている。今後

もLGBTの人々を他の人々と同様に扱う動きが続

くだろうからだ（Guaracino2007）。同性愛者は感

性の優れた消費者で、自分達の特有な購買選好を

理解し、他とは異なる価値を提供する売り手や観

光地に旅行資金を使う。 
 だが、どの観光地やアトラクションがゲイ観光

者に現在人気なのか、考えておく価値があるし、

同様にまた全くゲイに思いやりのないのはどこな
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のかも、記録しておくべきだろう。というのも、

LGBTツーリズムが、多数の場所で行われている

とは全く言えないからだ。イスラム教国の大半で

は、公然とゲイとして振る舞うのは違法となる恐

れがある。多くのアフリカ諸国では、 近あらた

に同性愛禁止法が導入された（たとえば、ザンジ

バルでは 2004 年）。カリブ諸国の大半もゲイに優

しい国々ではない。アムネスティ・インターナシ

ョナルは、かつて、ジャマイカを「ぞっとするほ

どの同性愛嫌悪にかかっている」と記述した。リ

ゾート・チェーンのサンダル社には、かつて同性

のカップルの宿泊を認めない方針があり、2004 年

にはじめて撤廃された。また、よく知られた話だ

が、ゲイ・クルーズはケイマン諸島などカリブ諸

島のいくつかで接岸を禁止されていた。英国でさ

え、同性のカップルの宿泊を禁じる権利がホテル

にあるか、2005 年にまだ政府で議論していた。し

かし、2006 年には差別禁止法が成立した。皮肉な

ことに、同じ頃、「ビジット・ブリテン」

(www.visitbritain.co.uk)では、ゲイ・ツーリズム

を盛んに宣伝していた。「我々には、誇るべきゲイ

の歴史、 先端の文化とファッション、きらびや

かな都市とドキドキするほどのナイトライフがあ

るのです。いざカムアウト（同性愛者であること

を明らかに）して、ブリテンへいらっしゃい！（訳

注２）」。 
 多くの大都市はゲイに優しいとの評判がある。

サンフランシスコ、シドニー、ロンドン、マドリ

ード、ニューヨーク、アムステルダム、そして、

リオやブエノスアイレスなど南米の都市も次第に

有名になりつつある。リオのカーニバルは、着飾

って真実の自分を表現できる理想的な機会である。

ブエノスアイレスは、国際ゲイ・レスビアンサッ

カー協会の 2007 年の世界選手権大会の会場に選

ばれた。理由は、同性愛への寛容さである。イン

グランド北部のマンチェスターには、有名なゲイ

地区(gay village)があり、マンチェスターのナイト

ライフの中心的な存在になっている。ヨーロッパ

でも世界でも、多くの都市にゲイ地区があり、夜

の経済活動が盛んだ。日中のレジャーや小売りは

いうまでもない。イギリスやヨーロッパの海岸町

も、新たなイメージやアイデンティティを確立す

る手段のひとつとして、盛んにゲイ・ツーリズム

を宣伝している。たとえば、ブライトン、ブラッ

クプール、ボーンマス、などは、すべて、国内や

地元の旅行業者からゲイの観光地として宣伝され

てきた。スペインのシッチェスは、長年、ゲイの

観光地として有名で、カナリア諸島の一部も同様

だ。 近は、ゲイ・クルーズ、ゲイ・スキー週間、

ゲイ温泉など、新しい商品が多数出現している。 
 ゲイ・パレードやゲイ・エンターテインメント

は、「コスモポリタン」な都市の多くの魅力のひと

つである。たとえば、シカゴは、ゲイ地区である

ハルステッド通りの商品価値を十分に利用してい

る。同様にラス・パルマス・デ・グラン・カナリ

アは、地元の謝肉祭のドラッグ・クイーン（男性

同性愛者の女装）コンテストを利用してきた。ゲ

イだけでなく、通常の観光客もひきつけるゲイ文

化イベントとして も重要な例は、ゲイ・パレー

ドか、謝肉祭イベントのマルディ・グラである。

当初、こうしたイベントは大きく政治問題化され

た。こうしたイベントに伴う行進は今でも政治問

題化されがちだ。こうしたイベントは、ゲイ・コ

ミュニティが連帯し、自分たちのアイデンティテ

ィや権利を公けに表現し主張する場であった。し

かし、多くの場合、それに続くにぎやかなお祝い

は、何よりも公共のパーティと化していった。そ

して残念なことに、しばしば、公共空間からの「ゲ

イの排除」(de-gaying)やゲイ集団の更なる疎外感

の助長につながっていった（Smit 2003）。 
 「ゲイ路線でいく」という決定は、どんな観光

リゾートにとっても、軽いものではない。とくに、

やり方があからさますぎれば、他の顧客グループ

からすぐに避けられてしまうからだ。たとえば、

スペインのシッチェスや、イギリスのブライトン

はゲイ観光地として有名になったが、（子ども連れ

http://www.visitbritain.co.uk/
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の家族など）「伝統的な」ビーチ観光者を呼び込め

なくなったかもしれない。しかし、逆の効果が出

て、さらに多くの観光者を集めることもありうる。

たとえば、多くの女性はゲイ・イベントに参加す

るとき、通常のイベントに参加するときよりも「安

心」だと感じるようだ。異性愛者の男性に迫られ

るという恐怖を感じなくてすむからである。 
 観光マーケットの伝統的な宣伝・広告では、白

人異性愛者のヨーロッパ人男性の支配的な視点か

ら「観光者のまなざし」が導かれていた。それと

同様に、LGBT ツーリズムのマーケティングは、

白人同性愛者のヨーロッパ人男性の視点に支配さ

れがちである。この点は、Watt & Markwell
（2006）など、LGBT ツーリズムの地平を描き出

そうとした多くの研究者が指摘してきた。白人男

性の支配的な見方に向かうこの傾向は、ゲイ・ツ

ーリズム、ゲイ・パレードやプライド・フェステ

ィバルと呼ばれる祭（訳注３）に関わるウェブページ

や広告物（本、パンフレット、トラベルガイドな

ど）に反映されている。つまり、年齢やジェンダ

ー、国籍や肌の色のせいで、特定の同性愛者の集

団は、いまなお排除され周辺化されているという

ことだ。 
 「ゲイケーション」（ゲイ休暇、ゲイ観光地）は

ゲイに対する思いやりの度合い、既存のアトラク

ションへの近さ、そして友人からの勧めによって

決定される。旅行の好みに関する質問に答えた調

査対象者は、オンラインの（ネットでの）情報が、

旅行を計画するときに不可欠だと答えている。基

本的にインターネットやネットワーク化があって、

多くの人が「押入れからカムアウトする」ことが

でき、21 世紀の私たちが目にしている性的な革命

を生みだしたからである。 
 ゲイの人々が、特定の観光地にいかなければな

らないのはなぜか、またゲイに合わせた施設やサ

ービスを使わなければならないのはなぜか、疑問

をもつかもしれない。多くの LGBT 観光者が休暇

という「逃げ場」を必要とするのは、「自分」らし

くあるため、つまり、家族や仕事、宗教的な規制

によって普段は表すことのできない「他者」とな

るためである。観光地という「目立たない」領域

は、LGBT 観光者を日々の生活から解放し、さま

ざまな可能性を探求できる領域をひろげる

（Turner 1987）。そこでは、もうひとつの「許容

できる」自己のイメージを探求できるのだ。しか

し、ゲイ・ツーリズムの意味や認識について研究

すべき領域は多く残されている。ゲイ・ツーリズ

ムとセックス・ツーリズムの境界の不明瞭さも、

研究すべき領域のひとつである。ゲイ・ツーリズ

ムとセックス・ツーリズムはしばしば同義とされ

るが、その様な考え方は役に立たないし、不要な

偏見をさらに助長するだけである。 
 
【関連項目】アイデンティティ、セックス・ツー

リズム 
 
【読書案内】 
ツーリズムにおける、他の多くのタブー的話題と

同様に、同性愛者（ゲイやレズビアン）の旅行に

特化したウェブサイトを参照する方がよい場合が

多い。しかし、Waitt & Markwell の Clift ほか、

多くの主流な著作が現れつつある。Hughes の著

作も同性愛ツーリズムに焦点を当てている。 
 
【推薦図書】 
Clift, S., Luongo, M. and Callister, C. eds (2002) 

Gay Tourism; Culture, Identity and Sex. 
London: Copntinuum Books. 

Hughes, H. L. (2006) Pink Tourism: Holidays of 
Gay Men and Lesbians. Wallingford: CABI 

Waitt, G. and Markewell, K. (2006) Gay 
Tourism; Culture and Context. New York: 
Haworth. 

 
（訳注１）原著はGLBTと表記しているが、本訳

では、日本で一般的なLGBTを用いた。順番も

LGBTの順番に変更している。LGBTについては、

NHK福祉ポータル「ハートネット」内の解説ペー
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ジ（http://www.nhk.or.jp/heart-net/themes/lgbt/）
が参考になる。 
（訳注２）原文は‘…isn’t it time you came out … 
to Britain!’で came out が「同性愛者であること

を明らかにする」と「ブリテンに来る」の掛け言

葉になっている。 
（訳注３）LGBT の文化を祝うイベント。同性婚

などの権利を主張する場ともなっている。 
【小槻】 
 
【ツーリズムの地理学（Geography of 

Tourism）】 

 
ツーリズムの地理学とは、通常、ツーリズムに

おける消費・供給・需要・交通を扱う、自然地理

学および文化地理学のことを指す。 
 
ツーリズムの地理学は、位置・場所・空間、人間

的・文化的特徴、人々の動きやモビリティに関わ

るたくさんのキー・テーマをもっている。ある位

置から別の位置へと人々を運んできた交通手段も

含まれる。ツーリズムの地理学は、出発する国か

ら目的地となる国へのツーリズムのフロー（流れ）

も扱う。ツーリズムのフローは、伝統的に西洋の

先進国から低開発国へのフローが扱われてきたよ

うに、経済的・政治的要因に大きく影響されうる。

だから、ツーリズムのグローバル化や文化の標準

化に関わる議論は地理学と密接に関わっており、

ツーリズムは環境を画一化したり場所の感覚を破

壊したりするとよく言われる。 
 Aitchison, MacLeod and Shaw (2000)は、レジ

ャーとツーリズムの地理学を議論している。そこ

では、以下のような、さまざまな地理学的言説を

含む提案がなされている。地域的範域を地図化し

同じ位置に多角的な意味づけをする植民地地理学。

国民国家を囲う物理的境界を創り出したり、誰も

（たとえば女性、少数民族、同性愛者）が自由に

アクセスすることはできない空間を創り出したり

することのできる系統地理学。土地がどう使われ

るべきか、価値づけられるべきかを決める、景観

評価。海辺のリゾートなどの観光地や、観光地の

ライフサイクル、訪問パターンをみる、ツーリズ

ム地理学。ツーリズム景観をコントロールする枠

組みや機構を認識する、構造主義者の解釈。エキ

ゾチックなものとしての観光地の構築や、その景

観中で「他者」として生きる人々を検討する、ポ

スト・コロニアル地理学（self and other の項を参

照）。 
 Hall and Tucker (2004)によると、植民地的な思

考と言説は、現代のツーリズムにおいて全く終わ

っていない。特にそれが顕著なのは、多くのヨー

ロッパ人が帝国主義を懐かしんだり理想化したり

する様子である。今も西洋のツーリストは、建築

や食、言語、一般的な文化が自分たちにとって親

しみやすいところや、かつての植民地へ、場合に

よっては国の歴史のより「栄えある」時代へと流

れていくことがよくある。余暇における英米の市

場は、英語が広く話されているところへと動く傾

向がいまだにある。かれらの母語でコミュニケー

ションを取れることが、余暇に必須な部分とされ

ている。同じことが、スペイン（やスペイン語）

とラテンアメリカ・カリブ諸国との関係や、フラ

ンス語とかつての植民地（その筆頭の例がモロッ

コ）との関係にも言えるだろう。 
 しかし、ツーリズムの地理学、特に経済・政治

地理学は、常に書き換えられている。ツーリズム

は、ヨーロッパ人の好みやトレンドに過去 60 年間

支配されてきていても、交通体系の進化にしたが

い遠くへ遠くへと動いてきた。ツーリストはいま

や中国やインドなどの国々からやってくるし、消

費者のトレンドやパターンは実にさまざまになっ

ている。消費の文化地理学や、「場所を消費する」

ことは、ジェンダーや年齢、社会的な立場、体力、

コミュニケーション能力、宗教、国籍などに部分

的に影響されている。ツーリズムの地理学は、ツ

ーリズムの類型に定義づけられたり、その逆があ

http://www.nhk.or.jp/heart-net/themes/lgbt/
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ったりもする。だから我々はツーリズムを地理的

なパッケージに分けて捉える傾向がある。それは、

都市、農村、沿岸、島嶼、国内、国際や、新たな

ツーリズムの地理学の主導者である Hall and 
Page（2005）による「娯楽の周辺地域（pleasure 
periphery）」である。気候もツーリストの動きに

かなり影響する。北欧などの寒い地域に住む人々

は、休暇期間に南の暖かい地域に引き寄せられる

傾向がある。 
 気候変動は、ツーリズム消費の地理学に大きく

影響するファクターである。2004 年にアジアで発

生した津波（訳者注：スマトラ島沖地震に伴うイ

ンド洋津波）で も被害の大きかった地域では、

観光産業がうけた大打撃から復興するのに時間を

要した。台風や季節風、ハリケーン、森林火災、

極端な気温にさらされすぎることは、ツーリズム

にとって深刻なマイナスとなる。政治的・宗教的

な事件もツーリズム消費の物理的パターンを変化

させる（危機管理の項を参照）。9.11 の攻撃後、米

国はツーリズムのランキングのトップに戻るのに

時間を要した。バルカン半島の国々、イラク、イ

ラン、アフガニスタンは事実上、ツーリズムの潜

在的な地理的対象としては拭い去られている（た

だしバルカン半島の国々だけは、おずおずとした

形ながらもツーリズム分野に戻って来つつある）。

パレスチナ、レバノン、イスラエルも、概して同

じような目にあっている。経済成長も地理的な移

動に大きな変化を生むことがある。かつて目的地

として高額すぎるとみられていた英国や米国が景

気後退に見舞われると、英国や米国には自然に観

光客が集まった。また、ドバイとアラブ首長国連

邦は、かつてのラスベガスがそうだったように、

大半の人々に経済的に手が届かないと思われてい

た「華麗な」場所が、今や選ばれたリゾートのリ

ストで首位を占める例である。ユーロ圏は現在の

ところ非常に高値で取引され生き残っているが、

それは中国人や日本人のツーリズム増大のおかげ

である。 

 ツーリズムの地理学は、空間や場所にも大変関

心をもつ。そこには、標準化やグローバル化につ

いての関心事が含まれる。その結果、ジオツーリ

ズムとして知られる、比較的新しいツーリズム形

態が生まれてきた。ジオツーリズムは、場所の地

理的特徴、例えばその場所の文化、環境、遺産や、

住民の幸せ（well-being）を、維持し、さらに増

進させるツーリズムである。ジオツーリズムは、

持続可能なツーリズムやエコツーリズム、ヘリテ

ージ・ツーリズム、文化ツーリズムと結びつく、

スペシャル・インタレスト・ツーリズムの一形態

である。そこには文化的関心と環境面の関心の両

方が、コミュニティや個々の経済および生活様式

に影響を及ぼすローカル・インパクト・ツーリズ

ムと同様に含まれている。ジオツーリズムは、景

観とそのユニークな特性を保護するジオコンサベ

ーション（geoconservation）を促進しそれに資す

る手法のひとつとなり得る。ビジターの関心は、

景観の美的価値の鑑賞を超えて、その場所（site）
の理解・保護・保全に焦点が当てられることが望

ましい。 
 ジオツーリズムの定義は、その初期の段階であ

る 1990 年代には、「レクリエーション地質学

（recreational geology）」（Hose, 2005）の一形態

を提供する、地質・地形に関わる場所（site）や、

いわゆる「ジオサイト」の訪問およびインタープ

リテーションと密接に結びついていた。しかし、

ジオツーリズムの概念は、近年広がってきたよう

だ。米国旅行業協会（Travel Industry Association 
of America）と雑誌「ナショナル・ジオグラフィ

ッ ク ・ ト ラ ベ ラ ー （ National Geographic 
Traveler）」による 2002 年の報告書でもとりあげ

られた。この報告書によると、ナショナル・ジオ

グラフィックの編集主任である Jonathan B. 
Tourtellot と彼の妻 Sally Bensusen が、1997 年

に、エコツーリズムや持続可能なツーリズムより

も包括的な用語や概念を求める声に応じて作った

用語である。ジオツーリズムは、持続可能なツー
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リズムの概念と、目的地が将来世代のために保護

されるべきだという考えを統合し、同時に場所

（locale）の特徴を増進・保護できるようにするも

のである。ジオツーリズムは、エコツーリズムの

理念も採用している。ツーリズムの収入を保全の

促進に使えるというものである。これには、自然

環境だけでなく歴史や文化も含まれる（National 
Geographic, 2008）。 
 ジオツーリズムは、ある場所（location）の顕著

な特徴に焦点を当て、その地理的特徴や場所の感

覚を保持することを目標としている。歴史的建造

物、伝統的・現代的な文化、景観、料理、美術工

芸、地域の植物相・動物相など、すべての場所

（place）が含まれる。開発によってこの、場所の

感覚が増進され、グローバル化され標準化された

施設（例：チェーン展開のホテル、ファスト・フ

ードのレストラン）や一般的建築（ generic 
architecture）は規制されるべきだ。このことは、

ビジターや地元住民の利益になるはずだ。ジオツ

ーリズムのねらいは、ツーリズム収入がツーリス

トの見に来るものを保護するための地域のインセ

ンティブになったり、「男はそれぞれが愛するもの

を殺す（each man kills the things he loves）」と

いう典型的パターンを後追いしなかったりという、

好循環の促進にある。ジオツーリズムは、持続可

能性の原則を、観光地の開発・マネジメントへの

統合的・長期的アプローチの形で取り込むことに

なる。ナショナル・ジオグラフィック（The 
National Geographic）（2008）では、ジオツーリ

ズムの主な特徴が要約され、かつ 13 の原則に基づ

く「ジオツーリズム憲章（Geotourism Charter）
が創られている (www.nationalgeographic.com/ 
travel/sustainable/about_geotourism.html を参

照）。米国、カナダ、オーストラリア、ノルウェー、

イラン、ネパール、エクアドル、コスタリカ、ギ

リシャなど、多くの国々がジオツーリズムの開

発・推進を始めている。 
 米 国 旅 行 業 協 会 （ The Travel Industry 

Association of America）（2002）は、ジオツーリ

ズムに引きつけられる正しい姿勢を示す旅行者の

種類に関する、「ジオツーリズム研究（ the 
Geotourism Study）」と呼ばれる研究に着手した。

この研究では、過去 3 年間に少なくとも 1 回旅行

した 1 億 5 千 4 百万人の米国人から、8 つの旅行

者セグメント（あるいはプロファイル）を見いだ

した。その結果からは、少なくとも 5500 万人の

米国人が「サステイナブル・ツーリスト」あるい

は「ジオツーリスト」に分類される。上位 3 つの

セグメントは、以下の通りであった。 
 
・ジオ見識者（geo-savvys）（1630 万人の成人旅

行者） 
・都市的な垢抜けた人（urban sophisticates）
（2120 万人） 
・よき市民（good citizens）（1760 万人） 
  
 3 つのグループとも、世界の意識が高い周囲の

影響を受けている。また、かれらは生態的・文化

的環境を保護・保存するのを支援し、本物の旅行

経験を得るに十分な旅を求めるだろう。さらに、

他のセグメントとして識別された 1 億人近くの米

国人旅行者も、その方向に動くことができる。 
 ジオツーリズムは、単に既存概念（持続可能な

ツーリズム、エコツーリズム、文化ツーリズム）

の融合あるいは再包装であると言える。しかし、

美しくユニークな景観の保全や、地域文化の継続

性と本物らしさに興味を持つ旅行者の数は増え続

けている。ジオツーリズムのラベルは、そうした

旅行者に対する訴求力を持っている。 
 
【関連項目】危機管理（crisis management）、マ

チュアー・ツーリズム（mature tourism）、モビ

リティ、新植民地主義 
 
【読書案内】 
Boniface and Cooper に よ る Worldwide 
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Destinations: The Geography of Travel and 
Tourism、および Michael Hall の著作（たとえば

Hall and Page, The Geography of Tourism and 
Recreation: Environment, Place and Space）は

読む価値がある。Jackson and Hudman による

Geography of Travel and Tourism の 新版も有

用である。 
 
【推薦図書】 
Boniface, B. and Cooper, C. (2004) Worldwide 

Destinations: The Geography of Travel and 
Tourism. Oxford: Butterworth-Heinemann. 

Hall, C.M. and Page, S.J. (2005) The Geography 
of Tourism and Recreation: Environment, 
Place and Space, 3rd edn. London: Routledge. 

Jackson, R.H. and Hudman, L.E. (2002) 
Geography of Travel and Tourism. New York: 
Delmar Learning. 

【河本】 
 
【ヘリテージ・ツーリズム（Heritage 

Tourism）】 

  
 ヘリテージ・ツーリズムとは、歴史的な資源、

建築物や遺物、および伝統や共同体のライフスタ

イルなど無形の文化に焦点を当てたツーリズムで

ある。 
 
グラハムは、“過去”、“歴史”、および“遺産”と

いう言葉を区別している（Graham et al. , 2000）。
過去とは、すでに起きた物事すべてを意味し、一

方で歴史とは、現在の歴史家が過去の選ばれた側

面を説明しようという試みのことである。また本

質的に、遺産とは、過去の現代的な活用であり、

解釈と表現の両方を含んでいる。しかしながら、

遺産の概念は、遺産産業の成長とともに、商業化

または商品化と結びくようになってきた。結果と

して、過去または歴史は、遺産という形態におい

て、娯楽の源泉として悪用されまたは歪曲される

べきか、というところまで論争が及ぶこととなっ

た。ヘウィソンは、遺産の“娯楽”化を目的とす

る歴史的事実の明白な加工について懸念を表明し

たが（Hewison, 1987)、一方でアーリをはじめと

する他の研究者は、（公的または私的な）教育

education と“娯楽 entertainment”を組み合わ

せた“エデュテイメント edutainment”というア

イディアを全面的に受け入れている（Urry, 1990
／2002）。ヘリテージ・ツーリズムは、一般的に

後者の概念に依拠しており、そうした状況に陥る

ことを良しとしない博物館や遺跡でさえも、不十

分な公的資金援助のゆえに、そうせざるを得ない

ことがある。 
 ヘリテージ・ツーリズムに関する伝統的な観方

は、本質的に活用的なものであった。ラーカムは、

Preservation（保存）と Conservation（保全）お

よび Exploitation（活用）の概念をそれぞれ次の

ように区別している（Larkham, 1995:86）。 
 
・保存：重要な文化的意味を持つ場所や遺物の形

態をほとんど変更せずに保存する。 
・保全：歴史的建造物や場所を現代的な使用に適

した状態にするための修復処置という概

念を含む。 
・活用：特に観光および余暇という観点から遺産

としての場所の価値を認め、既存および

新しい場所の開発を含む。 
とはいえ、観光や訪問は不可避なものであり、そ

れどころか喜ばしい発展であるとして受け入れら

れるようになりつつある。保全のための余分な収

入を創出することが可能となり、遺産資源がより

高い関心と宣伝を享受し、先住民族が注目を集め、

その伝統までもがツーリストの興味対象となるこ

とで復活し得る（例：踊りや工芸など）。適切な方

法で遺産景観の保全を図る必要性に対して認識が

高まり、常に道具や技術は改善されている。 
 遺産は多様な側面を備えており、歴史的な遺物

から歴史的建造物、歴史的景観、および過去の人々

の物語まで多岐にわたる。遺産資源は、以下のも
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のを包含しうる。 
 
・モニュメントや歴史的建造物、考古学遺跡など、

構築された遺産資源 
・国定公園や景観、海岸線および洞窟など、自然

の遺産資源 
・教会堂や大聖堂、神殿、モスク、シナゴーグや、

巡礼路や巡礼都市など、宗教的な遺産資源 
・高山や工場、工業景観など、工業的な遺産資源 
・著名な作家の家や故郷の街など、文学的な遺産

資源 
・芸術家にインスピレーションを与えた景観や環

境など、芸術的な遺産資源 
・伝統的な祝祭や行事、踊りや民族博物館など、

文化的な遺産資源 
 
このように遺産資源は幅広い類型を持つため、ヘ

リテージ・ツーリズムのマネジメントは複雑なプ

ロセスになる。中心となる課題は、保全とビジタ

ー・マネジメントのバランスを取ることである。

保全は、遺産をある程度適応させることを認める

が、広範囲に及ぶ訪問や観光の発展に対して遺産

が常に開放的であるとは限らない。複合的な都市

環境（例：歴史的な都市）における観光のマネジ

メントは、明らかに単体の遺産地域の場合よりも

統合的なアプローチを必要とする。意思決定の政

策と計画は、より広範な都市開発のコンテクスト

に基づいて統合される必要があり、また都市計画

の担当と観光開発者、保存専門家および地域住民

のあいだにある、それぞれの利害関係の競合に対

処しなければならない。歴史的な都市は、生きて

活動している共同体の居住する場であり、訪問者

の利便を図る観光産業や遺産産業によって化石化

され、生きた博物館とされるような、単なる歴史

的資源とみなすべきではない。 
 いくつかの世界的な遺産資源、とりわけユネス

コの世界遺産や歴史的な都市において、観光客数

は懸念の対象となりつつある。世界遺産は、ユネ

スコによって指定された、世界のきわめて独特な

文化および自然の遺産である。リースクとファイ

アルは、世界遺産“ブランド”の過剰な露出が頻

発しており、多くの場所で飽和状態に向かいつつ

ある、としている（Leask & Fyall, 2006）。現在、

ほぼ間違いなく、コントロールの難しいマス・ヘ

リテージ・ツーリズムの形態が形成されている。

ユネスコは、世界遺産が可能な限りの人々に公開

されるよう便宜を図るべきと規定しているが、多

くの主要な遺産資源では、訪問者の受容と資産の

保全のバランスが困難になりつつあることが判明

している。このプロセスは、地元の共同体が景観

の一部を成している場合、明らかに複雑なものと

なる（例：歴史的都市や文化的景観など）。結果と

して、それぞれの世界遺産は、保全と訪問者およ

び地域的な課題に対する方針を概括したマネジメ

ント・プランの策定を求められている。世界遺産

の多様性は、マネジメント・プランの大幅な標準

化が困難であることを意味し、またマネジメン

ト・プランは、それぞれの遺産の固有の特性や独

自の性質に対処することを目指さなければならな

い。世界遺産リストに登録されていない遺産物件

の運命は、所有者のマネジメント哲学と財政的状

況に大きく依存しているが、概して彼らは遺産を

保護し発展させるためにさらなる努力をしている。 
 世界遺産リストと同じように、幾つかが失われ

てしまった過去の世界七不思議に代わって、新た

な世界七不思議のリストを選ぶプロジェクトも行

われた。これぞと思う物件についてオンラインで

の公開投票が行われ、2007 年の投票結果では、文

化的な物件について以下の 7 つが選ばれた。 
 
・チチェン・イッツァ（メキシコ） 
・コロッセオ（イタリア） 
・マチュピチュ（ペルー） 
・コルコバードのキリスト像（ブラジル） 
・万里の長城（中国） 
・ペトラ（ヨルダン） 
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・タージ・マハル（インド） 
 
ユネスコの前理事長フェデリコ・メイヤー・ザラ

ゴザを主審査員として、2011 年までに自然に関す

る世界 7 不思議も選出されることになっている

（www.new7wonders.com 参照）。（*訳注１） 
 ユネスコはまた、無形文化遺産を保護する条約

も策定した。この決定は、部分的には、グローバ

リズムの文化的影響と独自の伝統および言語の消

失に対する懸念と、および多くの非西欧諸国にお

ける無形の遺産の重要性に対する認知度の上昇に

依拠している。条約は、無形文化遺産が特に以下

の分野に認められることを述べている。 
 
・無形文化遺産の伝達手段としての言語を含む、

口承による伝統および表現 
・芸能（伝統音楽や舞踊、演劇など） 
・社会的慣習、儀礼および祭礼行事 
・自然および万物に関する知識および慣習 
・伝統的な工芸技術 
 
ブラウンは、先住民族がしばしばその伝統に対し

て秘密主義をとるため、無形遺産の保護がいかに

複雑なものになりうるかを述べている（Brown, 
2003）。多くの先住民族集団は、彼らの文化遺産

が優勢な外部の人々によって私物化されることを

恐れており、そのため情報を公開することに対し

て乗り気ではない。先住民族と部族集団は、その

伝統と文化、そして遺産を守ることに関して、彼

ら自身の独自の問題を抱えている。伝統的に彼ら

は、開発側が賞賛するような特別な景観のなかで

生活してきた。加えて、工業的、運輸的、および

観光的な開発が、彼らの遺産をさらに侵食するよ

うに脅かしている。住民は観光客の興味関心に対

応して慣習を変えたり、観光客の行動様式に影響

されたりするため、過剰な訪問者は、先住文化に

対する文化変容やその恒久的変化を引き起こす可

能性がある。 

 しかしながら、遺産が無視されたり不適切な保

護の状態におかれたりしているのは、先住民族や

部族集団ばかりではない。サミュエルは、遺産が、

その時々の社会の価値観や大衆の嗜好を映し出す

ことで、時代の支配的美意識を反映する傾向があ

る、とする（Samuel, 1994）。これは、支配的美

意識が本質的に偏見かつエリート主義であり、白

人・中流階級の男性ヨーロッパ人の主観が伝統的

に反映されてきた、ということを意味する。社会

におけるマイノリティとエスニック・グループの

遺産を価値づけるための尽力は、ポストモダン的

な思考と文化主義の影響ゆえに過ぎない。一般社

会の歴史ですら、伝統的には王室や軍事的な出来

事の歴史によって片隅に追いやられてきたし、男

性の歴史は常に女性の歴史よりも集中して探求さ

れてきた。しかし、遺産保全や博物館は、より広

範囲の人々の遺産について焦点を当てるようにな

りつつある。ポストモダン的な歴史の多元化とそ

の解釈および表現は、産業的、農業的、および民

衆的な遺産を高く評価する方向へ進んでいる。資

金は限定的であり、支援するべき、または表現す

るべきものについての決断は未だになされていな

いが、そのプロセスはより民主的なものになりつ

つある。 
 遺産のインタープリテーションの性質について

も、興味深い議論が行われている。理論家たちの

幾人かは、遺産が過去を健全化したり栄光を加え

たり、または和らげる傾向がある、としている。

例えば、スワーブルックは、多くの博物館におい

て、対立や論争を避けるための慎重な試みとして、

“ソフトな”遺産に焦点を当てる傾向がある、と

指摘した（Swarbrooke, 2000）。訪問者の多くは

その余暇のなかでショックや恐怖を受けるよりも

娯楽を望んでいるため、観光の分野ではこの傾向

は一般的といえる。ショーテンは、訪問者は歴史

的な現実という厳然たる事実よりも経験を探求し

ている、とする（Schouten, 1995）。しかしながら、

ティルデンは、遺産のインタープリテーションと
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は人々を刺激し、衝撃を与え、その心を動かすこ

とを目的とするべきだ、と論じている（Tilden, 
1977）。タンブリッジとアッシュワースおよびレ

ノンとフォーレイは、“暗い”または“不快な”遺

産の概念と、まさにその本質から微妙な扱いを要

し、さまざまな論議の対象となり、感情に訴えか

け、時には衝撃的でもある虐殺の遺産について、

綿 密 な 分 析 を 提 示 し て い る Tunbridge & 
Ashworth（1996）と Lennon & Foley（2000）。 
 遺産は、ツーリズムの目的にとって多様な利用

が可能である。その例の一つは、演技者が雇われ

て、よく衣装をまとって過去を再創造または再現

する“生きた遺産＝リビング・ヘリテージ”であ

る。歴史家や保存専門家たちからこうした遺産の

形態について“歴史的な正確性”を懸念する声が

聞かれるが、これらは徐々に一般化しつつあり、

また一般市民も参加することすらできる。例えば、

戦いの再現は、ヨーロッパの多くの人々にとって

趣味となっている。 
 概して、ヘリテージ・ツーリズムは、世界の主

要な成長産業の一つとなりつつあり、結果として、

より多くの人々が過去の保全とインタープリテー

ションに関心を持つようになったといえよう。し

かしながら、その伝統的なプロセスと慣習は、遺

産の多様性を認め、人々とその文化の幅広さを包

含するような、より民主的なものへと徐々に置き

換えられつつある。 
 
【関連項目】文化ツーリズム、ダーク・ツーリズ

ム、先住民ツーリズム、アーバン・ツーリズム 
 
【読書案内】 
文化ツーリズム（該当項目参照）に関する無数の

本に加えて、遺産研究とヘリテージ・マネージメ

ント、および近年にはヘリテージ・ツーリズムに

関する本が多数出版されている。例えば、Graham 
et al 著  A Geography of Heritage: Power, 
Culture and Economy や Boyd & Timothy 著 

Heritage Tourism がある。いくつかの本では、世

界遺産のような“遺産”に関わる要素に焦点を当

てている（Leask & Fyall 著 Managing World 
Heritage Sites 参照。国際的な Journal of 
Heritage Studies および Journal of Heritage 
Tourim も参照の価値あり）。 
 
【推薦図書】 
Boyd, S. and Timothy, D. (2002) Heritage 

Tourism. London: Prentice-Hall. 
Graham, B. Ashworth, G.J., Tunbridge, J.E. 

(2000) A Geography of Heritage: Power, 
Culture and Economy. London: Arnold 

Leask, A. and Fyall, A. (eds.) (2006) Managing 
World Heritage Sites. Oxford: 
Butterworth-Heinemann. 

 
（訳注 1）2011 年に選出された新世界 7 不思議の

自然物件は以下の通り。アマゾン川と熱帯雨林（ボ

リビア、ブラジル、コロンビア、エクアドル、フ

ランス領ギアナ、ガイアナ、ペルー、スリナム、

ベネズエラ）、ハロン湾（ベトナム）、イグアスの

滝（アルゼンチン、ブラジル）、済州島（韓国）、

コモド島（インドネシア）、プエルト・プリンセサ

地底河川（フィリピン）、テーブルマウンテン（オ

ーストラリア）。 
【高根沢】 
 
【成熟世代のツーリズム（Mature Tourism）】 

  
一般に成熟世代或いは老年世代のツーリズムとは、

絶え間なく増大しつつある西洋先進国の 55 歳以

上のベビーブーマー世代やボボス世代のツーリス

トを指す。 
 
 国連（2002）によれば 2050 年までに 60 歳以上

人口が 5 分の 1 となり、2150 年までにこの割合が

3 分の 1 に高まることが予測されている。20 世紀

の後半を通し先進国の平均寿命は 20 歳延び、地球

全体での人間の寿命は現在の 66 歳に達した。勿論、
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国により違いはあるが、ツーリズム活動を産み出

しているほとんどの主要国家の国民の寿命は平均

以上である。 
 55 歳以上の多くは既にリタイアしている場合

が多いわけだが、特に西洋先進国においては、旅

行がリタイア後の経験の不可欠な一部であること

がますます一般的となってきている。先行世代と

比べ、ベビーブーマー世代（ヨーロッパや合衆国

で第二次世界大戦直後に生まれた世代）やボボス

（半ばボヘミアン、半ばブルジョア的な人々）は

長生きし、より長く活動的であり続け、より多く

の可処分所得を持っている。この理由により、55
歳以上のツーリストを記述する為に用いられる一

般的な言葉は“成熟世代のツーリズム”や“第三

世代のツーリズム”となる傾向にあるだろう。こ

れらの言葉は 60 歳以上に対し一般的に用いられ

る“白髪のツーリスト”や“シニア世代ツーリス

ト”よりも耳あたりの良いものであるだろうから

だ。経済社会的な研究によれば、男女を問わず 50
歳を超えた人は誰でも一生で 高の収益率を誇る

時期にある。というのも彼（彼女）らはローンを

払い終わっていたり、（親世代であれ子供世代であ

れ）扶養家族に対する主要な金銭負担を支払い終

わっていたりする可能性があるからである。こう

して、彼（彼女）らは自己裁量で使えるより多く

の収入と旅行する為の独立及び自由を持つことと

なるのだ。故に成熟世代のツーリストは、旅行関

連消費者のうちでも も数が多く、 も収益が期

待できる集団である。 
 世界観光機関（WTO）による 1996 年の“シニ

ア世代のツーリズムに関するレシフェ憲章”はシ

ニア世代或いは成熟世代のツーリズムと生活の質

との間に明白な関係を打ち立てた 初の文書であ

る。この宣言はまた、このような関係を検証する

調査を要請した。というのもそれ以前の研究は、

リタイア世代を単にオフシーズンに旅行できる、

可処分所得を持つニッチ市場としてのみ捉えたり、

この増加しつつある人口部門を単に別のタイプの

ツーリストとしてのみ捉えたりする傾向にあった

からである。この憲章の起草者は、シニア世代の

ツーリズムが他の同世代の人々との友情やロマン

ティックな関係に繋がる機会や、新たな経験や反

省をもたらす機会を与えうるものだと示唆し、結

果として目的意識が養われると考えている。起草

者はまた、在宅中のシニア世代を取り巻きうる身

体的苦痛、迫り来る死、低下する社会的地位とい

った感情からの逃走をツーリズムが与えうるかも

しれないと宣言する。 
 Moscardo（2006）は合衆国とオーストラリアの

研究を利用しつつ、これらの国家における成熟世

代のツーリストの現在の大きな需要や旅行に関す

る嗜好性を示している。しかしながら彼女は、こ

の特定のセグメントのウォンツやニーズを他の世

代集団のそれと差異化することは困難だと言う。

Dann（2001）は、シニア世代はより若いツーリ

スト達とは異なる活動（他の旅行者との社交、文

化的歴史的目的地の訪問、ガイド付きツアーへの

参加）に参加する傾向にあると示唆する。彼らは

あまり発展していない地域に郷愁を誘う質を求め

たり、身体的にハンディがある場合は特別なケア

サービスや方策を求めたりする。しかしながら、

成熟世代のツーリスト達は全くもって同質的なツ

ーリストであるわけではない。Cleaver et al.
（1999）による要因分析の結果によれば、シニア

世代のツーリストを旅行動機で分類すると以下の

7 つとなることがわかった。（相対的な大きさの順

に並べると）以下である。 
 
・郷愁を求める者 
・友人関係を求める者 
・学習者 
・逃避者 
・思考者 
・ステイタスを求める者 
・身体的運動を求める者 
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シニア世代の旅行者達が潜在的には他の市場セグ

メントと同程度に多様性を持つ点に注意する為に、

この論文は参照に値する。しかし、幾つかの共通

特徴が同定されうる。Horneman et al.(2002)は高

年齢の旅行者達をプロフィール分けする研究を進

め、成熟世代のツーリストについて以下を結論づ

けた。 
即ち、成熟世代のツーリストは、 
 
・目的地により長く留まる 
・計画により長い時間をかける 
・より頻繁に友人や親戚を訪ねる 
 
他の研究によると、成熟した旅行者はパッケージ

ツアー、特に長距離バスやクルーズに乗るオプシ

ョンツアーを好む傾向にある。温暖な場所への長

距離ドライブもまた人気がある。成熟世代のツー

リストはますます活発になりつつある傾向にもあ

る（Moscardo,2006）。2002 年、オーストラリア

の“ツーリズム・クイーンランド”は彼らが“白

髪の”、或いは“シニア世代の”と称するツーリズ

ムについて若干の調査を実施した。彼らはシニア

世代について以下を結論づけたのだった。 
・ 全体として（76％）、旅行は一般的健康や幸福

を維持する為に重要だと感じられている。 
・ 若年層よりも高い割合で、可処分所得を旅行

に費やす 
・ 慎重に予算を組み、旅行中はお金の価値につ

いて意識的である傾向にある 
・ 一般的に若い旅行者よりも休日のプランニン

グに長い時間をかける 
・ 若い世代よりも旅行情報を多く消費する 
・ 若い世代よりもオフシーズンに旅行する傾向

にある 
・ お気に入りのツアーガイドを利用したり、過

去の旅行経験に基づき休日の在り方を選んだ

りするなど、若い世代よりもブランドへの忠

誠心を示す傾向にある 

・ 家族や友人と時間を過ごすこと、ルーチンワ

ークからの解放、常に関心のあった場所を訪

問することによって動機づけられている 
・ 利用可能な医療施設や個人的援助の機会、旅

行中の健康保険に関する心強い情報を探す 
 
このグループの為の商品を開発する際には、健康

面での補助や身体的負担の格付け、気候状況など、

年齢に比例して重要となる諸側面が巧みに計算に

入れられねばならない。しかし、高年齢の人々の

旅行を限界づけたり制限したりする幾つかの要素

があることが認識されてきたのも事実である。こ

れらには以下のものが含まれる。 
 
・安全性に関する問題 
・健康に関する問題 
・利用可能な時間 
・コスト 
・家族に対する責任 
・適切 なオプシ ョンに関する情報の不足   

（Moscardo,2006） 
 
 成熟世代や第三世代のツーリズムが持つ他の意

味は、例えば“3 つのＳ”（Sun-Sea-Sand 太陽

―海―砂）から成るリゾートを見ることで見出さ

れる。このタイプのリゾートは地中海地域におい

て十分に成熟を遂げてきたもので、Butler(1980)
が有名な「ツーリズム・ライフサイクル」論文で

言及したものである。これらの成熟したリゾート

地は 40 年以上の活動を経て、旅行経験の豊富なツ

ーリストにとってのアピールポイントが小さくな

ってしまったほどの標準化を遂げており、今や再

生の為の政策やプログラムを考えねばならない。

興味深いことに、その為の一つの主要な方法が成

熟世代のツーリストを呼び込むことなのだ。とい

うのも彼らはオフシーズンに訪問することができ、

恐らくはセカンドホームをそこに買う可能性も持

っているからである。 
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 第三世代のツーリズムはＩＴとの親近性を指示

するものとしても用いられうる。ツーリストは近

代世界の第三の革命、即ちＩＴとインターネット

のおかげで市場を制御することとなった。つまり

市場が供給主導型の産業から需要主導型のビジネ

スに変化しているのである。ＩＴとインターネッ

トはマス型のパッケージツアーから個人による

“ダイナミックパッケージ”への突然の変化をも

たらした。“ダイナミックパッケージ”は消費者自

身により組み立てられるが、しばしばそこには新

たなオンライン上の会社の手助けが介在している。

これらの会社は消費者ニーズに関する専門的知識

によって顧客のロイヤリティを作り上げていくの

である。ＩＴとインターネットはまた、インター

ネットブログを通した「口コミ」広告という新た

な現象をも生み出した。成熟世代のツーリストに

よるインターネット利用に関する Cho(2002)の研

究に従うと、インターネットを利用する成熟世代

の旅行者は利用しない層と比べ、相対的に若く、

相対的に高い年収を持ち、相対的に高い教育レベ

ルを持つ。また、仕事を持つ者の方が持たない者

よりもインターネットを使う傾向にあるという点

も結果として指摘されている。 
 
【読書案内】 
 1999 年、Pearce と Singh の編集による雑誌

“Travel Recreation Research”が特集を組んだ。

それ以来多くの雑誌論文が“成熟世代”、“シニア”、

“白髪の”、“第三世代”に関するツーリズムを扱

ってきている。（特に Greham Dann の諸論文を参

照のこと。）ここでも論及した Moscardo(2006)の
論文も有益なものである。 
 
【推薦論文】 
Cleaver, M., Muller, T. E., Ruys, H. F. M. and 

Wei, S.(1999) ‘Tourism Product development 
for the senior market, based on travel-motive 
research’, Tourism Recreation Research, 24 
(1): 5-11 

Dann, G. M. S. (2001)‘Senior tourism and 
quality of life’, Journal of Hospitality and 
Leisure Marketing, 9(1/2): 5-19 

Horneman, L., Carter, R. W., Wei, S. and Ruys, 
H. (2002) ‘Profiling the senior traveler: an 
Australian perspective’, Journal of Travel 
Research, 41: 23-37 

Moscardo, G.(2006)‘Third-age tourism’, in D. 
Buhalis and C. Costa (eds), New Tourism 
Consumers, Products and Industry: Present 
and Future Issues. Oxford:  Butterworth- 
Heinemann. pp.30-9. 

【原】 
 
【ツーリズム計画（Planning Tourism）】 

 
計画とは、ツーリズムの正の影響を 大化し負の

影響を 小化すべく、ツーリズムを管理・統合的

に発展させることを指す。 
 

ツーリズムは、多くの国にとって魅力的な開発

の選択肢のひとつである。ツーリズムが重要な経

済的便益をもたらすからだ（参照：ツーリズムの

経済的側面）。しかし、政府がツーリズムを容易な

成長への近道と認識し、経済的な考慮が社会や環

境への配慮に影を落としたり、より重要視された

りすることもしばしばである。ただ、この場合、

負の影響が目的地（目的地）に負の影響をもたら

すなら、訪れる人が途絶えたり、ツーリズムに依

存するようになって何らかの危機が観光目的地を

破壊してしまったりする（参照：危機管理）。 
 ツーリズムの負の影響のうち、典型的なものを

いくつかをみてみよう。 
経済 

・ 経済がツーリズムに依存しすぎる 
・ ツーリズムをコントロールする外国の運営・投

資家が多すぎる 
・ ツーリズムが新たな形の帝国主義や植民地主

義に感じられる 
・ ツーリズムが強調されすぎて、他の産業がない

がしろにされる 
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・ 地元の人々にとって不安定で不十分な雇用条

件ができあがる 

環境 

・ 植生が損なわれる 
・ 生態的な撹乱 
・ 水質汚染 
・ 大気汚染 
・ 建築汚染 
・ 廃棄物汚染の問題 
・ 考古学遺跡や歴史的遺跡の損傷 
・ 混雑 
・ 土地利用の問題 

社会文化 

・ 文化衝突や相互の文化への誤解 
・ 地元の人々が搾取されていると感じる 
・ 施設が混雑し、「ツーリスト租界」ができる 
・ ツーリズムによる社会問題の深刻化 
・ デモンストレーション効果（地元の人々が観光

者の行動をまねる） 
・ 結果的な社会的紐帯の侵食 
・ 文化が商業化されすぎ、真正性が失われる 

 
マス・ツーリズムが始まったころは、事前の計画

がほとんどないまま、開発がおこなわれがちだっ

た。つまり、観光地（目的地）は、長期的な影響

を考慮せずに、たんに需要に応じてランダムに場

当たり的なやり方で開発されたということだ。そ

の地域や住民の経済、環境、社会、文化的なニー

ズはほとんど考慮されず、負の影響が生み出され、

ついには多くの目的地が停滞、衰退し、訪問者に

は魅力的でなくなった。こうしたパターンはツー

リズムの避けようのない一部だと Plog (1974)は
示唆している。Butler (1980)のツーリズムのライ

フサイクルモデルは、目的地の潜在的な運命を描

くのに頻繁に利用されている。 
 
・ 探究 
・ 関与 

・ 発展 
・ 整理 
・ 停滞 
・ 衰退あるいは活性化 （訳注１） 
 
 以来このモデルは何度も参照されてきたが、そ

れでも依然として多くの目的地が過去の過ちから

学ぶ事ができずに、同じサイクルに陥っている。

しかし 近は、ほとんどの目的地は、ツーリズム

を持続的に発展させるためにはツーリズム計画が

不可欠だと認めている（参照：持続可能なツーリ

ズム）。これは、いわゆるマスタープランの形をと

ることが多い。5 年から 7 年間の計画で、段階や

局面を分けて、一連の手段やガイドラインを定め

ている場合が多い。民間のコンサルタントが、国

際機関や政府機関と協力して執筆するのがふつう

である。プランニングチームの典型的な顔ぶれは

次のような構成になる。 
 
中核メンバー 

・ ツーリズム開発プランナー 
・ ツーリズム経済 
・ ツーリズム交通／インフラプランナー 
・ マーケティング専門家 

追加メンバー 

・ 環境専門家 
・ 考古学者／社会学者 
・ 人的資源専門家 
・ ホテル専門家 
・ エンジニア 
・ 建築家／デザイナー 

 
計画はすべてのレベルで行われうる。Inskeep 
(1991,1994)は、異なるレベルでは計画の優先度が

異なることを示した。国際的計画や地域計画では、

国を横断するマーケティングやツアーや交通のコ

ーディネーションが焦点になる。国レベルの計画

ではツーリズムと他の経済部門との調整（コーデ
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ィネーション）が問題になる。地方レベルの計画

はより詳細になり、環境や経済、社会文化などに

焦点が当てられる。 
 しかし、マスタープランは一国、あるいはある

国の一地方について適用されるのが普通である。

自然資源（たとえば、海、山脈、滝など）を共有

する国々での国際レベルの計画や、（カリブ海、南

太平洋など）地域計画はいくつかあるしれないが、

それぞれの国で別々に計画がつくられるのが慣例

だろう。（国によって）規模、地理、資源、政治構

造、社会構造、文化伝統が異なるからである。そ

の国が先進国か途上国か、内陸国や島国か、政治

的に安定しているか、不安定か、などによって異

なるアプローチが必要になるだろう。地域的計画

や一国内の地方の計画をつくる場合、目的地の種

類（臨海、都市、農村、山岳、温泉など）によっ

て違いが生じる。 
 もし、ツーリズムが適正に計画されれば、次の

ような好ましい影響がつくりだせる。 
 
経済 

・ 雇用の創出 
・ 外貨の獲得 
・ 生活水準の向上 
・ 他の経済部門の拡大 

環境 

・ 自然地域の保全 
・ 歴史的・文化的サイトの保全 
・ 地元地域の“クリーンアップ”の誘因 
・ 地元の環境の向上 
・ 地元のインフラの改善 
・ 地元の人々の環境的配慮意識の向上 

社会文化 

・ 文化遺産の保全への刺激 
・ 伝統や慣習の再活性化 
・ 文化施設の発展 
・ 文化的な誇りの更新 

・ 異文化交流 
・ 女性解放の機会 

 
どのようなアプローチとプロセスを選ぶかが重要

だろう。さまざまな開発アプローチが、伝統的に

物理的、あるいは経済的な計画に焦点を当ててい

たが、社会的、文化的要素も、より重要とはいか

なくても、同様に重要視されてきている。それぞ

れの目的地ごとに、ツーリズム開発の主目標を確

立する必要がある。たとえば、経済的な便益を

大化する、環境を拡大する、地元住民の生活の質

を改善する、訪問者の満足を確実にする。目的地

のイメージを改善する、などがある。主なステー

クホルダー(利害関係者)を特定し、意見を聞く必要

がある。たとえば、公共部門、民間部門、ボラン

タリー部門、そして地元住民や観光客(visiter)であ

る。公共部門の agency は、ツーリズム開発が管理

され、倫理的であると保証するために民間部門の

agency を管理する必要がある。開発が始まる前に、

金融資源が保障される必要がある。時間軸は現実

的なものとし、影響評価や研究の形（環境影響評

価や、地元住民や訪問者からのフィードバックな

ど）で開発を継続的に監視すべきである。 
 Inskeep(1994)には、国レベルや地方レベルのツ

ーリズム計画のチェックリストが提供されている。

そこには、開発の目標や、ツーリズムによって、

あるいはそれを通じて何を達成すべきかを特定す

ることが含まれている。フィージビリティ分析を

実施し、環境面やインフラ開発面での提案を行う

必要が明確である。ツーリズムの適切な形態や規

模も特定すべきだ。既存のもの、未開発のものを

問わず、観光者向けアトラクション、サービス、

施設について、それらがどのように改善・開発で

きるか、強調すべきである。経済、環境、社会へ

のツーリズムの影響も、便益を 大化し損害を

小化できるように考慮する必要がある。需要が存

在し、開発計画の種類と互換性があると保証する

ためには、市場調査と市場予測もまた重要である。
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後に、すべての計画は実施段階全体を通して、

モニター・評価すべきで、モニタリングと評価は

同時進行でおこなうのが理想的である。 
 不幸にも、多くの要因がツーリズム計画に影響

しうる。倫理的で持続的な計画が作成されたとし

ても、その計画が実施できる、実施されることを

必ずしも意味しない。政府は計画を実施する手段

を持たないかもしれないし、腐敗しているかもし

れない。開発は法律によって十分規制されていな

いかもしれない。コンサルタントや民間部門のエ

ージェントが非倫理的に行動し、プロジェクトか

ら手を引くかもしれない。コミュニティが開発に

抵抗し、協力を得られないかもしれない。訪問者

が目的地の扱いを誤るかもしれない。自然災害や

テロなどの危機がいつ何時襲うかもしれない。 
 また、マスタープランが多くの目的地にとって

計画の理想的な形態ではないという懸念もある。5
－7 年の計画は柔軟性を欠き、計画を立案したコ

ンサルタントとその計画を実施する人が違うこと

が普通だからだ。そこで、計画づくりの「第三の

道」や逐次的な計画づくりなどの、別の形態の計

画づくりが関心を集めている。Burns(2004)はツ

ーリズム計画でも第三の道がありうると示唆して

いる。それは、政治的、社会的に特定され、部門

横断的、部門内部の、何が実際に達成できるか現

実的で、問題や影響が生じた際にはそれらの解決

に取り組み、誰が受益者かを正確に考え、経済的、

社会的文化的多様性を考慮するものだ。逐次的な

計画づくりは、目的地でのツーリズムの発展、そ

の影響、地元の人々や訪問者の経験に対応するこ

とを目的としている。次の表に、マスタープラン

と逐次的計画の違いをまとめた。 
 
マスタープランづくり 

・ 厳格で柔軟性がない 
・ 専門家としてのプラ

ンナー 
・ トップダウン 

逐次的な計画づくり 

・ 統合的なアプローチ

・ ファシリテータとし

てのプランナー 
・ ボトムアップ 

・ 「グローバル」な計

画づくり 
・ 均質的 
・ 国境 
・ 計画と実施のギャッ

プ 

・ 「ローカル」な計画

づくり 
・ 多様性の考慮 
・ 多層レベル 
・ 計画に統合された実

施 

 
逐次的な計画づくりでは、開発を常に再検討、監

視するが、これによってプロセスはお金も時間も

余計にかかることになり、多くの目的地が負担で

きない。しかし、多くのプランナーは、ツーリズ

ムで何が達成可能であるか、達成すべきか、より

現実的で注意深くなり始めている。新しい計画づ

くりのパラダイムも考えられつつある。すべての

目的地に有効な唯一の計画づくりのパラダイムが

あるのではない。異なる国、文脈に合わせて計画

が採用されなければならない。計画づくりは、よ

り広い政治的、社会文化的な変化の中に統合され

るべきだ。利害関係者の権力構造や優先課題の順

位（アジェンダ）に気付く必要があり、（たとえば

地元のコミュニティや訪問者についての）新しい

社会的文化的なリテラシーの理解が求められてい

る。完璧な目的地などこの世に存在しないが、注

意深い計画づくりによって、開発者が倫理的かつ

持続可能なツーリズムを創り出すことに近付ける

のは確かである。 
 
【関連項目】危機管理、ツーリズムの経済、倫理

的ツーリズム、持続可能なツーリズム 
 
【読書案内】 
ツーリズム計画づくりには、Edgell(2007)、
Mason(2003)など多数の良書がある。Var & 
Gunn(2002)やInskeepのどの著作も依然として重

要である。国や地域のツーリズム計画づくりに活

発に関与しているので、以下の機関のウェブサイ

トも参照に値する。世界観光機関（WTO） 
(www.worldtourism.org)、世界旅行産業会議（WT 
TC）  (www.wttc.org)、太平洋アジア観光協会

http://www.worldtourism.org/
http://www.wttc.org/
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（ Pacific Asia Travel Association ） 
(www.pata.org) 
 
【推薦図書】 
Edgell, D. (2007) Tourism Policy and Planning: 

Yesterday, Today and Tomorrow. Oxford: 
Butterworth- Heinemann. 

Mason, P. (2003) Toursim Impacts, Planning 
and Management. Oxford: 
Butterworth-Heinemann. 

Var, T. and Gunn, C. (eds) (2002) Toursim 
Planning: Basics, Concepts and Cases, 
London: Routledge. 

（訳注１）バトラーの観光地の発展サイクルにお

ける 6 段階について、山上徹は、①予備的段階、

②地域連累段階、③発展段階、④整理統合段階、

⑤停滞段階、⑥衰退段階の訳語を当てている（山

上徹「バトラーの観光地発展サイクル」香川眞編

『観光学大辞典』木楽舎、2007 年、p.114）。他方、

奥本勝彦はラムズドンの著作の翻訳書で「仮説的

観光客地のライフ・サイクル（ママ）」の図に、探究、

関与、発展、整理、景気停滞、衰退・リニューア

ルの訳語をあてている（レス・ラムズドン、奥本

勝彦訳『観光のマーケティング』多賀出版、2004
年、p.251）。今回は奥本の訳を主に踏襲した。 
【小槻】 
 
【都市・地域再生(Regeneration)】 

 
 再生とは、経済的、環境的、及び社会的に衰退

した都市・地域の再開発を指す。再生には、一般

的に文化的アトラクションやイベントのようにツ

ーリストを誘致したり、将来的な投資や開発を誘

発するとされる大規模プロジェクトも含まれる。 
 
近年、とくに経済的、産業的に著しい衰退を経

験した国々において、都市・地域再生が政策課題

上、ますます目立つようになっている。再生

（regeneration）という言葉は、多くの場合、再

活性化（Revitalisation）（新たな命を吹き込む）

や再興（Renaissance）（生まれ変わる）と同義と

み な さ れ 、 必 然 的 に 開 始 時 点 で の 衰 退

（de-genaration）も意味する。イギリスの文化・

メディア・スポーツ省は、再生を、「居住地域、商

業地域、空き地であれ――それまで物理的、社会

的、及び経済的な衰退症状を見せてきた場所を、

よい方向に変身させること」と定義している。こ

の定義が強調しているのは、再生の概念は主に産

業衰退後に再開発される地域に適用するもので、

産業の発展途上にある地域に実際には用いないと

いう点である。つまり、再生は、欧米を中心とし

た先進諸国（例えばヨーロッパ、アメリカ、カナ

ダ、オセアニア）で注目されてきたと言える。 
 しかし近年では、香港、東京、ハノイ、クアラ

ルンプール、バンコクなどアジアの都市を含む全

ての都市の経済的、環境的、及び社会的な開発プ

ログラムにも、再生という用語が使われる場合が

増えてきた。再生という用語は、都市における新

たな文化的創造的地区、ウォーターフロントやエ

ンターテイメント地区等にも言及するようだ。 
 再生とは、さまざまな手段（土地開発、営業開

発、小売店開発、芸術振興等）を用いて対象地域

全体の価値を高め、衰退した市街地やリゾート地

を再活性化することを目的とするプロセスだと説

明される場合が多い。都市の再生戦略は、当初は

主に、戦後の都市の衰退や、特に都心部の荒廃を

招いた格差、貧困、犯罪、失業者の増加の対策と

して発達した。1970 年代から 1980 年代における

産業の空洞化とそれに続く世界的な経済の再構築

を契機に、米国や西ヨーロッパの多くの都市で都

市再生戦略が発展した。また以前はツーリズムの

目的地として考えられていなかった都市や都市内

の地区にツーリストを誘致する手段として、都市

再生を用いることが次第に多くなってきた。 
 Maitland(2007:25)は次のように述べている。 

今やツーリズム、レジャー、文化活動は、先進国

の都市を経済的に立ちゆかせるには当然必要なも

のとみなされ、再生や経済成長のための戦略にお

http://www.pata.org/
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いても明らかに重要な要素とみられている。 

ツーリズムにおいて再生の概念がたびたび応用

されてきたのは、Butler(1980)のライフサイクル

モデルの諸段階（訳注１）を進んできた海辺リゾート

である。ヨーロッパの伝統的なリゾート地で、

1950 年以降の産業の空洞化や消費者ニーズの変

化による衰退や停滞を経験しなかったところはほ

とんどない。結果的に、周辺環境の劣化や景気の

低迷はもちろん、ツーリストの不満や悪いイメー

ジが生まれてしまった。Agarwal (2002)は、バト

ラーのライフサイクルモデルを批判的に分析し、

リゾート開発における停滞期後の戦略を理解する

には、むしろリストラクチャリング（事業再構築）

理論のほうが役立つと示唆している。彼女によれ

ば、リストラクチャリング理論をツーリズムに応

用すれば、リゾート地に将来の再生という点でど

のような経済的選択肢があるか理解しやすくなる。

したがって、衰退に対抗しやすくするために、環

境やサービス品質の向上、商品の多様化、特化、

ポジショニングの再検討などの戦略を採用するこ

ともできる。これらの戦略を組み合わせたり、目

的地の性質や特性に応じて もふさわしいアプロ

ーチをリゾート地が選んだりする場合もあろう。

Bull(2001)は、ツーリズムが衰退したリゾートで

は、それまでとは異なる開発や多様化の選択肢を

考えるのがよいと提案している。また、イギリス

の海辺リゾートを分析した Walton(2000)は、海辺

リゾート自身の回復力と改革の能力を強調するが、

ツーリズムが再生の万能薬だとは必ずしも歓迎し

ない。確かに、必ずしもツーリズムが再生の中心

に考えられるとは限らない――おそらくツーリズ

ムは、長期的な経済再開発とイメージ向上の過程

が生むありがたい副産物に過ぎないのだ。 

 多くの面白く刺激的なプロジェクトがアメリカ

で進行中であるし、さらにバルセロナ、ビルバオ、

グラスゴー、リバプール、ロッテルダム、リスボ

ンといったヨーロッパの都市で、都市再生の も

先進的な事例がみられる。これらの都市の多くは、

きっかけとなる大規模な 重要プロジェクト（オ

リンピック、「欧州文化首都」指定、大規模な博物

館、美術館、国際会議場）を手始めに、一連のイ

ニシアティブを段階的に積み重ねてきた。そうし

た‘旗艦’プロジェクトがその都市を観光地図に

載るほどに有名にし、観光客をひきつける。都市

再生や観光者の誘致に用いられることの多い文化

アトラクション、会場、イベントは下記の通りで

ある。 
 
・‘旗艦’プロジェクト（例えば、万国博覧会、オ

リンピック、ミレミアム・ドーム（訳注２）） 
・文化と芸術の特別区の開発 
・美術館、ギャラリー、劇場、国際会議場 
・ウォーターフロント、ドックヤードの開発 
・フェスティバル、特別イベント 
・ショッピングモール、郊外型の駐車場付き大型

ショッピングセンター 
・レストラン、バー、ナイトクラブ、カフェ 
・テーマパーク 
 
 地域再生が一夜にして起こらないのは明らかだ。

それは段階的なプロセスである。美学的に見て美

しさで劣る、かつての産業都市の多くは、観光開

発を再生戦略として考える前にすべきことが多数

あることを認めなければならない。すでに経済成

長やその可能性を示さなくなった都市に、企業は

投資しない。同様に、観光者は大きな魅力があり、

インフラ設備が整備された観光地しか訪れない。

まず、特に産業が衰退している地域では、地域経

済を多角化・強化する必要がある。Florida(2002)
が提唱するように、仕事はサービス産業やクリエ

イティブ産業で創出できるだろうが、そのために

は、政府による新興企業への支援やそもそもの企

業家精神を促す訓練が必要だろう。 
 ツーリズムを振興しようとするなら、ランドマ

ークとなるビルや‘巨大イベント’が都心部にな
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い場合は特に、交通や宿泊などの新たなインフラ

開発が必要になる。またツーリストの滞在期間や

支出を増やす機会も必要となる。たとえばビルバ

オも、都市再生とツーリズム開発の初期段階では

苦労した。グッゲンハイム博物館の明らかな「成

功」にもかかわらず、観光者が一度このアトラク

ションを訪れてしまえば、それ以外に見たりした

りするものがほとんどなかったからだ。たとえ買

い物（ツーリズムの主要な動機の一つである）や

夜の繁華街（evening economy）（訳注３）にしか関わ

らないものでも、より小さな補助的なアトラクシ

ョンが必要だろう。しかし、活気を作り出すのは、

離れた場所、それも地元の人たちも頻繁に訪れな

い場合は特に難しい。例えば、公共交通の増便、

確実なタクシーサービス、ホテルとアトラクショ

ンの関係強化など、さまざまな誘因が必要であろ

う。 
 フェスティバルやイベントなど短期間のイベン

トも観光者を誘致するが、それらは一時的なもの

で、その影響は常設のアトラクションや象徴的な

建物ほど長くは継続しない。とはいえ、オリンピ

ックや欧州文化都市を誘致するためには、イベン

ト後の遺産の再利用について詳細な戦略を示すこ

とが求められている。バルセロナはこの遺産を見

事に管理してきた都市の一例で、以前オリンピッ

クが行われた場所で継続して新しいアトラクショ

ンが実施されている。近年、観光地同士の競争が

厳しくなり、また消費者の志向が多様化する中に

おいて、観光地は過去の栄光にすがっている余裕

はない。観光地はアトラクションの開発と（再）

ブランディングの取り組みにおいて常に創造的、

革新的であり続けなければならない。先行研究に

おいても、観光地における再生と開発にはより創

造的な取り組みが必要だと指摘されている。例え

ば、Richard and Wilson(2007)は、経験に基づい

た創造的空間、創造的光景、創造的ツーリズムの

開発促進を提唱している。ポストモダンツーリス

トあるいは「ポスト・ツーリスト」と呼ばれる観

光者の嗜好は明らかに変化しており、より多くの

観光者がショッピングモール、テーマパーク、複

合レジャー施設など、外界から隔てられた飛び地

（enclavic bubble）での「ハイパーリアル」な経

験の興奮に惹きつけられている。これはツーリズ

ムの「遊び心」の一部である（Rojek 1993）。それ

ゆえ、このような空間の開発は、どうやらポスト

モダンの都市計画の顕著な特徴であり、したがっ

て都市再生に内在する一部であるようだ。 
 再生が成功した場合は、次のような恩恵がもた

らされる。 
 
経済・社会的便益 環境的便益 

・ 雇用創出 
・ 教育・研修プログラ

ムの充実 
・ インフラ整備 
・ 宅地開発 
・ 安心・安全の強化 
・ 余暇活動の充実 
・ 文化的プロジェクト

の開催 
・ 観光収入の増加 
・ 内外におけるイメー

ジ向上 

・ 土地と公共スペース

の向上 
・ 美化清掃の充実 
・ 大気汚染・水質汚染

の改善 
・ 緑化事業の拡大 
・ 公共物と公衆芸術の

充実 
・ 産業又はとり残され

た地区の改善 
・ 文化保護 

 
上記のような恩恵がある一方で、再生に際して注

意深くマネジメントされなければ問題を引き起こ

すこともある。下層住宅地において高級化が起こ

れば、その地区の生活費が上昇し、地域住民が住

居を手放さざるをえないこともあるだろう。また

観光地としての注目度を高め都市イメージを向上

させるために巨大イベントが頻繁に使われるが、

多額の借金、利用価値のない建造物、退去させら

れたりとり残されたりした人々の存在など負の遺

産を生むこともしばしばである。成功したされる

プロジェクトの多くは、別の都市で模倣されるこ

とが多々ある（ビルバオの成功の後、多くの都市

はビルバオのゲッゲンハイム美術館のような美術
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館を自らの都市にも建設しようとした）。しかし、

地域住民やツーリストの反応を決めるのは、その

都市ごとの状況や文化であろう。模倣した計画が、

オリジナルな構想の成功に匹敵することはまれで

ある。観光地開発における一般化あるいは均質化

の問題も存在する。ある種の開発が非常にグロー

バル化し、どこででも成立してしまう問題である

（ウォーターフロントの開発、ショッピングモー

ル、複合エンターテイメント等）。もし世界中の観

光地が同じに見え始めたら、旅行する理由などあ

るだろうか？ 
 Smith(2007)では、都市再生戦略のケーススタ

ディを用いて、どうしたら大損害をもたらす失敗

を未然に防げるかを示している。例えば、開発と

デザインに対する創造的アプローチの選択が増え

ていること、再生プロジェクトにおけるカリスマ

的で強力なリーダーシップが出現していること、

公共性のある取り組みが商業的な取り組みを称賛

していること、大規模なスポーツ・イベントの文

脈で長期的な成果が計画されるようになったこと、

国際開発や観光プロジェクトとともに地域問題が

優先されるようになっていること、文化計画とコ

ミュニティ計画を統合したアプローチが実践され

るようになっていること等である。かつて、文化

とツーリズムは、経済的、社会的な問題が解決さ

れた後の再生計画の飾りとして考えられてきたが、

状況は変化し、より統合的なアプローチが採用さ

れている証拠がある。確かに、文化とツーリズム

開発は都市・地域再生の触媒となりえる。他に全

く見込みがないと思えるほど衰退してしまった都

市に新たなレベルの希望をもたらすこともある。

旗艦プロジェクト、イベント、フェスティバル、

革新的で象徴的な建築、文化と創造的アトラクシ

ョンの開発はすべて、都市の注目度を高め独自の

ブランドづけの機会を作るのに役立つ。より重要

なのは、それらが経済を強化し、社会的結合を高

めるのに役立ちうることである。 
 

【関連項目】都市ツーリズム 
 
【読書案内】 
都市・地域再生に関する文献は多くあるものの、

ツーリズムに焦点を当てたものはそれほど多くな

い。例外は、Smith (2007)である。都市ツーリズ

ム（別項参照）に関する文献も参照するとよい。

都市・地域再生についても主要テーマ、副次的テ

ーマとして扱っていることが多い。 
 
【推薦図書】 
Hallyar, B., Griffin, T. and Edwards, D.(eds) 

(2008) City Spaces-Tourist Places: Urban 
Tourism Precincts. Oxford:  
Butterworth-Heinemann. 

Maitland, R. and Newman, P.(eds) (2008) World 
Tourism Cities. London: Routledge. 

Smith, M. K. (ed) (2007) Tourism, Culture and 
Regeneration. Wallingford: CABI. 

【田中／小槻】 
 
（訳注１）本稿「ツーリズム計画」の訳注１を参

照。 
 
（訳注２）2000 年に大規模展示会の会場として開

業したロンドン南東部グリニッジ半島にある世界

大のドーム。口語で the Dome。現在は、複合

施設 The O2 となっている。 
 
（訳注３）カーディフ市議会の報告‘Draft 
Cardiff ’s Night Time Economy. ’  County 
Council of the City and County of Cardiff, June 
2011)は night time economy (NTE)は「午後 6 時

から午前 6 時の間に行われ、さまざまな余暇活動

（パブ、クラブ、映画、小売、劇場、カフェ、レ

ストランなど）とそれらを支える公共サービス（交

通、警察、道路清掃など）を含む」としている。

また、オーストラリア首都特別行政区計画土地局

の研究報告は、過去 20 年間の間に多くの都市で

night time economy (NTE)g を再生戦略の一つと
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みなし、「文化計画」や「創造都市」と結びつけて

きたとし、それをホスピタリティ産業やエンター

テインメント産業と基本的に関わり、レストラン、

パブ、ナイトクラブ、映画館、カジノ、音楽堂、

劇場、ライセンス制クラブなどをその場とすると

している。なお、同報告書は、evening economy と
night time economy を区別する論者もいるが、

night は「午後 6 時から午前 6 時の時間を指す」

としている。（  ‘ Planning for Canberra’s 
night-time economies’  Research paper ACT 
Planning and Land Authority, April 2011. ）  
【小槻】 
 
【自己と他者（Self and Other）】 

 
自己と他者という概念は、各々の個人的アイデン

ティティと、そのような意味での自己が、どのよ

うにして、ある程度は他者との関係によって形成

されているかを示す概念である。この概念は、ツ

ーリズムと密接な関係がある。というのも、多く

のツーリズム経験において旅行者は他者と関わる

ことになり、ホスト共同体や旅行者仲間との関係

の中で自己を再定義しうるからである。 
 
 ウィリアム・シェイクスピアは、「この世界はす

べてこれ一つの舞台。人間は男女を問わずこれ役

者にすぎぬ」（訳注１）という名言を遺した。［アメリ

カの社会学者］アーヴィング・ゴッフマンは、講

義録『日常生活における自己呈示』［Presentation 
of Self in Everyday Life (1959)］（訳注２）において、

シェイクスピアに従いつつ、社会についてのドラ

マツルギーの手法を採用し、社会的アイデンティ

ティ、社会的役割、パフォーマンス、オーディエ

ンス、相互作用を説明した。ドラマツルギー理論

は、個人のアイデンティティが安定的な実体では

なく、他者と交流することで絶えず作り直される

ものであることを示すものだ。 
 社会的アイデンティティ、あるいは自己は、イ

メージおよび権力と密接なつながりをもつ（アイ

デンティティおよびセックス・ツーリズムの項を

参照）。現在、プラスのパブリック・イメージ（あ

るいは、ゴッフマン (1959) で言うところの「外

面」）と権力は、富、それも供給不足の富の一形態

と捉えられている。パートナーは「大切な相手」

と呼ばれるが、そのことは同時に、自分とパート

ナー以外の人々は特別大切でないということを含

意しているとも言える。自分らしさを強調するた

めに、「大切な相手」を非常に強く欲する人もいる

のだ。もちろん、他方で、自らの行動を他者に認

めてもらうことを求めず、自足する人もいる。 
 大部分のアイデンティティは、他者との関係の

中で構築されており、そのことの哲学的な基礎は、

自己と他者についての実存主義理論に見出すこと

ができる（たとえば、ジャン=ポール・サルトル）。

エドワード・サイードは、この考えをコロニアル

研究およびポスト・コロニアル研究へと分かりや

すい仕方で拡張した。サイードの仕事は、次のこ

とを調査しようとするツーリズム研究に多大な影

響を与えてきた。すなわち、西洋と東洋の関係、

ヨーロッパの文化や権力の支配、合理的・科学的

な学識により知らされ、それゆえ東洋人の従属に

ついての適当な正当化言説を供給する「この支配」、

そして「我々」と「彼ら」、あるいは「自己」と「他

者」の差別的二項対立論といったものである。

（Smith, 2003: 3） 
 自己と他者の概念および、身体の可動性、景色

の変化、異文化や風習に直面することによってア

イデンティティが変わっていくというモビリティ

の概念は、ツーリズムの観念にとって基本的なも

のである。旅行するとは、自己発見の旅へと出る

ことである。すなわち、他者との対比と再確認を

通じた自己発見である。観光リゾートが発見、強

化、成熟、衰退あるいは再生というライフサイク

ルをもつのと同じように（Butler, 2006）、ツーリ

ストも、「他者性」の異なる諸局面を通じて、また、

「異なる」場所、空間、段階における、異なる旅
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行の同伴者や、年齢や金銭的状況に応じて違って

くる「他者」との関わりの中で、進歩するのだ。 
 「他者」もまたツーリストのイメージの投影に

とって基本的なものであり、これもまた、リゾー

トの成熟度や、引きつけられ、ターゲットにされ

るツーリストのタイプに依拠している。「他者」は、

そこに存在する地政学的権力構造（新植民地主義

の項を参照）や、目的地の社会がどの程度まで西

欧の「文明」の枠組みに適合しているかによって、

重要と見なされたり、そう見なされなかったりす

るだろう。 
 他の諸概念（セックス・ツーリズムやゲイ・ツ

ーリズム）において、「他者」は、慣れ親しんだ環

境から離れ、異国にいるツーリストによって選ば

れた仮面（persona）として探究されてきた。ツー

リストは一時的に普段のアイデンティティを置き

去りにし、ファンタジーの世界へと移行するのだ。

Krippendorf (1987: 33)は、この概念を次のように

表現している。 

ツーリストはあらゆる束縛から解放されている。

好きなように着飾り、食し、金を使い、お祭り騒

ぎを楽しめばいい。「楽しく過ごせ」イデオロギー

と「明日私たちはまたいなくなる」という態度が、

その基調である。 

「演出されたオーセンティシティ」は、ツーリス

トへの「受けを狙った」観光リゾートを叙述する

ためにマキャネル［MacCanell (1976)］が造った

概念であるが、この語は、自らの感情の探究や自

己発見のために旅に出るというよりも、群衆受け

を狙うツーリストの側を叙述するのにも使用可能

である。日常生活からの身体的移動（旅行）や文

化的類似性（更には優越感）の欠如によって経験

される「距離」によって、人々は社会における交

流の習慣を変化させるのだ。 
 これは、多くの点で、コーエンが「旅行者」と

「ツーリスト」の違いを述べる中で叙述し、ツー

リストの四類型［Cohen (1972)］として要約した

ことであるし、やがてプログによって詳説され、

観光の目的地と関連づけられたものである［Plog 
(1974)］。この二人の著者は、こんにち消費者心理

学として知られているものの土台の一部分を造っ

たのだ。Cohen (1972)の「制度化された」ツーリ

ストは、旅行を組み立てるにあたり、観光産業に

強く依存するがゆえにこう呼ばれるのだが（個人

的マス・ツーリストと組織的マス・ツーリスト）、

この「制度化された」ツーリストは、Plog (1974)
のサイコセントリックおよびミディオセントリッ

ク（訳注３）のカテゴリーに分類され、安全、親近感、

心地よさを提供する、評価の定まった目的地に向

かう傾向にある。これらのツーリストの存在が、

かなりの部分、世界中にあふれている観光産業に

よる（地元の一般の人々、すなわち「他者」を締

め出した）オールインクルーシブ・リゾート開発

の原因となった。反対に、コーエン言うところの

「制度化されていない」ツーリスト、「放浪者」、

そして「探検者」（プログのアロセントリック）は、

土地の人々と交流することのできる、あまり知ら

れていない場所で、真正の経験を探し求めるのだ。

このタイプのツーリストにとって、人間に関する

要素こそが旅の楽しみの本質である。「アロセント

リック」の典型像は、バックパッカーである。 
 若く独身で勝手気ままな頃にバックパッカーを

し、「不便さを楽しむ」傾向にあった「アロセント

リック」な人々も、ひとたび親になり家庭をもつ

と、新しい社会的地位、つまり子どもや配偶者の

結果としての「自己」のせいで、ツーリズムの嗜

好も以前より保守的でミディオセントリックなも

のになるだろう。彼らはかつて訪れた場所を再訪

するだろうが、目的地というのは何度も訪問され

ればその分だけ、地元の人に「他者」であるツー

リストのニーズにあった形の「受け狙い」が必要

だと考えさせるようになる。それゆえ、目的地は、

標準化され、（サイコセントリックやミディオセン

トリックの観点からすると）「安心できる」ものと

なり、結果、別種の訪問者、すなわち「演者」
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(performer)ではなく「観衆」(audience)を引きつ

けることになる。 
 マーケティングのプログラムを設計するとき、

専門家は、どのようにして消費者を引き込めばい

いかを確定するために、消費者の嗜好やライフス

タイルの分析表、さらには、ターゲット集団がど

の程度まで「演技者」(player)なのか、それとも「観

衆」(audience)なのかという分析をも利用する。

観光の目的地は、先導者、あるいは追随者として

理解される。ロンドン、ニューヨーク、パリ、ロ

ーマ、ベルリンといった目的地は、「他者」に自ら

を売り込むためにすべきことはほとんどないのだ

が、さほど主流ではない観光地 (attraction)では

観光産業を発展させるためにはるかに頑張らねば

ならない。観光リゾートは、好意的なものにせよ、

否定的なものにせよ、ロールモデルとどの程度一

体のものとして捉えられているかどうかにも左右

される。したがって、（ダライ・ラマという人物に

よって代表されるところの）チベットと中国の状

況は、2008 年の北京オリンピックの「魅力」全体

に影響を与えた。近年の豪華観光複合ビル群の開

業、たとえばドバイ・アトランティック・ホテル

の開業は、経済危機の時代にあって、休日のライ

フスタイルを選ぶための動機として「他者」をま

ねようとする欲望の絶好の事例である。そこでは、

ドン・ペリニヨンをテラスで嗜むハリウッドスタ

ーを、「こうだったら」と思う訪問者を鼓舞するた

めに売り物にしているのだ。マーケターたちは、

メディアに登場するスターに代表されるように、

自己の広く知られた投影像を利用し、商品を買っ

てもらおうとしており、これは、旅行業において

常に大きな効果のある方策である。この「他者」

との「同一化」は、マーケティングおよび販売促

進にとって基本的なもので、観光産業において幾

世紀にもわたって効果的に用いられてきたのだ。 
 
【関連項目】 
アイデンティティ、新植民地主義、ツーリストの

眼差し 
 
【読書案内】 
Manuel Castelles の三部作の第二部、The Power 
of Identity を強く推薦する。エドワード・サイー

ドの「他者」についての著作、たとえば『オリエ

ンタリズム』は、ツーリズムにもしばしば当ては

められる。 
 
【推薦図書】 
Castelles, M. (1997) The Power of Identity. 

Oxford: Blackwell 
Cohen, E. (1972) ‘Toward a sociology of 

international tourism’, Social Research, 39: 
164-82 

Krippendorf, J. (1987) The Holiday Makers. 
Oxford: Heinemann. 

Said, E.W. (1978) Orientalism. London: 
Routledge & Kegan Paul.（エドワード・W. サ
イード、今沢紀子訳『オリエンタリズム』平凡

社、1986 年；平凡社ライブラリー（上・下）、

1993 年） 

 
（訳注１）『お気に召すまま』第 2 幕第 7 場におけ

るジェークイズの台詞。これまでに、阿部知二

訳（1939 年、1974 年（改訳）［岩波文庫］）、福

田恆存訳（1963 年［新潮社シェイクスピア全集

9］）、小田島雄志訳（1983 年［白水社シェイク

スピア全集］）、木下順二訳（1988 年［講談社シ

ェイクスピア 5］）、柴田稔彦訳（1989 年［大修館

シェイクスピア双書］）石川実訳（2002 年、慶応

大学出版会）、松岡和子訳（2007 年［筑摩書房

シェイクスピア全集 15］）などがあるが、ここ

では小田島訳を引用した。（ウィリアム・シェイ

クスピア、小田島雄志訳『お気に召すまま』（白

水 U ブックス:21、シェイクスピア全集）白水

社、1983 年、p.74。 
（訳注２）E.ゴッフマン, 石黒 毅訳『行為と演技

―日常生活における自己呈示』 (ゴッフマンの

社会学 1)  誠信書房、1974 年 
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（訳注３）サイコセントリック（psychocentric）
およびミディオセントリック（mediocentric）、
そして数行後に登場するアロセントリック

（allocentric）は、観光の目的地を選ぶ際の心

理的要因を分析する際にプログが用いたカテゴ

リーで、サイコセントリックは冒険を好まない

特質、アロセントリックは冒険を好む特質、ミ

ディオセントリックは、その中間である。 
【伊多波】 
 
【セックス・ツーリズム（Sex Tourism）】 

 
セックス・ツーリズムとは、「他者」との性交の追

求が唯一の目的、あるいは目的の一部である旅行

である。その「他者」は社会、人種、民族の異な

る人々であるのが普通である。 
 
セックスは、日常生活の単調な存在から逃避し、

新しい刺激的なアイデンティティを身につけよう

とする探究である。その点で、セックスは音楽か

ら観光に至るレジャー産業の背後や、あらゆる形

態のビジュアルアートにある主たる動機になりう

る。性は売れる。西洋および北の先進国では特に

そうだ。おそらく、我々の住む社会では、今なお、

男性の視点が女性の視点より優先され、それゆえ

に愛の行為の肉体的な側面が感情的な満足よりも

強調されるからだ。女性がセックス・ツーリズム

に対する男性の態度を身につけているので、支配

的な白人男性の見方なるものはもはや存在せず、

むしろ性行為に対する支配的な先進国の見方が存

在するのだ、と主張することもできるかもしれな

い。セックス、そして、より重要なことだが、セ

ックスの取引には、ある種の権力関係と価値判断

が伴う。その売買春行為が違法だろうと、合法だ

ろうと、そこには、ミクロレベルの個々の行為を

はるかに超えた、その地域や住民に対するマクロ

レベルの経済的、政治的態度が反映される。 
 だが、比較的 近まで、セックス・ツーリズム

は、ツーリズム研究の中で周辺的な、ほぼタブー

の問題として扱われてきた。セックス・ツーリズ

ムの現象そのものは、1970 年代から研究者、とく

に文化人類学者には認知されていた。しかし、調

査にもとづく研究がおこなわれるようになったの

は（たとえば、Cohen 1982）、1980 年代に入って

からで、主要な教科書が出版されるようになった

のは、1990 年代末か 2000 年代初頭である（たと

えば、Bauer and McKercher 2003; Carter and 
Clift 2000; Ryan and Hall 2001）。セックス・ツ

ーリズムの明確な定義がなく、制度的な活動団体

もないために、セックス・ツーリズムに関する統

計は不足しているが、数百億ドル規模の国際産業

だと推定される。セックス・ツーリズムのマーケ

ティングは、インターネットでは、よりあからさ

ま に な っ て い る 。 Sly Traveler
（http;//slyguide.com）というサイトでは、どの

国を訪れるべきか、その国の主な魅力はなにか（た

とえば、赤線、クラブ、バー、ライブセックスシ

ョー、エスコートサービスなど）、案内に簡単にア

クセスできる。他のセックス・ツーリストの話や

ブログも読むことができる。セックス・ツーリズ

ムの目的地として目立つのは、アムステルダム、

バンコク、リオデジャネイロ、香港、ロサンゼル

ス、ティフアナなどである。 
 セックス・ツーリズムの現象は蔓延している。

でも、その秘密性ゆえに、セックス・ツーリズム

は知らぬ間に野放しに拡大しがちで、途上国地域

では特にそうした状況がよく見られる。セック

ス・ツーリズムは、自発的でも搾取的でもありう

るし、商業的でも非商業的でもありうる（Ryan 
2000）。しかし、それは先進国で大きな懸念をひ

きおこしうる。地元の先住民の女性や男性は、豊

かで権力を持つ西欧の観光者の要求に従属させら

れがちである。Hall（1992, 74）の言葉通り、「売

春婦と客の性的な関係は、東南アジア諸国の先進

国への従属の鏡像である」。貧困にあえぐ村人は、

家族が将来確実に生きていく手段として、若い子
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どもをセックス・ツーリズム産業に売るように勧

められることがよくある。セックス・ツーリズム

が「他者化」の過程の一部であることは間違いな

い（自己と他者を参照）。その過程で、地元の人々

は、ツーリストのまなざしを受ける、異国風の魅

惑的で官能的な対象として描かれ（売られ）る。

Sanchez Taylor（1998）は、セックス・ツーリス

トの態度に隠れた人種差別意識を指摘する。セッ

クス・ツーリストは、魅惑的で官能的な黒人女性

（男性）という人種差別的な固定観念を持ち続け

ており、それは、カリブ海諸国などの目的地でと

くに顕著だという。 
 セックス・ツーリズムが想起させるのは、年老

いて体型もくずれた男性達が、自国にはなかった

り、タブーだったり、日常の人格では背徳的だっ

たり、経済的に不可能だったりする、安っぽい性

的快楽を求めて、途上国へと旅しているという、

ややみすぼらしいイメージである。ツーリズムに

おける白人の男性異性愛者の支配的な見方、ツー

リズムの想像力や地理学については、多くが書か

れている。しかし、経済格差の縮小、女性の経済

的自立や同性愛の拡大が引き起こした、1960 年代

以来の変化は、ほとんど議論されていない。近年

のセックス・ツーリズムの状況では、従属関係は

ジェンダーよりも富や地位にもとづくようだ。「シ

ュガー・マミー」と呼ばれる女性異性愛者のセッ

クス・ツーリズムが人気を増し、同性愛者の「ピ

ンク色のドル」ツーリズムがツーリズム産業にと

って極めて重要になり、小児性愛が多くの第三世

界諸国で憂慮すべき現実となっている。しかし、

ゲイ・ツーリズムとセックス・ツーリズムを同一

視せぬよう注意しなければならない。両者は、全

く意味が異なるからだ。（タイのように）ゲイ・ツ

ーリズムの「安全」な目的地として有名になった

目的地もある。だが、ゲイに優しい目的地を探す

ことは、性的な動機を必ずしも意味しない（ゲイ・

ツーリズム参照）。 
 今では、セックス・ツーリズムを理由に、西欧

の女性観光者がガンビア、カリブ諸国、インドな

どを訪れるのは、ますます普通になっている。

Sanchez Taylor と O’Donell Davidson (1998)は、

女性観光者の要求に応える成人男性売春夫は、男

性の客に奉仕する女性売春婦に比べて、はるかに

脆弱さが少ないと指摘する。男性の場合、経済的

状況が女性よりもひどくなく、肉体的にも傷つき

にくいからだ。また、女性は、ストリップクラブ

やセックスショー、外国人の相手と出会うための

企画ツアーなど、性産業の構造を利用しないのが

一般的だ。女性の旅は、「恋愛ツーリズム」と呼ば

れる場合もある。一時的なパートナーは売春夫で

はなく「護衛役」と呼ばれる。事実を偽る表現だ

が、これは、女性は男性ほど性的に肉食的でない、

との社会的な認識を明らかに示している。 
 セックス・ツーリズムは、地理的には、南洋は

「自然の価値」、東洋は「異国趣味」によって導か

れる。太陽と熱暑が意味する「自然さ」と「快楽

主義」という記号は、世界中のマーケティングや

メディアによって一貫して積み上げられ続けてい

る。自国のジェンダー関係の困難さなど、第 1 世

界の都市生活における日々のストレスを回避する

ことが、観光者をセックスへの夢想に向かわせる。

異なる道徳観や（しばしば喜んで奉仕する）性の

奴隷と描かれる女性をもつ東洋と異国の魅惑的な

「他者」は、旅行史のはるか昔にさかのぼれる固

定観念である。追加で必要なのは、買春が安いと

いう固定観念である。 
 離婚や、日常生活の「自己」からの解放という

考え方は、男女、異性愛者と同性愛者を問わず、

セックス・ツーリズムに流れ込んだ人々にみられ

る正当化の一貫した不変の特徴である。研究者が

一貫して見いだしているのは、男女を問わず理想

的な出会いを求めていることだ。これは明らかに、

自宅でのジェンダー関係の欲求不満から生じてい

る。しかし、女性と男性のセックス・ツーリズム

は、根本的に違う現象かもしれない。女性は、自

宅では見いだせない親切や献身的な愛に対価を支
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払うのに対して、男性は、ドキドキする「余計な

しがらみのない」冒険を求める場合が多い。だが、

どちらも明らかに逃避の一種で、どちらのジェン

ダーも、日常的な存在の枠組みから逸脱した全く

異なる人格を選んでいる。成人男女のセックス・

ツーリズムは、動機は異なるが、どちらも、訪問

先のコミュニティとの連帯や社会的責任が全く欠

けている点で同様に破壊的である。 
 セックス・ツーリズムには深刻な健康上の影響

がある。エイズが蔓延する国もある。重要な法的

な影響もある。特に低年齢の子どもたちに対する

ものだ。ブラジルやエクアドルなど、ラテンアメ

リカ諸国の多くは、児童性交の違反者に対する厳

格で徹底的な摘発運動を始めているが、問題の規

模の大きさを示している。女性が家事労働の約束

や西欧諸国の公文書でだまされて家族から引き離

され外国に連れ出され、秘密の売春組織のため、

違法に人身売買される。これも、女性が直面する

危険のもうひとつの大きな原因である。女性の出

身国では、そうした違法な人身売買は、野放しに

されていることが多く、政府が黙認している場合

さえある（大きな送金収入源の代表だからだ）。ど

んな目的地でも、セックス・ツーリズムを重要な

ドライバーにする、あるいはそうなることを暗に

認めた地元の人々は社会的、文化的に大きな代償

を払うことになる。しかし、西欧諸国はすすんで

代償を支払おうとしているようだ。国際エクパッ

ト運動（訳注１）（ECPAT www.ecpat.netを参照） は
1990 年代初期から数々の重要な問題に対する啓

発運動を活発に行ってきた。こうした運動は弱い

集団を守るために必要だが、セックス・ツーリズ

ムが非常に古くからあるのも悲しいが紛れもない

事実だ。観光者に支払う金があり、地元の人々に

売るものがある限り、セックス・ツーリズムの現

象は近い将来に衰退することはなさそうである。 
 
【関連項目】新植民地主義、自己と他者 
 

【読書案内】 
 セックス・ツーリズムに関する、主流の教科書

や詳細な研究書の数は増えつつある。たとえば、

推薦文献に挙げた図書がある。 
 
【推薦図書】 
Bauer, T. G. and MacKercher, B. (2003) Sex and 

Tourism; Journeys of Romance, Love, and 
Lust. New York: Haworth. 

Carter, S. and Clift, S. eds (2000) Tourism and 
Sex: Culture, Commerce and Coercion. 
London: Cassell. 

Ryan, C. and Hall, C. M. (2001) Sex Tourism: 
Marginal People and Liminalities. London: 
Routledge. 

 
（訳注１）原文は End Child Prostitution, 
Pornography and Trafficking の略語としている

が、参照先の国際 ECPAT のホームページでは、

End Child Prostitution Child Pornography and 
Trafficking of Children for Sextual Purposes と

表記されている。同時に、The International 
Campaign to End Child Prostitution in Asian 
Tourism の略語でもあり、「アジア観光における児

童買春根絶国際キャンペーン」の翻訳が外務省の

文書にみられる。 
【小槻】 
 
【観光社会学（Sociology of Tourism）】 

 
観光社会学は、諸類型としてのツーリストと、一

般的なツーリズムシステムの構造化・機能・結果

との関係を研究するものである。 
 
観光社会学は長年にわたり重要な学術研究領域で

あり続けてきた。Cohen(1996)は以下の諸領域が

社会学的探究の関心となると示唆する。 
 
・ツーリズムの結果とインパクト 
・ツーリズムシステムの構造と機能 

http://www.ecpat.net/
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・ツーリストと地域住民との関係 
・ツーリスト 
 
観光社会学は社会現象としてのツーリズム研究に

関わり、そこにはツーリストのモチベーションや

動機、それが目的地や目的地に住む住民に与える

影響も含まれる。観光人類学はツーリズムにおけ

る個人的経験に焦点を合わせるが、観光社会学は

これらを基礎として一般化を試みる。故に、観光

社会学において我々は以下の事柄について語りう

ることとなる。即ち、ホスピタリティの商業化を

伴う現在の消費者動向と両立する近代的レジャー

活動としてのツーリズム一般、民主主義的旅行或

いは近代的巡礼としてのツーリズム、根本的な文

化 的 テ ー マ の 表 現 と し て の ツ ー リ ズ ム

（Graburn1983）、文化変容プロセスとしてのツ

ーリズム、更には新植民地杉主義としてのレジャ

ー活動。観光社会学はツーリストの動機や役割、

関係を分析すると同時に、諸制度やツーリズムの

制度化のインパクトについても研究する。観光社

会学はツーリズムやツーリストの諸類型、ツーリ

ズムやツーリストの諸様式、ホストやゲストとな

る人々の余暇活動への影響、及びホストやゲスト

の持つ願望に関わる。観光人類学が文化表象や消

費の個人的諸側面に注目するのに対し、観光社会

学は文化表象の一般化された観念（ステレオタイ

プ）や文化消費の一般化された観念（マーケティ

ング、広告全般やお土産）に注目する。 
 Holden(2005)は社会学的思考や方法論の持つ

伝統的な主な柱を要約しているが、その中には構

造主義も含まれる。構造主義とは社会構造やそれ

がいかに我々の行動に影響を及ぼすかを分析する

ものだ。この考え方の中の主な学問潮流として機

能主義があり、それに従うと、社会とは社会的諸

制度（ツーリズムも含まれる）が安定性と堅固さ

とを産み出すのに重要な役割を果たす複雑系と見

なされる。また、対立理論とは機能主義の孕む合

意を拒否し、代わりに社会的分断を探究するもの

である。構造主義の批判者達は現象学に向かう傾

向にあるが、現象学とは重要な社会学的パラダイ

ムとして出現したものである。現象学の焦点は、

個人としての我々がいかに自らの周囲の世界を解

釈しそれに意味を与えるかという点にあり、固定

され確固としたものとして存在する意味は殆どな

いと見なされる。現象学は非科学的で主観的であ

ると批判されてきた。しかし間違いなく現象学は、

人間存在が知覚するのに合わせた形での世界をよ

り良く反映するものではある。 
 然しながらこの点が特にツーリズムという分野

における研究をより複雑化させもする。ツーリズ

ムの経済的環境的次元は量的に測定されうるが、

文化的社会的次元はより質的なものである。例え

ば、ツーリズムの社会的文化的インパクトを測定

し監視することは明らかに困難である。文化とは

ダイナミックなもので、ツーリズムとは無関係に

時と共に変化するものである。まず、他の社会的

経済的発展によるインパクトと、ツーリズムの発

展によるインパクトとを区別することが難しい。

次に、往々にして触れることのできない社会的文

化的インパクトを測定できる信頼に足る道具はほ

とんど存在していない。しかし、社会学者（加え

て人類学者）が一定期間にわたる社会的文化的変

化の現象を調査してきた点は注意されるべきであ

る。しかしこの調査は、複雑で時間のかかるプロ

セスである。 
 観光社会学の初期研究は、ツーリズムとは日常

生活の単調さや平凡さ、大変さからの思慮浅き逃

走主義であるとする考え方に焦点を置いた（例 

Boorstin1964）。Dann と Cohen(1996)はいかにア

ノミー（社会的コントロールや規制の欠如に由来

する個人的孤立や不安を意味する）がツーリズム

を産み出す社会に広く認められるかを描いている。

このことは一般的な無規範性や無意味性の存在を

反映しており、これらが旅行動機における主要な

「プッシュ要因」として作用しているのである。

（Dann,1977）Sharpley(2002)もまた、いかにし



57 
 

て疎外（仕事からの、コミュニティからの、自然

からの疎外）がツーリズムにおける外部からの動

機要因となってきたかについて述べている。しか

しながら Dann(1977)は、多くのツーリストは「自

己の強化」もまた求めている点に注目する。つま

り、各個人は彼らが選ぶ目的地や、旅行すること

で彼らが示す豊かさを通して社会的承認を得よう

とするのである。 
 のちに MacCannell (1976)は、日常生活に欠如

している真正性を探究するツーリストもいる点を

示唆している。ツーリズムが文化やライフスタイ

ルを商業化し商品化することにより目的地の真正

性を破壊しうる点についての懸念も表明されてき

た。しかし幾つかのケースにおいては、ツーリズ

ムは文化を保護し再活性化する手助けもできる。

Urry (1990/2002)によるツーリストの眼差しとい

う考え方は、観光社会学の中でかなり影響力を持

つに至ったものだが、それはツーリストが場所や

人々を見るやり方、及びこれらの風景の選択が観

光産業により組織され監督されるやり方に焦点を

合わせるものである。 
 更に 近の社会学的研究はモビリティという主

題に注目してきている。これには新技術、コミュ

ニケーション、メディアの影響が含まれる（例 

Urry1990/2002）。（新たな）観光社会学は、広い

意味で、消費パターンや社会的ヒエラルキーの変

化、マスメディアを通じての視覚的表象がいかに

消費者を特定の目的地に引き寄せたり引き離した

りするかに注目している（2009 年の豚インフルエ

ンザの時にメキシコが一例である）。テレビやイン

ターネットを通した情報の移動性に関する革命的

変化により消費者集団や共同体が変化してきたの

と同様に、旅行やレジャーに関わるブランドや、

より重要なことには消費者のライフスタイルもま

た変化してきた。Urry (1990/ 2002: 2)はこれらを

以下のように定義する。 

「社会的」なるものを再形成しつつある物質的変

容。特に、多様な感覚や想像上の旅行、イメージ

や情報の移動、ヴァーチャリティと身体的移動を

通しての様々なモビリティは「社会としての社会

的なもの」を「モビリティとしての社会的なもの」

へと物質的に再構築しつつある。 

これは定義上、公的・私的、法的、家族的、ジ

ェンダー的、宗教的なものに関係する他の全ての

社会における意味論や象徴的表象へと参照する、

クロスカルチュラルな一つの社会学である。これ

らが質的に我々の進歩を構造化し、生、即ち我々

の「モビリティ」を通して流れるものである。（「モ

ビリティ」の項目を見よ。）我々は観光社会学を通

じて、北半球の人間が南半球へと移動するのは単

に気候により影響されているのみならず、暖かく

開かれた（故により公的な）環境により恵与され

た家族や共同体に関する諸々の容易に見て取れる

諸価値によっても影響を受けていることを知る。

この価値には道徳的、性的規範の知覚しうる弛緩

性も含まれるのである。（「セックス・ツーリズム」

の項を見よ。）我々はまた観光社会学により、（社

会的家族的責任の配分を理由として）女性よりも

男性の方が旅行することを知るし、近代的都市に

おける単身生活やＩＴ時代におけるリアルな対面

コミュニケーションの欠如を反映する形で、単身

旅行者が増加しつつある傾向にあることをも知る。 
 更に我々は観光社会学から以下のことも知りう

る。即ち、消費者傾向はインターネット革命によ

りもはや単に国家や地域共同体によって誘導され

るものではなく、厳密な地理的社会的境界を逃れ

るに至ったことである。また我々はインターネッ

トのおかげでツーリズムがもはや供給主導型では

ないことも知る。消費者は今やより多くの情報を

管理し、似たような好みを持つ人々と出会う為に

自らの休日経験を組織立てることができる。我々

はまたツーリストの類型化やカテゴリー分類が今

やより流動的となりつつあるラディカルな変化も

理解する。観光社会学はグローバル化された社会

において、ツーリストの眼差しの多様性を産み出

した（Urry1990/2002）。身体的なもの、想像的な
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もの、ヴァーチャルなもの、自発的なもの、強制

されたものなど、無数のモビリティが存在してい

る。故に、ツーリズム経験の諸類型やツーリスト

の諸類型を定義し一般化することはますます困難

となっている。観光社会学はますます消費者心理

により影響を受けつつあり、消費者心理はと言え

ば、マスメディアに影響されるのである。 
 新の社会学的研究の中には（カルチュラルス

タディーズと結び付き）、社会的排除と周縁化に注

目するものもあり、これはツーリストと地域住民

の双方に適用されうる。社会的排除や周縁化は年

齢、ジェンダー、人種、セクシュアリティ、階級

に依拠されうる。Urry(1995)はツーリズムの権利

を健康と福祉を強化しうる市民権の一形式として

描いているが、この増大しつつあるレジャー活動

が全ての者にアクセス可能となるにはまだ長い道

のりが必要である。 
 
【関連項目】観光人類学、真正性、モビリティ、

ツーリストの眼差し 
 
【読書案内】 
Eric Cohen, Dean MacCannell, John Urry の仕

事が観光社会学の中心である。主要テーマに関す

る概観と要約を提供するより全般的な幾つかのテ

キストも参照に値する。例えば以下の書物である。

Apostolopoulos et al.による“The Sociology of 
Tourism: Theoretical and Empirical 
Investigations ”  、  Holden Tourism による

“Studies and the Social Sciences”、Dann & 
Liebman-Parrinello による“The Sociology of 
Tourism: European Origins and Development” 
 
【推薦図書】 
Apostlopoulos, Y., Leivadi, S. and Yiannakis, A. 

(eds) (1996) The Sociology of Tourism: 
Theoretical and Empirical Investigations. 
London: Routledge. 

Dann. G. and Liebman-Parrinello, G. (eds) 
(2009) The Sociology of Tourism: European 

Origins and Development. Bingley: Emerald 
Group Publishing. 

Holden, A. (2005) Tourism Studies and the 
Social Sciences. London: Routledge. 

【原】 
 
【スペシャル・インタレスト・ツーリズム

（特別な関心にもとづくツーリズム）

（Special Interest Tourism：SIT）】 

 
スペシャル・インタレスト・ツーリズムは、特別

な関心を実践する、あるいは楽しむことを基本的

な動機とする旅行と定義される。通常とは違う趣

味、活動、テーマ、目的地が含まれ、ニッチなマ

ーケットに訴求する傾向がある。 
 
「スペシャル・インタレスト・ツーリズム」とい

う用語は、伝統的に、少数の非常に熱心な訪問者

をひきつける活動に焦点をあてたツーリズムの諸

形態に使われてきた。ごく少数の人がやっている

比較的変わった趣味や活動などである。Daglas ほ

か(2001:3)は、スペシャル・インタレスト・ツー

リズムはマス・ツーリズムに代わるものオールタ

ナティブだとしている。それは、「個人や集団が表

明した特定の関心によって動機づけられた、カス

タマイズされた余暇、レクリエーションの経験の

提供であり、スペシャル・インタレスト・ツーリ

ストは、特定の関心やニーズを満足させる商品や

サービスに関わることを選ぶ。したがって、SIT
は明確な特別な特定の理由で行われるツーリズム

である。」彼らによると、スペシャル・インタレス

ト・ツーリストは、おもに、搾取的でない、真正

な経験を探している。 
 スペシャル・インタレスト・ツーリズムの代わ

りに、「ニッチ・ツーリズム」の用語がつかわれる

場合もある（Novelli 2005）。Robinson は著書の

まえがきで、ニッチ・ツーリズムを次のように説

明している。 
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個人の好みや慣行／練習がコーディネート、パッ

ケージ化されて売られる想像の経済。野鳥観察者、

ゴルファー、系図学者、鉄道マニアのウォンツや

願望は、今は購入できるものとなった。まさに想

像の及ぶ限りのあらゆる要求を今や満たすことが

できる。 
 
Novellli(2005)によれば、ニッチ商品の発達は、ツ

ーリズム産業がより利益の高い新規市場を捉えよ

うとする、より広い構造的な多様化のプロセスの

一部である。観光者は経験を積み、要求が厳しく、

年に数回旅に出るようになっているので、標準化

されない、変わった商品がますます必要になって

いる。よく知られた予測可能な環境で行われるマ

ス・ツーリズムとは異なり、ニッチ・ツーリズム

やスペシャル・インタレスト・ツーリズムは、変

わり続ける市場の要求を満たすために新しい目的

地や活動に頼る。皮膚ガンの恐れから日光浴休暇

が衰退したことは、伝統的な海岸での休暇でさえ、

スペシャル・インタレスト・アクティビティ（ウ

ォーター・スポーツやダイビング）や、小旅行（遺

跡や地元の村へ）の機会を含んでいることを意味

している。しかし、ニッチ・ツーリズムと呼ぶこ

とができるのは、特別な関心が観光者の第一の動

機である休暇のみだろう。 
 Novellli(2005)は、ニッチ・ツーリズムは、たと

えば、文化ツーリズム、環境ツーリズム、田舎ツ

ーリズム、都市ツーリズムなど、多数のマクロニ

ッチに分割できるとし、それらがさらにサブセッ

トないしミクロニッチに分割できるとする。次の

表に例を示した。 
 
文化 
遺産、先住民、宗教、教育、genealogy 
環境 

自然と野生動物、エコツーリズム、冒険、山岳、

ジオツーリズム、沿海 

田舎 

農場／、キャンプ、ワイン／美食、スポーツ、祭

りやイベント、美術工芸 

都会 

ビジネス、会議、展覧会、スポーツ、ャラリー、

芸術 

その他 

写真、小規模クルーズ、ボランティア、ダーク、

若者、交通 

 
マクロニッチとミクロニッチの区別は、特にマー

ケティングやセグメンテーションの目的では重要

である。スペシャル・インタレスト・ツーリズム

やニッチ・ツーリズムは特定の類型の観光者を惹

きつける場合が多いように見受けられ、ミクロニ

ッチの間には非常に明確な差異がある。その好例

は、ヘルス・ウェルネス・ツーリズムで、少なく

とも 6 つのミクロニッチに分割できる。 
 

ヘルス・ウェル

ネス・ツーリズ

ムのマクロニ

ッチ 

典型的な活動 典型的な客 

温泉ツーリズ

ム 
医学的・鉱水に

よる癒し 
健康問題を持

つ高齢者 

ホーリスティ

ック・ツーリズ

ム 

静養所での体、

心、精神の治療 
中 年 の 専 門

職・重役 

スピリチュア

ル・ツーリズム

巡礼、アシュラ

ム、瞑想所 
主に 30 歳以上

のバックパッ

カー 

ヨガ・ツーリズ

ム 
静養所でのア

ーサナ（ポー

ズ）と瞑想 

主に 40 歳以上

の女性専門職 

医療ツーリズ

ム 
手術、整形手術 西洋人、40 歳

以上、主に女性

美容ツーリズ

ム 
マッサージ、美

顔、温泉やホテ

ルでの静養 

女性、25 歳以

上、専門職・重

役 
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ここでも、たとえば持病のある高齢者の要求にこ

たえる、医学的に有効な歴史的温泉と、余暇や美

容の観光者を集める多目的な娯楽用の温泉とは区

別できるし、区別しなければならない。スペシャ

ル・インタレスト・ツーリズムやニッチ・ツーリ

ズムに与えられるラベルは注意深く考慮し、正し

いマーケットを対象にしなければならない。つま

り、ミクロニッチや非常にスペシャル・インタレ

スト・ツーリズムを求める人数は比較的少ないだ

ろうが、質や価格は高い傾向がある。 
 それでもスペシャル・インタレスト・ツーリス

トには、共通する特徴がある。この種のツーリズ

ムは比較的高価な傾向がある（少なくとも大衆向

けのパッケージ休暇の費用の 2 倍はする）ので、

特定の市場は排除できる。学生、バックパッカー、

低収入の観光者は、エコツーリズムや文化ツーリ

ズム、冒険ツーリズムのある種の形態は購入でき

るかもしれないが、そうした旅行は独立して組織

する必要があるかもしれない。スペシャル・イン

タレスト・ツーリストは、中年で、子どもを連れ

ずに旅行する傾向がある（例外として、ある種の

形態の自然体験や野生動物ツーリズムがあるかも

しれない）。というのも、スペシャル・インタレス

ト・ツーリズムの多くの形態は、子どもには適さ

ないか、興味を引かないからだ。観光者が単独で

旅行するのも一般的だ。多くのスペシャル・イン

タレスト・ホリデーを楽しむのは、関心が特殊な

ために一緒に旅をする仲間を見つけるのが難しい

人の場合が多い。そのため、この部門では、単独

旅行者のための施設を提供することが不可欠であ

る。特別な関心に焦点を合わせた一人旅は、同じ

ような関心を持つ、旅行中の人々と出会う理想的

な方法である。 
 スペシャル・インタレスト・ツーリストは、他

にも特別なニーズがあるかもしれない。たとえば、

もし、身体が不自由であったり、同性愛者であっ

たり、高齢であったり、（メディカル・ツーリスト

のように）健康上の問題があったりすれば、特別

なニーズがある。オペレーターは、身体不自由な

費人々が利用可能で、客を支援できる訓練された

スタッフを用意しているホテルや輸送手段を組織

する必要があるだろう。同性愛者の客は、同性愛

者に好意的なホテルや温泉、クルーズ、エンンタ

ーテインメント会場を好むだろう。高齢の客は、

医療温泉を訪問したいと思うかもしれないが、そ

の場合は、資格を持ったスタッフによって、適切

に世話されなければならない。 
 商品の性格や観光者の動機の観点から、スペシ

ャル・インタレスト・ツーリズムは、受動的（舞

台、スポーツ観戦）、能動的（冒険的スポーツ、ダ

イビング）、体験的（テーマパーク、宇宙ツーリズ

ム）、創造的（ダンス、絵画、写真）、知的（言語

学習、遺産ツーリズム）、くつろぎ（ウェルネス・

ツーリズム、野鳥観察）等に類型化できる。Weiler 
& Hall(1992:201)は、「スペシャル・インタレス

ト・ツーリストは、個人的、個人間の環境から逃

避するよりも、個人的、個人間の利益やチャンス

を得ることに、より関心があるようだ。」と述べて

いる。つまり、スペシャル・インタレスト・ツー

リズムは、逃避や気晴らしというより、能動的な

自己啓発や新たな体験を得ることに関わるものな

のだ。（温泉、アート、スポーツなど）楽しく健康

によい活動でも、より健康な体に鍛えたり、創造

的で生き生きとした心を育てるといった、教育的、

あるいは自己啓発的な側面のどちらかが存在する

のが普通である。 
 スペシャル・インタレスト・ツーリズムが盛ん

になり主流になるにつれて、以前のニッチな活動

は、マス・ツーリズムの性格を帯びるようになる。

都市での文化ツーリズムや野生動物サファリ、雪

上スポーツが好例である。結果的に、ツアーオペ

レーターは、商品開発やパッケージ化、ラベル付

けにおいて、より革新的にならなければならない。

つまり、活動は基本的に同じでも、注目の仕方を

変えれば、違うマーケットに訴えかけられる可能

性がある。たとえば、サファリは、今では次のよ
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うに互いに区別されている。 
 
・ 新婚旅行・挙式サファリ 
・ 写真撮影・絵画サファリ 
・ カヌー漕ぎサファリ 
・ 熱気球サファリ 
・ 冒険サファリ 
・ ブッシュ・スキル・サファリ 
・ ゴルフ・サファリ 
・ キッズ・サファリ 
・ 美食サファリ 
 
 クルーズ・ツーリズムにも同じことがあてはま

る。伝統的には、主流と考えられる傾向があった

（たとえば、観光研究機関は、必ずしもクルーズ

をスペシャル・インタレスト・ツーリズムの一形

態に含めてきたわけではない）が、今では、特別

な活動（舞台、アート、ダンス、料理）、特別な施

設、（温泉、カジノ、美食）、特別なマーケット向

けの世話（同性愛（ゲイとレスビアン）、身体障害

者、子どもなど）、風変わりなテーマ（殺人ミステ

リー、謝肉祭）を提供するかもしれない。マーケ

ットがより多様化し、新たな商品をより受け容れ

やすくなったということだ。 
 Douglas ほか(2001)によると、スペシャル・イ

ンタレスト・ツーリズムは、マス・ツーリズムよ

り持続的で倫理的な傾向がある。その理由は、集

団の規模が小さい事（典型的には 10-15 人）、客の

教育が高く、経験がよりあるという事実や、（たと

えば、エコツーリズムや先住民ツーリズムのよう

に）真正な環境・文化体験が旅行の主目的である

という事実によるのだろう。しかし、同時に、ス

ペシャル・インタレスト・ツーリズムは、ツーリ

ズムの限界を、新たな未開の目的地へと（実に、

宇宙旅行へも！）さらにさらに押し広げており、

（冒険スポーツのように）インパクトの高い活動

も提供している。もし、たとえば、野生動物観光

や冒険ツーリズムの管理が悪ければ、地元にとっ

てだけでなく、観光者にとっても重大なリスクが

ありうる。宗教ツーリズムは観光者の行動に関し

て特に慎重に管理すべきであり、ダーク・ツーリ

ズムや論争のある遺産へのツーリズムでは注意深

い解説が必要である。多くのスペシャル・インタ

レスト・ツアー・オペレーターはマス・オペレー

ターよりもツーリズムの影響をよく知っており、

大半のスペシャル・インタレスト・ツーリストは、

マス・ツーリストよりも、彼らの注意や指導を受

け容れる。しかし、スペシャル・インタレスト・

ツーリズムが拡大し、より多くのマクロニッチ、

ミクロニッチがつくられれば、さらに注意深い管

理が必要になるということを意味するのだろう。 
 
【関連項目】アート・ツーリズム、文化ツーリズ

ム、ダーク・ツーリズム、エコツーリズム、美食

ツーリズム、ヘルス・ウェルネス・ツーリズム、

ヘリテージ・ツーリズム、先住民ツーリズム、宗

教ツーリズム 
 
【読書案内】 
スペシャル・インタレスト・ツーリズムのさまざ

まな形態については無数の書籍がある。これらに

ついては、上記の参照の箇所に言及した。スペシ

ャル・インタレスト・ツーリズムやニッチ・ツー

リズムの概念についての優れた概説もいくつかあ

る。たとえば、Weiler と Hall、Douglas ほか、

Novelli がである。主流な観光の学術誌にも、スペ

シャル・インタレスト・ツーリズムやニッチ・ツ

ーリズムのさまざまな形態についての論文が掲載

されている。 
 
【推薦図書】 
Douglas, N., Douglas, N. and Derrett, R. (2001) 

Special Interest Tourism; London: Wiley & 
Sons. 

Novelli, M. (ed.) (2005) Niche Tourism; 
Contemporary Issues, Trends and Cases. 
Oxford: Butterworth- Heinemann. 

Weiler, B. and Hall, C. M. (1992) Special 
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Interest Tourism. London: Belhaven Press 

【小槻】 
 
【スポーツ・アドベンチャー・ツーリズム

（Sports and Adventure Tourism）】 

 
スポーツ・アドベンチャー・ツーリズムは、通常

住んでいるところを離れて、積極的にあるいは受

動的に、あるいは懐古的にスポーツおよびスポー

ツに関連した活動を行うことである。 
 
休日を活動的に過ごすことの健康上の効果が認識

されるにつれて、スポーツ・アドベンチャー・ツ

ーリズムは成長しつつあるようだ。Ritchie（2005）
によれば、スポーツは工業国の GDP の 1％から

2％を成し、さらにイギリスなどの国では旅行の

20％がスポーツ参加に直接関連している。何かの

ついでにスポーツに参加する場合（休暇中にスポ

ーツ活動を行うような場合）は 50％にも達しうる。

サッカーのワールドカップやオリンピックのよう

なスポーツ・イベントにひかれてスポーツ観戦の

ための休暇にも人気が高まっている。いくつかの

目的地（オーストラリアのメルボルンなど）はイ

ベント開催の成功によって、世界的なスポーツ都

市という定評を確立している。 
Standeven and De Knop (1999: 12) はスポー

ツ・ツーリズムを次の通り定義している。 

無計画あるいは組織的な方法で、非商業的、あ

るいは企業／商業的な理由のために行われる、あ

らゆる形の積極的・受動的なスポーツへの関与で

あって、家や仕事の場所から離れて旅行すること

を含意する。 

Gibson（2002）は、カテゴリーを追加し、懐古的

スポーツ・ツーリズムを提唱する。これは、スポ

ーツの殿堂や博物館の訪問や有名なスポーツ競技

場のツアー、スポーツ専門家と過ごすスポーツを

テーマにした休暇（クルーズやリゾート）などを

行うものである。もちろん、スポーツ・ツーリズ

ムの 3 つのカテゴリー――積極的、受動的、懐古

的――はひとつの旅の中で重なることも多い。 
 多くのスポーツには、行われている国と行われ

ていない国があることを指摘しておくのは重要だ。

（たとえば、サッカーは概ねどの国でも人気だが、

クリケットはそうではない。ある種の武道は主に

アジアで行われているが、ヨーロッパではあまり

知られていない。）これが観光者がスポーツを知っ

ているかやスポーツに参加するか観戦するかの傾

向に影響する。 
De Knop（2006）はスポーツ休暇には２タイプ

があると述べている。すなわち単一スポーツ休暇

（例：スキー、ゴルフ）と複数スポーツ休暇（例：

フィットネス合宿や野外の冒険環境で行う）であ

る。スキーは冬季スポーツの中で も人気があり、

ヨーロッパの休暇市場の 20％を占める。ゴルフの

人気も高まっている。アマチュアやセミプロのス

ポーツマンの数は男女ともに少ないが、多くの旅

行者はスポーツ関連の趣味をもち、参加するため

には喜んで旅行する。このような旅行は他の活動

と組み合わされることもあるが（例：ビジネス・

ツーリズムはゴルフとパッケージされることも多

く、ビーチ・ツーリズムはウォーター・スポーツ

とパッケージされる）、スポーツが主目的になるこ

ともある（雪上スポーツなど）。水泳、フィットネ

ス・クラス、テニスなどのスポーツは、単純に旅

行先でできるから行われ、旅行の主たる動機とし

ては機能しない。このような事例は副次的なスポ

ーツ・ツーリズムを構成する。 
オリンピックやサッカーのワールドカップのよ

うな大型のスポーツ・イベントは開催地に大きな

影響を与え、国際的な観光目的地としての認知度

を高め、さらに開催地の再生をもたらしスポーツ

の人気を高めることができる（2002 年のワールド

カップ本大会は日本、韓国、アジア諸国でのサッ

カーの人気を高めるために開かれた）。オリンピッ

クでは毎回新しいスポーツ種目が含まれる。2008
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年には自転車モトクロス（BMX）競技が加わり、

2012 年のロンドン・オリンピックではスケートボ

ードがデビューするかもしれない（訳注１）。また、

近年、身体障害者の参加にも力が入れられ、パラ

リンピックの対象者も増えている（第１回大会は

1960 年ローマで開催された）（訳注２）。ゲイ・ゲー

ムも 1982 年サンフランシスコで始まり、その後

アメリカの諸都市、シドニー、アムステルダムで

開かれている。たしかに大型スポーツ・イベント

は観光目的地に好ましい影響を与えてイメージも

よくするものであるが、後になって債務処理や遊

休施設を残すという問題も抱えている。Ritchie 
(2005) は、代替策として小規模スポーツ・イベン

トの開発を論じ、このような小規模イベントが既

存の会場やインフラを利用し、誘致する旅行者の

数は減っても、地元の参加者は増えるからだとし

ている。 
Robinson and Gammon (2004) はスポーツ・ツ

ーリストの定義に「ハード」な定義と「ソフト」

な定義があるとする。 
ハードな定義：スポーツ・ツーリストのハード

な定義には、競技参加目的あるいは観戦目的でス

ポーツの試合に参加する人々が含まれる。ハー

ド・スポーツ・ツーリストは、日頃の慣れ親しん

だ環境とは異なる場所を訪れたり宿泊したりして、

自ら参加するにせよ、観戦するにせよ、試合を行

うスポーツのために旅行をする人のことである。

この場合、スポーツが旅行の主たる動機であり、

オリンピックやワールドカップなどのスポーツ・

イベントへの参加、観戦も含むことになる。イベ

ントに試合が伴うことが区分の要点である。 
ソフトな定義：スポーツ・ツーリストのソフト

な定義には、例えば、スキーやサイクリングなど

特に選んだスポーツに主として活動的なリクリエ

ーションとして参加するために、日頃の慣れ親し

んだ環境とは異なる場所を訪れたり宿泊したりす

る人をいう。体を動かすリクリエーションという

ことが区分の要点である。 

Delpy（1998）はスポーツ・ツーリストの主な

旅行の動機として、楽しむこと、現実を忘れるこ

と、リラックス、健康とフィットネス、ストレス

解消、スリル追求、学習への挑戦、家族の結束と

娯楽などを挙げている。 
今日多くの先進国の人々が治療よりも予防的な

ヘルスケアにいそしむように促され、ますます積

極的になっているため、スポーツ・ツーリズム市

場も拡大しつつある。スカンディナビア半島発の

ノルディック・ウォーキングが広まっているよう

に、毎日スポーツを行うようになり、それが多く

の休暇やホテルのパッケージに含まれている。比

較的高齢の人が以前よりも長く体を動かし続けら

れるようになり、一層スポーツに参加しようとし

ている。さらに人々がより冒険を好み、新しい、

よりエキサイティングな活動を試みたいと思うよ

うになっている。このためにアドベンチャー・ツ

ーリズムが成長している。アドベンチャー・ツー

リズムには次のようなものが含まれる。 
 
・ バックパック旅行 
・ オリエンテーリング 
・ ブッシュウォーキング（ハイキング） 
・ カヤック 
・ サイクリング 
・ ロック・クライミング 
・ クロスカントリー・スキー 
・ ヨット 
・ カヌー 
・ スキューバダイビング 
・ フィッシング 
・ シーカヤック 
・ ハングライダー 
・ スカイダイビング 
・ 熱気球飛行 
・ ヨット 
・ スノーシュー  
・ トレッキング 
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・ マウンテンバイク 
・ ラフティング 
・ 登山 
 

Shepard and Evans（2005）は「ハード」アド

ベンチャー・ツーリズムと「ソフト」アドベンチ

ャー・ツーリズムに区別している。「ソフト」なア

ドベンチャーはリスクが非常に低く、一定レベル

の体力があれば誰でもできるものを意味し、「ハー

ド」なアドベンチャーは経験と一定レベル以上の

適性、そしてリスクや想定外の状況に対応する能

力と意欲を必要とするものである。しかしながら、

いずれのアドベンチャー・ツーリズムも動機の多

くは、興奮、刺激、未経験のこと、そしてリスク

であると言えるようだ。Swarbrooke et al.（2003）
はアドベンチャーの核心を、危険とリスク、挑戦、

未経験のこと、興奮と刺激、現実逃避、探検、没

入そして忘れ難い経験としている。 
ただし、いくつかの「ハード」なアドベンチャ

ー・スポーツは他のものよりもリスクが高く「危

険なスポーツ」（extreme sports）と呼ぶべきもの

である。次のようなものが例として挙げられる。 
 
・ バックカントリー・スキー／スノーボード 
・ バンジージャンプ 
・ サーフィン 
・ ストーム・チェイシング 
・ 氷山クライミング  
・ 氷海ダイビング 
・ 深海ダイビング   
・ 激流ラフティング 
・ スカイダイビング  
・ ベース・ジャンピング（低位置パラシュート降

下） 
・ カイト・サーフィン 
・ クリフ・ジャンピング 
・ 危険なモータースポーツ  
・ パラグライダー 

 
これらのスポーツをやる人は当然、平均年齢よ

り若い人らしい。動機の多くは危険と興奮による

アドレナリン放出を楽しむことと結びついている

ようである。総じてアドベンチャー・ツーリスト

は他のスポーツ・ツーリストに比べて若くなる傾

向がある（25 歳から 40 歳）。普通、女性よりも男

性の方が多い（これはほとんどのスポーツ・ツー

リズムに言える）。ところが、Adventure Travel 
Society (2008) は、驚くべきことに典型的なアド

ベンチャー・トラベラーは、おそらく 47 歳から

49 歳くらいのある女性であると言う。 
結局、ライフスタイルが変化し、より多くの人

が長く活動的でありたいと望むにつれてスポー

ツ・ツーリズムは成長しつつあるらしい。遠く離

れた美しい風景の地に行く、よりエキサイティン

グで冒険的なスポーツを追い求めていることも明

らかになっている。このためにスポーツ休暇のア

クティヴな部分と、自然に恵まれた環境の中で休

暇を過ごすことによるリラックスと安らかさが結

び付くようになっている。体をあまり動かさずあ

るいは冒険好きでないツーリストも、スポーツ・

イベントの観戦者として、あるいは「郷愁に酔う」

魅力ある場所への訪問者として、スポーツを楽し

むことができる。この事情から国際社会、国内い

ずれにあってもスポーツの重要性が際立っている。 
【澤山】 
 
【関連項目】スペシャル・インタレスト・ツーリ

ズム 
 
【読書案内】 
スポーツ・ツーリズムに焦点をおいた本は多く、

HudsonのSports and Adventure Tourismのよう

に、アドベンチャー・ツーリズムを含める本もあ

る。 Hinch and Higham の Sports Tourism 
Development や Ritchie and Adair の Sports 
Tourism: Interrelationships, Impacts and Issues
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のように、スポーツ・ツーリズムに主眼をおいた

本もある。 
 
【推薦図書】 
Hinch, T. and Higham, J. (2003) Sports Tourism 

Development. Clevedon: Channel View. 
Hudson, S. (2008) Sports and Adventure 

Tourism. New York: Haworth Press. 
Ritchie, B. and Adair, D. (eds) (2004) Sports 

Tourism: Interrelationships, Impacts and 
Issues. Clevedon: Channel View. 

 
（訳注１）2012 年ロンドン・オリンピックでは、

野球とソフトボールを実施競技から除外され、入

れ替えによりスケートボードを含む 5 競技からの

新規採用が審議されたが、実際には新規採用はな

かった。原著は 2010 年の出版のため事実と齟齬

がある。 
 
（訳注２）当初は半身不随者が対象だったが、現

在までに半身不随者以外にも対象が広げられ、障

害の種類・部位・程度でクラス分けされている。

競技種目も拡充されてきた。 
【小槻】 
 
【ツーリストの眼差し(Tourist Gaze)】 

 
ツーリストの眼差しとは、ツーリストが場所や

人々を見るやり方やこれらの光景の選択が観光産

業により方向付けられ組織化されているという観

念を指す。 
 

1990 年、社会学者ジョン・アーリは後に観光研

究で極めて影響力の高いテキストとなる『観光の

眼差し』という書物を出版する。アーリは 1960
年代にフランスの理論家ジャック・ラカンとミシ

ェル・フーコーにより展開された“眼差し”とい

う概念を取り上げ、それをツーリズム分野に応用

する。自らの仕事の中でアーリはツーリズムの視

覚的本性を強調する。つまり、ツーリスト達が視

覚的イメージを探し求め消費するやり方と、観光

産業がこの消費を組織化し方向づける諸手段につ

いてである。基本的レベルでは、ツーリズムの視

覚的性質は読者にとって驚きをもたらすものでは

ないだろう。ツーリスト達は写真を撮り、彼らが

訪問した場所の絵葉書を購入し、列車では窓側の

席を予約し、眺めを堪能する為に高層建築に上る。

―実際、“風景を見ること（観光）”とはツーリズ

ムと同義であるし、その端緒よりそうであり続け

てきた。アーリによるツーリストの眼差しという

概念で興味深い点は、単にツーリスト達が様々な

光景を見ることを好むということの明示のみなら

ず、彼らが消費する光景がますます影響力を持ち

つつある観光産業により選択され、構築され、ス

テージとして管理され、監督されているというこ

とを明らかにする点にある。ツーリスト達の眼差

しを方向づけるために特別に創られる施設や構造

の様々な事例の中には、海辺のリゾートにある楽

しみの為の桟橋や散歩道、ホテルのバルコニーや

テラス、国立公園内にある眺望ポイントに加え、

ガイドブックや絵葉書、ウェブサイトや旅行プロ

グラムを産み出す、ツーリズム関連の広大なメデ

ィアも含まれる。 
 アーリが言うには、ツーリストの眼差しの構築

は新しい現象ではない。19 世紀に、学問的・科学

的な旅が景勝地へのツーリズムに席を譲った時、

初期のヨーロッパ人のツーリスト達はイラスト付

きのガイドブックに描かれた眺めを経験し収集す

ることに躍起になったし、多くの者は自らのスケ

ッチブックへとそれらの眺めを描き入れたのであ

った。 
 美的にものを見るやり方というのは、あたかも

見物者がギャラリーにいるかのように、世界をフ

レームの中の写真の連続体として眺めるというこ

とである。美的な眼差しは、休日向けのパンフレ

ットやテレビ番組やウェブサイトにおいて見出さ

れる構築されたイメージの周囲に組織される我々
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現代人のツーリストの眼差しを先取りするものだ

った。これらのイメージは見物人に何を見るべき

かを、そして重要なことに、何を避けるべきかを

教えるものである。アーリが言うように、ツーリ

ストの眼差しは大抵の場合「ごみ、病、動物の死

体、貧困、汚水、強奪」のイメージを含むことは

ない。（Urry 1990/ 2002: 129）ツーリストの眼差

しにふさわしいと見なされる光景はツーリスト自

身の写真を通して絶え間なく再生産される。そし

てこれらの写真がツーリストの家族や友人の間を

再循環するのである。アーリはツーリストの眼差

しの構築や、まさにツーリズムそのものの発展に

関する写真の重要性を認める。―写真とツーリズ

ムは“お互いから出現し、お互いを強化する”。

（1990／2002：129） 
 アーリは特色ある“ツーリストの眼差し”を産

み出す基本的条件を並べている。誰かが何かをツ

ーリストの眼差しを伴って眺める為には、まずは

通常の日常経験だと見なされるものと、非日常だ

と見なされるものとの間に区別が存在していなけ

ればならない。ツーリストの眼差しの潜在的対象

は家で経験されるものとは異なるものでなければ

ならない。それらの対象とは、以下である。 
 
・ユニークな対象（エッフェル塔、グランドキャ

ニオン） 
・典型的な英国の農村やフランスのシャトーとい

った、特定のツーリズムに関する“記号” 
・馴染み深い事象の見たことのない側面（歴史的

共同体の生活に関する博物館の展示） 
・普通ではない文脈のもとで見られる、生活の日

常的側面（ツーリストとは異なる政治体制下で

地域住民が日常的仕事をこなしているのを眺め

るツーリスト達） 
・普通ではない視覚的背景の中でなされる日常的

仕事（買い物、食事、水泳） 
・一見すると日常的対象が実は非日常的なもので

あることを示す記号（例えば、普通の見た目の

野原が決定的な戦いや出来事の場所であったこ

とを示唆する案内板） 
 
以上からわかるように、自然環境や人工的環境と

同じ程度に人々もまた眼差しの対象となりうるが、

彼らが注意を引く為には何らかの「他者」の意味

を具現化していなければならない。ツーリストに

とって「他者」であるというこの性質は、知覚さ

れた真正性や異国趣味に由来する。―例えば、ツ

ーリストは地域住民が色彩豊かなコスチュームを

着ていたり、伝統的儀式を行っていたりするのを

見たいと思う。 
 ツーリストの眼差しは、見られる対象の性質に

適した様々な社会的文脈の中で経験されうる。ア

ーリは、個人的で孤独な眺めを「ロマン主義的眼

差し」と称する。この場合、人が一人で観照して

いる時にのみ、藝術作品や孤独な山岳風景への適

切な評価が生じるとされる。多様、アーリが「集

合的眼差し」と名付けるものは、経験に仲間の見

物者という群衆が付け加わる光景や出来事のこと

である。例えばテーマパークや、ロンドンのノッ

ティングヒル・カーニバルなどのイベントがこれ

にあたる。 
 ツーリズムがグローバル化するにつれ、眼差し

の対象となる事物の幅も広がる。例えば、ダーク・

ツーリズムに関する場所、遠く離れた風景や危険

な目的地も全て 近は人気のあるものとなってき

た。世界におけるより多くの場所がツーリズムの

目的地となるのと同様に、観光産業は「目くるめ

くグローバル秩序の中でそれぞれの場所が自らの

場所をモニターし、変容させ、 大化することを

助けるようなシステマティックで標準化された評

価手続き」を発展させている。（Urry1990／2002：
142）更に、経済的政治的変化が世界人口のより多

くの人々に旅行という活動を開こうとしているの

につれ、眼差しを持つ者も多様化している。2002
年に刊行された『観光の眼差し』第 2 版において、

アーリはこれらのグローバルな変化を認め、1990
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年版が引き起こした幾つかの批判にも言及する。

これらの批判の多くは、視覚的なものを重視する

ことによって、ツーリズムにとって極めて重要な

他の 4 つの感覚が否定されているとする考え方に

関するものであった。曰く、ツーリズムが場所の

視覚的領有に関するものであるのと同程度に、ツ

ーリズムは身体的実践や匂いを嗅ぐことや、聴く

こと、触れること、味わうことに関するものだと

いうことである。アーリは、「視覚的なものの圧倒

的な支配」（1990／2002：149）を改めて主張する

ことで、現代のグローバルなツーリズム経験を伝

えるには単一のツーリストの眼差しでは余りに単

純過ぎるとし、議論を補填する。しかし彼は我々

がますますモバイルな存在になりつつあるのにつ

れ、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚を通してより

多く世界を経験していることを認め、ツーリスト

の眼差しがますます身体化され偏在するものとな

っていると言う。恐らく、我々の日常生活のあら

ゆる側面へのツーリストの眼差しの普及とは以下

のことを意味するだろう。即ち、「ツーリストの眼

差しが単にあらゆる場所にある故に、或いはある

意味では別にどこにも存在しない故に、＜ツーリ

ズム＞それ自体の効果的研究は存在しえない」と

いうことである。（1990／2002：145） 
 以上述べたような批判にもかかわらず、アーリ

の『ツーリストの眼差し』は参照せざるをえない

影響力を持つ仕事であり続けている。この点は以

下に示す、眼差しの概念を用いさらに発展させて

いる 近の雑誌論文の存在からも見て取れる。 
 

『＜ザ・ビーチ＞、眼差しとフィルムツーリズ

ム』（L. Law, T. Bunnell and C. Ong (2007) 
Tourist Studies） 

 映画『ビーチ』（同じ題名の Alex Garland に

よる書籍が原作）を用いつつ、この論文はフィ

ルムツーリズムにおけるツーリストの眼差しの

役割を探究し、映画視聴者が自らのビーチを探

究する時にいかにこのような眼差しが目的地に

おけるツーリストの実践にインパクトを与えう

るかを検討する。 

『家族の眼差し』（M. Haldrup and J. Larsen 
(2003) Tourist Studies） 

 この論文はツーリストの眼差しを取り上げ、

それをツーリストの写真に関わる実践に応用す

る。たとえ写真が場所の視覚的消費を可能とす

るとしても、多くの写真が寧ろ物質的世界より

も活動する家族を記録する故に、写真は社会的

関係を産み出すことに大きな役割を果たしもす

ると著者達は主張する。 

『お互いの眼差し』（D.Maoz(2006) Annals of 
Tourism Research） 

 この論文は地域住民に注がれるツーリストの

眼差しという考え方を探究し、同時に、現地に

住む人々もツーリストを見る際のやり方を形作

るようなツーリストに関する独自のステレオタ

イプな観念を持つ故に、眼差しが相互的なもの

であるという考え方をも探究する。 

『フードをまなざすこと：ツーリズムアトラク

ションとしてのヒップホップ』（P. Xie, Osumare 
and A. Ibrahim (2007), Tourism Management）

 アメリカ合衆国におけるヒップホップに関す

るツーリズムという出現しつつある現象を探究

することで、この論文はヒップホップが一連の 3
つのツーリストの眼差しにより見られることを

示す。それらは以下の 3 つである。― 初の眼

差し（興味関心や覗き趣味に関連）、大衆的眼差

し（文化形式が商業化されグローバル化される

時）、 後に真正性のある眼差し（スペシャル・

インタレスト・ツーリズムとしてヒップホップ

が探求される場合） 

 
【関連項目】真正性、ポスト・ツーリズム 
 
【読書案内】 
明らかに、『ツーリストの眼差し』の 1990 年版と
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2002 年版は読者に推薦されるべきである。読者は

またアーリに仕事に関する引き続いて生じた以下

の幾つかの議論にも関心を持つかもしれない。例

えば“Tourist Studies”に掲載された MacCannell
の“Tourist agency”や、同じく“Tourist Studies”
に掲載された Franklin の“The Tourist Gaze and 
beyond: an interview with John Urry”である。 
 
【推薦図書】 
Franklin, A. (2001)‘The Tourist Gaze and 

beyond: an interview with John Urry ’ , 
Tourist Studies, 1(2): 115-31. 

MacCannell, D.(2001)‘Tourist Agency’, Tourist 
Studies, 1: 2-37. 

Urry, J.(1990/2002) The Tourist Gaze: Leisure 
and Travel in Contemporary Societies, 
London: Sage. 

【原】 
 
【都市ツーリズム（Urban Tourism）】 

 
都市ツーリズムとは、ツーリズム、ショッピング、

ビジネス、エンターテイメントを目的として都市

や街を訪問することを指す。 
 
 都市ツーリズムは、比較的古いツーリズム形態

の一つであるが、1950 年代から 1980 年代にかけ

て都市を訪れるツーリズムから沿岸、農村、山間

部を訪れるツーリズムへと移行してきた経緯があ

る。つまり、都市ツーリズムは新たなツーリズム

形態ではなく、再び見直されたツーリズム形態と

いえるであろう。ツーリストにとって都市部はこ

れまでも魅力的な観光地であったが、ツーリズム

が大きな経済効果をもたらすことが認識され出し

たのはつい 近のことである。ツーリストにとっ

て都市は非常に魅力的な場所であるということを

初に提唱したのは Greg Ashworth である 
(Ashworth and Tunbridge, 1990)。Hoffman ら

(2003)は、ほとんど全ての都市は都市ツーリズム

の可能性を持っていることから、都市ツーリズム

を推進するための戦略の必要性を提案している。

また多くの都市や街はツーリストに様々な魅力的

なものを提供している（例えばビジネスで訪れた

ツーリストが文化観光をする。文化観光を目的に

来たツーリストがショッピングをする）。都市ツー

リズムはツーリズム全体の中でも も大きくかつ

重要なツーリズム形態の一つであるといえる。ま

た都市ツーリズムをマネジメントすることは非常

に難しいと言われているが、多くの都市や街はツ

ーリストに訪れてもらうために様々な努力をして

いる。かつての産業都市でさえも、観光地として

の再生を目的とし、新たなイメージ戦略を展開し

ている。 
 都市ツーリズムには次のようなものが含まれて

いる。 
 
・観光（伝統的建造物、考古学博物館、建築） 
・ミュージアム、ギャラリー 
・劇場、コンサート、ダンス 
・研修 
・ショッピング 
・フェスティバル、イベント 
・会議、ビジネスミーティング 
・外食、カフェ、バー、ナイトクラブ 
・友人、親戚訪問 
 
Judd and Fainstein(1999)は、多くの都市が計画

的に観光者向け地区を創出しツーリストを呼び込

もうとしていると論じた。この観光者向け地区を、

Judd(1999)は「ツーリストバブル」と呼び、また

Hannigan(1998)は「都市娯楽地区」と呼んでいる。

これらには、例えば、芸術祭、ミュージアム、バ

ー・レストラン、シネマ、カジノ、ショッピング

地区、エンターテイメント地区等、典型的かつあ

りふれたアトラクションが含まれる。Hallyar et 
al.(2008)は、多くの都市には、同じようなアトラ

クションや活動がツーリズム関連サービスととも

集積する地区があり、これらの地区は空間的、社
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会的、文化的、経済的に一定のアイデンティティ

を持つと論じた。それらの地区を「ツーリズム区

域」と呼んだ。具体的には、ビジネス地区、歴史

文化遺産地区、あるいはショッピングエリアを指

す。近年、都市における文化地区あるいは創造地

区に関する多くの研究成果がみられる(Law 2002; 
Montgomery 2003 2004)。その研究対象となるよ

うな都市は、ツーリストにとって非常に魅力的な

施設と質の高いサービスを兼ね備えている。これ

らの都市の多くは、歴史文化遺産やその都市なら

ではの芸術を持ち合わせている一方で、飲食店や

エンターテイメントにも力を入れている。またツ

ーリスト用の飲食店やエンターテイメントは、住

民の日常生活とも密接に関係している。例えば、

Shaw(2007)によれば、多くのツーリストは、エス

ノスケープと呼ばれる地区や海外からの移民が構

築したチャイナタウン、ギリシャタウン、リトル

イタリア、カルチェラタンと呼ばれる地区に魅力

を感じるという。しかしながら、このような形態

で現地の人々の文化を消費するようないわゆる商

業主義、のぞき見主義に対する批判的な意見も存

在する。また Maitland(2007)によれば、都市ツー

リズムを目的としたツーリストの多くはこれまで

観光地とされてきた場所を訪れることが珍しくな

ってきているという。つまり、ツーリストは観光

用に人工的に開発されたものを求めているのでは

なく、その土地ならでの本質的な経験を求めてい

る。またこのことは、少なくとも地元住民にとっ

て喜ばしいことであろう。 
 都市や町を訪問したいというツーリストの動機

を分類することは容易ではないが、一般的に都市

ツーリズムを推進している都市は、他の競合する

都市よりもツーリストにとって魅力的な点をプロ

モーションすることで差別化を図っている。都市

ツーリズムは次のように分類可能である。 
 
・国際都市（ロンドン、ニューヨーク） 
・首都（アンカラ、ブカレスト） 

・文化首都（ブタペスト、プラハ、ウィーン） 
・歴史文化遺産都市（ヴェニス、オクッスフォー

ド、クラクフ） 
・芸術都市（フィレンツェ、マドリード） 
・創造都市（ヘルシンキ、バルセロナ） 
・産業都市（グラスゴー、ビルバオ） 
・スポーツ都市（メルボルン、カーディフ） 
・フェスティバル都市（リオ、ニューオリンズ） 
・未来都市（ドバイ、東京） 
 

国際都市 

 国際都市とは Soja(2000)のような理論家がポス

トメトロポリタンと呼んでいるものに該当する。

ポストメトロポリタンでは経済、政治、文化が多

様であり、また境界というものもほとんど存在し

ない。そこでの景色は複合的なものであり、様々

な建築物が重なりあい、成功した都市を象徴して

いる。また新しいものと歴史的なものとが混在し

ている。Flusty(2004)はそのような都市を「地球

上のあらゆる場所が存在する場所」と呼んでいる。

国際都市の代表としてはロサンゼルスがあげられ

る。 
 

首都 

 近年、首都の重要性に注目した研究が多くみら

れる（Maitland and Ritchie 2009）。首都は政治、

経済、行政、文化の中心であるとともにその国の

象徴的な存在であるため、ツーリズムの目的地と

して非常に魅力的な場所である。ツーリズム研究

においては、首都にもかかわらずなぜ他の国内の

都市よりもツーリストの人数や認知度が見劣りす

るのかということについて多くの研究蓄積がある。

例えば、マドリッドとバルセロナ、キャンベラと

シドニー、アンカラとイスタンブールがあげられ

る。 
 

文化首都 

 文化首都にはツーリストにとって魅力的な歴史



70 
 

文化遺産や芸術アトラクションが多く存在する。

また景観が非常に美しいという特徴がある。一方

で、世界中からツーリストが訪れるため非常に混

雑するという課題が存在する。 
 

歴史文化遺産都市 

 ツーリズムにおける歴史文化遺産都市という概

念は Ashworth and Tunbridge(1990)によって提

唱されて以降、一般的に用いられるようになった。

歴史文化遺産都市にはツーリストにとって魅力的

な歴史文化遺産が多く存在する。Graham ら

(2000)は、歴史文化遺産都市の開発に当たっては、

歴史文化遺産を中心としてその周辺地域に新たな

開発が行われることが特徴であると指摘している。 
 

芸術都市 

 芸術都市には多くのギャラリーやミュージアム

があり、またそれらを集めた芸術地区が存在する。

例えば、ウィーンには博物館地区、ベルリンには

博物館島がある。フィレンツェやローマのように

多くの芸術都市は、貴重な歴史的コレクションで

も有名である。またニューヨークのように世界的

に有名なコレクションを所有していたり、パリの

ように国家的コレクションを所有している芸術都

市もある。 
 

創造都市 

 Richard Florida(2002)によれば多くの都市は創

造都市として称されるという。創造都市とは芸術

や文化を代表するというよりも、革新的あるいは

先進的なビジネス都市を意味する。創造都市は寛

容、才能、技術という 3 つのキーワードを持ち合

わせる必要がある。多くのクリエイティブクラス

と言われる人々は、創造都市に住んでいる。また

創造都市の特徴としては自由度が高くそれ故、ボ

ヘミアン指標やゲイ指標が高くなる傾向がある。 
 

産業都市 

 近年、多くの産業都市は都市再生の取組みによ

り観光地へと変化してきた。ビルバオ、グラスゴ

ー、リバプール、ロッテルダムに代表されるヨー

ロッパの都市はオリンピック、主要なミュージア

ムイベント、ギャラリー、国際会議等、大規模プ

ロジェクトをきっかけとして都市再生が政策課題

として着手され、その後ガイドブックに掲載され

ることでツーリストにとっての目的地になってき

た。 
 

スポーツ都市 

 スポーツ都市とは主要なスポーツ・イベント（オ

リンピック、サッカーワールドカップ）の開催地

を契機として発展してきた都市、又は継続的にス

ポーツ大会やイベントが実施されることによって

発展してきた都市を意味する。 
 例えばメルボルンは、世界の都市の中で も発

展したスポーツ都市といわれている。なぜなら

数々の主要なスポーツ・イベントの開催地として

成功するとともに、現在も継続的にそれらが行わ

れているからである。 
 

フェスティバル都市 

 フェスティバル都市では、世界的に有名な恒例

のイベントが毎年行われている。例えばブラジル

のリオのカーニバル、スコットランドのエジンバ

ラフェスティバルがあげられる。 
 

未来都市 

 未来都市は常に 新且つハイテクという特徴を

持つ。その特徴には先進的な建築物やユニークな

アトラクションも含まれている。例えば、現在、

クエートはドバイを意識して未来都市を目指して

いる。ツーリストは未来に対する空想を重ねあわ

せることで未来都市に魅力を感じる。 
 
 上記で示した首都、文化都市、歴史文化遺産都

市の多くは、17 世紀から 18 世紀のグランド・ツ
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アーの目的地であった。一方で、ツーリストにと

って魅力的なイベント、国際会議、ショッピング、

ナイトライフ、大規模なイベント（現代アートギ

ャラリー、ウォーターフロント再生等）によって

新しく観光地となった都市も存在する。ツーリス

トを誘致するための都市間競争が厳しい一方で、

ツーリストが多く訪れすぎるためにデ・マーケテ

ィングを実践している都市もある（例えば、ケン

ブリッジ、ダブリン、ヴェニス）。格安航空会社の

増加に伴って、週末を利用して長期間旅行するツ

ーリストが増加している。しかしこれまでの研究

では、そのようなツーリストは一度訪れた都市を

再度訪れることはほとんどないということが示さ

れている。つまり、持続可能な観光にはなってい

ない。ただ若者をターゲットとする観光地ではそ

のようなツーリストでも歓迎されるかもしれない。 
しかしながら、ヨーロッパの多くの都市では近年、

ツーリストとして若者をターゲットとすることに

は消極的である。なぜなら彼らは街中で泥酔した

り、地元の生活環境や住民に対する配慮が足りな

いからだ。クラクフ、プラハ、ブダペスト、タリ

ンのような中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ、バル

ト三国では、特にツーリストの若者にはうんざり

している。なぜならそれらの国々では、アルコー

ルが他の国よりも安く、多くの若者がアルコール

を目的に訪れた時期があったためである。 
都市地域に特有のマネジメント課題としては他

に次のようなものがあげられる。 
 

都市ツーリズム環境の主なマネジメント課題 
・ 混雑 
・ 環境保全と保護 
・ 交通問題（駐車場、歩行者専用道路化、汚染） 
・ 中心市街に位置する、利用可能な宿泊施設の必

要 
・ 地域住民とツーリストのニーズを同時にマネ

ジメントすること 
・ 訪問者管理と流動管理 

・ 宿泊を促す、活気ある夕方の繁華街（evening 
economy）の必要 

・ 都市の特徴の維持あるいは場所の感覚の創造 
・ マーケティングとプロモーション（非常に競争

の激しい市場に独自の売り（USP）を作ること

など） 

 
 一般的に都市ツーリズムは多様なツーリズム形

態の一つであり、また もマネジメントをするこ

とが難しいといわれている。都市を目的地とする

ツーリストは個々の多様な動機を持っており、ま

た多くの都市はある特定の時期にだけ非常に混雑

するという現状がある。格安航空会社の増加に伴

って、特にヨーロッパにおいて多くのツーリスト

が週末を中心に長期の旅行をする傾向がある。こ

の結果、小規模な歴史文化遺産地区において混雑

を引き起こしている。一方、都市ツーリズムを目

的地とするツーリストが増加することは、都市再

生や世界に新しいイメージを発信することを通し

て都市・地域再生を狙う旧来の産業都市にとって

は絶好の機会であるといえるだろう。 
 
【関連項目】アート・ツーリズム、文化ツーリズ

ム、ヘリテージ・ツーリズム、都市・地域再生 
 
【文献案内】 
 都市をテーマにした研究は非常に魅力的である

ため、都市研究や都市計画に関する多くの文献が

存在する。その中でも都市ツーリズムを扱った文

献としては、Hoffman ら(2003)がある。 
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