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まなざしの詐術
― 英国における観光の近代化に関する一考察―

西 川 克 之

１．トマス・クックの観光

世界で初めてパッケージ・ツアーを商業的成功に導いたトマス・クック

（Thomas Cook,1808-1892）は、旅行会社を興して経営者としての類まれな

資質を発揮しただけでなく、福音主義を信奉して熱心に社会改良に取り組む

人物でもあった。すなわち彼は、商業的な才覚に恵まれた企業家という側面

と、信仰心に裏付けられた高い道徳意識を持つ慈善活動家という側面の両方

を兼ね備えた、英国の近代市民社会において求められた「良き市民」の典型

であったと言ってよい。事業経営を通して彼が目指したものは私的な利潤を

上げることのみにあったのではなく、むしろ産業や機械技術の進歩に見合う

だけの、社会の道徳的な進歩を成し遂げることにこそあったという点は、クッ

クが最初に企画した団体旅行が、よく知られているように、イングランド中

部の町レスターから、近隣のラフバラで開催された禁酒運動の集会に500人

ほどの労働者を鉄道という最新の輸送手段を利用しながら格安の運賃で運

び、食事や様々な娯楽の提供を抱き合わせた日帰りの小旅行に参加させるも

のであった という事実にはっきりと示されている。つまり労働者大衆の堕

落した生活を改善するための最重要の方策として禁酒運動があったわけであ

るが、その運動の目的を実質的に果たすためには、単に飲酒の害について説
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教を垂れるよりも、むしろ労働者の足をパブから遠ざけるべく、飲酒よりも

魅力的でかつ健全な娯楽や余暇活動に労働者を誘い込む戦略の方が効果的で

あると考えられていた 。こうした考えのもと、当時は盛んに図書館や博物館、

公園といった施設および合唱クラブやブラスバンドといった組織が整備され

ていったのであるが、大衆向けの小旅行や遠足といった行事もそのような活

動の一環として実施されることが多かった。それゆえクックが以下のように

述べるとき、彼の団体旅行は営利的であるよりは社会的な事業として企てら

れたのだという印象を強くする。

［小旅行は］精神に糧となるものを与えてくれる。知性を高め満足させる

のに貢献してくれる。古い堕落した慣習という泥沼や汚染から人を救い

出してくれる。普遍的な同胞意識を促す。平和や美徳や愛の進展を速め

てくれる。それはまた、労苦から解放しつつ身体的な力を活性化するこ

とによって肉体の健康を増進してくれる 。

飲酒癖や放蕩という悪しき生活習慣から労働者が抜け出せないのは、いわば

彼らの知性や精神が眠ったまま放っておかれたからなのであり、小旅行の機

会を提供してそれらを刺激し目覚めさせさえすれば、飲酒と同じように労苦

からの一時的解放の契機を与えてくれるばかりでなく、悪習からの脱却や健

康の回復という個人の救済に道を開くと同時に、労働者の意識や生活の向上

という形で社会全体の健全化を促すことにもなる。また、たとえばスコット

ランドのような、風土や文化が異なる土地を訪れる、より本格的な観光はさ

らにすぐれた効果をもたらす。

素晴らしい道徳的・社会的教訓が得られる。実地の場で歴史や地理が驚

くほど熱心に探求される。派閥的・政治的偏狭は致命的な傷を受ける。

名前や党派などは偉大な自然の荘厳さの中にあっては意味を失う。こう

２ Brendon,31.

３ Brendon,31-2.
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した旅行企画がなければお互い見知らぬ者同士であった人の間に知己の

関係が作られ、親しげな交際が生まれる。対立の交戦場は解消されて喜

ばしい同胞的認識の場に変容する 。

決して裕福とは言えない家庭で育ちながら、観光を通して大衆にまっとうな

人間性を回復させることを自らに与えられた使命であると信じつつ旅行案内

の事業化に成功したクックは、階級の壁を乗り越えて一定の社会的地位を手

に入れるという経歴を自身で歩み、ヴィクトリア朝のイギリスで手本とされ

るような「自助の人（man of self-help）」という中流市民的な価値を体現す

るまでに至ったからこそ、生涯倦まず弛まずこうした社会的信念を持ち続け

ることができたのかも知れない。なかでも、近代文明における科学や技術の

飛躍的進歩を象徴する鉄道という移動の手段は、クックにとって、決して労

働者大衆に対して閉ざされたものであってはならなかった。

しかしながら、いま進歩の時代に、他者を排除しようとして馬鹿げたこ

とを口にするのは時代遅れだ……鉄道も蒸気船も科学という皆が恩恵に

あずかる光が生み出したものであり、一般の人々のためにある。善良な

人、心の高潔な人は、自分たちが踏み固めた楽しき路程を人々がつき従っ

て歩むのを見て喜ぶものだ 。

かくしてクックにとって鉄道とは、観光地へ赴く際の物理的な移動を提供し

てくれるばかりでなく、知性や教養あるいは心身の健康といった市民的徳目

の高みに至るための文化的移動の手段であり、自堕落な生活態度や非合理的

な因習さらには野蛮な娯楽などがはびこる労働者階級の世界を抜け出て、

まっとうな市民的価値の共有を基盤とした同胞意識に目覚め、中流階級の後

を追うようにして社会的階梯を登っていくための移動手段でもあったと言え

よう。そしてまた、市民社会の主流をなす階層に属する者は、近代化がもた

まなざしの詐術

４ Brendon,49-50.

５ John Urry,The Tourist Gaze (2002,Sage),24.
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らしてくれた文明の果実を排他的に独占するべきではなく、むしろ広い心を

もってそれを庶民層と共有することにこそ満足を見出すべきであるとして、

自らの使命感と重ねるようにして大衆を教化することの気高さを説く。

２．トマス・クック批判の潮流

さてやがて、クックの旅行事業は徐々に拡大して目的地はスコットランド

からアルプス、さらにエジプトへと海外に展開し、それに合わせて顧客対象

も女性を含めた中流階級に広がっていくが、この時点で既にクックが先鞭を

つけた観光の大衆化に対して強い反発が見受けられた。たとえば、ロマン主

義の時代に起こった美的観念の転換によって今や崇高な自然美のひな形に

なったアルプスの山岳風景を称揚する姿勢は、ヴィクトリア朝の時代にも引

き継がれ、この時期を代表する文人の一人であるジョン・ラスキン（John
 

Ruskin,1819-1900）は、失われたエデンの具現になぞらえるほどにまでアル

プスに入れ込んでいたのだが、登山ブームの到来によってそこが多くの観光

客の目的地となってしまったことに憤り、鋭い批判の矛先をそうした事態に

至る引き金を引いたクックに向ける。

汝［クック］は［アルプスという］地上の大聖堂のような風景を競馬場

のごとき場に変えてしまった。汝の唯一の喜びといえば、その側廊を鉄

道に乗って駆け抜け、祭壇で堂々と食事をすることである……新しいホ

テルという消耗性の白い「らい」が目印である汝の存在が、美しく古い

町並みや幸福な庭園に広がっていない外国の街［はない］……汝の国の

詩人たちが熱烈に愛したアルプスを汝は「クマ遊園」の登り棒のごとく

見なし、喜びの叫びを上げながら上っては下る 。

６ Brendon,81.また、Hartmut Berghoff,Barbara Korte and Ralf Schnider (eds),

The Making of Modern Tourism:The Cultural History of the British Experience,1600-

2000 (2002,Palgrave)9 に引用されている。
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ここで鉄道が喚起するイメージはクックの場合の対極である。すなわちここ

での鉄道は、機械化と結びついた近代文明の安直さを象徴するものとして、

人間の手並みをはるかに超えた神の御業を思わせる崇高壮大な自然美と並置

され、礼儀もわきまえず暴力的にその内奥に入り込んで挙句それを汚し傷つ

ける汚れ役をあてがわれていると同時に、だからこそまた、それによって喪

失の危機に直面した繊細な自然はますます輝きを増すという引き立て役に回

されてもいる。伝統的な町並みや洗練された文化などとの関係も同様であっ

て、大量輸送手段の鉄道と手を組んだ大規模宿泊施設として観光の大衆化に

必須の要素であるホテルは、長い時間をかけて作り上げられてきた光景を醜

魁な姿に一変させてしまう疫病神のごとく見なされる。こうして、手つかず

の自然の壮麗なたたずまいや、歴史の中で長い時間をかけて醸成されてきた

文化と、産業技術や機械力の急速な発達によって支えられた近代文明とは、

一方が他方を損なう関係にある対立項として据えられ、後者によって生み出

された制度や施設を利用して観光に繰り出す人々の群れもまた、貴重な自然

や文化を破壊しかねない脅威として認識される。それに対してクックは、観

光の大衆化に向けられたこうした批判こそ「他者を排除しよう」という「偏

狭」の現れであると反論し、観光に出かけて「偉大な自然の荘厳さ」の中に

身を置いたり、異なる土地に赴いてその歴史や地理風土に触れたりすること

の効果は、そのような偏狭さを捨てて「対立の交戦場」を解消し「喜ばしい

同胞的認識の場」を共有するに至ること、またそれをもって相互的に知性や

道徳意識を向上させることにこそあるのだと喝破する。ラスキンがそうであ

るはずの「心の高潔な人」が、知性を高め健康を回復してくれる旅行という

余暇活動にますます多くの大衆が参加するのを見て、ひいては社会の上層の

人々を手本としてまっとうな価値が社会全体に広がっていくのを知って、な

ぜ喜びを感じられないのだろうかと反問する。

３．「旅」と「観光」という二項対立

ところで観光の大衆化に向けられるこうした批判あるいはそれをめぐって

の論争は、早くも1860年代までには起こっていたのであるが、それはまた近
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代的な観光（tourism）が旧来的な旅（travel）と区別されるようになったこ

とも意味していた。すなわち、「独立心にあふれ教養に優れた旅人（traveler）

の深い洞察に見劣りする浅薄なやり方で、ガイドブックに従って処方された

感動の体験に終始する」観光者（tourist）という呼称は、しばしば軽蔑的な

意味を帯びるようになっていったのだ。「旅人」は「本物（authenticity）」に

出会って文化を深く理解しようと努め、お手軽な商業主義によって観光客に

与えられる上っ面の体験だけで満足することなく、一般のガイドブックでは

紹介されないよう自然や文化を見出してはそこに隠された意味を読み取ろう

とするのであり、単なる「観光者」には見られない求道者的要素を備える者

とイメージされる 。そして時代が下るにつれてますます観光の産業化が進む

と、旅行会社がしつらえた至れり尽くせりのパッケージ・ツアー、言われる

ままに観光客が付き従っていくようなガイド付きの団体旅行、娯楽施設が完

備した巨大リゾート観光地での休暇などは、フォーディズム的手法によって

生産された画一商品であるというレッテルを貼られ、そのような観光にいそ

しむ大衆は、消費社会の到来という波にのまれて大量生産された商品をただ

受け身的に消費する存在として位置づけられる。ブーアスティン流に言えば、

観光はもはや「擬似イベント」に堕したのであり、消費ブームに乗せられた

騙されやすい観光客は「本物（reality）」かどうかを見分ける眼識もないまま、

まがいものを掴まされながらそれで満足してしまう。ボードリヤールのシ

ミュラークル概念を借りれば、観光地は本物のコピーであるどころか、溢れ

かえったあまりにも多くのコピーの渦にのまれて、何が本物＝オリジナルな

のか、あるいはそもそもオリジナルは存在したのかさえ分からなくなってし

まっているとも言えよう。このように見てくれば、旅人と観光者との間、す

なわち片や近代の利便性に背を向けるようにして、特別な体験のためには多

少の困難や危険に遭うことは覚悟の上で、あえて自らの目と手足を頼りに旅

を企てる者と、片や大衆消費社会の一員として、あたかも工場の生産ライン

に乗るかのごとく観光名所をあわただしく梯子し、ガイドや旅行案内書の通

り一遍の解説によって体験の質を標準的に規定される者との間には、観光行

７ Berghoff et.al.,113-4.
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動の在り方に関わる理念的な境界線が深く刻まれていると考えてよいだろう。

４．階級社会の影― 英国の観光発達小史

こうして、観光の大衆化や近代文明の発達に関する、上に見たクックとラ

スキンの考え方の鋭い対立は、社会の近代化・消費主義化によって生じた理

念対立の初期的形態であるとみなしうるのであるが、同時にそれはまた、実

は英国社会における現実の階級性を反映したものでもあった。英国における

観光の発達史について触れた文献はいずれも、17世紀の貴族階級子弟による

大陸グランド・ツアーに近代観光の端緒を見出しているが、グランド・ツアー

に出かける目的は支配階級の利益を確固たるものにするところにあった。つ

まりフランスやイタリアの伝統的な文化や制度に学び、将来のキャリア形成

に役立たせるため「あらゆる有力者」と会っておくことが重要だったのであ

る 。こうしてグランド・ツアーは大陸の施設や制度をお手本に、知識や教養

あるいは洗練された趣味を身につけ、社交術を獲得するための旅、先端的な

学芸や文化という「ほんもの」に学ぶための旅だったのであり、それを通し

て積極的に文化的な移入に努めた結果、18世紀の英国貴族のお屋敷は16世

紀イタリアの原型と瓜二つになったほどであったと言われる 。グランド・ツ

アーは極めて特権的、排他的な社会慣習であったと考えられる。

やがて社会に近代化の兆しが見え始め、中流的な市民層が、市場という商

品と貨幣の流通空間に主要なアクターとして登場し、それとともに、市民的

公共圏という自由に言葉が交換される非閉鎖的空間が成立すると、他の芸

術・文芸や社会的慣習と同じく、旅行あるいは観光という行動ももはや貴族

たちの特権ではなくなっていく。資本と富の蓄積を後ろ盾に、多くの新興中

流層が旧体制の支配層を追うようにして大陸に出かけるようになったのだ。

興味深いことに、「観光の大衆化」という要素は既にこうした18世紀の中流

８ Louis Turner and John Ash,The Golden Hordes:International Tourism and the
 

Pleasure Periphery(1975,Constable),33.

９ Turner and Ash,36.
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版グランド・ツアーにも窺えるようであるが 、いずれにせよ古代ローマの遺

跡を訪れたりパリの宮廷文化の一端に触れたりなどして趣味判断能力に磨き

をかけることは、教養の獲得という市民的公共圏への参入条件を高いレベル

で満たすことに繫がっていたはずである 。

さて、18世紀から19世紀の英国では、国内における観光行動という面でも

制度化が進んで行った。まず、18世紀に大陸から由来したスパ・リゾートは、

鉱泉が健康回復に良いという医療目的でブームとなり、中流層の拡がりと共

に彼らの社交の場としても発展していく。大陸への旅行に比べてはるかに安

価で近距離にあったから、そこは排他的ではありえなかったし 、原理的には

非閉鎖的であるという点において、それ自体がすなわち言論空間としての公

共圏であったとは言えないまでも、文化的なプロトコルという形でのそれへ

の参入条件の共有化に一定の役割を果たしたと考えるのは合理的であろう。

少なくともそこは、自発的なアソシエーション組織の変形として、あるいは

10 他の人が６週間かけて見て回った名所旧跡を、四頭立ての馬車を仕立てて２日間で

駆け抜けた若い旅行者の存在が報告されていたり、当時のローマには既にイギリス人観光

客を当て込んだイギリス風のカフェやレストラン開業し、パッケージ・ツアーの先駆形態も

見られたようである。Turner and Ash,40-1.

11 こうした当時の中流階級の観光者もまた、ガイドブックと言わないまでも既存の旅

行記や体験記から情報を吸収したうえで、先行する旅行者の足跡をなぞるように旅をする。

その意味においては、読書する公衆として、既存のイメージや言葉によって構成された特定

の認識の枠組みを共有していたと言えよう。かつまた、しばしばそのような観光者自身が体

験記を書き残すのだが、そこでのコメントやあるいは観光の現場での反応などはその人の

趣味・教養あるいは人間性の度合いを測る試金石でもあった。したがって、先人の残した言

葉や描写を超えたり、それに修正を加えたりしなければならないという意識、あるいは語ら

れるべきことは既に語り尽くされているのではないかという「影響の不安」という強迫が作

用することもあった。さらに、過度な反応や誇張した表現は、真実味を失ったり非難や侮蔑

の対象となってしまいかねないなど、観光をめぐってもある種の適切な批評精神が求めら

れてしまうという点に、近代的自我が抱えるジレンマの深さが覗いているかもしれない。

Berghoff et.al.,11および 49 ff.を参照。

12 Berghoff et.al.,117.
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一種広域的なサロンとして、市民的公共圏が形成されていく当時の社会状況

に合致しながら広まっていった社会慣習であったと考えられる。

こうして発展していったスパ・リゾートは、海水を浴びたり飲んだりする

ことが健康を増進するというまた別な民間療法が流行したのを背景に 、海

浜リゾートの発達へと帰結していく。そうした展開の嚆矢となったスカーバ

ラではまだスパの要素が残っていたものの、19世紀に入ると海浜リゾートは

それ独自で爆発的な成長を示し、20世紀初めにかけて前例のない規模で拡大

を続ける。その勢いは、海浜リゾート地における19世紀初めの人口増加率が

工業都市のそれを上回っていた、あるいは20世紀初めまでにはイングランド

およびウェールズ全人口の55％もの人々が少なくとも年１回は海浜リゾー

トに出かけていたという事実に端的に示されている 。いまや観光産業の

ターゲットは労働者大衆をも含むようになり、彼らを主要な顧客として迎え

入れるブラックプールのようなリゾート地や、食堂やダンスホールなどの娯

楽施設はおろか屋外プールまで用意されたバトリンのホリデー・キャンプ

のような自足的な大規模リゾート施設が国内各地に展開されるようになっ

た。

かくのごとく、17世紀の貴族階級限定グランド・ツアーからはじまった近

代英国のツーリズムは、社会的上層に属する少数者の特権的慣習から、下層

に位置する人々も享受できるような大衆的余暇活動へと、量的な拡大と質的

な変化を示していくことになる。そして、世界に先駆けて民主的な市民社会

13 海洋は非日常の不安定で危険な空間であるという旧来の認識に替わって、ピクチャ

レスク（picturesque）や崇高（sublime）に美を見出すようになった意識の変化に呼応して、

海岸線の風景が肯定的な価値を持ち始めたり、分類学の進展とともに動植物に対する関心

が高まったりしたことなども、海浜リゾートが一般化していく際の間接的要因として指摘

できる。Berghoff et.al.,117を参照。

14 Urry,18.

15 バトリンのホリデー・キャンプに関しては、そこで過ごした思い出などを交換すると

ても魅力的なウェブページがある。1950年代以降のパンフレットなどの資料も紹介されて

いて、当時のホリデー・キャンプというものの実態を垣間見ることができる。（http://www.

butlinsmemories.com/）
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の運営体制を築き上げながら、他にもまして強い階級意識や階級格差に特徴

づけられる英国社会にあっては、そのような量的拡大のプロセスもまた階級

差を際だたせる符号のひとつとして機能させられるのだ。すなわち、画一化

した「観光（tourism）」や大挙して押し寄せる「観光者（tourist）」の対立項

として独創的な「旅（travel）」や個人的な「旅人（traveler）」が位置づけら

れ、そうした陰翳の濃淡の中で、19世紀初めに誕生して以来 tourismとい

う語は常に何らかの軽薄さを伴い続けてきたのである。図式的になるのを恐

れずに言えば、より洗練された趣味を指向する中流市民層は、ひたすら受動

的にお仕着せの観光地をぞろぞろと巡ったり、至れり尽くせりのリゾート施

設に籠もったまま訪問先の人や文化に交わりもせずただ豪華に演出された非

日常の時間を消費したりするばかりの大衆的観光者たちを冷めた目で眺め、

そんなものは本物の旅ではないとばかりに自らの旅のあり方を差別化しよう

と試みてきたのだ。そしてまたそれは、より多くの金銭的・時間的余裕をも

ち、より「高級な」文化に接する機会に恵まれているという、現実の生活と

いう相における階級的な差異に基づいていた のであり、金銭的資本のみな

らず文化的資本の面においても、下層の人々との差別化（ディスタンクシオ

ン）を指向する試みであったのだと言えよう。

５．「中流」のはらむ詐術

さてこうして見てくると、上で見たラスキン流の批判 は、近代文明の機械

16 Oxford English Dictionaryによれば tourismの最初の用例は1811年である。語義

解説には「元々は侮蔑的に使うのが普通」と添えられている。ちなみに、touristの初出例

は1780年である。

17 Berghoff et.al.,114.

18 上の引用におけるラスキンの批判は、直接的にはクックおよび彼が企画したアルプ

ス旅行に参加するロワー・ミドル（中の下）の社会層に向けられているが、一般的な見方に

立てば、観光の大衆化という社会全体の動向に対して強い危機意識が表明されているのは

間違いない。
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化・効率化に向けられたものであると同時に、労働者階級を中心とした大衆

の浅薄で低俗な行動様式が社会全体に拡散し、貴重な自然や文化が浸食され

てしまいかねないという不安に通じるものであることが理解されるだろう。

神と人が生み出した美しい景観が粗野で異質な群れによって踏み荒らされる

ようにして損なわれるのを見るのは、大切にしていたものを蛮族が略奪支配

するのを許すがごとく、ほとんど恐怖に近い体験であったかもしれない。ラ

スキンに代表される中流的な価値は、そのような異質な人々との価値に飲み

込まれることなく、常に安全な距離を保って差異性・優位性を護持していな

ければならないのである。

こうした文脈においては、したがって、観光の拡大による余暇活動の健全

化や大衆の生活改善を目指したクックと、観光の大衆化による負の影響を懸

念したラスキンは明確なコントラストを描きだす。ところが、少し視点を後

ろに引いて眺めてみると、この二人が共有している枠が見えてくる。すなわ

ち、両者とも労働者階級の伝統的な生活や文化には否定的である。まずクッ

クに言わせれば、労働者たちは「古い堕落した慣習という泥沼や汚染」から

なかなか抜け出せない状況に置かれているのであり、彼らの因習的な生活は、

鉄道に象徴される文明の光や観光を通して触れた文化の力によって駆逐され

るべき不毛や汚れであると問題化される。同じような烙印をラスキンも押す

であろうことは、先の引用の中で用いられていた比喩が「クマ遊園 」の否定

的イメージに頼っていることに気がつけば容易に推察できる。すなわち労働

者たちの娯楽というのは粗野なふるまいや単純な興奮によって特徴づけられ

ており、知的要素を欠いたものとして言説化されているのだ。こうしてクッ

クにとってもラスキンにとっても、労働者たちの伝統的な生活や娯楽は否定

されるべきものとして蔑視の対象となっていることが確認される。観光に

よってそのような非文明的な状態を脱却しなければならないという課題とし

19 ロンドンのバンクサイドなどにあった「クマ遊園（bear garden）」では、熊いじめ

（bear-baiting）や牛いじめ（bull-baiting）をはじめとする、労働者に人気の「野蛮な」ス

ポーツが開催されていた。
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て認識するか、あるいは大衆化した観光こそそのような野蛮で暴力的な属性

に汚染されてしまっているという告発の声を上げるかというように、両者の

思考のベクトルは真逆の方向を指してはいるのだが、中流市民層が獲得した

洗練された価値に悖るような生活ぶりに依然として労働者たちが嵌っている

と見る視線は共有されていると言えよう。

以上見てきたように、観光の大衆化に対する擁護と批判は、「観光」と「旅」

との間を差別化しようという動機や、近代文明への期待と反発が作り出す磁

場の中で、幾分複雑な模様を描き出しているのだが、近代の観光を巡る理念

的類型化はまた現実の英国社会の階層性を反映したものでもある。そしてま

た、たとえ観光や文明に関する立場に大きな相違があったとしても、労働者

階級の伝統的生活様式を社会にはびこる危険として認識する見方が当時の英

国においては社会の共通認識としてあった。ここまでのところでは、こうし

た点について確認しておきたい。

６．労働と余暇

社会的構築主義に通じるアプローチの仕方を採用して、『観光のまなざし』

においてジョン・アーリは観光者のまなざしを作り上げ発展させる仕組みに

ついて論じている。そうしたまなざしはそれぞれの時代や社会に特有なもの

であって、したがってまたそれらの変容にしたがって変化するものであり、

文字・映像・音声という媒体が伝える言葉やイメージが記号として作用する

ことによって構築されると、尤もな指摘をする。観光のまなざしに関してアー

リが列挙する属性のうち、拙論において中でもとりわけ注目したいのは、次

のような主張である。

観光は規律化・組織化された労働を対立項として前提する余暇活動であ

る。それは、「近代」社会において労働と余暇が、別個に規制された社会

的慣習の領域として組織化される際に現れた形態の一つである。実際、

旅行者を演じることは、「近代的」であることの決定的な属性の一つであ

り、賃労働の大きな変化と強く結びついている。このことはある特定の
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場において組織化され、一定の期間だけ起こるようになされてきた 。

我々が知っている類の観光はいつの時代のどこの社会でも起こりうるもので

は決してなく、一定の時間勤勉に働いた報酬として賃金を得るという形態の

労働と、そのような労働の日常から決まった時間だけ逃れて過ごすことを許

された余暇とが、相補的関係にある対立項として構図化され、それらがまた

定式化された社会的慣習として実践されるべく制度化されていった、近代社

会の成立を待ってはじめて誕生したのである。工場という大規模化され一元

的に管理される労働の現場に赴いて、毎日規則的に働くことを求められる。

勤勉に働いたご褒美は、賃金という金銭的対価にとどまらず、余暇という時

間的賞与の形でも与えられるのだ。19世紀の初めまで英国の労働者の一部に

旧い慣行として残っていた、「聖月曜日（St.Monday）」と称して勝手気まま

に仕事を休むことはもはや認められず、「立派な」労働者に不可欠である「先

を見越して備えること（providence）」がきちんと出来ることの証明として、

金銭の貯蓄を奨励されたばかりではなく、余暇のための時間を貯えることを

もインセンティブとして与えられた。現実問題として、労働者階級の人々が

観光に出かけようとすれば、その費用を捻出するためには普段から節約を心

がけて貯蓄に励まなければならなかった のであるから、観光という余暇活

動は労働者たちの規律化を進め、もって産業や社会全体の効率的な運営を推

進していくための強力なエンジンたり得たのである。ましてや、観光に出か

けることが常識化して、車や家の所有と同様に社会的地位を示すありふれた

記号となり、健康であるために必要不可欠なものとして認識されるに至って

は、より強迫的に作用してもはや「生－政治（biopolitics）」の一手段として

機能しているとも見なしうるかも知れない。

20 Urry,2.

21 Berghoff et.al.,165.
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７．観光と規律

このような観点に立てば、トマス・クックが熱心な社会改良家であったと

いうことの意味がより深く理解されてこよう。すなわち、彼は観光が与える

影響を、表向き公言していた労働者階級の生活の文化的・道徳的向上という

点にのみ見ていたのではなく、稼いだ日銭を飲酒に費やしてしまうといった

ような「堕落した慣習という泥沼」を脱出して規律化された生活の枠の中に

彼らを収めるよう誘導していく点にも認めていたと思われるのである。彼が

観光という事業を通して大衆の道徳的・文化的啓蒙を目指したのは福音主義

的な使命感に立脚した立派な試みであったことは間違いないであろうが、一

方で、ラスキン同様に彼もまた、自己と労働者階級を異質なものとして切り

離し、一方が他方をまなざし分類する対象として客体化する関係に身を置い

て発言していると見なすことができる。

一方では自己の内部の異質性を排除し、他方ではまなざされる客体とし

ての異質性を導入していく活動は、同じ運動の表裏であった。つまり、

このような二重の操作によって、自己は純粋にまなざす主体として、ま

なざされる他者を疎外し／他者から疎外され、この間𨻶に世界を規律・

訓練する透明で抽象的な視界の拡がりが構成されていくのである 。

本来的には労働者階級も中流市民層も少なくともある程度の同質性を有する

存在であり、良識ある人々もその内部には何らかの「野蛮」や「非文明性」

を抱え込んでいるはずだが、それらの属性は自己から排除して外在化し、もっ

ぱら客体としての他者（＝労働者階級）に預けてしまう。そしてまた、その

ように客体化された異質な他者は、たとえば危険なものとそうでないもの、

有用なものとそうでないものといった基準に従って分析・分類したり、より

危険性の少ないもの、より有用なものになるように規律化・訓練したりする

22 吉見俊哉『博覧会の政治学：まなざしの近代』（中公新書、1992）、８。
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対象ともなっていく。

こうして、アーリが言うように近代的な観光のまなざしが規律化・組織化

した労働と表裏の関係にあり、そのような労働の制度化を抜きにして考えら

れないのだとすれば、観光のまなざしはまた、監視や規律化のメカニズムを

極限まで効率化したパノプティコンにおけるまなざしともそう遠くなく係累

すると洞察されるはずである。

ベンサムの考えついた 一望監視施設（パノプティコン）>は……周囲

には円環状の建物、中心に塔を配して、塔には円周状にそれを取巻く建

物の内側に面して大きい窓がいくつもつけられる。周囲の建物は独房に

区分けされ……各独房内には狂人なり病者なり受刑者なり労働者なり生

徒なりをひとりずつ閉じ込めるだけで充分である。周囲の建物の独房内

に捕えられている人間の小さい影が、はっきり光のなかに浮かびあがる

姿を、逆光線の効果で塔から把握できるからである。独房の檻の数と同

じだけ、小さい舞台があると言いうるわけで、そこではそれぞれの役者

はただひとりであり、完全に個人化され、たえず可視的である 。

近代に入って誕生した工場、学校、病院、監獄といった施設は、機能的な類

型の点ではこのパノプティコンと変わらない。それらの空間では特権的にま

なざすことを許された職工長、教師、医師、看守が、多数の無秩序でまとま

りを欠いているように見える人間に規律・訓練を施し、「秩序づけられた多様

性へ変える 生ける絵図
タブロー

を構成すること」を眼目として監視役を務める。

また対象にしかるべき基準を当てはめて分析・分類を施し、「多種多様なもの

を組織化して、それを端から端までたどり統御する」ための技術、「権力の技

術の一つであると同時に知の手段の一つである 」表にまとめて多様性の中

に効率よく法則性や規則性を見出すことこそが、近代社会を特徴づける大き

な発見の一つであった。

23 ミシェル・フーコー、田村俶訳『監獄の誕生：監視と処罰』（新潮社、1977）、202。

24 フーコー、153。
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もちろん、上に見たような他者を客体化してまなざしを向けるという特権

は、社会的に優越した地位にある中流支配層を中心として与えられていたの

であり、教育も不十分にしか授けられていない19世紀の労働者階級には縁の

薄いものであっただろう。しかしながら、そのような人々がクックの企画し

たパッケージ・ツアーに参加して、たとえばスコットランドの異質な文化や

風土を目の当たりにしてそれを客体化することを知り、またロンドンで開催

された万国博覧会に出かけて、会場となった水晶宮（Crystal Palace）とい

う眩いばかりに光あふれる空間で、国内各地や海外植民地さらに諸外国から

収集された１万４千点にも及ぶ機械、工業製品、美術品がきちんと分類され

た上で展示されているのを目撃した時、それらの人々もまた支配者の目線を

幾分かは身につけはしなかったろうか。観光は「知性を高め満足させ」てく

れたり「道徳的・社会的教訓」を与えてくれたりするとして、クックはその

効果を称揚するのであるが、それはすなわちまた、自らに規律・訓練を課し

ながら同時に他者をまなざして同じような枠をはめていこうとする近代的意

識を植え付けていくことをも意味してはいなかったろうか。

８．おわりに

近代の英国においては、観光の拡大以外の形でも、大衆的な娯楽の健全化

が進められていった。たとえばボクシングやサッカーをはじめとするさまざ

まなスポーツのルールが19世紀の英国において規定されていく。それまで民

衆の間で「野蛮」で「粗野」な側面を持ちながら楽しまれていた文化的慣習

が次々と「紳士的」で「洗練」された娯楽へと変容させられていった。それ

らは総体として確かに大衆の文化的・道徳的意識の向上という点において多

大な社会教育的効果を挙げたに違いない。そしてまた、産業の面でも文化の

面でも今や世界で最も進んだ国家となった社会を構成する市民にこそふさわ

しい資質を備えるのにも大きな役割を果たしたに違いない。しかしながら、

観光あるいは旅という行為の本質が、相手を監視したり規律化しようとする

のとは異なる論理で他者と出会うということにあるとすれば、そして娯楽に

ふけるということが何らかの非日常性や祝祭性に通じるものであるとすれ
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ば、英国における観光や娯楽の近代化にはそのような本質からずれていこう

とする傾向が窺われるのである。
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