
 

Instructions for use

Title 地域の複数性に関する人類学的研究 : 中国人の観光における「北海道」の生成

Author(s) 周, 菲菲

Citation 北海道大学. 博士(文学) 甲第11173号

Issue Date 2014-03-25

DOI 10.14943/doctoral.k11173

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/55318

Type theses (doctoral)

File Information Zhou_Feifei.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


0

所属： 歴史地域文化学

氏名： 周 菲菲

学生番号：05115008

地域の複数性に関する人類学的研究

―中国人の観光における「北海道」の生成

博士論文



1

目次

序章 グローバリゼーションの下での北海道と観光................................................................ 3

0.1 グローバリゼーション、地域、地域イメージ及び地域性（ローカリティ）...... 3

0.2 電子メディア、観光と地域イメージの消費............................................................ 10

0.3 調査手法について.........................................................................................................22

0.4 アクター・ネットワーク論による観光研究............................................................ 26

0.5 本論の構成.....................................................................................................................27

第一章 観光研究へのアクター・ネットワーク論的アプローチ..........................................29

1.1 これまでの観光研究の問題点.....................................................................................29

1.2 アクター・ネットワーク論とは.................................................................................33

1.3 観光研究におけるアクター・ネットワーク論的アプローチの必然性、問題点及び

可能性....................................................................................................................................... 34

第二章 北海道と中国人の観光...................................................................................................52

2.1 日本による「観光立国」宣言、観光振興と中国人の観光.................................... 52

2.2 北海道における中国人の観光.....................................................................................54

2.3 インターネットと中国人観光者.................................................................................56

第三章 関係性に埋め込まれる中国人観光者の実践.............................................................. 59

3.1 中国人観光者による北海道の地域イメージの消費................................................ 59

3.2 中国人観光者の実践における「予想の逆転」........................................................ 70

3.3 地域イメージの制作と個的な観光実践の共有化.................................................... 77

3.4 観光実践を通じた北海道の生成.................................................................................80

第四章 「揺れ」、中国人の観光と北海道.............................................................................. 103

4.1 震災・原発事故による地域イメージの「揺れ」と北海道におけるローカリティの

分節化..................................................................................................................................... 103

4.2 中国人の観光消費からみる「北海道」の越境的なブランド化

―「made in Japan」の消費を中心に..................................................................................109

4.3 「揺れ」をめぐるネットワークと北海道の生成.................................................. 113

第五章 政治情勢の変容、中国人の観光と北海道................................................................ 130

5.1 領土問題、「反日感情」と揺れ動く「北海道」

―観光の場所としての地域におけるイデオロギー・スケープの次元........................ 130

5.2 「反日感情」という「ブラックボックス」を開けて

―イデオロギー・スケープの次元を超える観光実践と北海道の複数性.................... 145



2

終章 地域の「複数モデル」.....................................................................................................168

注：................................................................................................................................................. 179

参照文献......................................................................................................................................... 184



3

序章 グローバリゼーションの下での北海道と観光

本研究の目的は、中国人による北海道観光の事例を通して、多様なアクターが構成

する動態的ネットワークの中で地域が生成するプロセスを人類学的に明らかにするこ

とである。それによって、北海道観光に関する実証的・応用的研究に資するだけでは

なく、アクター・ネットワーク論に基づく人類学的研究・観光研究として理論的に貢

献することを目指している。

グローバリゼーションという言葉は 1980 年代から多く用いられるようになり、主に

国境線を越える社会的・経済的連関が地球規模に拡大して変化を引き起こす現象とい

う意味で使われてきた。このグローバルな世界における情報科学技術の歴史的革命と、

輸送手段の高速化の相互作用により我々は、人、モノや情報の流通における「時間と

空間の圧縮」を経験しつつある。この中で、現代の科学技術はそれまでの社会を単に

変容させてきただけではなく、これまでにない新たな社会を生み出し続けている（宮

武 2007：483）。

アパデュライによると、この新たな社会は、根本から「動くモノ」に特徴付けられ

ている。これらの「モノ」には、アイディアとイデオロギー、人間及び商品、イメー

ジとメッセージ、テクノロジーとテクニックが含まれている。そして「モノのフロー

は、グローバリゼーションを構成する重要な要素となっている」（アパデュライ 2004）。

もちろん、世界は同時に構造、組織、また他の安定した社会的形態（social forms）か
らなっている。しかしこの表面上の安定は、厳密な観察の下では実は、「動きに特徴付

けられるモノを扱う上での仮説にすぎない」（アパデュライ 2004：27）。これらの表面

的に安定した世界の中で、最も大きな単位は国民国家だが、現在は頻繁に流動する人

口、特にナショナルな境界線を越える観光や移住によって変容がもたらされている。

このような変容の中でとくに決定的な役割を果たしているのは、メディアという情報

伝達をする「モノ」であり、その中でも、電子メディアこそ、「広範な領域を決定的に

変容させ」、観光などの移動を「構築する新たな資源や規律を与える」もの（アパデュ

ライ 2004：20）とされている。この新たな資源と規律は主に、観光者の実践に付与さ

れており、現在の観光者の実践過程を観察すれば、そこには社会的に構築されたもの

や、観光業者によって予め設定されたものとしては説明しきれない物事が浮かび上が

っている。例えば、観光者が地域イメージに魅力を感じ、観光地へと旅立ち、自らが

地域イメージを制作し、他人に伝えて交流するといった行為も、観光実践の重要な一

環として捉えることができる。このように、グローバリゼーションの重要な一部であ

る観光を研究する際には、観光にまつわる様々なヒトやモノの動きを追跡する必要が

ある。

それを通じて、観光と地域イメージの関係は複雑であり、地域そのものが単一の構

造をもったものとして消費されるのではなく、異なる要素との関係の中で、観光者の

実践によって複数のものとして生成し消費されるという着想にいたった。本論文では、

その実態の全体像を本格的に解明し、地域を考察する新たなモデルの構築に向かって

一貫した理論的考察を加えてゆく。このように、本研究の目的は、北海道における中
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国人の観光に関与する人・モノ・情報といったアクターを対称的に考察する新たな理

論的枠組を用いて、それらの相互行為や、観光者の実践により生成し消費される、観

光の場所としての複数の北海道について、その実態を詳細な事例に基いて解明するこ

とにある。

0.1 グローバリゼーション、地域、地域イメージ及び地域性（ロ

ーカリティ）

移民、メディア、資本、観光等において、地域を想像する活動が現在ではグローバ

ルな規模で幅広く見られるようになっている。このようなグローバルで脱領土的な活

動が生み出される中、並はずれた新しい力を手に入れるにいたった要素が想像力だとアパデ

ュライは指摘している（Appadurai 2001:6）。そしてアパデュライは、ある地域と見なさ
れるところに生きると定義される人間が、地域単位として存在する世界の他の場所を

どのように見ているのかを解き明かすことが急務であるとする（Appadurai 2001:8）。
即ち、他の場所（社会的、文化的、ナショナル的な意味で）からみられた地域の集合

である世界を、どのように理解すればよいのか、というのが肝心な問題となるのだ。

そのため、想像力はいまや、「あらゆる形態の
エージェンシーー

行為性にとって中心的で、それ自体が

一つの社会的事実であり、新たなグローバル秩序の重要な要素である」と指摘してい

る（アパデュライ 2004：67）。

他の場所についての想像力については、「イメージ」という概念が人文科学や社会科

学を問わず、頻繁に使用されている。つまり、想像力の産物であるイメージを、また

想像力を刺激・制限するようなものとしてとらえる考察である。本研究は、観光に焦

点を当てる「地域イメージ」という用語を用いるが、まずはイメージの定義を定め、

それが認識に与える影響に焦点を合わせることの理論的根拠を明確にしたい。社会科

学では、イメージとは、国民、国家、民族のあらかじめ規定されたステレオタイプで

あり、歴史、経験、自己イメージの選択的解釈から生まれるものとされるのが一般的

である（ホワイティング 2000：28）。文献に多く出てくるいいかたを使えば、イメー

ジは外界の世界が見られ認識される枠とレンズを提供している。「イメージ」を使う概

念的、方法論的な限界としては、イメージや認識が、国家等による対外政策決定の唯

一の決定要因だと前提にしてしまう問題がよく挙げられるが、実際、イメージや認識

の過剰な重視は必然的に誤認や計算違いをもたらしたり、現実の歪曲として立ち現れ

たりしている。これに対してホワイティングは、イメージは極めて固定的で融通がき

かず、それと矛盾する現実や経験に直面して長期に渡って変化しない訳ではないと述

べている（ホワイティング 2000：28）。言い換えれば、イメージは、国民、国家、民

族のあらかじめ規定されたステレオタイプや、歴史認識、経験、自己イメージからも

たらされたものである一方で、つねに選択的なものである。そして、イメージは他の

場所が見られ、認識される枠とレンズを提供してくれるが、それは、強力な影響を与

える一方で、観光等の実践の唯一の決定要因ではなく、流動的で多層性をもっている
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といえよう。

そして何より、イメージが社会生活において変化をもたらす重要な要因の一つはマスメディ

アである。マスメディアの発展によって、異なるイメージが大量に生産され、豊かで変化し続

ける様々な生活が可能になっている。マスメディアの作り出したイメージによって可能となっ

た生活は、程度の差はあっても、ありふれた人びとの持つ生活におけるイメージ、つまり生き

られた想像力に介入してくると言える。

マスメディアは遠く離れた世界の住人となってしまった近隣の他者との接触、及びその他

者をめぐるニュースや噂も伝えてくるのである。世界のますます多くの地域でますます多く

の人びとが、これまでよりもひろい範囲にわたって可能となった生活について思考している。

言い換えると、想像力は芸術や神話、儀礼といった特殊な表現空間を抜け出し、現在

では多くの社会で、ありふれた人々の日常的な精神活動の一部となっているのであ

る。（Appadurai 2001:26）

そればかりでなく、アパデュライは、マスメディアの消費が世界のいたるところで、

抵抗やイデオロギーの選択性、つまりは、「行為主体性」（またはエージェンシー1）を

幾度となく喚起していることが、次第に明らかになっていると指摘している

（Appadurai 2001:26）。
マスメディアに代表される伝統的なメディアのエージェンシーばかりでなく、アパ

デュライは、電子メディアがさらに広範な領域を決定的に変容させるとしている。とい

うのは、電子メディアは想像上の自己（imagined selves）や想像上の世界（imagined
worlds）を構築する新たな資源や規律を与えるからだとされているからである（アパ
デュライ 2004：20）。つまり、電子メディアは、ローカルなものとグローバルなもの

が相互作用する環境に対して、新たなる捻れをもたらし、大規模に移動するイメージ

と脱領土化したオーディエンスとの邂逅が現れ、ディアスポラの公共圏（diasporic

public sphere）が創出されるという。いわゆるディアスポラの公共圏では、「移動とメ
、、、、

ディア
、、、

が手を携え、グローバルなものを近代的なものと、近代的なものをグローバル

なものと感受する新たな感性を構築しているのだ」と述べられている（アパデュライ

2004：20）。そして、電子メディア化がコミュニケーションや行為の既存の世界をどの

ように変容させているかを追跡する必要があるとアパデュライは指摘している。これ

については、「0.2 電子メディア、観光と地域イメージの消費」で詳しく説明する。

この文脈で思考を発展させると、国民国家や地域は近代的なものといえるが、そう

いったローカルなところについてのイメージが、人やモノの移動と協働し、それらが

メディアの力により再びグローバルなものとなり人々の想像力を刺激する。そこでま

た、グローバル化される地域イメージが近代的且つローカルなものとして感受される

のである。また、この感受性は人々にある種のコミュニケーションの可能性をも与え

るのである。電子メディアの発達によってローカルな人々自身がイメージの制作・生

産に加わることができるようになり、それらの個人によるイメージのグローバルな制

作・伝達も注目されるようになっている。
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以上のように、移民・観光・メディア・資本等において地域を想像する活動は、様々

な国家・地域のイメージを絶えず産出しつつある。遠く離れた他者の世界を想像しな

がら、人々は自分の生活を反省し、また生活の可能性を探求する。地域イメージは人

やモノ2の移動によって生まれるだけでなく、更に人やモノの移動を生み出すのである。

したがって本研究は、地域イメージ（destination image）を、主にグローバリゼーショ
ン3の下での観光や移住・移民の「目的地についてのイメージ」と定義し、本論の中心

概念の一つとして使いたい。このイメージは、流動的でつながりを欠いた断片的なと

ころがあり、視覚的・聴覚的、さらには嗅覚的及び触覚的イメージの寄せ集めとして

構成されるゆえ、認識論的な範囲を越えるような物質性を持ち併せている。本論文は、

地域イメージを関係性のネットワークを含む存在論的次元に及ぶものとして考えてい

きたい。これについて、第二章の 59 頁で詳しく論述する。

また、地域イメージをエスノグラフィーとして記述しようとする際には、今日の人々の日常

生活が、所与の事物として受け入れられているのではなく、インターネットが（直接もしくは

間接的に）入手可能だとほのめかす事物によって刺激されることの方が多いことに注意を払う

べきだと考える。

ところで、グローバリゼーションが進んでいる中、高度に相互依存的な経済過程が

引き起こす新たな経済空間は「フローの空間」と特徴づけられる（カステル 1999：256）。

モノ、人、イメージ及び言説など多様なフローは、同時に集中的で持続的に発生する

のではなく、断片化した状態で存在している。というのは、これらの事物のたどる過

程やベクトルは、異なる速度、起源と終点のポイントと、違う地域、民族または社会

の中にある構造化された制度と多様な関係性を持ち、「ローカルな状況における多種類

な問題と摩擦を加速化させている」（Appadurai 2001：5）。このように、断片のフロー
からなる世界という視点に立つと、グローバリゼーションは、激しくローカルな形で

現れる問題を生産するが、これらの問題のコンテクストはまったくローカルではない

のである。そこで、国民―国家がある種の越境的な不安定化に直面している現在、ロ

ーカリティがどのような意味を持ちうるのかについて、アパデュライは以下の考えを

提示している（アパデュライ 2004：317）。

あらゆる「地域」は、それぞれ自分なりの「地域」を考える、或いは生産すると

いう考えから、ローカリティは、スケールにかかわるものでも、空間的なものでも

なく、何よりもまず関係的で文脈依存的なものとされる。また、ローカルな実践やプ

ロジェクトの発動は、そうしたエスノ・スケープを背景にして想像されるのだと認識され

る（アパデュライ 2004：321－322）。

一方、ローカルな主体の方も、コンテクストの創出に貢献している。「それは彼らが、文化

的活動に見られるように生産や表象、再生産という社会的活動に与している以上、近接4の物質

的かつ概念的な境界を越えでていくコンテクストを創出しつつあるのである。こうして、ロー

カルな主体が発動する予想だにしない社会的行為を通して、コンテクストとしての近接は、諸々

の近接のコンテクストを生産する。この弁証法は、時を超えて、ローカリティの生産を規定す

る条件それ自体を変化させるのである」（アパデュライ 2004：323）。以上のローカルな主体
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やローカル化されたコンテクストをめぐる考えを押し広げ、アパデュライは、ローカリティの

生産はいまや、脱領土化を遂げ、ディアスポラ的で、越境的な様相を呈するようになった世界

で執り行なわれるようになったと述べている（アパデュライ 2004：335）。

そのローカリティ生産の新しい重要な要素として、グローバルな電子的変容がまた挙げられ

ている。「現在、イメージやニュース、発言のグローバルフローは、ディアスポラにある人び

とが自身の空間的近接へともたらす魅惑的な文化的かつ政治的リテラシーの一環を提供してい

る。こうしたグローバルフローは、様々な形で、空間的近接の生産に影響を及ぼす強力な内破

的力を、更に強大にしているのである」（アパデュライ 2004：349）。その好例としては、進

んだ情報通信技術、特にインターネットの利用を中心とする観光情報関連のコンテンツ発信が

注目に値すると筆者は考えている。

以上の考えから、アパエデュライが考える近代的主体の不安定化の肝心な点は、グローバル

化されるメディアに媒介されたイメージの流通と大規模な人口移動が乖離的に組み合わされて

いく状況であった（アパデュライ 2004：349）。こうした、分裂的な様相を帯びているローカ

ル／ナショナル／グローバルな社会空間の構築の新しい仕方を解明するのに、地域イメージの

構成のメカニズムの一例を明らかにするのは役立つだろうと筆者は考えている。また、地域イ

メージの新しい構築という観点をめぐって地域研究を考える際、地域と世界を想像す

る能力―つまりグローバル化した現象となった「社会的実践としての想像力」がまた

地域社会に変化をもたらすという、再帰的5な役割（Appadurai 2001：8－14）を認識す
べきなのである。

このようなローカリティとグローバリゼーションの関係性に関連する問題をエスノ

グラフィーとして記述しようとするとき、ブバント（Nils Bubandt）とオットー（Ton
Otto）による『全体論における実験』（Experiments in Holism）（2010）が参考になる。
『全体論における実験』の第一章「人類学と全体論の苦境」（Anthropology and the
Predicaments of Holism）の中で、人類学の特徴（hallmark）としての全体論（holism）
とコンテクストとの関係性が論じられている。エスノグラフィーにおけるコンテクス

トはまず、次のことに関連していると指摘される。まずは、より広い背景に照らされ

るある特殊な現象群に説明を与えること。また、より広い経験上の、有意味で、文化

的で、機能的かつ社会的な全体と結びつくことによって、観察したものを理解するこ

と。更に、コンテクストの背景としてのデータ、方法論上、文字上、政治的関心と、

部分と全体に関連している。すなわち、ここでのコンテクストは、エスノグラフィッ

ク的フィールドワークと文化間比較を伴う社会・文化人類学の一つの特徴である全体

論に関係しているものだという（Bubandt and Otto 2010：1）。しかし彼らによると、人
類学界には、全体論についてのコンセンサスは不在であり、しかもここ数十年間、全

体論（holism）は部分の集合としての全体主義（totalism）と同一視され、非常に問題
のある概念とされてきた。特に、グローバリゼーションと技術革新によりローカルと

グローバルの境界が薄れ、『文化を書く』以降の批判的人類学によって、全体論的

（holistic）なエスノグラフィーの表象は人類学者によるフィクションであると否定さ
れ、エスノグラフィーとは「部分的諸真実」にすぎないとされてしまった（宮武 2012：

8）。けれども、そのような全体論の批判的な脱構築の試みの多くは、全体論を表象的

産物として捉えるか、全体論を地域世界のより大きな世界システムとの接合の問題と
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して記述するものであった6（宮武 2012：8）。新しく提唱される全体論は、より広いヒ

トやモノのネットワークからなるコンテクストと結び付いており、人類学的試みの核

心にあるといえる。それをめぐる現在の人類学者の関心は、実は全体論の人類学的伝

統への斬新的で経験的なアプローチの前兆なのだ（Bubandt and Otto 2010：1）と指摘
されている。

ここでいう「コンテクスト」という術語は、文芸解釈の解釈学的な伝統から生まれ、

全体論的な視野の重要な要素である。この全体論は、現象がより大きなコンテクスト

や関係のフィールド、或いは「世界」（world）の中で捉えられてはじめて、意味、機
能と関連をもつものだという見方である。ギアツの解釈人類学の影響のもとで開花し

たこの伝統は、解釈というものを部分と全体との関係の確立と見なしている。「我々は、

全体は部分によって具現化され、部分は全体に動機づけられるというふうに認識し、

両者の間で行き来している。そうやって我々は、永久の知的感情によって、部分と全

体を互いの詳しい説明に変えようとしている」（Geertz 1983:134）。このような意味で、
コンテクストは文化人類学における全体論の一部となってはいるが、人類学全体を見

た場合、全体論は、必ずしも文脈化の同義語として理解されている訳ではないのであ

る。

全体論は、二十世紀初頭の近代人類学の基礎と言ってもよい。そして全体論は、理

論的伝統の一種であり、他の社会生活の形式を統合された全体として理解することを

求めていた。更には他者の生活様式の現実的表象の特殊な形式でもあり、モノグラフ

やエスノグラフィー映画などのメディアにおいても典型的に利用されている。同時に、

全体論は悪名高く7不確実で曖昧なものでもあった。マーカスとフィッシャーが 1986

年に指摘したように、全体論は中心的な人類学の礎だが、全体論（holism）は、部分
の集合としての全体の関係についての概念である（Ingold 2011）全体主義（totalism）
と混同され、「今は深刻な批評と修正を受けている」（Marcus and Fischer 1999:23）とさ
れる。

このような全体論をめぐる問題は、その曖昧さに由来しているところも大きいが、

ブバントとオットーは全体論に焦点を当てることが重要であると主張している。全体

論の歴史、問題点、（濫用を含む）使われ方、またそれを囲む不愉快な沈黙といった面

から、全体論を直接に見直すことは緊急の課題とされている。全体論の貢献を再確認

再現することで、人類学的な理論と実践の方法を、新しい視野で見ることが勧められ

ている。ホーリズムはここでホーリスティックな概念、つまり人類学と呼ばれる探求

のスタイルの、中心的で議論の対象にされる関心点を明らかにしうる、曖昧でありな

がら有用なものの名称として捉えられているのだ（Bubandt and Otto 2010：2）。それは、
新たな全体論は、理論や表象についての全体の記述ではなく、研究者と多様な世界と

の接触の中で生み出される新たなエスノグラフィーの可能性を示しているからである。

本論文が全体論の研究を参照する理由は、全体論（holism）が様々な要素の関係性の
全体を、その生成のプロセスに随うことで理解しようとする枠組みであり、アクター・

ネットワーク論と同じ存在論的視点に基づいているからだ。また、インゴルドの述べ

るように、人類学研究が理論と記述の交差する「社会生活」のホーリスティックな研

究であるためでもある（宮武 2012:25,Ingold 2011）。総じて言えば、「新たな人類学に
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おけるホーリズムは、発見的で、より大きな文脈や関係の場で、世界においてある現

象が意味を持つ機能をすることを、人類学という問いの形式において、明らかにする

ものだ」（宮武 2012：1－2）と提示されたように、本論文は観光における現象と意味

を、よりグローバルで関係論的な視点から問い直そうとするホーリスティックなエス

ノグラフィー研究である。

更に『全体論における実験』の第 2章「エスノグラフィックな実践における全体論

の彼方へ」で、オットーとブバントは人類学の二大主流―アメリカとイギリスの伝統

において、全体論が生活の全体的な様式を理解する一種の方法として、エスノグラフ

ィーのフィールドワークとますます密接に結び付けられてきたとする。この結びつき

は大きな範囲で、ストッキングが観察したように、「神話詩的」（mythopoetic）といえ
る。フィールドワーカーは、自然科学的概念としての真実、理解、及び客観性を目的

とする参与観察を通じて「全体」を捉えることができるとする（Bubandt and Otto 2010：
19）。
また、マーカスとフィッシャーによる全体論に対する批評とそれが目指す新たな方

向付けが参考になる。彼らによると、人類学者は、暴力、衝突、科学、金融、メディ

アやテクノロジー等の新しく不可解な話題に、批評の斬新なフレームワークでアプロ

ーチしている（Bubandt and Otto 2010：20）。このような批評のプロジェクトにおいて
問題とされるのは、ある民族の社会生活の「全体」像を生産するのではなく、ローカ

ルな世界を可能にするグローバルな連鎖を提示すること、そして文化的な世界の関連

と対照に光を当てることである。したがってマーカスは、ローカルな世界と「より多

元的でセンシティブなシステムの視点」との間の連続を強調するエスノグラフィーの

様式の発展を予想する（マーカス 1989：8）。

ところで、これまでの観光研究について、ストロンザは、観光という研究対象は、

極めて多様な様相を呈しているため、観光研究を「断片的な解釈」（partial analysis）に
しか導いてくれないと指摘している（Stronza 2001：261）。ストロンザは、人類学にお

ける観光研究はこれから、観光のあらゆる段階についての考察を通して、観光者及び

地域/ローカルな主体という両者の動機と、それらが観光から受けた影響の究明を目指
すべきなので、人類学における「全体論的」（holistic）な視角が重要であると指摘して
いる（Stronza 2001：261）。本論文はそのように、観光における全体論的な考察を踏ま

え、地域がグローバルな世界へと接続するときに発生する一連のモノ、金といった連

鎖に注目するが、具体的には、次の第一章で述べる。更に、本論は多場所的（multi-sited）
で学際的な方法を用いた全体論的な考察をも導入する。『文化批評としての人類学』

（Anthropology as Cultural Critique）の1999年版の新しいイントロダクションの中で、
フィッシャーとマーカス（Fischer and Marcus）は1980年代以降に再生された人類学の
批判的な功能の新たな方法を提示している。1980年代は、書くことにおける新たな実

験によって特徴付けられていた。それに加えて1990年代は、多場所的な（multi-sited）
コンテクストでのフィールドワークや、人間性を越える学際的な合作の斬新な形式と、

グローバルな世界の変化と挑戦に関心を持つ新しい種類の話題への注目が隆盛になっ

ている（Bubandt and Otto 2010：20）。本論文では、北海道、中国本土の沿岸部都市や
内陸部都市、そして香港、台湾をも視野に入れ、各地域の連鎖について考える。また、
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次節で提示するヴァーチャル空間もフィールドとして重点的に考察する。

0.2 電子メディア、観光と地域イメージの消費

最近の人類学の中で、インターネットがもたらすグローバリゼーションの新たな現

象を考察する代表的な研究としては、先に紹介した『全体論における実験』（2010）第
三章の「全体論と 1980 年代以降の人類学における批評の展望」が挙げられる。ここで

ジョージ・マーカス（George E.Marcus）は 1980 年代以降の発展を再評価し、世界はま
すます新しいメディアによって特徴付けられると主張し、インターネットが提供する

コミュニケーションからエスノグラフィーを作成する際の変化する状況を予測してい

る。第一節で述べたように、マーカスは全体論（Holism）を理論や表象の問題だけで
はなく、人類学の知の生産と理解を越えるための美学と見なしている。マーカスによ

ると、構成されたモノの中の不確定な境界における公共性という論点は、インターネ

ットによるコミュニケーションの出現によって生み出された（Marcus 2010：37）。そ
して未知の領域における全体は、インターネットにおけるコミュニケーションによっ

て動かされる。マーカスは現代の人類学における全体論の問題が、表象の領域から、

コミュニケーションのマネジメントの領域に移行されると断言している。グローバリ

ゼーションが進行している中、インターネットがもたらしているコミュニケーション

の変容への重視という点では、マーカスはアパデュライと変わらないのである。

更に、インターネットと想像力の作動を通じた日常的な主体性の変容とイメージの

創造は、単に文化的な事実にとどまるものではなく、政治とも深く結びついている。

アパデュライは、現在のグローバル経済が複合的なのは、経済、文化、政治の間に存

在している根源的な乖離構造（disjuncture）とかかわっているためだとして、乖離構造
の基本的な枠組みを探求するために、グローバルな文化フローの五つの次元の関係に

視野を向けることを提案している（アパデュライ2004：68）。それらは、「（一）エスノ・

スケープ『民族の風景』、（二）メディア・スケープ『メディアの風景』、（三）テクノ・

スケープ『技術の風景』、（四）ファイナン・スケープ『資本の風景』、そして（五）イ

デオ・スケープ『観念の風景』である」。接尾辞のスケープ（scape）が言い表してい
るのは、五つのスケープがもつ流動的で不規則な形状である。こういったスケープに

おいて行為者は自らよりも規模の大きな組織体を経験する。そして、それらを構成す

る行為者が、五つのランドスケープが差し出すものを自ら知覚することによって、操

作するものであると指摘している（アパデュライ 2004：68）。中でも「メディア・ス

ケープ」と「イデオ・スケープ」は密接な関係をもっており、ともにイメージに関与

している。メディア・スケープは総じて、現実の一断片である。イメージを中心とし

て、それを物語に基づきながら説明するものとされる。メディア・スケープを経験す

る中、変容を迎える者は、メディア・スケープが提示する一連の要素から、想像の生

活についての台本を作り出す。その台本には、他の場所で他者が営んでいる生活はも

ちろん、他ならぬ自分自身の生活についての台本までもが綴られている（アパデュラ
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イ 2004：69－75）。その台本を手がかりに、『他者』をめぐる物語や可能なる生活をめ

ぐる
プロ卜

原－物語が、つまり、獲得と移動への欲望を導く可能性を持つ夢想が構成される

のである」（アパデュライ2004：74）。こうして、通商やメディア、国家政策、消費者

の夢想が織りなす相互作用が乖離的で不安定であるために、民族性―かつては、ある

種のローカリティ（どれほど大規模であっても）の底に潜んでいた「精霊」（アパデュ

ライ2004：75）としての地域イメージはいまや、グローバルな力となっていくのであ

る。

最後にアパデュライは、グローバル化はエリート同士の距離を縮小し、生産者と消

費者との基本的関係を転換し、労働と家族生活との結びつきの多くを断ち切り、一時

的な場所とナショナルなものへの想像上の愛慕との境界線を不鮮明にしたとまとめる

と述べる（アパデュライ 2004：31）。このように、近代性は、国家的規模ないしは国

際的規模の政策への譲歩としてではなく、
ヴアナキユラー

土着的なグローバル化として書き換えられ

ていく。アパデュライはこのような対抗運動のなかに、電子的なマスメディア化と越

境的な動員が、自律的な国民－国家による近代化プロジェクトの独占を打ち壊したこ

とを、見てとれる（アパデュライ 2004：31）と指摘している。

本論の考察対象に戻ると、冒頭の「問題意識」のところで述べたように、越境的な

日本のイメージには錯綜した政治的·経済的要素が絡んでいる。例えば、日中両国の間

における政治的衝突（釣魚島をめぐる事件）等で日本への訪問が一時急激に減ったこ

とがある。また、中国におけるマスコミの報道では、東日本の揺れが日本全土の揺れ、

更には日本の売りであった「安全」のイメージの揺れになってきている。したがって、

日本を消費することは高いリスクを伴う行為と見なされているのである。それに対し、

手の届かない中国にいる潜在観光者8に対する新たな対策が必要になってくる。札幌市

当局や道内の旅行会社は、在留中国人から見る正しい北海道をインターネット等で中

国に発信し、北海道の情報に特化した中国裕福層向けのネット季刊誌等で北海道の放

射線値を公開し、いずれも北海道の「安全」をアピールしている。

しかし、中国における様々な法や条例上の規定により、厳しいインターネット検閲

が行われ、ツイッターやフェイスブックに容易にアクセスできないというのが現状で

ある。しかしそういったグローバルなコミュニケーションの道具にならい、中国版の

ツイッター(新浪微博、QQ微博をはじめとする)や SNS（人人や QQ空間）等、中国
独自の特別なヴァーチャル空間が作られている。それは、インターネット・テクノロ

ジーによる世界の新しい記号体系が、「低俗な」「邪悪な」西洋のものと見なされがち

なため、「中国独自の」テクノロジーによるナショナルな情報ネットワークの構築がな

されたと理解できる。こうした電子ネットワーク網という記号体系に、中国人は自己

を位置づけることができるのである。皮肉にも中国の網民（ネット市民）は既に 4億

5000 万人を超え、規制と検閲を強める政府に対して攻防を行っていることが見受けら

れる。北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院による東日本大震災に関わる総

合調査研究プログラムチームの東アジア消費者調査によれば、中国における日本に関

する情報やニュースの入手方法としては、インターネットの割合が 90.3％で第一位を
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占めている。こういった中国のウェブサービスは、膨大な国内市場を背景に世界進出

を始めている。ヴァーチャルな世界は嗜好や快楽、政治をめぐる多様なローカルの経

験が相互に交差する場となっており、トランスローカルな地域イメージをも再構築し、

再帰的に地域に作用するのである。ナショナルな境界線を越えるメディア・フローは

様々な地域のイメージを絶えず作り出している。これらのイメージは、次々に形を変

えて人々を魅了して人とモノのフローをもたらし、消費されていると言える。

一方、観光は、グローバルな科学技術の進歩にとても敏感であり、今の観光経験は

殆どインターネット上に流通し、観光地のイメージ生成に大きく寄与し、観光目的地

選択及び動機づけ等にも無視できぬ影響を与えている。そればかりでなく、インター

ネットを活用して旅行の手順から観光地のイメージまでを宣伝・作成・マーケティン

グする行為が見られ、Eツーリズムさえ出現している。インターネットの普及による
双方向性の情報コミュニケーション革命により、観光者は単なる消費者ではなく、観

光を作り出す主体となりつつある。特に国境線を越えるという国際観光は、「自文化」

と「異文化」を体験できる空間を提供すると同時に、「自文化」の消費傾向と「異文化」

への憧れや幻想といったものを映し出している。以上の現状は、上述のアパデュライ

の言う「消費者と生産者との基本的な関係の転換」を裏付けている。それを明らかに

する為に、①まずはマスメディア化された消費に関する先行研究を踏まえ、②次は消

費者の実践に関する研究も参照し、それからグローバリゼーションにおける生産と消

費の関係を概観し、消費されるモノの特質をめぐる知見を手がかりに、地域イメージ

をめぐる実践の構造をいかにアプローチしてゆくかについて分析したい。

（1） マスメディア化された消費に関する先行研究

ボードリヤールは、擬似イベント、擬似歴史、擬似文化といった概念に注目し、そ

れらが矛盾に満ちた現実的で流動的な経験から生まれたのではなく、コード
、、、

の諸要素

とメディアの技術的操作に基づいた人工物として生産された、出来事や歴史や文化や

観念の世界であることだと指摘している。また、このような事態だけがすべての意味

作用を消費可能なものとするのだと定義し、マスメディア的消費を規定するのは、実

在系をコードで置き換えるこの手続の一般化なのであることが分かると指摘している。

そこで化粧が例として挙げられているが、化粧というのは、技術的要素と強制的な意

味作用のコード（「美」のコード）にもとづいて、実際のあまり整っているとは言えな

い顔立ちを、抽象的だが一貫性のあるメッセージの網の目で全面的に置き換えること

であり、「広告の技術は、真実でも虚偽でもない説得力のあるコピーをつくることにか

かっている」（ボードリヤール 1983：226）。もはや本物や現実という準拠枠は存在せ

ず、あらゆる神話や呪文と同様の広告が別のタイプの検証つまり自己実現的予言（あ

る言葉を発することによって実現されたことになる予言）を拠り所としていると言っ

ても良いとブーアスティンは述べている（ブーアスティン 1974：17）。それゆえ、成

功した広告業者とは、新しい技術をマスターした人である。それは物事が真実である

と宣言することによって、物事を真実と化してしまう技術である。「彼は自分で立てた

予言を自分で実現する技術の信奉者である」（ボードリヤール 1983：226）。
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また、ボードリヤールは広告言説を分析し、その分析を他の様々な現代的メディア

にまで拡大することも可能であることを指摘した。

広告による同語反復は、魔術師の呪文と同じで、出来事をもたらすことで同じ文

句の繰り返しを認めさせようとやっきになっている。消費者の方は、購買行為によ

ってこの神話の世界の出来事を選別することしかできない。それと同様に、真偽の

観念にもとづく意味作用と解釈という伝統的論理が根底から覆ったために、物質財

の生産同様今や産業化された言葉の生産システムに従って、いたるところで神話

（あるいはモデル）自体が出来事となっている過程が理解できるようになるだろう。

（ボードリヤール 1983：186）

こうやってボードリヤールは、マスメディア化された消費においては、内容の「偏

った」再解釈を遥かに超越した次元で、意味を歪曲し、政治を非政治化し、文化を非

文化的にし、肉体を性から切り離す作業が行われるという。したがって、現代の日常

生活に入り込んだ人工物、化粧や擬似モノや擬似イベントを生産するこの巨大な機構

を、本物の「内容」の歪曲や偽造と見なすことは差し控える必要性についても指摘し

ている。即ち、「コードの要素の組み合わせにもとづくまったく作りものの『ネオ
、、
・
、
リ
、

アリティ
、、、、

』が、いたるところで現実にとってかわっている」からである（ボードリヤ

ール 1983：226）。

ボードリヤールはまた、観光における消費について余暇と関連付けて以下の説明を

した。「余暇は社会的使命である」―この新聞の見出しめいた表現は、自由時間とその

消費がひとつの制度、内在化された社会的規範としての性格を帯びるようになったこ

とを簡潔に要約している。観光の特権は、次の二つのものへの完全な従属を覆い隠す

役割を果たしている。「一、欲求と充足の最大化という集団のモラルへの従属（社会的

領域での生産力の最大化という原則を『自由』な私的領域でそっくりそのまま反映し

ているモラルへの従属）。二、差別的コードと差異化の構造への従属（かつては『暇が

あること』が長い間富裕階級の再表示的基準だったが、今では無駄な時間の消費にと

って代わられた）」（ボードリヤール 1983：234）という指摘である。こうして、消費

される自由時間が実は生産の時間であることが示される。つまり、「経済的には非生産

的なこの時間は、差異表示的・地位表示的価値、威信価値を生み出す生産的な時間」

（ボードリヤール 1983：236）なのである。

このようにボードリヤールは、今日では純粋に消費されるもの、つまり一定の目的

のためだけに購入され、所有され、利用されるものは一つもないと断言している（ボ

ードリヤール 1983：240）。つまり、人間のまわりにあるモノはまず消費者に奉仕する

ものである。消費には、「個性化された個人の消費者という直接の対象がなければ、個

人的給付という包括的なイデオロギーが伴っている」とされる（ボードリヤール 1983：

240）。

要するに、経済的・政治的諸制度以上にボードリヤールの関心を惹いたのが、もっ

と非公式（informal）な、したがって制度化されていない社会関係のまったく別のシス
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テムである。それが日常的消費のなかに入り込んでいる「個人化」されたコミュニケ

ーションのネットワーク（ボードリヤール 1983：242）だとボートリヤールは認識し

ているのだ。それは、人間関係（自然発生的・相互的・象徴的人間関係）の喪失が、

社会の基本的特徴となったことに由来している。この事実に基づいて、「人間関係が―

記号の形で―社会的回路に再投入され、記号化された人間関係と人間的温かさが消費

されるという現象が生じる」（ボードリヤール 1983：243）。そこで、真に機能的な関

係が人々の間の一切の緊張を解きほぐしたように現れて、「存在の本質とその外観のむ

きだしの倫理的弁証法から完全に解放され、関係のシステムの機能性だけを担わされ

た人間関係が出現しているのである」（ボードリヤール 1983：247）。

以上のように、ボードリヤールは意味作用のコードを手がかりに、メディアや広告の言説に

よって記号化されたモノの消費を解明しようとした。筆者はこのイメージを、コードの要素の

組み合わせで作られ、「ネオ・リアリティ」として消費されるものと理解している。しかしこ

の議論には、消費者が実践する際の行為主体性（エージェンシー）への視点が欠けている。そ

のため、以下に述べるセルトーの「実践」理論が参考になる。

（2） 消費者の実践に関する研究

消費者の実践には、既に生産された商品への消費としては説明しきれない行為が行

われる過程が含まれている。セルトーによると、消費者は、目の前に広がるイメージ

に大して何かを「構成」（fabrication）しているのであり、それが消費による新たな生
産になるとする。そのため、テレビのながす映像（表象）の分析や、ひとがテレビの

前でじっとして過ごす時間（行動）の分析といったものは、文化の消費者がその時間、

その映像に対してなにを「構成」しているのか、それをあきらかにする研究によって

補完されるべきだという。都市空間の使用や、スーパーマーケットで買い求めた様々

な商品、あるいは新聞が広める物語や伝聞の使用に関しても同様だと述べている（セ

ルトー 2002：13）。

ここでいう「構成」（ファブリケーション）は、隠されたもうひとつの生産であり、

ポイエティーク9でもあると指摘されている。というのもこのような構成は、諸地域に

散らばった、「生産」システムに場を占領されているからである。つまり半ば不可視な、

「消費」という生産が呼応している。それは、固有の生産物によってみずからを表さ

ず、支配的な経済体制によって押し付けられた様々な製品をどう使いこなすかによっ

ておのれを表すからだとセルトーは解釈している（セルトー 2002：16）。

セルトーはここで、イメージの生産と消費に考察の焦点を当てている。ある表象が

存在し流通しているからといって、それを使用している者たちにはその表象の実像は

分からないという。そうした表象の製造者ではないが実際にそれを使っている人びと

がどのようにそれに手を加えているか、それを分析する仕事がのこっている。それを

あきらかにしてはじめて、イメージの生産とそのイメージを使用するプロセスとのあ

いだにどのような隔たりがあり類似があるのかを理解することができるとセルトーは

述べている（セルトー 2002：15）。

また、生産－消費という二分法のかわりに、その一般的等価として、書くこと－読

むことを対置すれば、イメージであれ、テクストであれ読むということは、消費者の
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特徴ともいえる受動性のきわみをなしているようにもみえるし、消費者は、「スペクタ

クル社会」のなかののぞき見趣味者にされてしまっているかのようだという（セルト

ー 2002：28）。読者にできることはただ、「消えてしまった」時間の代用品（痕跡や約

束）にすぎぬもの（本やイメージ）を買うことだけ
、、、、、、、

である。読者は、他者のテクスト

のなかに、快楽の策略、乗っ取りの策略をそっと張り巡らすのだ。そこでかれは密猟10

をはたらき、もろともそこに身を移し、身体の発するノイズのように、複数の自分に

なる。策略、メタファー、組み合わせ、こうした生産はまた、記憶の「制作」でもあ

るとされる（セルトー 2002：30）。

セルトーは次のようなものに研究を絞っていた。すなわち、空間に関わる実践、ど

んなふうにして人びとはある場所に出入りをするかということをはじめとする様々な

問題に、興味や楽しみをとりいれて融通をきかせ、その状況を生きうるものにかえる

可能性を切り開いてゆくすべのあれこれである。言い換えれば、ものごとをあやつり、

享受して楽しむすべとは何かという問題である。

本論の観光の場における地域イメージの消費に関わる時間と空間の問題をみると、

消費者/観光者は余暇（自由時間）を生産的に活用する為、地域イメージを消費するこ

とになる。つまり具体的な場所を訪れ、イメージを確認して刷新し、更に自らの観光

実践を「制作」し、換言すれば「観光体験」を持ち帰る。そのような実践の全過程は

また新たなイメージの生産ともなり、他のヒト・モノと結びつき、ネットワークとし

て働いてゆくのである。

来日する中国人観光者の場合、中国のマスメディアでは日本観光が宣伝されないし、

地震後には「危険」なイメージが誇張される一方である。こうした現状では、寧ろイ

ンターネットという「双方向性」を持つメディアが北海道の観光イメージを維持し向

上する力を持っている。それは、インターネット技術が、個人にとって強力なイメー

ジ情報発信ツールと成り得たからである。インターネット技術をいち早く身につけた

若い世代を中心に、観光者個々人が自らのブログやホームページで観光地に関する情

報を発信、相互参照をしはじめた。更に mixiのような趣味で結びついたネットコミュ
ニティにおいては、旧来の地縁や社縁（職場での人間関係）に縛られない多種多様な

観光に関するコミュニティが生まれた。つまり、消費者は直接、信頼できる観光イメ

ージの作り手となったのである。また、観光地側からも、観光行政機関や、旅行会社

によるインターネットでの情報発信（ホームページや youtubeに載せた文字及びビデ
オ）及び観光コミュニティ創造（フェイスブックや twitter）等の積極的なイメージア
ップの努力も見られる。

ここで、また問題として認識すべきなのは、消費の対象としてイメージされるモノ

はどのような基準で選ばれ、組み合わせられ、また生産されるのかということである。

ボードリヤールはアメリカ合衆国をも含めた現代西欧社会の分析を行っているが、『物

の体系―記号の消費』（1980）においてすでに取り上げたモノの消費現象についての研

究が特に参考となる。

ボードリヤールによると、社会的に
シ ニ フ イ ア ン

意味をもつものの生産及び操作の倫理で、消費

の社会的論理について分析すると、消費過程は次の二つの根本的側面に分けられる。
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（一）消費活動がそのなかに組み込まれ、そのなかで意味を与えられることになるよ

うなコードに基づいた意味付けとコミュニケーションの過程としての側面。（二）分類

と社会的差異化の過程としての側面。この場合、記号としてのモノはヒエラルキーの

なかの地位上の価値として秩序づけられる。ここでは、消費が戦略的分析の対象とな

り、知識、権力、教養などの社会的意味をもつものと共に地位を示す価値として特定

の比重が決定される（ボードリヤール 1980：67）。したがって、モノの本質やモノの

意味作用がイメージよりも特に優越しているといった事態はもはやなく、両者のうち

のどちらかが他方の真理になるということもない。「モノもイメージも互いに膨張しあ

ってついに同じ論理的空間で共存しあうことになる」（ボードリヤール 1980：162）。

また、ボードリヤールは、マクルーハンの公式「メディアはメッセージである」を

消費分析の基本的特徴として受け入れる必要があると指摘した（ボードリヤール1980：

175）。テレビやラジオというメディアによって運ばれる真のメッセージ（無意識のう

ちに心の奥底で解読され「消費」されるメッセージ）は、音やイメージとしての明示

的内容ではなく、現実を等価記号の連鎖へと分解するという、メディアの技術的本質

に結び付いた強制的図式であるという事実をこの公式は示唆している。このように広

告は、総体としての消費者なる者、あるいは全消費者なるものをでっちあげ、マクル

ーハン的な意味、つまりメッセージのなかに、とりわけメディアそのものとコードの

なかにはじめから伏在している共犯と共謀の関係を通じて、消費者を部族のメンバー

のような存在にしてしまうと考えられる。広告のイメージや文章はその都度すべての

人びとに同意を強要する。つまり、彼らはメッセージを解読しつつ、メッセージが組

み込まれているコードへの自動的同化を強制されているのである（ボードリヤール

1980：180）。

以上の引用をまとめると、記号としてのモノはヒエラルキーのなかの地位上の価値

として秩序づけられ、コードとしてメディア技術によって切り取られ、イメージとい

う形で消費のイデオロギーを構成している。しかし、メディアの論理は「抽象的で首

尾一貫した」ものとして扱われているので、グローバリゼーションの下でのモノの消

費の実状における恣意性と曖昧さを解釈できないのである。また、インターネットに

おける消費者の力も新しい現象として、新たな理論を必要としている。以上の問題点

については、アパデュライによって編集された『モノの社会生活』（Appadurai 1986）
で触れられている。

アパデュライの『モノの社会生活』は、自らの手になる商品状況を論じた「序論」

と、コピトフによる「モノの文化的伝記」の二論文によって、1990 年以降の人類学に

おける「モノ」研究の理論的端緒となる論集といえる。この論集では人間社会におけ

る「モノ」のなかでも、とくに「商品」をどうとらえ、人類学の射程におさめていく

かが議論の中心である。経済学における抽象物としての「商品」から具体的な個々の

「モノ」としての「商品」に視点を移す作業だといってもよい。ここから広く彼らが

「社会関係の物質的構成」とよぶもの、すなわち「モノ」の集合の中に現れる社会環

境へと視野を拡大していく。

人間世界で一つのモノは、ある時は商品として、また別の時には交換しえない財と

して現れるのである。この点に着目すれば、生産から交換そして消費へと至る、ある
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モノの「伝記」（コピトフ）をたどることにより、個別の社会におけるモノの特質、ひ

いては商品性のあり方が見えてくる。アパデュライの用語を使えば、すべてのモノは

商品候補性をもち、何らかの「商品文脈」のなかで「商品局面」に入ったり、そこか

ら出たりしている。これが「商品状況」と呼ばれるものであるが、この「商品状況」

の全体が当該の社会構成と文化的意味によって規定されると指摘されている

（Appadurai 1986：12－13）。
アパデュライは、その序論で、「モノの社会生活」という研究の主な目的は、社会生

活における商品の流通を見る新たな視角を提供することにあるとしている。即ち、剰

余価値を生み出す労働者の社会生活ではなく、商品そのものの「社会生活」が価値を

生み出すということが論じられている。

アパデュライによると、経済的対象はそれへの需要による絶対的な価値を持ってい

るわけではなく、需要は実際の、或いは想像上の交換の基盤として、対象に価値を与

えるのである（Appadurai 1986：4）。商品交換をめぐる一つ一つの行為が、ある前提に
ついて完全に文化的に分かち合っていることを仮想するのではなく、価値の一致性の

度合いは場合や商品によってずいぶん異なることを示す為、アパデュライは「価値の

支配体制」（regimes of value）という用語を導入した。価値の支配体制は、高いか低い
かを問わず、集団がある特定の商品交換に対して持っている一致した基準を示してい

る。このように価値の支配体制は、文化に束縛されローカル化される意味の体系と比

較されるとき、商品のフローが引き起こす文化的境界線への不断の超越性として解釈

されているという（Appadurai 1986：15）。
アパデュライは一歩進んで、欲望と消費への考察を、社会の全般的な政治的経済の

一つの側面と見なされるべきだと提唱した（Appadurai 1986：29）。この意味で欲望は、
社会的な実践及び分類の多様性の功能として浮き上がり、消費の政治的論理の経済的

表現とされる。そして消費は社会に関連する能動的なものと見なされる。上に引用し

たボードリヤールは、消費の論理を生産及び交換の社会的論理という支配の下にある

ものとして考察し、マルクス主義的な「必要性」（need）と「実用性」（utility）を脱構
築している。一歩進んでアパデュライは、上述の考え方を非資本主義の社会にまで適

用させようとしている（Appadurai 1986：31）。このような消費の見方は何を意味して
いるのかというと、社会的メッセージの送信としてばかりでなく、そういったメッセ

ージの受信にも焦点を当てて、消費（そして消費を可能にする需要）を見ることであ

る。ここで重要な点は、マルクス主義のような消費が社会的、経済的に決定され操作

されるという歴史的な観点ではなく、生産と消費という二側面は、それらが互いに影

響を与えあうということであろう。

更に電子メディアによる消費の新しい様式についても、上述の観点から分析すると、

次のことが分かる。即ち、電子メディアによるイメージの消費は、送信する側ばかり

でなく受信する側によっても構築されるということである。

更に、商品と知識（情報）との関係について、以下のような分析が行われた。商品

のフローには、必ず商品に関する知識についての矛盾の可能性が伴う。特に長距離や

文化間の商品のフローにとって、知識と無知との間の緊張関係そのものが、肝心な決

定要素となっている。商品は、知識の非常に複雑な社会的形態と分布を表す。このよ
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うな知識は、大雑把に二種類分けることができる（Appadurai 1986：38）。商品の生産
に含まれる知識（テクニカル、社会的、審美的等）、及び商品を適切に消費する知識。

商品に注ぎ入れられる生産の知識と、商品から読み取られる消費の知識は無論、かな

り異なっている。もちろん、生産者と消費者の間に存在する、社会的、空間的及び時

間的な距離が増えるに従い、上述の二種類の知識は比例的に異なっていく。だとする

と、生産の知識をもっぱらテクニカルな或いは経験上のものと見て、消費の知識を単

に価値中心でイデオロギー的なものと見るのは不正確である。それぞれの極に位置す

る知識は、互いにテクニカルで神話的、そして価値中心的な部分を持ち、二極はお互

いの弁証法的な相互作用に影響を受けるという（Appadurai 1986：41）。
また、商品の運動に伴う知識を考える際、必ず真正性と専門性に関連する問題が視

野に入る（Appadurai 1986：44）。真正性、専門性、趣味と消費者―生産者関係の間の
複雑な関係に例として挙げられるのは先に述べたようないわゆるエスニック・アート

或いはツーリスト・アートである。生産者の極からみると、制作の伝統は、大きなス

ケールで時々遠距離の消費者からの商業的や審美的な要求や誘惑に応えるために変化

している（Appadurai 1986：47）。
今日、商品の組織的、空間的な旅が更に複雑となり、生産者と販売者、そして消費

者の間の疎外が増大するに従って、商品のフローについての文化的に形成された神話

が浮き上がるとアパデュライは考える（Appadurai 1986：47）。彼は、このような神話
と、神話が浮かび上がるコンテクストについて三つの種類を考えている。まずは販売

者と投機家の間の神話。二つ目は消費者の神話、つまり鍵となる商品の生産及び配分

のプロセスから疎外される消費者や潜在的消費者によって生産されるもの。三つ目は

労働者の神話である（Appadurai 1986：48）。その他、流通においても神話があり、そ
れは商品のマーケットで集合される流言の神話でもあり、それにはもっと信憑性の高

い情報が混ざっているという。例えば、商品の蓄積や政府の規則、季節的なシフト、

消費者の多様性、市場内発展（他の投機家の噂されている意図や動機をも含めて）等

についての情報が挙げられる。これらは、「多様で永遠にシフトしているシナリオを産

み、値段に影響を与えるのである」（Appadurai 1986：51）。
本論における中国人による日本観光における地域イメージの消費を考える際、「真正

性」が大切な問題となってくる。温泉や畳と日本式建物（古代の中国の建造物の模造

品と言われるにもかかわらず）は、日本の民俗の最も目立つ表象であり、中国人観光

者がそれを日本の「真正性」と考え、泊まるなら和式旅館が最優先である。

また、買い物の際、「日本製」（made in Japan）も 20 世紀 70 年代から「安心・安全」
で進んでいる印と見なされ、このような一行の小さい文字は、「真正性」を内包する証

拠として求められる。例え気に入りの商品を発見したとしても、もし産地が日本でな

ければ観光者ががっかりするのも珍しくはない。日本の生産者と販売者も、その点を

つかみ利用している。更には、北海道を主舞台とした中国映画『狙った恋の落とし方』

（2008 年公開）の大ヒットにより、中国に北海道観光ブームが巻き起こり、特にロケ

地めぐりの観光も出現した。普通日本人がわざわざ訪れようとしない場所に中国人観

光者が多数現れたので、そこに中国語が表記される看板や、映画のポスターが貼られ

ている自動販売機等さえ設置されることがある。以上のような現象は、アパデュライ
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のいう「消費者の神話」にあたるであろう。

ただ、こういった事情は 3・11 東日本大震災の後、変化を見せている。海外におけ

る日本の「安心・安全」イメージの一角は崩壊し、日本製のものが忌避される傾向が

見られる。この件には、「知識」言い換えれば情報、アパデュライの言葉を借りれば「流

言の神話」が関わっている。以上のように、事例の「多様で永遠にシフトしているシ

ナリオ」は新たなイメージ消費の実像を生み続けているのだ。

これまでは、モノに焦点を当てたが、次は更にグローバリゼーションという大きな背景を視

野に入れ、イメージ消費の構造を明らかにしたい。

今日のグローバル経済における生産と消費の関係に、アパデュライが提起した五つのスケー

プの乖離構造によって駆動され、スケープのたえず流動的で不確定的な相互作用によって構成

される変動が関与している。全世界（ここでの世界とは、多くの複雑なサブ・システムから構

成される、単一の巨大な相互作用システムを指す）で、マルクスが言った商品のフェティシズ

ム11に代わって、相補的な二つの後継者、すなわち生産のフェティシズムと消費者のフェティ

シズムが現れたのだと、アパデュライは指摘する（アパデュライ2004：84）。

生産フェティシズムという概念は、現代の越境的な生産立地が創出する幻想を指している。

それに対し、「消費者のフェティシズム」でアパデュライが言い表しているのは、消費者が商

品フロー（やそれに付随するメディア・スケープ、とくに広告のメディア・スケープ）を通し

て記号に変換されたということである。しかし、これには二つの意味がある。第一は、リアル

な社会的行為者という形式に近似的にしか接近しえないシミュラークルとなった、というボー

ドリヤール的な意味である。ボードリヤールによると、技術的発達に伴い、近代以降の社会

においてモノは総じて「シミュラークル」である。シミュラークルとは、地図のよう

に、リアルであると同時に、再生産されるモノであり、それ自体は実在のない記号で

あり、オリジナルなきコピーのことを指している。第二は、行為性の現実の所在地（消費

者ではなく、生産者、並びに生産を構成する数多の力）が覆い隠されている（アパデュライ 2004：

85－86）、という意味である。

以上の観点をまとめると、数多くの観念が消費者の行為性をめぐって「文化的に」

精選され、イメージとして生産されマーケティング戦略によって世界全体まで普及さ

れていくのである。ここで問題になるのは「文化」というキーワードであるゆえ、次

は、アパデュライの「文化」に関する論述をまとめる。

アパデュライによると、文化のグローバル化は、文化の同質化と同義ではない。そうではな

くて、グローバル化が、同質化を促す多様な装置（軍備や広告の手法、言語のへゲモニー、服

飾様式）を利用することがあっても、こうした装置は、ローカルな政治経済や文化経済へと吸

収されていくので、最後には、国家主権、自由企業、原理主義をめぐる異質性を備わった対話

として、グローバル化はローカルなものへと回帰してくるのだ（アパデュライ 2004：86）。そ

れゆえ、「今日のグローバル文化の中心特性は、互いの解体を目指し、それによって、普遍性

の勝利と特殊性の回復という啓蒙主義の一対の構想を首尾よく奪取できたと宣言しようとする

同一性と差異性をめぐる政治学にあるのだ」（アパデュライ 2004：87）。そして何よりも重

要なのは、今日のグローバルな文化的プロセスという逆説的なコインの両面を生み出している、

同一性と差異性の驚くほど多様な抗争が、グローバルなフローの間に存在するラディカルな乖

離構造や、それとともに創出される不定型なランドスケープを舞台に、繰りひろげられている、
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ということなのであると解釈されている（アパデュライ2004：87）。

アパデュライが提出した乖離的なフローに基づいたグローバルと文化の相互作用に関する理

論が、機械的な比喩を超えた力をもつようになるためには、自然科学者がカオス理論と呼ぶ理

論のいわば人文科学版へと移行する必要性が唱えられている。つまり、ここで問いかけられて

いるのは、複雑で重層的かつフラクタル12的な形態が、どのようにして（大規模であったとし

ても）単純で安定的なシステムを構成しているのかということではなく、その力学の正体その

ものなのである（アパデュライ 2004：93）。

本論も同様、グローバルな文化的プロセスがいかにして観光業者や地域に安定する「魅力的

な」地域イメージを提供し、安定的な観光者数と観光雇用を守らせるのかについてではなく、

それらの要素をめぐる地域の状況の変容と生成に関する力学を扱う。

これらの巨視的な比喩（フラクタルや多項的分類、カオス）をある方向に推し進める前に、

グローバル・フローの相対的な規定因に先立つ何らかの秩序が存在しているのだろうか、とい

う問題が取り上げられる。アパデュライのここまでの仮説は、ヒト、テクノロジー、資金、情

報、イデオロギー相互の関係から、グローバルな文化システムの力学がもたらされたというも

のであった。アパデュライ自身の仮説は、次の通りである。特定の事象や社会形式へと布置さ

れるときに、多様なフローの相互関係がどうなるかは、根本的に、コンテクスト依存的である

と述べられている（アパデュライ 2004：94）。この点は、先に述べた第二点のローカリティの

ところと一貫している。

最後にアパデュライは次のように予言している。「今日の世界にとってもっともふさわしい

エスノ・スケープは、オルタナティヴで相互作用的な近代性をもつことで、系譜（学）と歴史

（学）とが互いを向きあうことを可能にし、ローカルな歴史の軌道が複合的な越境的構造へと

貫流していくプロセスを解釈するための地勢を、開き続けてくれるものであるべきだ」と（ア

パデュライ 2004：126）。更に人類学は間違いなく、生きた経験をつかみとる特別な手がかり

を、グローバルな文化プロセスを対象にしたさらに広範で領域横断的な研究に与えていくこと

ができると予言している。

しかしカオス理論をイメージのシステム構成における力学に移行させるというのは、やはり

以上の論述では到底突き詰められない。それが、グローバル文化の中心特性である同一性と差

異性の相互作用の中で、モノ（文化的要素）が抽出されイメージとして形成され消費されてい

くプロセスは、ポストモダン13と呼ばれる時代の本質を理解せずには解明できないからだと考

えるポストモダン研究が参考になる。次は、ポストモダン研究の知見を参照してイメージの二

重構造を解き明かしたい。

まずボードリヤールが予言したポストモダン社会の特徴を取り上げてみよう（ボードリヤー

ル 1984、1992）。ボードリヤールは作品や商品のオリジナルとコピーの区別が弱くなり、その

どちらでもない「シミュラークル」という中間形態が支配的になると予測した。地域イメージ

の場合だと、各種のモノ（文化的要素）がアクターによって抽出され、それらについての様々

なイメージが作り上げられるとき、どちらが従来的で真正なイメージなのか、どちらが他のイ

メージのコピーなのか関係なく、市場経済で流通しているイメージは等価値のものとして消費

される。たとえば北海道の食文化や開拓史、または「made in Japan」や「北海道産」関連の情
報は「シミュラークル」としてインターネットで流通し、消費されたりしている。では、この

ようなシミュラークルがどのような論理に従って生産され消費されているのか、一歩踏み込ん



21

で考えると、東浩紀が提出した「データベース型世界」というモデルを参照することが有益だ

ろう。

東によると、ポストモダン到来前の近代において、人々は「大きな物語」（つまり物語の背

後にある「設定」や「世界観」などを意味する）によるツリー・モデル（投射モデル）で世界

を捉えていた。ところがポストモダンの到来によって「大きな物語」は失われ、そのツリー型

の世界が崩壊してしまい、「データベース・モデル」（読み込みモデル）の世界が展開する（東

2001：50－52）という。

本研究で取り上げられるインターネットはその顕著な例である。インターネットには、中心

も背後の「大きな物語」も存在はしない。寧ろ一方にはコード化されたモノ（情報）の集積が

あり、他方にはユーザーの読み込みに応じて作られた個々のウェブページやSNSがある、とい
う二層構造で成り立っている。この二層構造が近代のツリー・モデルと大きく異なるのは、表

層に現れた様々なイメージを決定する審級が、深層や背後ではなく表層のユーザーにあるとい

う点である。つまり、イメージの形成は消費者の読み込み次第なのである。したがって、地域

のイメージはすでに存在する一冊の本やパンフレットによっては決定されず、だれにでも自分

なりのイメージを創り上げることができるようになる。しかも、そのイメージには既に存在す

る概念や価値観による真偽の区別はないのである。

では、様々なイメージはどうやって生産されたのかというと、オタク世界の「キャラ萌え」

に関する東の解説が有益である。「キャラ萌え」とは原作の物語とは無関係に、その断片であ

るイラストや設定だけが単独で消費され、その断片に向けて消費者が自分で勝手に感情移入を

強めていくことである（東 2001：58）。同様にもはやイメージの作成には、地域全体の歴史

や地理や風俗に関する総合的理解は必要ではなく、地域のモノがそれぞれコード化され、次第

に抽出されイメージとして消費に移行されるのである。「萌え要素」の「データベース」が存

在していると同じく、「地域イメージ」形成のデータベースも、新たなイメージを作るための

材料として存在している。言い換えればポストモダン社会での地域イメージは、もはやデータ

ベース的でインターフェイス的な検索エンジンによって読み込まれるものへと変動したのであ

る。したがって、イメージの消費は、データベース化されたイメージというシミュラークルと

その消費という二層構造の間を往復する事に支えられている。そのような中で、良いシミュラ

ークル（好ましいイメージ）は選択され流通し、悪いシミュラークル（つまらないイメージ）

は市場で淘汰され、消えて行く。そればかりでなく、国内と海外、或いは特定の国で流通する

ある地域のイメージがかなり異種な様相を現す場合は多い。

しかし、東説に依拠するばかりでは、イメージ消費の枠では捉えきれない観光における現象

を取り扱うことができなくなる。残された問題は三つある。まずは、ローカリティの要素、言

い換えればローカルな主体の実践の様相と、それと観光者の実践との関わりである。二つ目は、

観光における様々な実践はいかに地域に再帰的に作用するのか。その再帰的作用はどのように

電子メディアと連動してグローバリゼーションの一部として働くのかも究明しなければならな

い。三つ目の問題は、以上の考察をいかにして観光研究・人類学研究の最先端と接続できるの

か。以上の問題への解決策として、理論枠組みとして全体論と同じ存在論的視点に基づくアク

ター・ネットワーク論的な観光研究を提起する。本章の第四節において、グローバリゼーショ

ンと地域イメージ、及び電子メディアについての先行研究に、アクター・ネットワーク論をも

っていかに接続するのかについて論ずる。
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0.3 調査手法について

以上の理論的考察を踏まえて、本研究ではまず、参与観察及びインタビューによる

調査を行なった。筆者は 2010 年 7 月より 2013 年 9 月末まで訪日中国人観光者と、日

本及び中国の観光プロモーター・ウェブ関係者、雑誌社関係者、旅行会社関係者を対

象に、文化人類学的フィールドワークの柱である参与観察を方法論的柱とし、観光業

者側に回り、中国人観光者に対して聞き取り調査やアンケート調査を行った。また、

観光庁等による文書資料とメディア言説をも参考にした。本研究における調査対象者

の選択は、統計学的な無作為抽出によるものではない。事実、筆者は街頭調査、旅行

会社での聞き取り調査及び参与観察の中で、出会った中国人観光者等を中心に、「雪だ

るま式」にアプローチしていった。しかし、調査を通じて出会った参加者たちと深い

関係を築く場合もあったし、インタビューもその人達の「本音」を反映していると考

えている。更に、インターネットで流通している北海道の地域イメージの実像と消費

との関連を明らかにするため、オンライン研究の手法をも取り入れて調査した。

インターネットを用いる研究の殆どが未だに量的アプローチを取っている。しかし、

ウェブでの質的調査の活用も広がっている中、多くの質的方法がインターネット研究

に転用されるようになっている（フリック 2011：324）。マーカスによると、インター

ネットの「無限性
、、、

」が、エスノグラフィーにおける全体論の基礎的な美学に対するよ

り深い反省と再調節を要求している。ここで「全体論」、つまりリサーチのプロセスの

デザインの仕方と、エスノグラフィーの実践が生み出す複雑で多様な形態を取り扱う

新たな方法が必要だとされているのだ（マーカス 2010）。こういった質的方法として

は、オンライン·インタビュー、オンライン·フォーカス·グループ、オンライン参与観

察、ヴァーチャル·エスノグラフィー、相互行為とその記録の研究等を取り入れ、デー

タ収集と解釈のプロセスの中で、実証的な資料の選択及び分析を行うといった、理論

的サンプリング（Glaser and Strauss 1967）で研究した。
先行研究にはまず、オンライン研究ではないが、遠藤英樹の奈良イメージをめぐる

考察における量的な手法もまた参考になる。遠藤の研究も観光パンフレット等を分析

対象としているが、テキストデータの分析手法が、インターネットにおける観光イメ

ージの研究にも役立つ。具体的には、テキストメディアに掲載されたキャッチフレー

ズを抽出し、二値データにコーディング後、設定されたカテゴリーに分類するという

やり方である。この結果から一番反復しているものを見つけ、面接調査でツーリスト

の読解を検証すると、ツーリストは観光地のイメージについて、遠藤の言う「プリコ

ラージュ」を行い、自分たちだけの構造に変換すべく微細な変化を加えていると解釈

することができるという方法である（遠藤 2001）。

さらに、ボールストーフ（Tom Boellstorff）のヴァーチャルな世界に関する研究が、
最も示唆的である。ボールストーフによると、ヴァーチャルな世界を研究する際、エ

スノグラフィーは特殊な役割を果たす。それは、エスノグラフィーはヴァーチャルな
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世界（仮想の他者の世界）を予想する点で、インターネットが現れる以前から既にヴ

ァーチャルであったのであり、いつもあるヴァーチャルな世界についての知識を生産

してきたからである（Boellstorff 2008：66）。ヴァーチャルな世界の人間の表象が「ア
バター」として知られており、未知な場所で「自分を想像する」（Malinowski 1922:4）
というマリノフスキーの定式化した人類学的手法は、人類学がずっと自己をアバター

化して、ヴァーチャルに他文化の世界に入っていることを力説してきたともいえるの

だ。

ボールストーフによる著作の「セカンド・ライフの思春期」14という題名は、ミード

の『サモアの思春期』を想起させるためにつけられたものだ。このミードの著作をめ

ぐるフリーマンらによる複雑な論争を利用し、ボールストーフはエスノグラフィーの

方法について現在の人類学を批判している。エスノグラファー等によって、調査地

（field site)の境界線が挑戦されつつ、生産されると、人類学者は認識している。ま
た、エスノグラフィーリサーチは、それ自体を一つの単純なフィールドサイトに限定

しないことも、認識されている。事実、ボールストーフのリアルなフィールドからヴ

ァーチャルなフィールドまで含んだエスノグラフィーにおけるセカンドライフについ

ての研究は、マルチ・サイテッド・プロジェクトの一部分でもある。

ここまで来ると、エスノグラフィーが他文化・他地域を想像し描写してきたことは、

ヴァーチャルな世界を研究する手法としても最適であることを示しているし、ヴァー

チャルな世界でエスノグラフィーを試すことは新しい方法の開発につながるかもしれ

ない。また、エスノグラフィーにヴァーチャルな世界をめぐる考察を組み入れて現実

世界でのフィールドワークと総合的に研究するのは、広義的なマルチ・サイテッド・

リサーチと成りうるのである。

ボールストーフの著作に戻ると、この本の一つの目標は、セカンドライフのエスノ

グラフィック的描写という現実的なものである。二つ目は方法論的で、ヴァーチャル

な世界を研究する際のエスノグラフィーの潜在力を強調すること。三つ目の目的は理

論的で、ヴァーチャルな世界の継続的な変革の複雑性についての、より良い理解のた

めに貢献することである（Boellstorff 2008：24）。
セカンドライフのエスノグラフィーを通じ、ボールストーフはヴァーチャルな世界

の特殊性、つまり真の新しい要素と、それらの要素の新しい存在の仕方を正確に測る

ことが重要であるとしている。たとえば、本や新聞、ラジオやテレビのように、独立

した別のクラスに属する人間がコンテンツを生産・消費するというやり方はヴァーチ

ャルな世界では優位ではなく、「使用者」と「創造者」が同一人物であるほうがよほど

一般的なのである。それにも関わらず、「生産と消費、観察者と被観察者といった社会

の古い不平等は続いているし、さらに新しいものも現れるかもしれない」（Boellstorff
2008：25）。
セカンドライフ・カルチャーは「真空の電子空間に存在するわけではなく、人類の

生活をめぐって浮かび上がってきている仮想と実践の星座からなっている」

（Boellstorff 2008：25）とされる。それが、ヴァーチャルな世界のための一種の「ヴ
ァーチャルな世界観」であると、ボールストーフは結論づけている。

ヴァーチャルな世界に関するボールストーフの研究は、人類学研究におけるエスノ
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グラフィーの可能性を広げてくれるものでもあると、筆者は考えている。そして、本

研究でヴァーチャルな世界を考察するのに、ボールストーフの研究は更に重要な側面

を持っている。詳しくは第 2章で論じるが、以下では本研究における地域イメージの

研究における質的オンライン研究を応用する作業を分析し、その利点と限界を見つめ、

更には限界を乗り越えるために使用した方法を提示する。

（1） オンライン・インタビュー

旧来型のインタビューに基づく質的研究は多くの場合、対面的な接触と個人的関係

に基づき、言語的・非言語的コミュニケーションが用いられる点で強みを持っている。

しかし、調査のサンプルはどうしても研究者のアクセスしやすい人々へと制限されざ

るを得ない。調査サンプルの制限ばかりでなく、長時間に渡って質問に応え続けるこ

とが負担だと感じる人たちもいるので、時間的な制限もある。こうした実際的な理由

から、オンライン・インタビューのほうが魅力的であり、そのためにｅメール・イン

タビューが用いられる。具体的には、半構造化インタビュー、つまり前もって一セッ

トの質問を準備して送るやり方と、一つか二つの質問を小分けして送り、それへの回

答をもらうというやりとりを何度か繰り返してデータ収集をするやり方、つまりｅメ

ール交換の形もある。

ｅメール・インタビューの参加者としては、フィールドのアンケート調査でインタ

ビューした対象等が挙げられる。つまり、アンケートはその場で終わるのではなく、

善意を抱いてくれた相手からメール・アドレスをもらい、追跡調査もできるのである。

また、自分が既にｅメール・アドレスを持っている人は潜在な観光者であり得るため、

その人たちから北海道の地域イメージを聞いた。これらにより雪だるま式サンプリン

グのやり方を試みた。

ただ、オンライン・インタビューを実施する際、一番の問題は人口統計的情報の信

頼性にある。それが原因で、参加者の発言を文脈化する際にも問題に突き当たる。ま

た、口頭でのやりとりの自発性が、書面のやりとりの省察性に置き換えられるという

問題もある。コミュニケーションの非言語的、もしくはパラ言語的要素を、オンライ

ン・インタビューに取り入れることは難しいことが挙げられる（フリック 2011）。つ

まり、相手の顔色を見て、その感情の起伏や、時には躊躇している姿を観察できない

ことが、データの信憑性に影響を与える。

以上のような問題を踏まえ、中国における北海道の地域イメージを研究する際、オ

ンライン・インタビューの限界を乗り越えるために、筆者は以下の対策を考えた。ま

ずはオンライン・インタビューの対象を面識のある人に限定することである。次は、

オンライン・ビデオチャットを導入することである。それにより遠距離の参加者にイ

ンタビューできる上、相手の顔で性別、年齢などが判断できる。更には、録音、録画

してデータとしてそのまま記録・保存することもできる。また、絵文字などに含まれ

るニュアンスを分析することができる。

確かにオンライン・インタビューの対象もコンピューターでコミュニケーションす

る能力のある人々に限られるので、質的オンライン研究で観光のすべての面を徹底的

調べることはできないかもしれないが、まさに今日進んでいる変化を解明するには、
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有効で手っ取り早い方法だと思われる。

（2）ヴァーチャル・エスノグラフィー

これまで述べた方法を用いる場合のインターネットは、他のやり方では接触できな

い人々を研究するツールとなっている。しかし、インターネット空間そのものを場所

もしくは存在の仕方（way of being）として捉えることもできる。つまり、ボールスト
ーフの研究のように、エスノグラフィー法を、インターネット研究及びインターネッ

トにおけるコミュニケーションや自己提示の仕方の研究に転用できるということが指

摘されている。ヴァーチャル・エスノグラフィーは、ネット上のコミュニケーション

の内容と、ネット上のコンテンツを利用する参加者間のコミュニケーションの研究に

も適用することが可能だろう。

この方法では、あるグループで進行するコミュニケーションを観察し記録する、更

に自分もそのグループに積極的に参加するという「参与観察」における伝統的なフィ

ールドワークのやり方が転用される。その限界としては、インターネットの中に関す

る研究を、リアルな世界の活動に関する研究とリンクさせる事の困難が挙げられる。

今まで観光研究におけるインターネットの利用はまだ少なく、殆どがウェブサイト

の評価やコンテンツ分析を中心にするものである。もちろんそれは重要であるが、ツ

イッター等の SNSを分析するのもかなり重要だと思われる。更に、以下の作業を行っ
た。

インターネットそれ自体が一つの文化であると同時に、一つの文化の産物でもある

と言われているが、実はインターネットにより様々な文化も生み出されている。例え

ば、ある観光情報発信のウェブサイトに載せてあるビデオ（コンテンツ）内容を分析

すると、地域が観光イメージを作り出す為に、地域の風物を取捨選択する基準が浮上

する。それを外国人観光者向けに発信される場合、地域向けの観光情報と比べると、

国際観光イメージの提示の仕方と自文化（地元）向けの地域イメージの差異が分かる。

そこで、新しく産出された地域イメージはどうやって観光者に届き、どういった影

響を及ぼすかも問題になる。このような場合、筆者は半構造化インタビューで行われ

る「焦点インタビュー」を採用しようと考えた。焦点インタビューというのは、アメ

リカの社会学者のマートンと同僚が 1940 年代に開発した方法で、その手順は以下のも

のである。参加者に一様な刺激（ある映画やラジオ番組など）が示された後、それが

彼ら/彼女らに与えた影響がインタビュー・ガイドを用いて調べられる。このインタビ

ュー法のもともとの目的は、マスメディアの影響に関する統計的に有意な知見を解釈

する根拠を得ることであった。イメージ研究に転用するとき、筆者は札幌 PR映像
CINEMATIC CITY SAPPOROといったインターネットで流通する映像を、商品として
のテクノロジーと考え、それをめぐる消費の実像を掴むため、グループ・ディスカッ

ションで提示し、来道中国人観光者（過去の及び潜在の）のコメント等の反応を分析

する作業を試みた。また、中国人観光者の個人ブログにおける北海道旅行記・写真な

どもデータとして使った。



26

0.4 アクター・ネットワーク論による観光研究

本論文では主にアクター・ネットワーク論を理論的枠組として、事例研究を行って

ゆく。アクター・ネットワーク論は、「モノ」を重視し、「モノが引き起こす現象では

なく、モノそのもの」に「触れたい」という姿勢において、アパデュライによるグロ

ーバル研究と一致する。また、「モノのフロー」がある程度安定した状態を、アクター・

ネットワーク論における「ブラックボックス」として理解することが可能である。さ

らに、アパデュライが提案するグローバルな文化フローの五つの「次元」に基づき、

「ブラックボックス」についての今までの議論を深化させるとともに、ブラックボッ

クスに閉じ込められない複数性の形成についての論述をもって、「フロー」や「スケー

プ」が超えられる事例を提示してゆく。

また、アクター・ネットワーク論は、新たな人類学の特徴である全体論（holism）（宮
武 2012：2）と同じ存在論的視点に基づいており、様々なアクターの関係性の全体を、
その生成のプロセスに随うことで理解しようとしている。この点で、アクター・ネッ

トワーク論は上で議論したローカリティや観光者による実践、地域と地域イメージ、

インターネットにおける表象や意味等を、不可分なものとしてとらえているのである。

本論文では、電子メディアという新たな存在の参入が、ローカルな関係とグローバル

な関係の間に変動を生じさせる事象を記述する。また、観光という実践を、ローカル

からグローバルへ、またはヒトからイメージへと一気に飛躍して解釈するのではなく、

ネットワークを追うことでその連続的かつ不確定な関係性を紐解いてゆく。

近年、アクター・ネットワーク論的なアプローチによる観光研究は数々なされてい

る。アクター・ネットワーク論において、分析者は、事前に分析のスケールや単位を

決めることなく、アクターに随って複数の運動に入るべきものだとされる。これは、

二つの「参与」（attending）（Tsing 2010:49）を意味している。一つ目は、アクターによ
る概観的かつ範囲が限定される視点が、いかに地域化（localizations）が可能となるよ
うに導かれてゆくのかという過程への参与である。二つ目は、広範囲にわたるネット

ワークをもたらす直接的な相互作用（face-to-face interactions）が、ローカルな場面に影
響を及ぼすことへの参与である。アクター・ネットワーク論的なアプローチは、これ

までレビューしてきたアパデュライのスケープ論やモノのフローに関する研究、また

はイメージと消費を分けて考える先行研究を超えられるような、地域におけるローカ

ルな実践に参与するような観光研究に導いてくれると考えられる。

本論文は、一章でこうした従来の観光研究における全体論的な視点の欠如とモノに

ついての考察の不足といった問題点を論じるとともに、観光研究におけるアクター・

ネットワーク論的なアプローチの必然性と可能性を提示してゆく。また、「自然と社会

を、明確に分離した二極としてではなく一つの組み合わせ、つまり継時的に展開する

共同体の状態という一つの生産物と見なす」（ラトゥール 2008：235）というアクタ

ー・ネットワーク論の立場が、「動くモノ thing-in-motion」（アパデュライ 2004：6）を
追跡するために、「モノ自体に従う」（follow the things themselves）というアパデュライ
の主張と一致していることに基づき、事例の提示を時系列で行ってゆく。更に、ヒト

やモノのアクター・ネットワークが様々な領域でブラックボックスとして安定化する
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と共に、そこで生み出された一つの北海道や「単なる中国人」などのブラックボック

スが観光者の実践を通して破られ、存在の複数性として再生成される様態を明らかに

する。

このように、本研究を通じて、電子メディアの作用と、ローカルな主体による地域

イメージの制作・伝達と中国人観光者による地域イメージの消費の間のズレや矛盾、

及び政治情勢の影響といった、従来の「イメージ論」や、“生産－消費”、“ホスト－ゲ

スト”の枠では捉え切れない実践が現場で行われていることを明らかにする。また、

その中で、団体観光者よりも個人観光者の実践において、地域における斬新な関係性

が突出して見受けられる。本論文は、地域の新たな生成の可能性をもたらすこのよう

な関係性が生成する過程とその構成について、北海道をフィールドとして、文化人類

学からの解明を考える。このようなアクター・ネットワーク論的なアプローチについ

ては、次の第一章で詳しく述べることにする。

0.5 本論の構成

一章では、観光研究におけるアクター・ネットワーク論的なアプローチの必然性と

可能性を探求する。まず、従来の観光研究における全体論的な視点の欠如とモノにつ

いての考察の不足といった問題点を指摘する。そして、観光におけるモノの物質性と

場所の多元性の存在を論証し、観光者のような特定のアクターが観光ネットワークの

中で他のアクター（地域イメージ、モノ等）を翻訳し、自らの実践に導く様相を、先

行研究に基づいてまとめる。さらに、中国人の北海道観光を例として、アクター・ネ

ットワーク論に基づき、個的実践の共有化の過程と、地域イメージのブラックボック

ス化の観点から分析する可能性について論述する。最後に、観光研究へのアクター・

ネットワーク論的アプローチを、地域の複数性を提示する研究として提示する。

二章では、本研究の調査地と研究対象を明確化させるため、中国人による北海道観

光の経緯と現状を記述し、本研究における質的オンライン研究の必要について再検討

する。今まで観光学と人類学では、あまり考察の対象にされてこなかった、中国人の

北海道観光を、先に量的データから把握する章でもある。

三章では、中国人の北海道観光における地域イメージの消費の微視的構造を解明し、

中国人観光者と自治体の観光推進機構及び観光業者を対象として、現地調査で入手し

た実証的データを検討し、自治体や観光業者が生産・提示する地域イメージと中国人

観光者が実際に消費するイメージにおける矛盾とズレから、中国人観光者の実践にお

ける「予想の逆転」を提示する。また、電子メディアが個人観光者の持つ地域イメー

ジを流動的に生産するプロセスの追跡も記録する。そこで、地域イメージと「made in
Japan」、観光ボランティアガイドの中国観等をブラックボックスとしてとらえ、それ
らのブラックボックスに閉じ込められないような実践によって、様々なネットワーク

が新たに生成する様態を記述する。

四章では、二章で明らかになる点を踏まえた上で、震災と原発事故による「揺れ」

を迎える中国人の北海道観光の現場をフィールドとする。ここでは、ブラックボック

ス化を軸として、「made in Japan」や「北海道産」をめぐる観光消費における変容を記
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述・分析する。この過程の構成を解明するために、個人観光者及びローカルな主体に

よる地域イメージの制作と、イメージがヴァーチャルなコミュニケーション空間で共

有される過程の二点が示される。最後に、「揺れ」をめぐるネットワークと、「反日感

情」というブラックボックスを越える北海道の「生成」の間におけるメカニズムが解

明される。

五章では、政治情勢の変化による観光者の実践に対する影響という、地域における

イデオロギー・スケープの次元を文化人類学的に解明したうえで、そのような次元を

超える個人観光者による実践を記述する。さらに、そのような実践がどう北海道の複

数性を生成しているか、動態的な過程が示される。

終章では、事例研究を通して明らかになった事柄を踏まえ、中国人による北海道観

光における人・モノ・出来事といった様々なアクターが織り成すネットワークに注目

し、これらが複数の地域空間を生成する過程を振り返る。その作業によって、地域が

複数的・多元的な生成を遂げる可能性はいかに立ち現れるかについて、動的・立体的

なモデルを提起する視点を考える。
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第一章 観光研究へのアクター・ネットワーク論的アプローチ

近年、人類学においては、表象や意味の解釈に向かった認識論的な研究から、ヒト

やモノが織りなす多様な世界の存在論的な探求への転換がみられる（宮武 2012：1）。

すなわち、人間とモノ、主体と客体、物質と精神といった従来の二分法を退け、これ

らを生成させ変換させる関係性についての論証である（春日 2011：11）。アクター・

ネットワーク論はその一環であり、特にラトゥールは従来の人文・社会研究のように、

本質的な意味をもつ要素に焦点を当てるのではなく、「本質に意味を与えている媒介者、

代理人、翻訳者を導入」（ラトゥール 2008：217）する視点の重要性を提唱した。ア

クター・ネットワーク論は、科学技術や経済モデルなどの限定された領域にとどまる

傾向があるが、最新の観光研究への浸透も見られる。それらの研究に通底するのは、

社会や文化・民族を記号や象徴といった表象を通した理解と、観光者と観光地・ホス

トとゲストの関係といった二分法を退ける考えである。モノの物質性と観光における

空間性についての全体論的な議論が行なわれ、アクターの翻訳過程についての事例研

究も幾つか出ている。しかし、それらの先行研究はいずれも地域住民の実践や、観光

商品の開発・宣伝・運営過程に焦点を当てており、観光者の実践から出来上がるネッ

トワークは見過ごされがちである。そこで本章は、観光者の実践における翻訳過程に

関する従来の観光商品の開発理念とは逆転した予想図を作り、個々の実践が共有され、

ブラックボックス化されるまでの現実を議論するアクター・ネットワーク論の可能性

を探り、その理論的な枠組みがいかなる研究モデルにつながるかを探っていきたい。

1.1 これまでの観光研究の問題点

1.1.1 観光研究における「全体論」的な視点の欠如

観光研究、あるいは「観光学」（tourism studies）では従来、観光者と観光地の人々、
そして両者を仲介する役割を担う人々が関与し創出する「観光の現実」を解明し、研

究の成果をその人々に還元することを前提にしてきた（橋本 2013：20）。また、観光

地が地理的に境界付けられた目的地として見なされている中、研究の焦点は、組織化

されたマーケティング戦略に向けられがちである（Baerenholdt et al. 2004:79)。したが
って、目的地は、魅力と様々な設備(例えば、交通機関、宿泊設備、食べ物や観光経験
など)（Tinsley and Lynch 2001:369 )の容器(container)としか見られてこなかった。その
結果、観光実践の複雑性の把握は、観光者と観光目的地の中の観光組織者という二元

論によって遮られてきたのである(Johannesson 2005:135)。
このような容器としての観光地を研究するという、実学的ともいえる特徴が観光研

究を、現場と極めて密接な関係を持つ学問にしてきたので、観光研究ははじめから人

類学から大きな影響を受け、多くの人類学者によって行われてきたのである。しかし

ながら、人類学におけるヒトやモノの複雑な関係を、その動的な成立過程に随って研

究するという「ホーリスティック」な研究は観光研究ではあまり見当たらない。つま
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り、これまでの観光研究は、学問分野ごとに発展し、研究対象もおのずと分野ごとの

関心に絞られる傾向にあったとされている（橋本 2013：20）。

橋本和也は更に観光者について、社会学・人類学などが、「観光者送出社会」につい

ての研究を進め、植民地化されていた地域や古い慣習を残す社会については人類学・

民俗学などが研究し、観光地の景観やまちづくり、地域行政については地理学や建築

学、環境学などが、旅行業や商品開発などについては経済・経営学やマネジメント・

ホスピタリティ研究などが取り上げてきただけでなく、様々な観光現象の重なりを研

究する分野もあり、他にも新たな観光の形態も注目を集めていると指摘する（橋本

2013：20）。様々な研究領域において観光が扱われているが、各研究分野において観光

を専門とする研究者が少数である上、分野を越えるような議論もあまりなされておら

ず、これからの急務とされる。これに対して橋本は以下の二点の展望を示した。まず、

あらゆる研究分野を網羅した「ホーリスティックな観光研究」が必要であり、次は、

個々の観光者の「観光経験」がいかに「全体像」となる「観光の現実」に連結するか

についてであり、アクター・ネットワーク論をはじめとする、人類学における最新の

存在論的アプローチによって考察すべきとしている（橋本 2013：21）。

橋本の指摘は、観光研究における全体論な視点15の欠如の一端を明らかにしている上、

個々の観光者の観光経験に着目すべきであるとしている点もこれからの観光研究にお

いては重要になるであろう。観光を「全体」として記述しようとするとき、序章でレ

ビューした、ブバントとオットーの『全体論における実験』といった人類学おける全

体論に対する新たな批評が参考になる。また、ティン（Anna Tsing）も、全体論のもと
もとの狙いは、単一的で安定した分析枠組みであったと指摘している。けれども、ア

クター・ネットワーク論には、極端で方向性もないという限界があると指摘されてい

る。それを超えるために、関係的な「世界化」（worlding）を行うことは、従来のアク
ター・ネットワーク論を拡張し、全体論をその起源から切り離し、全体論がいかに働

くのかを教えてくれるのだという（Tsing 2010:64）。観光研究には、量的データが必要
である一方、地道な質的調査（参与観察、グループ討論など）も不可欠である。質的

調査を通じて生活の全体を捉えようとする人類学における全体論への議論は、観光に

より地域が直接に世界へと接続する新現象に注目する観光研究にとっては実に有用な

点である。また、領域横断的な枠組みへの模索と、全体論的な議論の可能性（足立 1999）

を提供するアクター・ネットワーク論はとくに参考になる。

このように、従来の観光研究においては、全体論的な視点の不在が伺える。この中

には特に、観光の視覚的・記号的方面への重視に対し、モノについての考察はごく少

なく、殆どは「みやげもの（souvenir）研究」に集中していることが指摘できる。この
点を次の 1.1.2 で見てみよう。

1.1.2 観光研究における「イメージ」と「モノ」

ブーアスティンは、『幻影の時代』で前近代の観光について、「冒険の旅」と「何が

起こるかわからない旅」であったと述べ、それは、前近代の大多数の人が地域社会の

なかで、限られた生活空間のなかで「細々と暮らしているが、それを飛び出していく

人たちは、非日常的な」（ブーアスティン 1974：63）経験を求める傾向が強かったか
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らだと指摘している。それに対し近代の観光を、「擬似イベント」と呼び、「旅行者の

没落、観光客の台頭」という言葉で 20 世紀の傾向を端的に言い表した（ブーアスティ

ン 1974：96）。すなわち、前近代の、見知らぬ土地への冒険としての旅行ではなく、

ガイド付きの観光が主流になったということである。この「擬似イベント」は、人々

がメディアで得たイメージに注目しているが、そのイメージは人間によって与えられ

たイメージが、本来の出来事の持つ偶発性を失って、仕組まれた/社会的に用意された

ものを指している。そして、観光旅行こそが擬似イベントの典型だとブーアスティン

は指摘している（ブーアスティン 1964：p268）。擬似イベントの生産には、交通手段、

メディア、娯楽施設や観光者の収入や休暇時間などのモノは必要な要素として扱われ

るが、それらのモノの重要性やエージェンシーについての論述は非常に少ない。この

ように、観光を特定の目的のために、イメージの操作を含める人工的な作業によって

創りだされるもの（ブーアスティン 1974：17）とする見解が、ブーアスティン以降

の観光研究・メディア研究及び大衆消費論において継承されてきた。

また、観光は記号によって構築される集合体とみなすジョン・アーリは、観光客は

何らかのフィルターを持って観光地を見ていると述べ、そのフィルターを「まなざし」

と呼んだ（アーリ 1995：6）。この「まなざし」というイメージもあらかじめ生産され

たものを指している。「まなざし」論は、観光地やまなざす対象から独立した観光者を

描いているので、観光者の経験を単純な「見る」行為に限定してしまい、つまり観光

者による記号とイメージの収集及び消費活動の一種としてしか捉えていない。「まなざ

し」論は、ポスト・モダンの観光研究としてみることができるが、その本質は、観光

事業のネットワークに関する標準的な数値分析とさほど異なってはいない

(Johannesson 2005:136)。いずれも、観光者とホスト、日常的なホームと非日常の観光
地というような明白な区別に基づいている。一方は「産業的」な生産者であり、もう

一方は、ポスト・モダンの消費者である。

日本では 15年ほど前から観光というトピックが人類学・社会学の研究対象に入れら

れ、主にブーアスティンとアーリの考察に基づく事例研究が行なわれてきた。具体的

には、観光を生み出すしかけ、観光がホスト社会に与える影響、観光によって創りだ

される文化の三つの視点による検討であり、総じてホスト側の社会が考察の対象とさ

れ、「観光活動が地域に与えるインパクト」を捉えようとする考察が主流を占めてきた。

その中で、太田好信が示した「文化の客体化」（1993）をはじめ、観光を担う「ホスト」

側の主体性に立脚し、ホスト側が自文化を客体化し、地域イメージを生産することを

通して自己のアイデンティティを形成する過程についての先行研究が蓄積されてきた。

「異郷において、よく知られているものを、ほんの少し、一時的な楽しみとして、売

買すること」という橋本和也の観光に対する定義も多く使われていた。ここの「よく

知られているもの」は無論、「広範囲にわたって普及されているイメージ」に置き換え

ても違和感が生じないであろう。21 世紀に入って、観光者による「観光経験」が注目

されるようになったが、観光はなお「日常的に身近にあふれるテレビの映像や情報、

雑誌、アニメ、映画などの様々なメディアによって醸成された、いわば『オリエンタ

リズム』的に切られて構成されたもの」（橋本 2011：19）、すなわち、依然として記

号の集まりとしてのイメージとしか見なされていない。さらに、観光研究の将来の展
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望について、橋本は、「個々の行為者の経験」がいかに「観光の現実」という全体像に

連接するかを強調しているが、「ひとつの観光現場に関与するモノ・ヒト・コトなどを

含むすべての行為者それぞれが想い描く観光イメージが相互にぶつかりあい、観光し

あう『観光の現実』を、『行為者レベルの連接』」（橋本 2013：23）に焦点を当てるこ

とだとしている。すなわち、「経験」と「現実」を考察する手がかりはやはり、「観光

イメージ」にあるとのことである。

この流れの中、1.1 の終わりで述べたように、「モノ」を主な考察対象とする観光研

究における論述は、ほぼ「みやげもの（souvenir）研究」に集中している。たとえば、
ネルソン・グレイバーンは、観光で手に入れるみやげものを、巡礼の長く辛い旅を経

験して獲得する「聖杯」となぞらえる。（Graburn 1997:28）べヴァリ・ゴードンは 1986
年にみやげものを五分類し、みやげものを「リマインダー（思い出喚起物）」と呼び、

聖なる旅の思い出となる経験を具体化するものとし、みやげもの研究に聖俗分離の構

造分析を持ち込む。(Gordon 1986:135)みやげものはこういう文脈では、その土地と恣
意的に、或いは強制的に結び付けられるものと認識される。また、「真正性」という観

点からみやげものをみる研究としては、マッカネルとコーエンが引用される。彼らは、

みやげものから観光そのものまでの「真正性」を社会的に構築される概念と主張し、

観光者によっても創造されているという（Cohen 1988：65）。以上の研究はいずれもモ
ノを意識と対立させた上で、モノを人間の意識の操作対象として扱っている。

以上で整理した先行研究はモノそのものより、人間によって取捨選択されるものと

してのイメージを重視しており、その中において、自然/文化、あるいはモノ/ヒトと

いった対立する二分法の下で、ヒトやヒトがモノを操作する意識を重視するという、

主客関係が明らかになっている。

このような従来の視点乗り越えようと、アーリは、観光にみる現代人の流動性から、

場所が次々に形を変えて消費・生産されるとともに、観光者のフローが世界中の社会

をつなげるという「動く文化」（アーリ 2003：xiii）に注目した。この事態において、
一連の規律、手続き、基準の確立が前提となっており、観光がそれぞれの場所に自ら

の可能性（アーリ 2003：x）を測定し、評価し、引き出すことができるという意味で、
「ツーリズムの再帰性」と見ることができると指摘している。観光研究においては、

観光化やグローバル化の波の中で、観光者やプランナーなどの外部アクターのまなざ

しを浴びながら、自らの「真正性/正統性」を再帰的に模索し提示し始めている過程に

ついて研究するという、「再帰性」に関する研究は多く出ている。アーリはこの「再帰

性」の視点によって、観光研究の考察の中心を「まなざし」から観光における消費の

対象である「場所」に移行させようとしているといえる。しかしアーリは依然として

観光消費を視覚中心のものと見ており、観光の「諸手続きは、とくにグローバルなテ

レビジョンやインターネットを通して、新しいとか異なっているとか、再パッケージ

されているとかニッチ依存型といった場所、さらにそういった場所にふさわしいイメ

ージを『発見』し、生み出し、市場化し、循環させる」と述べている（アーリ 2003：

xi）。すなわち、結局再帰性や消費に焦点を当てたアーリの試みもまた、「イメージ」
という表象の問題でしかなく、従来の枠を超えることができなかったのである。

このような限界にもかかわらず、アーリは場所とインターネットなどのモノへの注
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目の重要性を指摘し、これらのモノはこれからの観光研究では避けて通らなければな

らない重要な問題であるとしている。また、アーリは明言していないが、インターネ

ットのグローバルな普及によって、双方向的な情報コミュニケーション革命が発生し、

現在の観光者は受動的な客体であるだけではなく、恣意的な実践によって観光の場所

に変容をもたらす主体ともなりうる事態が起こっている。この中で、若い世代を中心

に、旅行者自身が文化資源を生み出し、それを共有していく形で観光活動が広がると

いう、従来の枠組みでは説明しがたい事例が現れている（山村 2009：4）。さらに、序

章で触れた人類学における全体論に関する議論の中で、ジョージ・マーカス（George
E.Marcus）は 1980年代以降の発展を再評価し、構成されたモノの中の不確定な境界に
おける公共性という論点は、インターネットによるコミュニケーションの出現によっ

て生み出されたという（マーカス 2010：37）。人類学的な関心もインターネットの出
現によって、イメージなどの表象の問題から、モノへと移行しつづけるといえるので

ある。

このように、観光者の実践や、インターネットを含むモノの動きや不確定な変容と

いった現象は、今までの観光研究では殆ど考慮に入れられてこなかった。それらの現

象を考察するには、新たな理論的な枠組みが必要となる。筆者もこれまで観光につい

て研究する際、グローバリゼーションの下での観光の目的地についてのイメージとい

う意味での地域イメージ（destination image）を中心として考察してきた。しかし研究
を進める中で、イメージは観光という実践の唯一の決定要因ではないうえ、流動性と

多層性を持ち、けっして固定されたものではないことを発見した。そして最も重要な

のは、インターネットを初めとする電子メディアやマスメディアによって大量なイメ

ージが制作され、流通している現実と、個人個人の観光者も地域イメージの制作・伝

達に加わり、アクターとして働いている新現象といった、今までの「イメージ論」で

はとらえきれない観光の実践が現に行なわれているということである。

よってこれからの観光研究では、観光における動的なネットワークとそれを形成す

るさまざまアクターを研究するアクター・ネットワーク論的なアプローチが要請され

ると考えられる。

1.2 アクター・ネットワーク論とは

従来の社会科学によって作られた「社会的表象だけの世界に囚われている自分たち

を発見するのがもう耐えられない」という発想から、アクター・ネットワーク論（ANT）
の創始者のラトゥールなどは、「モノが引き起こす現象ではなく、モノそのものに触れ

たい」と述べた（ラトゥール 2008）。モノを重視するといっても、それはモノの本質

を解き明かすという意味ではない。「アクター・ネットワーク論」は、いままさに進行

中の不確定な実存からの出発、そして関係からの出発によって、主体と客体、人間と

モノ、物質と精神といった絶対的な二分化を退ける。

アクター・ネットワーク論は、関係の生成16変化に注目し、ヒト、モノ等の諸断片的

な要素を、諸関係を構成する「対称的」なアクターと見て、それらのアクターが織り
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なすネットワークの動態のプロセスを把握しようとする研究枠組みで、最初は科学技

術を研究対象にしていたが、次第に人類学・社会学に浸透してきた。アクター・ネッ

トワーク論は、ヒトとモノの相互作用を対称的に扱う「対称性原理」（principle of
symmetry）を一番重要な論点としている（Oppenheim 2007）。また、アクターとネット
ワークは不可分であり、ヒトやモノといったアクターもそれぞれ自体がアクター・ネ

ットワークを構成する一部として働いている。関係の結び様が変われば、実在は性質

を変えて消えたり、別の実在になったり、新しい実在に取って変わるのである。即ち、

アクター・ネットワーク論のイメージの中において、認識、関係と存在は既に区別で

きない状態にある。さらに、人間以外のモノや人工物を同等な要素として議論に組み

入れ、実在は関係においてのみ成り立つという主張は、現実を漠然とした実在より、

関係の生成変化に等しいものと見ている。

アクター・ネットワーク論は、関係論的な観点からのアプローチであり、人または

モノだけに還元するアプローチとは異なった視角を可能にしている。そのため観光研

究においては、これまでのある組織の中での新しい技術の開発や知識の蓄積を議論し

てきた研究とは異なるような、人とモノといったアクターからなるネットワークの生

成と変化の過程に焦点を当てた仮説を立てることが可能になる。

1.3 観光研究におけるアクター・ネットワーク論的アプローチの

必然性、問題点及び可能性

1.3.1 観光研究におけるアクター・ネットワーク論の応用の必然性

1.1 で指摘したように、従来の観光研究においては、全体論的な視点と、モノに関

する考察が不足していることは明白であろう。この面では、アクター・ネットワーク

論のもつ全体論的な議論と、モノをヒトと対称的なアクターと見る研究の可能性が期

待されている。まずは、モノの面から見てみよう。

1.3.1.1 モノと「物質性」への注目

1.1 と 1.2 において整理したように、アーリが提起する観光における「場所－イメ

ージ」という研究単位（アーリ 2003：349）は、アクター・ネットワーク論において

は、場所とイメージは不可分である以上、場所とイメージの相互転換といった動きも、

もともと存在しないことになるのである。とくに、アクター・ネットワーク論の方法

論と存在論に通底する倫理性は、人間とモノ（生物、自然など）との共生といった従

来のエコロジカルな倫理ではなく、自然社会といった実態、サイボークというイメー

ジ、「擬似物体」としてのモンスター（テクノサイエンス）との関係倫理である
、、、、、、、

がゆえ

に、イメージと場所、モノを関係的に捉えることができるようになると指摘されてい

る（足立 2009：15）。

このような関係倫理は、ポスト構造主義的な記号論の姿勢からきたものである（Law
2002）。記号論は、ソシュールの言語学的研究において、ある言葉が、それが属するシ
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ステムや構造の中の他の言葉との関係性に依存しているという現象の重要性を主張し

ている。アクター・ネットワーク論は、記号論に含まれる関係性に焦点を当て、一種

の「物質性の記号論」（semiotics of materiality）として理解できる（Law 1999：4）。そ
こで、社会は「異種混交的な物質の類型的なネットワーク」（patterned networks of
heterogeneous materials）(Law 1992:2)として扱われるようになる。アクター・ネットワ
ーク論によれば、社会的関係の持続の前提条件は、社会的な相互作用を生成・継続さ

せるモノや物質（things and materials）にある（Callon and Latour 1981）。よって、観光
を含むいかなる社会現象も、人間社会の物質から切り離すことができない。このよう

な、関係的な物質性に、前に述べた対称性原理を加え、アクター・ネットワーク論は

“自然－社会”、“主体－客体”、観光で言えば“ホスト－ゲスト”といった近代的な存

在論における二元論を退けること、あるいは迂回することを目指している（Johannesson
2005：138）。このように、アクター・ネットワーク論はモノの表象的な意味ではなく、
物質性そのものに着目する方法論を提供している。

さらに、アクター・ネットワーク論という研究モデルの方法論的原則は、「アクター

を追う」(follow the actors)（ラトゥール 2005：68）ことであるので、観光におけるイ

ンターネットや SNSといった電子メディア、そしてアクターとして観光そのものや地
域に働きかける観光者といったアクターによって実在が生み出される過程を記述する、

観光研究においては今までにない発見的な視点である。

ヨハネッソンは、以下の二つの理由に基づき、アクター・ネットワーク論はエスノ

メソドロジー的な方法論を拡張するものとして、観光開発の研究においてとても有効

であると主張している。まずは上で論じてきたように、社会的な世界の関係的な物質

性（relational materiality）を研究することが可能になる。次は、アクター・ネットワー
ク論は複数の関係的な配列（multiple relational orderings）を解明することで、観光地/
観光の場所の空間性（spatiality）の多様な形についての分析を可能にしてくれる。
（Johannesson 2005：133）それでは、アクター・ネットワーク論における空間性とは
如何なるもので、それをどのように観光研究に応用できるかについては、次節で見て

みよう。

1.3.1.2 観光の場所における「全体」を多元的な空間性で把握する

アクター・ネットワーク論を応用するとき、「場所」（place）と場所の「空間性」
（spatiality）を基本的な視座として据えるべきだという主張が多い。心理学者のガーゲ
ンは、物事を関係論的に記述する際に、「場所とりの論理」（logic of placeholders）が発
見的な方法となっているという。ガーゲンによると、人間という存在が名前（言語）

によって表現されたとき、言語による断絶の意味はすでにその表現に含まれており、

その断絶を乗り越えるために、個々の存在が関係の生成物（emergents）として理解で

きるような場所
、、
を確保しなければならない。その場所取りの論理によって、存在の名

前（言語）は、名前自体に先行する、関係的な過程の中で創造された構造として認識

できる。すなわち、場所を確保することによって、関係的な過程の副産物としての「複

数の物質的な実体」（physical entities）を理解することができるという。このように、
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モノや物質性を理解する先決条件として、場所という概念が打ち出されているのであ

る。

また、近年の観光研究の分野では、実践（practice）あるいは行為（performance）
への視点を提唱する研究が多く現れ、いわゆる「行為への転換」（performance-turn）が
見られるのである(e.g.Sheller and Urry 2004)。観光研究におけるこの転換は、静態的な
ネットワークや視覚的なまなざしといったような次元の記述から、研究の焦点をずら

そうとしている。この発展もある意味で、“ホスト－ゲスト”、あるいは“消費者－

生産者”という二分法を越える試みとしてみることができる。すなわち、観光を記号

の視覚的な消費やイメージや、あるいは地理的な容器や境界付けられた場所に還元せ

ずに、観光の流動性
、、、

と多次元性
、、、、

（fluidity and multidimensionality）を捉えるという模索
である。この観点からみれば、観光はもはや単一な現象としては捉えきれられない。

観光は、グローバルで文化的な経済の一部と、「場所を物質的な自然、社会的な関係及

び推論的な概念を生産する」複雑な過程（Baerenholdt et al. 2004:79)として見られはじ
めている。したがって、観光は多様な移動性と空間性を備えている。特に観光は、異

種のネットワークの中の複数の流動性と出来事を含むような場所における実践と見ら

れているため、異なる種類の空間性に依存しているといえる。Crouch(2002)は、観光に
おける空間の主な特徴が、物質的及び比喩的なところにあり、観光における複雑な記

号的な過程は、観光及び観光地の意味を生産すると論じている。また、観光ネットワ

ーク（tourism networks）は、複数の一次元時間―空間（one dimensional time-space）に
おいて固定された中心点の間の関係からなるとみなされる（Johannesson 2005：135）。
これらのネットワークは地域的なもので、異質なアクターの物質的な近接に基づくも

のとして描かれている（Baerenholdt et al. 2004:79)。
場所の空間性への考察にアクター・ネットワーク論を援用し、観光にも触れたオッ

ペンハイムは、その著書の Kyongju Things-Assembling Placeにおいて、韓国の慶州を一
つの場所として考察した。オッペンハイムは、場所は存在、実践或いは効果に関して

あらゆる空間的な次元の性質を持っているが、それは実践を通して構成されるものだ

と論証した（Oppenheim 2008：12）。
観光研究における視覚中心の議論とひきかえ、オッペンハイムは単なる「視覚」

（vision）ではなく、移動する光や立脚地といった、視覚のあらゆる物質的な側面を考
察の対象とする。彼は、南山という観光地を、「『言葉』（words）だけでなくモノの物
質的な側面の集まり」（Oppenheim 2008：115）として見ようとしている。すなわち、
モノの物質性、関係性及びモノの動く過程を含めて問題視する立場である。オッペン

ハイムは次の事例をあげている。彼は南山でのフィールドワークの中で、南山のロー

カルな宗教団体「仏陀村」の会員に出会った。その会員はある破損した石の表面にあ

る、あまり見えない仏像を指差し、それがごく最近、地域の歴史学者であるソン（Song
Chae-jung）が発見したものだと説明する。歴史学者のソンは、南山の道をよく歩いて
いた。ある日の昼過ぎの 4時頃の「その瞬間」（at that moment）、「その低角度」（in that
low-angled）の光の中で、ソンはこれまで見たことのないものを見つけた。この「偶然」
の発見は、また南山という全体性（holism）を立証するものとなったとオッペンハイ
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ムは強調している。さらに、視覚、啓発、光の物質性といった要素のエージェンシー

の関係性は、全体として総合的に考えるべきだと論述している（Oppenheim 2008：115、
129）。
この記述の中で、場所の過程的、あるいは相互関連的な性質と、その性質が観光者

の実践によって観光ネットワークの空間において作られる過程が強調されている。し

たがって観光は、異なる種類のネットワークから生成し、複数の移動性を伴うという、

地域における実践として見られはじめている。同時に、場所が形作られる制限も指摘

されている（Coleman and Crang 2002）。バーレンホールドは、場所の固定性（solidity of
place）についてこう指摘した。

観光地は、観光者の行為の舞台だけではあるまい。観光にとって、場所の物質的

な性質と固定性は紛れもなく肝心なのである…観光者は、場所の物質的な固定性と

連動しなければならない…よって、観光者が場所を消費することは、縺れ合う場所

の物質的、社会的及び文化的な構造の複雑性をネットワークによって接続させる一

種の方式である（Baerenholdt et al. 2004:31 筆者訳) 。

言い換えれば、観光の場所は、異なる移動性によって安定化（stabilize）・固定化さ
れてもいるのである。この移動性は、人、金、情報、イメージとブランドといった異

種の要素からなり(Sheller and Urry 2004）、アクターのネットワークを通じて、随時作
られ、安定化されてゆく。よって観光地は他の場所と同じく、流動的な配置（mobile
arrangements）であり、人間と非人間のネットワークの中を回る、それらのエージェン
トの指示の効果として理解できる（Hetherington 1997:191）。
アクター・ネットワーク論は、“主体－客体”や“ホスト－ゲスト”、“部分－全体”

といったような二分法を退け、アクターとネットワークを分けて見るのではなく、移

ろいやすい新たな全体として、捉え直そうとしている。ローは、このような全体論的

な観点を、「安定性」への過程として定義している。彼は、ネットワークの中の諸要素

/アクターは、それらが連鎖や関係性の中における位置によって、自らの空間的な完全

性（spatial integrity）を獲得するのであると見ている（Law 1999：6）。そこで獲得され
るような完全性において、連鎖の形状の安定性を維持している。このような完全性を

持つネットワークは、鉄道ネットワークやソーシャルネットワーク、観光ネットワー

ク等、複数として地域をなり立てているという（Law 1999：7）。そして、こうしたネ
ットワークと地域との関わりあいの中で、人々の実践が生まれていくわけである。

また、アクター・ネットワーク論に近い論者のストラザーンは、部分と全体におけ

る関係でなく、部分と部分の関係における全体のアナロジカルな展開に基づいた、比

較を対象自体より見出すという、「部分的連接（partial connections）」（Strathern 2004）
という方法を見出した。ストラザーンは、アクター・ネットワークと共通するところ

の多いこの比較法によって、従来の比較法が前提とする、部分が一つの全体を構成し

システムの一部をなすという認識を批判している。そのような部分/全体の一体が個別

に並んで関係づけを待つという見方ではなく、全体がみえない部分が別の同類の部分

と関係を形成し合い、その関係によって全体の在り方を新しくイメージさせていく（春
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日 2011:12）という観点である。橋本は、この「部分的連接」モデルに従って、「部分」

ともいえる個々人の観光経験がいかに「全体像」となる「観光の現実」に「連接」す

るのかについての研究が不可欠であると提唱している（橋本 2012:21）。

このように、アクター・ネットワーク論における全体論的な思考は、純粋で同一的

な全体をとらえる考えではなく、異種のアクターの活動と、活動の中におけるネット

ワークの生成において、ヒトとモノを対称的にかつ詳細に記述することによって、存

在をとらえ直すものである。このような全体論的な分析作業によって、一つの原因か

ら起った部分的な現象や、部分の集合としての全体像ではなく、アクター・ネットワ
、、、、、、、、、

ーク全体
、、、、

の安定化のメカニズムを示すができるわけである。

以上の先行研究を踏まえ、アクターのネットワークによって現実が生み出される過

程を記述し、場所における多元的な関係性に注目する概念を観光研究に応用すること

で、観光地を全体として捉えることもできるようになり、観光地における様々な事象

に対する新たな発見ができると筆者は考えている。

1.3.2 観光研究におけるアクター・ネットワーク論的アプローチの先行研究

と問題点

観光研究においてアクター・ネットワーク論的アプローチをとる事例分析は非常に

少ないが、3.1 で触れたように、アクター・ネットワーク論に基づく研究の可能性と

展望に関する論述が近年出ている（Johannesson 2005;Moore Susan , Newsome David
2009;Ren Pritchard＆Morgan,2010;Ren 2011;van der Duim 2007;van der Duim＆Ren 2012）。
van der Duim（2007：962）は、それらのアクター・ネットワーク論による研究は主に、
対称性原理（principle of symmetry）、アクターを追うこと（follow the actors）と、「翻訳」
（translation）の過程に焦点を据えるという三点において、観光研究に役立つであろう
と論じている。対称性原理は上に述べたように、モノも人間と同じように扱うという

論点であり、記号の恣意性に疑義を呈する上、モノの物質性を射程に入れようとして

いる。その上で、ヒトやモノといったアクターがネットワークを構成していくプロセ

スに注目し、それぞれのアクターを追うという方法論に導くことになる。このとき、

アクターらが相互行為によってネットワークを構成し、相互的に組織（organize）する
過程は「翻訳」（Callon 1986:226）と呼ばれる。アクター・ネットワーク論はいわゆる
社会理論としてより、人間とモノという異種混交のアクターが連鎖することで生成す

る一時的かつ可変的な「アクター自体の世界構築活動（actor’s own world building
activities）」(Latour 1999:21)を探求する方法論として使われている。その際、個々のア
クターを安定した要素とは考えず、常に自分自身を変化させ、相互関係を再定義し、

新しいアクターを動員しながら動的に機能するものとして捉え、アクターは他のアク

ターを巻き込めば巻き込むほど強力となり、「アクター自体の世界」（actor’s own world）
も安定化するものと考えられている。そしてアクター・ネットワーク論では、この諸

アクター間をつないだり、アクターの実践・行為を規定したりする動的過程を、「翻訳」

という概念で記述している。

言い換えれば、翻訳とは、特定のアクターが他のアクターの特性や意図を自らに都
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合の良いように読み替えて、それらを「動員」することである。極端に言えば、翻訳

とは、二つの異なるものを同等のものにする過程であり、働きである（Law 1999:8）。
カロンの論では、動員されるアクターは抵抗や反逆、そして自らのネットワークへの

再「翻訳」が可能であり、その結果としてネットワークの可逆的で不安定である点が

強調される。この際、ある現実や実践は一つの存在として成り立っているのではなく、

様々なアクターが翻訳という過程によって構成される相互行為のネットワーク、ある

いは「アッサンブラージュ」（Latour 2005）として分析すべきだとされている。デンマ
ークの観光研究者のヨハネッソンは、「翻訳」という分析概念に内在する力は、異なる

アクターによるネットワークにおける実践に光を当てることで、社会的な世界の関係

的なモノや「物質性」（materiality）を研究することが可能になると述べている。次は
まず、アクターの翻訳過程に注目する観光の事例研究を見てみよう。

1.3.2.1 翻訳過程を辿る

翻訳過程と「地域、ネットワーク、流動体、火」

アクター・ネットワーク論を参照し、観光と観光にかかわるアクター間の相互作用

に注目する事例研究として、アンドレア・デ・アントーニ（デ・アントーニ 2013：81

－93）の「死者へ接続するツアー－現代京都におけるダークツーリズムの再考」が挙

げられる。この論文は、京都怪談夜バスツアーにおける体験の関係性に注目し、それ

が様々なアクターたちの相互作用によって戦略的に構築されることを論じた。ツアー

を構成する様々なアクター（提供者、ガイド、バス、音楽、怪談、塩など）によって

参加者たちの体験は段階的に方向付けられることを提示した点で、デ・アントーニの

論文は観光研究において斬新である。他方で、心霊スポットでの参加者の体験を理解

するため、様々なアクターが行う翻訳過程によって心霊スポットがネットワークとし

て構築されることが注目され、翻訳過程が行なわれる回数に従って、そのネットワー

クがさらに強くなり、現実化されることも焦点化された。最後に、モノのネットワー

クによって死についての記憶がアクターとして構築されると論じられた。

デ・アントーニはこの論文で、観光地がアクターの翻訳過程を通じて、ネットワー

クとして構築される力学を記した。しかしながら、 デ・アントーニの関心は依然とし

て「フィールドワークによって収集したエスノグラフィックなデータに基づき、供給

と需要間の相互作用」（デ・アントーニ 2013：83）にあり、モノはここで人間によっ

て「戦略的」に利用される対象である一方で、モノそのもののエージェンシーへの注

目は皆無といっていい。

アクター・ネットワーク論から見れば、あらゆるアクターは関係の一部であり、ハ

イブリッドで、翻訳の媒体となるエージェントでもあり、ネットワークの中で他のア

クターとの関係を紡いでいくのである。このエージェンシーは「人間と非人間の行為

の集合的な能力をあらわしている」（Cloke and Jones 2004:193）。デ・アントーニのよう
に、あらかじめ観光の供給側や需要側を設定しその力学を分析するより、いわゆる「翻

訳」は、コミュニケーションを成立させる、もしくは連結を作る過程（Brown 2002:5）
としてみることがより適切であろう。翻訳において、その過程には翻訳されるものと

翻訳者、及び媒体（medium）の三角関係が存在する。そして翻訳自体は、物質的な中
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間媒介物（material intermediaries）に依存しており、ヨハネッソンはこれを「メッセー
ジ」とみている。ローは、翻訳に内在する意味に注目し、「翻訳は動詞であり、変換と

等価性の可能性を含めている。翻訳は、あるもの（たとえばアクター）が他のもの（た

とえばネットワーク）を表す可能性でもある」と述べ、重要な点は、モノが翻訳され

るときは、必ずあるものがある程度変換されることであり、翻訳はこの意味でいつも

元の形を取らない裏切りとなるという（Law 1997）。従って、翻訳されたアクターは元
のものやそれ以上のものではなく、元のものと同様でありながら、違ったものとなる。

このように、あらゆる交流は翻訳であると解釈され、その過程はわれわれの生活に内

在しているのだ(Johannesson 2005:140)。
この観点でみると、「需要側」とみなされてきた観光者は、異なる時空間において、

翻訳者であるとともに翻訳される対象として認識できる。観光者は、観光実践を通し

て観光地を翻訳している。たとえば、写真の撮影や土産物の購入といった実践は、場

所を観光者のネットワークに翻訳し、ネットワーク間の交流を建設・規定する。ここ

で写真や土産物は、場所の翻訳過程におけるエージェンシー、つまり仲介媒介物とな

る。佐藤善之（2010：115）は、アニメやゲームのイラストが描かれた絵馬を含む「オ
タク関係」の文言が書かれた「オタク絵馬」と、アニメやゲームの「聖地巡礼」と呼

ばれる観光行動との深い結びつきを考察した。このような、聖地におけるオタク絵馬

は、神仏への祈願のシンボルであると同時に、キャラクターのシンボルでもある。想

像の向こう側にある聖地を現実の場へと重ね合わせるために奉納されているのであり、

こうして生まれた聖地は他者との共有が可能になるという。結果として巡礼者たちは

キャラクターを介した想像上のコミュニケーション空間を、現実の場において手にす

る。このように、オタク絵馬により、キャラクターと観察者、そしてキャラクターの

場へと降り立った奉納者によるコミュニケーションの空間が形成されていくと述べら

れている（佐藤 2010：126）。
佐藤が論じた「オタク絵馬」はまさに、オタク巡礼者たちが現実の観光地をヴァー

チャル空間（佐藤の言葉を使えば想像上のコミュニケーションになる）に翻訳する仲

介媒介物として働いている。インターネットをはじめとするメディア発展によって、

観光地をヴァーチャルな場所へと翻訳するという観光者の実践はますます活況を示し

ている。中国人の北海道観光の場合、若い観光者は殆ど自らの観光実践を中国版ツイ

ッターの weiboに発信するという翻訳を行なっている。次々と来道する中国人観光者
は、またこの weiboにおける北海道のシミュラークルを媒介とし、現実の北海道を翻
訳してゆくのである。ここの weiboにおける北海道に関するメッセージはまさに仲介
媒介物であり、その物質性（短い文字数の制限、写真の配置など）が、中国人の観光

というネットワークにおいて重要なアクターとして働いているのである。というのは、

weiboにおける発言には、140文字というかなり厳しい文字数の制限がかけられている。
それは、文字数が多ければ多いほど、それを見る人の関心が失われていくと予想され

ているためである。なるべく簡潔な文章に、より興味をそそるような写真がつけられ

る発言が好ましいのである。このため、複雑なストーリー（アイヌの歴史や科学館の

展示についての説明）より、一目瞭然な綺麗な自然風景と食欲をそそる食事の写真、

さらには中国と異なる日本の風習がより関心を引くものとなっている。
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一方、観光プロモーターや観光地で暮らす人々も観光者を翻訳する。顕著な例とし

て、観光者は人数や経済的な成功や失敗に翻訳される。これは、翻訳過程が一種の「相

互規定と記述」（Callon 1991:143）であるという現実を示してくれる。北海道の観光業
界を例とすると、中国人観光者は人数や経済効果で計られると同時に、台湾、香港、

本土（沿岸部大都会と内陸部、南部と北部など）からの観光者それぞれに対して、異

なる対応を行なうという「エスニック分業」も実施されているのである。

この翻訳概念は、観光のネットワークにおける不確定な、「アッサンブラージュ」の

作業（work）（Johannesson 2005:140）に着目しているものである。ヨハネッソンは、ア
イスランドの Pingeyri村の観光プロジェクト「目的地ヴァイキングプロジェクト」
（Destination Viking Project）における翻訳過程を記述した。この翻訳過程では、物質は
集合的なアクターとして、地域住民の実践と連動し、観光発展と地域社会とかかわる

有意義な語りと人工物を生産したという（Johannesson 2005:144）。地域住民の実践過程
はここで、プロジェクトの物質化であり、指示と空間性の諸類型の間における干渉と

かかわりあっている。最後に、ヨハネッソンは、矛盾で複数として存在する指示に関

するアクター・ネットワーク論の近年の論述を取り入れた。それは、ローとモール(2001)

が提示した「地域
、、
、ネットワーク
、、、、、、

、流動体
、、、

、火
、
」（regions , networks , fluids and fire）と

いう四種類の場所である。これらの場所の空間的な次元は、それらの関係性において

あらゆるアクターと実践を規定することができるという（Johannesson 2005:142）。
近年、アクター・ネットワーク論は普及してきているとはいえ、科学技術や経済モ

デルなどの限定された領域にとどまる傾向がまだ続いている。宮武はアクター・ネッ

トワーク論について、人とモノの織りなす過渡的な生成のプロセスを理解する上でそ

れは有効だが、ヒトとモノを極端に対称化したネットワークを想定し、分析対象が拡

散してしまうという限界を持つと指摘している（宮武 2007）。この指摘のように、観

光には、地域の様々な観光資源とみなされたもの、観光プロモーター、観光者、旅行

会社、地域住民、役所、さらにはインターネット、SNS、人間の五感、観光者の出身
地などなど、数え切れない人とモノが関与している。その中でいかに考察の対象を絞

り、より有効的にアクター・ネットワーク論を応用するかは解決すべき課題となる。

分析対象の拡散のほかに、科学技術を対象にしていたアクター・ネットワーク論は、

人の側の様々な襞や深みをあまり問題にしてこなかった点と、地域における出来事や

事象を、人、モノ、言葉（記号）のネットワークの動態を対象とするには、十分な分

析概念を必ずしも備えていないことが指摘されている。従来観光研究のなかにもとも

と存在している「地域イメージ」という分析概念は、観光研究へのアクター・ネット

ワーク論的アプローチの中に新たなボキャブラリーとして付け加えるべきものである

と、筆者は考えている。同時に、異種の空間的指示と絡み合う翻訳過程を通じて生成

する観光現象における空間性は、以上の地域、ネットワーク、流動体、火という四つ

の場所の隠喩を利用すれば、より繊細な研究を展開することができよう。

ヨハネッソンは、アイスランドの Pingeyri村の観光プロジェクトにおける「地域
、、
」

を、関係的に移動的な場所として考察し、地域が観光プロジェクトのネットワーク
、、、、、、

空

間に参入することで、その性質や光景が変わったという（Johannesson 2005:145）。その
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研究によれば、観光プロジェクトは常に移動するもので、地理的な空間で移動するが、

ネットワークの空間ではその形状を保っている。同時に、観光プロジェクトにおける

ヴァイキングの性質は非常に（液体のように）流動的なもので、異なる表象/バージョ
ンとして現れてくる。言い換えれば、このヴァイキングプロジェクトのイメージは、

地域内のところどころによって類似的かつ違う方式で行なわれている。よって観光プ

ロジェクトの流動性は、その変身する性質に依存しており、プロジェクトをみる様々

な方法の可能性を提供してくれるとされる（Johannesson 2005:146）。この可能性が空間
を通してプロジェクトを動かす過程は、アイディアから実践への、地域と流動の空間

との干渉から生成する翻訳であるという。

ローとモール(2001)の最後の隠喩は火である。火は基本的に「不連続性の効果として
の形状の連続性」 (the continuity of shape as an effect of discontinuity , Law and Mol
2001:615)を指しており、連続性は突然で不連続的な運動の中で成し遂げられるものだ
と述べている。従って形状の連続性は、現存と不在の関係によって形成され、「現存す

るモノの不変性は、その時に不在のものや、モノの他の状態によって決められている」

（Law and Mol 2001:616）。火の隠喩は、観光や観光地の生産と消費を研究する際、想
像と記憶を考慮に入れる可能性を開いてくれるという（Johannesson 2005:146）。観光の
連続性は大きな意味で、場所における以前のアクターの不在、言い換えれば、今は不

在であるが、以前の活動のエージェンシーによって現在の場所に働きかけ続けるアク

ターに基づいている。バーレンホールドは、博物館や、度々の観光者の訪れで生き続

ける観光地は、大多数の場合不在の時空間によって作られ、今の時代もその不在に依

存していると指摘する（Baerenholdt et al. 2004:79)。歴史遺産に基づく観光プロジェク
トもいろんな意味で、「火の空間性」、つまり継続性を指示する実践に依存していると

ヨハネッソンは述べている（Johannesson 2005:146）。
ヨハネッソンの考察は、主に地域住民が観光開発に参加する実践における翻訳過程

に関するものであり、地域、ネットワーク、流動体、火といった隠喩の応用は少なく、

紹介程度にとどまっているといえる。なお、観光者の実践における翻訳過程、地域イ

メージの共有化における火の空間性については触れていない。ただ、3.1 で引用した

Kyongju Things-Assembling Placeにおいても、ローカル・ナショナルなアクターのエー
ジェンシー及びその相互作為の中で生成する地域が描かれているが、外国からの観光

者についての論述は見られないうえ、彼らのインターネット利用やヴァーチャル空間

における南山や慶州についての論述も皆無であった。次節では、まず観光者の実践に

おける「予想の転換」を「流動体」の空間で見てみよう。

観光者の「翻訳」における「予想の逆転」

上述の通り、観光における様々な出来事は、従来の「観光の需要―供給」図式でみ

ると、単純化されてしまい、地域・旅行会社の考え方と観光者側の考え方の根本的な

逆転を見逃す恐れが大きい。本論では、このような出来事を観光の実践という、アク

ター・ネットワークの中で捉えたい。そうすると、ホルブラード(Holbraad 2010：67－
85)が記述したキューバの賭博と卜占の事例が参考になる17。

ホルブラードは、ハバナでフィールドワークを行い、ボリータ（Bolita）籤と呼ばれ
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る賭博と、イファ（Ifa）と呼ばれる卜占に関心を持った。この両者は、いずれもある
結果を予測する行為であるが、「理由」とされるものは、全く異なったプロセスで導か

れるものと説明されている。イファの卜占では、占い師は 256 種類の「徴」（signos）
に対応する神話の知識によって、物事の理由（reason）を示すのである。このような解
釈の方法は、出来事の理由を外部の神話やコスモロジーに求め、出来事をその結果と

考える点で原因的であり、これまでの人類学で呪術や卜占の理由として知られたもの

だと、宮武が論述している（宮武 2012：5）。一方、ボリータ籤の方法は、六桁の数

字を三組の二桁の数字に分け、その中の○○から九九の数字を当てるもので、その組

み合わせによって掛け率が異なる(Holbraad,2010：74）。二桁の数字のそれぞれには、
ラ・チャラーダという象徴的な意味が付与され、賭ける人々は日常生活の様々な出来

事から賭けるべき数字を恣意的
、、、

に予想して決める。すなわち、日常の出来事はチャラ

ーダの象徴的番号のフレームを利用して数字と結びつけるのである（宮武 2012：4）。

宮武は、以上の卜占と賭博は未来を予測する行為としては同じであるが、全く逆転

した過程でその予測は行なわれていると指摘する。つまり、賭博では何か（something）
を推測するために人々が生きる世界におけるあらゆるもの（anything）が用いられるの
に対して、卜占では人々が生きる世界における全てのものを推測するために何かが用

いられるという（宮武 2012：6）。この二つの逆転したプロセスをホルブラードは図

1のように示している。

徴 世界

（1/256）

イファ神話

卜占

賭博
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世界 チャラーダの象徴 ボリータ籤

（1/100）

図 1 卜占と賭博における予想の逆転（Holbraad,2010：77より、日本語訳は宮武 2012：6－7参照）

このように、前者の卜占では、徴が構成する 256 種の認識世界（logocosmos）によ
って、人々が現実世界のあらゆる出来事が説明される。逆に賭博においては、現実世

界で体験するあらゆる出来事によって、賭ける籤番号が導き出される。宮武は次のよ

うに指摘した。二つの逆転したプロセスにはいずれも、イファ神話とチャラーダの象

徴的意味が媒介項として介在するが、これらは出来事を概念に変換するフレームのよ

うに、出来事でも偽りでもないシミュラークルとして働いている（宮武 2012：6－7）。

観光の現場では、観光者の個々人が様々な実践の可能性を任意的に組み合わせ、自

らの観光ルートに導いてゆく実践が行なわれている。実際、観光地としての地域にお

けるローカルな主体が予想する観光者の実践と、実際の実践との間にずれが生じる。

それは、観光の提供者であるアクター側の予想と、観光者の実践のパターンは、逆転

したプロセスによって導かれるからである。前者の予想は原因論的な発想で、地域の

今までの観光資源とみなされたもの（something）を観光者に提供する。後者は、地域
の全てのものやイメージ、及び観光の中で経験するあらゆるもの(anything)を用い、自
分の新たな実践を「制作」しようという実践である。これら二つのプロセスは、まさ

にホルブラードが論述した卜占と賭博のように、逆転しており、いずれも地域イメー

ジが媒介のアクターとして介在している。図 1に倣って、以下の図 2でその逆転の様

相を示したい。

観光資源

とみなされるもの 観光商品

地元/観光者の嗜好

に合わせた地域イメージ

地域や

観光

プロモーター

が提供する観光
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観光者の実践

観光地に関する情報

（地域イメージを含めて）

観光地で体験する 観光者が収集した 新たな観光実践

あらゆる出来事 地域イメージや

個人の嗜好

図 2 観光実践における予想の逆転（筆者作成）

このように、観光者の実践は、すでにある一つの、あるいは一群のアクターの働き

に還元できない複雑なものになっている。ここで重要なのは、観光者と特定の、観光

資源と看做されているモノだけの関係ではないのである。実践に巻き込まれ干渉する、

様々なモノとの媒介過程を経て、特定のモノとして、観光者などのアクターが意図的

に特定のアクター・ネットワークとしての装置に入ることこそ焦点化されている。つ

まり、思わぬ出会いがランダムなつながりを生み出し、従来の観光研究に回収されな

い、多様性と差異に開かれた、複数の観光実践が展開されていくのである。

観光者によるひとつの実践が果たされる瞬間に、それにまつわるネットワークが新

しく生成され、そこから地域の流動的な性質が現れる。観光における様々なアクター

が、地域の中で運動できるのは、形状を変えながらも、流動的な空間において自己の

継続性を保っているのである。地域イメージで説明すれば、観光者も地域も地域イメ

ージをアクターとして動員し、イメージから実践へと翻訳してゆくが、結果として異

なるネットワークが生成する現状が頻繁に見受けられる。その原因は、図 2で提示し

たように、根本的な「予想の逆転」にあるのである。

観光における個的実践の共有化

図 2の下半分で提示した新たな実践は、個別の実践であり、その実践はいろいろな

アクターを動員し、果たされる瞬間には新しいネットワークができるようになる。従

来の観光研究では、このような個的な実践は殆ど、マスメディアや旅行業者の影響を

強く受け、可変性は非常に限られたものとみなされ、実践自体の影響力や浸透力はあ

まり存在しないとされてきた。21世紀に入り、観光者の観光経験を重視し（橋本 2011）、

観光者が観光地のイメージに微細な変化を加えると主張する研究（遠藤 2001）が行な
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われるようになり、特に前者の橋本和也はアクター・ネットワーク論に関心を持つよ

うになり、地域イメージに関しては、アクターそれぞれが持つイメージが相互に干渉

し合うという連接を求めるべきだという関係論的な関心を提唱するようになった（橋

本 2013）。しかしこれらの最新の研究はいずれも、観光の実践とイメージ、すなわち

物質と意識、自然と文化という従来の枠組みを越えることがなく、アクター・ネット

ワーク論をはじめとする人類学における存在論的な探求を応用できるとは言いがたい。

そこで、「アクターそれぞれが持つイメージ」の相互関係より、アクターそれぞれの

実践にまつわる観光ネットワークがいかなる様相を呈するのかを見てみると、この中

では、観光実践を行う以前の観光者は、物理的な観光地の空間においては「不在」で

あり、彼らによる過去の実践もまた不在である。しかし、彼らの実践とそれに基づい

て制作される地域イメージが、新たに行われる観光実践の中で翻訳・共有され、更な

る実践へと導かれる一連のプロセスが循環するのである。したがって新しく生成する

地域イメージには、「不在」であるが継続的に働く過去のイメージが散りばめられてい

るといえる。これはまさに連結性であり、地域における「火」のメタファーの空間性

である。

更に、この「火」の空間性において大きな力を発揮するアクターとして、電子メデ

ィアという人工物にも目を配らなくてはならない。電子メディアはここで、アクター

であると同時に強力なネットワークである。インターネットのグローバルな普及によ

って、双方向性の情報コミュニケーション革命が発生し、観光者は受動的な客体では

なく、インターネットを利用し、観光実践における地域を「制作」・伝達・受容し、新

たな実践のネットワークに導いていくアクターともなっている。まず、インターネッ

ト上で伝わる観光実践によって新たな観光者が生み出される。従来は、ガイドブック

やパンフレットが観光者を誘致する媒介であったものが、現在ではブログや SNSによ
るインターネットにおける観光者の観光実践に関する「口コミ」・イメージが観光者を

生み出す主因となっている。そして次は、インターネットを通して観光者の意見が地

域に届くようになる。インターネットを介し、観光者と地域が直接に意見交換するこ

とが可能になる。観光者の観光実践や、観光者によって新たに作り上げられる地域イ

メージが、地域に反映されるようになっている。したがって、観光者の実践が、地域

の観光開発につながっていく事例も少なくない。

ここで注目すべきなのは、「地域」というものを流動的な空間かつ共通言語として、

インターネット上のコミュニケーションが、実際の場所である地域におけるコミュニ

ケーションへと展開させる大きな原動力となったことである。この中において、様々

なアクターがネットワークで接点を持ち、互いに関係を構築する中で、地域と観光者

の交流はより感性的なものとなる。そして、この地域は、実在する地域としての観光

地でも偽りのものでもない、「北海道」のシミュラークルとして複数で働くと考えられ

るので、筆者は本論文において研究対象の地域としての「北海道」をかぎ括弧に中に

入れることで表現していきたいと考えている。そして本論は、そのありさまを明らか

にし、そしてそれらの複数性を地域に帰属する特性ではなく、地域が観光の場所とし

て生成されるパターン/フレームに帰属する特性として考察するつもりである。すなわ

ち、観光実践におけるイメージやヒト、モノが、いずれも電子メディアというグロー
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バルな科学技術と連動して越境するような、従来では想像もつかない膨大なネットワ

ークとなりうる事例研究である。これからの観光研究は、本論文のようなオンライン

研究を取り入れ、ヴァーチャル空間におけるネットワーク生成の過程への注目が必要

となるであろう。

ところで、「火」の空間性において、地域イメージは、それが共有されない場合はそ

の存在感を薄めていくが、大いに共有されるという極端な場合、膨らみ、浸透しあい、

ブラックボックス化される現実が見受けられる。その事例を次で見てみよう。

観光における地域イメージのブラックボックス化

アクター・ネットワーク論において、「ブラックボックス」は重要な概念である。こ

の用語はもともと、サイバネティクスの分野において、機器の一部や命令の集合があ

まりに複雑な場合に常に用いられ、機器や命令の代わりに、入力と出力しか知る必要

のない小さな箱を指すのである。科学技術への社会学的/哲学的/歴史学的なアプロー

チも概ね、ブラックボックスを対象として研究を行っている。ブラックボックスはコ

ンピュータや車、またはテレビ等の人工物が正常に働く状態を指しており、その状態

においては、人工物とその仕事を構成する多様な電子部品や人間の介入からなる複雑

なネットワークが見えなくなっている。

ラトゥールは、コンピュータ科学者のジョン・ウイッテカーによる DNAらせんの三
次元画像制作プロジェクトの終始を、「ブラックボックス」という概念に基づき描き出

したのである。ウイッテカーは、自らの研究プロジェクトをはじめる際、いかなる結

果が出るかを知るすべはなかったが、彼にとって問題を生じない要素が少なくとも二

つあったと、ラトゥールは指摘している。それは、DNAの二重らせんという形と、デ
ータ・ジェネラル社製のコンピュータという二つの要素である。ウイッテカーに関す

る限り、二重らせんとコンピュータは二つのブラックボックスである。それは、それ

らの歴史がどれほど論争的であろうとも、その内部がどんなに複雑であろうとも、そ

れらを維持するのにどれほど大きな商業的、学術的ネットワークの存在があろうとも、

ただその入力と出力だけが考慮される（ラトゥール 1999：5）からなのである。ラト

ゥールは、ウイッテカーの研究過程をフラッシュバック18することによって、科学的事

実としての二重らせんと、技術的人工物としてのイーグル・ミニコンピュータという

二つのブラックボックスが借用され、そして開けられ、多数の人々がその中に入って

いく中で、自らの研究を進展させて将来をかけるといったことを描き出している。

総じて言えば、アクター・ネットワーク論においては、個々のアクターは不安定で

流動的であるが、各々のネットワークが相対的に安定して一定の持続性をもつに至る

と、それらの形態や性質が「ブラックボックス」という、比較的に確定的なものとな

る。したがって、ブラックボックス化（punctualization）というのは、複雑なアクター・
ネットワークがブラックボックスとされ、他のネットワークと連鎖し、より広いアク

ター・ネットワークを形成する過程であり、科学や技術の成果が、その成功それ自体

によって不可視になる過程を指示する科学社会学の表現である（ラトゥール 2007：

403）。ラトゥールによれば、機械が効率的に稼働しており、事実に疑念の余地がない

場合、インプットとアウトプットだけに焦点を当てればよく、内部の異種混交的な機
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構に着目する必要はなくなっている。したがって、逆説的ではあるが、科学技術は、

成功すればするほど、不透明で不鮮明なものとなってゆくのである（ラトゥール

2007：403）。

以上、ブラックボックス化というネットワークの安定化を通じて、特定の社会秩序

が作られる過程を描き出すのがアクター・ネットワーク論の特徴であり、主に科学技

術と社会的関係が絡み合うような事例を分析する方法論として効力を発揮してきた

（久保 2011：37）と指摘されている。また、足立は、アクター・ネットワーク論の

延長として人の側を研究する際、人の側の情動、記憶、言語もまた翻訳の作業を経て、

以上の段落で述べたような、アクター・ネットワーク形成過程で純化されたブラック

ボックスの一種と見られるようになると述べている（足立 2009：184）。アクター・

ネットワーク論において、社会的なもの（the social）は、生物的・経済的なものと対
立する意味での物質性ではなく、異なるモノ（things）が変化する仲介作用を通じて結
び付けられる中の「つながりの過程」（a process of association）として理解されている
のである（Latour 2005）。このようなつながりの過程の中で、ある程度安定したネット
ワークは、ブラックボックス19となり、このブラックボックスにおいて人とモノのネッ

トワークが徐々に安定化し、殆ど意識されずに維持できるようになってゆき、そのつ

ながりの形成の過程や構造が当たり前なこととして忘れ去られてしまうのだ。このよ

うに、マクロレベルでのアクター・ネットワークの安定化が進めば自ずとアクター自

身が関連の概念を翻訳することができ、それによってアクター自身が特定の動機と意

図の網の目に入っていく場合がある。したがって、このブラックボックスはただ、適
、

当な原因と結果への対応
、、、、、、、、、、、

として人々に理解されるようになる。その際、この適当にブ

ラックボックス化され、比較的に確定された関係というものが、諸アクターにとって

の「事実」となる。ローはブラックボックスの性質について、次のように述べた。

ブラックボックス化は常に危険であり、抵抗力に直面している。そのネットワー

ク自体が崩れて失敗する可能性がある。一方、ブラックボックス化される資源は、

無限な複雑性を避けて、社会におけるネットワークを手早く利用する方法を提供し

てくれるのだ(Law 1992：385、筆者訳）。

このような見方で観光を見ていくと、観光が比較的に安定しており、“地域―観光者”

の間である程度確定された対応関係（観光商品の提供、観光実践への対応が予想通り

にスムーズに行なわれる状況など）を伴う地域イメージを、事実として純化されたブ

ラックボックスの一種としてとらえることができよう。このブラックボックス化の過

程において重要な点は、地域が観光者の実践に対応することなのである。筆者の考え

では、観光者が地域イメージにより実践に導かれ、新たな実践を通してまたオリジナ

ルな地域イメージとして翻訳するが、一方で観光プロモーターや観光地で暮らす人々

も絶えず観光者を新たなイメージや実践へと導いている。後者の翻訳過程は、観光者

の人数や経済的な成功や失敗についての分析として、観光研究やマーケティング戦略

の策定の際にで取り上げられている。このような、ブラックボックス化される地域イ
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メージは、地域イメージを商品として購入し、それを深部で変換せずにそのまま消費

する観光者を生み出している。それとともに、地域におけるローカルなアクターをも、

ラトゥールのいう「単なる顧客」（ラトゥール 1999:237）とほぼ同義の「単なる観光
者」に関心を抱かせ、特定の対応をさせるようにしている。ここでは、ブラックボッ

クス化される地域イメージをインプットすれば、自動的に同じような単数形の「地域」

及び「単なる」/単数の観光者が生み出される。言い換えれば、特定の地域イメージが、
様々なアクターとの関わりあいの中でブラックボックス化されれば、単数形の「地域」

を生み出す装置として成り立っていくのである。そして、ブラックボックス化された

地域イメージを通してからこそ、地域を様々な単数形の存在として複数現れるものと

して考察することがはじめてできるようになる。例えば、物理的に同じ北海道も、地

域イメージに導かれる中国人観光者の実践との関係性によって、従来の日本人による

観光では見られない消費実践が見られたり、新たなマーケティングにつなげられたり

されることで、違った「地域」（換言すれば存在）となるのではないだろうか。

また、ラトゥールは、アマゾンの森林に関する研究において、いかにして世界（ア

マゾンにおける森林―サヴァンナの遷移）を言葉（森林―サヴァンナの遷移をめぐる

報告書における記述）に詰め込むことができるのかについて探求した（ラトゥール

2007：33－100）。本論文は、サイバースペースにおける北海道の地域イメージを分析

する際、ラトゥールによる研究を参照し、いかにして観光実践が文字、画像等の形で

イメージ化20され、インターネットに詰め込まれていくのかについて検討してゆく。更

に、ラトゥールよりも一歩進んで、その地域イメージがインターネット等によって伝

達され、再び消費されているうちに、いかにブラックボックス化され、地域の生成に

つながってゆくのかについて論じる。

無論、ある観光実践は、様々な地域イメージが幾重にも重なったものとしてとらえ

る必要がある。そこには、生成過程の地域イメージ（換言すればネットワーク）、事実

として純化されたネットワークとしてのイメージ（ブラックボックス）と、変容し消

滅しつつある地域イメージ（開けられたり、はずれるところで壊れたりするブラック

ボックス）、更に、上で述べた地域イメージを含めた観光実践としての観光ネットワー

クが錯綜し、相互に入れ子構造となっているのであろう。これらのすべての地域イメ

ージにおけるネットワークを追跡することは不可能である。後に述べる観光の事例か

らは、単一で不変的なものとされる北海道の自然や、「中国人観光客の趣味に合うイメ

ージ」や「日本人観光客好みのイメージ」といった単数形のブラックボックスに閉じ

込められないような多様な実践と、複雑な地域イメージが生み出されていることが見

受けられるためである。したがって、観光の全体像と各アクターの働き及びネットワ

ークの状態を把握するためには、そこにできたブラックボックスをあけ、そのネット

ワークのありさまを把握することが肝心となる。このため、筆者は、常に目の前の事

物や出来事、概念はなんらかのネットワークであることを意識しながら、研究対象と

するブラックボックス化した特定なネットワークを抽出し、ブラックボックスの形成

過程のメカニズムと、ブラックボックスを開けるような実践を明らかにして描くこと

が必要だと考えている。また、以上のようなブラックボックスの生み出す単数の自然

や地域イメージといった存在に対して、ネットワークを介した実践において、地域が
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「複数」のものとして生成してゆく過程を追跡することも可能である。そして、地域

の生成過程を全体論的に説明する為に、「ブラックボックス」は重要な概念である。次

の章でアクター・ネットワーク論に依拠しながら説明したい。

1.3.3 観光を通じて生成する地域の複数性

以上で提示したように、アクター・ネットワークを考えるには、空間性を考慮に入

れなければならない。それは、空間性が、モノの持続性を保持し、モノは空間を通し

て配置される（Law 1999:6）ためである。そのような空間性は、既知のものや、固定
化したものではない。その代わり、空間性は地域、ネットワーク、流動体、火といっ

た形を成しており、様々なネットワークを内包しているのである。地域を考察する場

合、人々が「社会的ネットワーク」に生きており、「鉄道ネットワーク」を利用して移

動し、とくに「コンピュータ・ネットワーク」（インターネット）を利用し自らの実践

を共有化するといった行為を、「観光のネットワーク」において様々な実践が重ねられ

ることとして追わなければいけない。よって、地域は様々なネットワークから構成さ

れているといえる。この意味で地域はネットワークの一部であり、ネットワークとの

関わりあいの中で、不整合かつ複雑で、一つの単純な空間的な形に純化できないもの

（Law 1999:7）となってゆく。それは、次のように地域の複数性を生み出してゆく。
アクター・ネットワーク論は、西洋近代の人文社会研究と自然科学研究では、モノ

（自然）と社会のそれぞれに排他的な二つの位置を与えていると批判している。言い

換えれば、複数の文化と、単一的で普遍的な自然という純化された二分法的パラダイ

ムへの批判である。つまり、文化・社会をもとにしたパラダイムもまた、単一の自然

を前提にしている点では、非人間＝自然を極とする他方のパラダイムと変わりがない

からである。そして、ラトゥールによれば、断片は、単自然主義（mononaturalism）を
砕くのである。一方、グローバリゼーションは、多文化主義(multiculturalism)を崩壊さ
せるのである。このように、ローカリティ生産や観光者による消費活動等による断片

的な「北海道」のシミュラークルの「制作」及び伝達が、単一の地理的場所としての

北海道を崩す一方で、グローバリゼーションの過程によって、観光業におけるエスノ

分業や、各国の「文化」によって異なると見なされてきた地域イメージの境界が破壊

されつつあるのだ。したがって、物理的に同じ北海道も、中国人観光者の実践におけ

るモノとイメージの関係性によって、異なっていながら、共約可能な存在となりうる。

ラトゥールだけでなく、ヴィヴェイロス・デ・カストロもドゥルーズのリゾーム概

念を引用し、複数性（multiplicity）こそが新たな型の全体性だと定義している（Viveiros
De Castro 2010;宮武 2012）。アクター・ネットワーク論は、単一の自然（モノ）と表象

（人間的）の複数性といった近代の二分法を斥けて、現実を複数のアクターによるネ

ットワークの産物としてみなし、それらの複数の現実を、干渉や行為の隠喩（metaphors
of intervention and performance）（Mol 1999:77）として描いているのである。この議論の
核心は、われわれは単一の現実の複数の側面ではなく、現実の違うバージョン（versions
of the reality）を複数の現実として取り扱うことへの強調であるといえる。モールはこ
れらの「バージョン」について、類似であると同時に異なっており、指示に使う種々

の道具である（Mol 1999:77）と指摘している。このように、筆者もこのような新たな
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観光研究の視点に基づき、複数のモノや存在を追いつつ、観光によって生み出される

地域の複数性を、生成するもの（becoming）のネットワークとみなしたい。
このような複数としての地域もまた、ブラックボックスが生み出す単数形のものを

前提としている。先ほど紹介した賭博のボリータ籤の番号を付けられた複数の出来事

から導かれる実践が、チャラーダの象徴を媒介項としているように、観光者の実践も

また、もともと存在する様々な地域イメージという媒介のアクターによって導かれる

のである。象徴、イメージといったブラックボックスを介してこそ、地域が様々なヒ

トとモノによって生成するのである。そして、そのような地域は、アクターを追う存

在論的なアプローチによってのみ捉えられる全体であるといえる。更に、具体的な事

例をみてみると、電子メディアによる地域情報の提供と新たなツアーの開発、さらに

は地域の未開拓の観光資源の発掘といった実践が、続々と地域の複数性をめぐる現実

のネットワークを広げていくのである。このような地域生成の動態を追い、空間にお

ける運動に内在する翻訳を見つめなおし、観光実践が異種の空間性の干渉を通じて生

成することの解明によって、中国人の北海道観光の特殊性及びモノの働きや、観光者

の創造性を見出すことが可能になる。アクター・ネットワーク論に依拠し、地域の複

数性に注目することこそ、発見型の観光研究につなげることができるのではないだろ

うか。

ローは、アクター・ネットワーク論における最も理論的かつ実践的な難題は、単一

性と単一化に対抗することである（Law 1999：10）と断言している。このような挑戦
の流れの中において、観光研究もまた、「地域の複数性」についての記述・分析の方向

に進めるべきであろうと考えられる。更に、調査者・研究者による参与観察が、アク

ター・ネットワーク論的研究の「必須の通過点」であり、観光研究はもともと実学的

な性格を持つことを考慮に入れて、本論の結論を理論的な探索にとどまらず、具体的

な事例研究に応用したいと考えている。つまり、観光者の実践を追いつつ、それが様々

なモノ、人との関わりの中でネットワークを形成し、地域の複数性として働く過程を

記述していけば、地域に密接な関連を持つ観光研究が生まれる可能性は高いといえる

のであろう。そして、このような研究をできるだけ新たな観光開発につなげることこ

そ、観光研究におけるアクター・ネットワーク的なアプローチの意義の所在であろう。
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第二章 北海道と中国人の観光

2.1 日本による「観光立国」宣言、観光振興と中国人の観光

日本は近年まで、外国からの観光者の訪問よりも、海外旅行のみが急激に増加し、

しかも集中豪雨型の輸出攻勢と軌を一にする形の極めて特異な現象を呈している21。

2002 年に日本経済調査協議会が出した『国家的課題としての観光』というレポートで、

日本は今まであまりに観光を軽んじすぎてきたため、21 世紀の国作りの上で、観光を

最重要課題として据え直すという趣旨が示された22。2003 年日本政府は「住んでよし、

訪れてよしの国づくり」をキャッチフレーズとする観光立国宣言を発表し、海外にお

ける日本観光の魅力についての発信や日本旅行を商品化するための造成支援等を行う

ビジット・ジャパン事業を展開しはじめた。それによって、「外国人旅行者の拡大は、

日本人と外国人の交流の機会を通じた相互理解の促進により、国家間の外交を補完し、

安全保障に貢献するとともに…経済成長著しい周辺諸国からの人の流入の拡大によっ

て、地域経済の活性化、雇用機会創出の効果」23が見込まれるとして、日本国全体のイ

メージアップを図ろうとする国家的なイメージ戦略が展開されるようになったのであ

る。

中国から日本への観光旅行は 2000 年の団体観光旅行査証の発給開始以来、中国の経

済成長に伴い年々増加し、2010 年の国・地域別訪日客数は台湾を抜いて第 2 位とな

った。中華人民共和国国家旅遊局の「中国旅遊業統計公報」(2010 年)によると、中国

人24観光者の「出境遊」として日本は香港、マカオについで 3位の座を保ちつつ、消費

総額が 3年連続で最大になり、日本における外国人観光者の消費全体の 4分の 1を占

めた。ここ十数年の間、日本は中国人観光者の海外観光先として最も人気を集めてい

るところとなった。

表 1：2003 年－2011 年の訪日外国人観光者数の推移25 (上 5 位) 単位：人数（人）

十数年間の観光交流によって、どのような地域イメージが生成したのか、また、中

国人観光者がどうしてそのイメージに引きつけられるのか。この二つの疑問について、

日中間の共同世論調査を参考に、筆者自身によるアンケート調査及びインタビューを

2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年

総数 5,200,725 6,137,905 6,727,926 7,334,077 8,346,969 8,350,835 6,789,658 8,611,175 6,218,752

韓国 1,459,333 1,588,472 1,747,171 2,117,325 2,600,694 2,382,397 1,586,772 2,439,816 1,658,073

中国 448,782 616,009 652,820 811,675 942,439 1,000,416 1,006,065 1,412,875 1,043,246

台湾 785,379 1,080,590 1,274,612 1,309,121 1,385,255 1,390,228 1,024,292 1,268,278 993,974

香港 260,214 300,246 298,810 352,265 432,042 550,190 449,568 508,691 364,805

タイ 80,022 104,864 120,238 125,704 167,481 191,881 177,541 214,881 144,969
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通して見ていきたい。

NPOと中国日報社が 2012 年に行った共同世論調査によると、中国人が日本にプラ
スの印象を持つ理由は、「日本製品の質が高い」が 51.5％と 2011 年に続いて最も多い。

「日本の技術は先進的だから」が 47.1％で続いており、日本のモノや技術に対する信

頼がプラスの印象に寄与していることが分かる。また、中国人が「日本について思い

浮かべること」で、最も多かった回答は 2011 年と同様に「電気製品」の 51.3％（昨

年は 49.9％）であり、次は「桜」が 42.0％（同 33.3％）である。この調査結果から

見ると、日本人や日本全体についてのポジティブなイメージが、「安心・安全」で進歩

的という点にあると言えよう。

筆者も 2010 年 10 月に、日本のイメージについてインターネットで 126 人の参加者

にウェブアンケートを行った。その結果によると、中国人が一般的な海外旅行先につ

いて関心を有する分野として、「自然景観」（53.8％）、「歴史・文化建造物」（30.6％）、

「伝統文化」（22.8％）の回答が上 3位を占めている。ところが、日本については、「歴

史・文化建造物」（20.4％）や「伝統文化」（21.0％）に寄せられる関心が比較的に低

く、むしろ「自然景観」（52.4％）や「温泉」（49.1％）、ショッピング（32.9％）とい

った分野への関心が高いことが特徴的であった。また、アンケートの最後のところに、

「我々は、日本に偽物がないことを知っています。食品や化粧品、薬品の安全性も信

頼できるので、日本での買い物が楽しみ」（O.I さん）、「日本はとてもきれいで清潔な

国だ。全体に秩序があって、中国が学ぶに値する」（U.Q さん）、「日本は世界有数のエ

コ大国と聞いており、自然環境がいいと思っているので行ってみたい」（Uさん）とい

ったコメントもあった。

以上とほぼ同様な結果が日本側のデータからも見受けられる。日本政府観光局の

『JNTO訪日外客訪問地調査 2009』と同調査『2010』で、「訪日外国人観光者が訪日前
に期待したこと」が調べられた。それによると、訪日外国人観光者が訪日前に最も期

待したこととして「食事」（2010 年 62.5％）が 2 年連続 1 位となり、2位も前年と同

じ「ショッピング」（53.1％）であった。そして、3位から 5位まではほぼ同率で、「歴

史的・伝統的景観、旧跡」（45.8％）、「自然、四季、田園風景」（45.1％）、「温泉」

（44.3％）が並んだ。しかしそのような中で、中国人観光者の場合がまったく異なり、

「自然、四季、田園風景」が 63.6％という絶対的な割合で 1位となり、ショッピング

も 59.1％で 2 位、3 位から 5位までは温泉（51.3％）、食事（45.8%）、都市の景観・繁

華街の賑わい（39.1％）となっている。

総合的に見れば、日本のモノと自然の良さ、そして社会の秩序が信頼されているこ

とが分かる。具体的な地域を見ると、「環球網」は 2012 年 9 月 27 日から「中日国交正

常化 40 周年に、日本政府と国民を評価」という大規模なインターネット投票（10 月

16 日まで参加者 46702 人）の中で、「日本の何が一番好きですか」という質問に対し

て、一割の人が「日本の富士山や北海道のような景勝地が好き」と答えていることか

ら、中国では富士山と北海道が日本の代表的な観光地となったこと、そしてその魅力

についての認知度が高いことが分かる。

反対に、日本に対するマイナスなイメージを持つ理由は、歴史認識が依然として多

いように思われる。前出の世論調査では、中国人が考える今後の日中関係の最大の懸
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念材料として「領土問題」51.4％（昨年は 58.4％）と最も多く挙げられ、突出してい

る。興味深いのは、「中国国民のナショナリズムや反日感情」を挙げる中国人が

21.3％で 2011 年の 13.5％から 7.8 ポイントも増加していることである。すなわち、

自国の世論の状況を両国関係の懸念材料として中国人の 5人に１人が捉えていること

が分かる。この結果は、本論の後半にあたる「反日感情」と北海道の地域イメージの

変化の連鎖を裏付けている。

その一方で、総じて言えば、観光をはじめとする人的交流、モノをめぐる物的交流

が、中国において日本の「安心・安全」、「先進的」で「自然が良い」という魅力的な

イメージを作り出し、中国人観光者を引き付けていると言えよう。

2.2 北海道における中国人の観光

近年の急激な人口減少などの理由もあり、地域外関係者の力を活用した地域づくり

が北海道をはじめ、観光を基幹産業とする日本の様々な地域の喫緊の課題となってい

る。そこで、観光産業及び地域再生に携わる人々は中国人観光者に目を向けたのであ

る。北海道を訪れる中国人観光者は、中国映画『非誠勿擾』（邦題『狙った恋の落とし

方』）が 2008 年中国で公開され、北海道ブームをもたらして以降急増してきた。北海

道東部を中心にロケが行われ、延々と続く青空と花畑を背景にしたラブコメディの物

語がマッチして、北海道は中国人の憧れの的となった。北海道経済部観光局の統計に

よると、2000 年度に北海道を訪れた中国大陸からの観光者はわずか 2400 人（台湾 10

万 9700 人、香港 2万 9400 人）で、外国人観光者総数 20 万 6000 人の 1％程度だった。

しかし、個人用観光ビザの発給の解禁と相まって、2010 年度には、13 万 5500 人（台

湾 18 万 3700 人、香港 8万 7100 人）と急増した。台湾、香港からの観光者の増加率が

10 年間で 1.7 倍から 3.0 倍だけであるのに対して、中国大陸からの観光者は 56.5 倍

にもなっている。

筆者が 2011 年 8 月に北京、上海、広州にある 10 軒の旅行会社で「2011 年に販売に

力を入れたい日本の目的地」について 91 人の中国人に複数回答を求めたところ、いわ

ゆるゴールデンルート（首都圏及び近畿）が 87％と依然としてトップに立ち、その次

は北海道（71％）と沖縄（67％）である。四位からは東京の 3.8％という桁違いの数

字が出てきた。日本を代表する都市景観（首都圏）と歴史的風景（近畿）の次に人気

なのは北海道というのが分かる。旅行会社の従業員の Cさん（広州携程・40 代）に聞

くところ、「北海道に行く中国人観光客は、まだまだ増加の見込み。北海道の自然の良

さと人情の深さは『非誠勿擾』で一気に広まった」との話があった。また、一般的な

市民に対する街頭調査26の中で、過去行ったことがある日本の地域はどこかという質問

に対し、首都圏、近畿の次に北海道が目立っている。具体的に訪れた場所として札幌

（56.4％）の次は十勝川温泉（38.5％）であった。また、まだ北海道に行ったことの

ない 36 人の市民の中で、北海道観光を希望する割合は、「将来北海道に行きたい」と

いう回答者は 45％から 50％である。映画「非誠勿擾」で北海道の景色を見た中国広東
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省の汪洋元書記長は、「北海道の山紫水明は感動的だ。広東省は経済成長優先で土地を

使い果たし、空気も水も食べ物も汚染問題を抱えている。北海道のように工業化が進

む一方で、自然環境が保護されているところに嫉妬を感じる」と語っている27。さらに、

映画の影響などで、北海道の自然にはロマンティックなイメージが付与されている。

北海道を結婚写真や新婚旅行の旅先として選び、「結婚写真は北海道に限る」という説

さえが流れている。

ところが、北海道観光の経験者についての再度の訪問意向はなんと「行ってみたい」

比率が 20％で、リピート意識が薄いことが見受けられる。その理由を訊ねると、旅行

会社の従業員の Oさん（杭州・30 代）は「海外旅行は今の中国人にとってまだ珍しい

ものなので、日本には一度行ってみて、後は他の国に行きたいお客さんが殆ど」と答

えてくれた。筆者がフィールドワークを進める中、札幌や小樽の観光地で出会った中

国人観光者の大半はわざわざ北海道を訪れたのではなく、首都圏と北海道の旅行をセ

ットにしたルートの観光商品を利用する人が大半であった。査証の問題も含めてたや

すく海外に出られない中国人観光者にとって、一部の台湾やシンガポールの観光者の

ように北海道を何回も訪れるより、より多くの国や地域に行ってみることが魅力的な

のであろう。

また、「行ってみたい訪問地」のトップ 3位は札幌（67.8％）、十勝川温泉（23.7％）、

小樽（12.3％）で、中国本土からの観光希望地は札幌と十勝川温泉に集中し、北海道

の各地域の多彩な情報がまだ届いていない可能性が大きいと思われる。

更に、「『北海道に行きたい』と思ったきっかけは？」という質問に対し、以下の図

3で示したように、口コミ（66.7%）とインターネット（55.6%）が大きな要因となっ

ている。

図 3 「『北海道に行きたい』と思ったきっかけは？」に対する回答

ところが、一旦北海道観光を計画する段階となると、SNS を含むインターネットの

利用はテレビや新聞を遥かに上回り、92.6％もの割合を占めている。

また、北海道の観光資源の認知度の項目で、「北海道について知っているものは何で

すか？」に対し、「温泉」（95.6％）、「寿司」（74.2％）、「さっぽろ雪まつり」（60.1％）、

「ラーメン」（57.4％）、「スキー」（52.4％）、「映画やアニメーションのロケ地」

（51.3％）といった回答があり、「北海道ならでは」の食事と自然に集中しており、映
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画やアニメの映像からの影響も大きいといった特徴が見て取れる。総じて言えば、「北

海道らしい」自然景観と、日本における生活様式への関心の二種類に分類することが

できる。そして、地域イメージの力点が、場合によって違ってくる現象も見受けられ

る。例えば、日本の地域イメージに帰着しがちな歴史性、固有性が押し付けられるな

り、またそれとは別の側面が、日本における北海道という記号の中にせり出しつつあ

るようなことが挙げられる。

では、以上の地域イメージはどのように伝わり、具体的な観光の現場でどのように

消費され、新たな実践とつなげていくのだろうか。その解明に向けて、筆者は 2010 年

7 月から現在まで一般な観光者と、各地域のウェブ関係者、雑誌社関係者、旅行会社

関係者を対象に、一般的な参与観察及びインタビュー調査、あわせて質的オンライン

研究の手法をも取り入れて調査した。何故質的オンライン研究を導入しなければいけ

ないのかについては、次節で述べる。

2.3 インターネットと中国人観光者

2.3.1 観光研究におけるインターネット研究の先行と質的オンライン研究の

必要性

従来の観光研究におけるインターネットの利用はまだ少なく、殆どがウェブサイト

の評価やコンテンツ分析を中心にするものである。デヴィッドソン

（Andrew.P.Davidson）とユー（Yingmiao Yu）による台湾の観光サイトに関する論文で
は、インターネットが観光者に与える影響が分析されている。分析対象は台湾を観光

ブランドとして情報を発信する観光サイトである。分析方法は、具体的なコンテンツ

分析と、西洋の観光者によるウェブサイト評価である。その結果によると、観光の目

的地選択、情報収集におけるインターネットの実践的応用と、その潜在的能力の間に

ギャップがあることが証明されている。これらの研究では、インターネットは海外に

出る観光者にとって、極めて有用な道具として浮かび上がってきていることが指摘さ

れている。しかし、観光者の内側からの観点と、観光者による情報発信といった視点

は欠けている（Davidson and Yu 2005:205）。他に、テキストマイニング28による観光地

分析の研究もなされている。近年の特徴としては、自国のユーザーのブログの分析や、

海外のユーザーが自国の旅行に対するイメージについての研究も、積極的に行われて

いる。

日本では、テキストマイニング手法を使って、日本語で書かれたブログやレビュー、

アンケートなどのテキストデータから観光者、宿泊客の声を情報として抽出する関連

研究がいくつかなされている（村上、川村 2011：287-288）。けれども、外国語で発

信される日本イメージに関するものは非常に少なく、その中でも英語によるブログの

分析しか行われていない。

以上の先行研究から、日本の地域イメージを正しく捉えることは困難である。特に

地域イメージに関する「生の声」を抽出するためには、質的研究が必須であると考え
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られる。

2.3.2 インターネットと中国人観光者

従来、「地域イメージ」についての研究では、自治体や旅行業者が発行する観光パン

フレット、新聞・雑誌・文学・映像や、アンケート調査をはじめとするテキスト分析

といった手法が用いられてきた（伊藤 2007）。

しかし今や地域イメージは観光の場で消費されるものだけではなく、観光者によっ

てその場や、観光を終えた後で制作され、新たに発信されるものでもある。現在、そ

のような発信源で最も重要なのは、正に地域イメージの情報源でもあるインターネッ

トである。筆者がフィールドワークによって観察した結果として、中国の若者は、旅

行中や旅行後にパソコンや iPad、携帯を使ってツイッターや SNSで随時つぶやきや写
真、ビデオを発信する場合が多いということが明らかになった。無論、文字情報も制

作の大切な一環であるが、観光とメディアにおける視覚的要素の役割を考えると、写

真やビデオ等の映像の影響力は無視できないのである。筆者の管見では、そのような

制作の過程や影響力に注目する研究はまだ稀である。地域イメージやヒト、モノがグ

ローバルな科学技術と連動して越境するという、観光の複雑なメカニズムや出来事を

解き明かす為には、オンライン研究が求められている。ところで、インターネットを

用いる研究には量的アプローチと質的アプローチがあるが、ウェブでの質的調査の活

用が広がっている中、インターネット研究に転用されているのが多くの質的研究の方

法である（フリック 2011:324）。

特に、中国人観光者を研究する際、インターネットが必要不可欠な要素となってい

る。2012 年 9 月 27 日に発表された「中国情報化過程報告 2012」によると、今年 6月

末時点で中国のネットユーザー数は 5 億 3800 万人、インターネット普及率は 39.9％

に達し、昨年の世界平均の 30.2％を上回った。インターネット普及率は 2006 年以降、

年平均 6 ポイント増加している。中国は 21 省（自治区、直轄市）で世界平均の

30.2％を上回った。

このように、文字通り「インターネット大国」となった中国におけるヒト・モノや

情報の流動やイメージの変化を分析する際、次のような三つの理由により、インター

ネットが最も重要な参考資料になっている。

第一に、1.2 で提示したように、北海道のような海外観光地への中国観光者の情報

収集の手段として、インターネットが圧倒的に多く使用されているためである。中国

人観光者は、パンフレットやガイドブックなどをあまり使わず、むしろそれら他人が

事前に用意したものに不信感を持つ人がたくさんいる。筆者が北海道における２年あ

まりのフィールドワークで観察した結果、中国語によるパンフレットを収集したり、

ガイドブックを持ち歩いたりする観光者は殆ど香港や台湾からの人々であり、中国人

観光者はそれらのモノより、添乗員や自らインターネットで調べた情報に頼る傾向が

ある。その理由を訊ねてみると、「パンフレットは面倒くさい」、「重い荷物になるから

いやだ」、「そのようなものにはどうせお店の宣伝しかのっていないから読むのは時間

の無駄だ」といった答えが返ってくる。

そもそも、中国における日本に関する情報やニュースの入手方法として、SNSを含
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むインターネットの利用はテレビや新聞を遥かに上回り、90.3％もの割合を占めてい

ることが明らかになっている29。特に観光の計画段階では、インターネットで格安航空

券や宿泊プランを予約する人が最も多い。中国のオンライン総合旅行会社大手、携程

旅行のサイトである携程旅遊（Ctrip）は 1990 年に創業して以来、急速な発展を遂げ、
2003 年に米 NASDAQに上場を果たしているが、このことは中国のオンライン予約市
場の規模の大きさを物語っている。

観光の計画段階ばかりでなく、旅行中の中国人も常にインターネットで情報収集し

て、観光をより充実したものにしている。日本政府観光局の調査では、訪日中国人観

光者が旅行中に収集して、「役に立った」と評価した情報は、約 39％がネット上で入

手されたものである。

第二に、オンライン研究を導入することで、インターネットで流通している北海道

のイメージや、中国人観光者の観光体験等幅広い情報が入手できるばかりではなく、

北海道観光を計画中の中国人観光者や、北海道をすでに訪問して帰国した観光者にも

連絡ができる。つまり、調査対象の範囲がより広くなり、調査の内容も豊富となる。

第三に、中国におけるインターネット利用の進展における特殊性が関係している。

グーグルが検索エンジン・サービスで中国本土から撤退したように、中国では様々な

面でインターネットのアクセスや、ネット情報流通に制限がかけられている。それ故、

世界的に利用されているグーグルやフェイスブック、ツイッターより、中国独自のも

のが事業を展開しているのだ。例えば、中国の検索サイトとしては「百度」（baidu）
が最も多く使われている。中国版ツイッターの「新浪微博」（weibo）、「騰訊微博」や
中国版 facebookの「人々網」、そして中国版の youtubeの「優酷網」(youku)や「土豆
網」(tudou)などのアクセス数が既に世界トップに立っている。特に weiboは 5.36 億30以

上の利用者数を誇り、人々の日常生活から国内外のニュースに至る様々な情報は随時

更新、シェア、コメントされている。その中には無論、観光関連の情報も多く入って

いる。日本の観光情報が、そういった中国版の SNS等を無視して発信されたとしたら、
あまり効果は期待できないといえる。近年、日本政府観光庁や北海道は weiboで情報
発信を続けている。去年の震災後以降は、ほかの地方自治体も weiboの力を認識する
ようになり、39都道府県の地方自治体が weiboを利用するようになった。例えば、九
州は「南国風」というアカウントで weiboにおいて九州の観光情報を発信し、関心の
あるフォロワーに定期的にフリーペーパーやメール新聞を送っている。また、観光庁

をはじめ、各自治体の中国人留学生に依頼して、そういったメディアへの発信を行う

という動きも見られる。

以上で述べてきたように、中国人観光についての研究においては、中国人の習慣や

中国国内の特殊な事情が関わっているため、インターネットが最も重要な要素になっ

ている。
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第三章 関係性に埋め込まれる中国人観光者の実践

本章では、中国人の北海道観光における消費行動と、自治体と観光業者の誘致戦略

などの取り組みを考察する為、史的考察を視野に入れながら、地域イメージと観光実

践の関係に対して従来系統的に行われてこなかった参与観察、聞き取り調査やアンケ

ート調査に基づく微視的なデータを集めた31。そこから、中国人による北海道観光にお

ける関係性を見出そうとしている。

3.1 中国人観光者による北海道の地域イメージの消費

3.1.1 映画やアニメ映像に出た風景を消費する

今日の観光は、映画やドラマの映像、そしてアニメーションのコンテンツから大き

な影響を受けている。ジャパン・フィルムコミッションによれば、中国の映画やドラ

マの日本におけるロケ地のうち、北海道は約 40％を占める。例えば、北海道東部の四

季を背景にした『遥かなる山の呼び声』（1980 年公開の日本映画）は、主人公が網走

の雪原を走る列車に乗り、無言の恋を抱え込んでいるという最後のシーンが 1980 年代

に中国で公開されるときに大きな関心を集め、沢山の中国人の初めての北海道イメー

ジとなっている。いわゆる「北海道ブーム」の直接的な起因が映画なのである。こう

いった、元々映画等に内在している自然美を背景にした映像のイメージは、インター

ネットとの連携で大きく普及され、そして観光の要素として断片的に抽出され、観光

路線に組み合わせられ、ブラックボックスとして成立してゆくのである。そのブラッ

クボックスは中国人観光者や観光プロモーター、地域の人々などがアクターとして関

与することによって、新たな形式で消費され、さらに北海道の「火」のメタファーの

空間性において、流通していくのである。言い換えれば、映画の映像は人工物であり

ながら、インターネット等を介して、地域イメージの一部となり強力なアクターとし

て中国人観光者の実践を規定する枠組みとしてネットワークを構成してゆくのである。

事例 1 「映画を見た翌年に北海道への旅に出る」

Zさんは、50 歳を過ぎた北京市在住の男性公務員である。彼は 2008 年公開の映画『非

誠勿擾』を見て、その中で表現された北海道の自然と人情に惹かれ、「今回の慰安旅行

は北海道にしよう」と提案し、翌年の 2011 年の夏に同僚一行で北海道を訪れた。彼の

旅を動機づけたのは、映画の映像だったが、その映画自体もインターネットで見たも

のであったという。北海道のイメージについて、「映画に出た延々と続く青空と花畑と

いった自然景色」と、「温泉が気持ちよさそう」といった点を挙げた。もちろん、その

自然景色をこの目で見ることと、温泉を体験することを一番体験したかったそうだ。

今度の旅では、ロケ地めぐりができたことが一番満足的なところだったが、「映画に出

た居酒屋で飲みたかったのに、実際に行ってみるとそこには映画に出てきた『四姉妹』

がいなくて、想像したほどの面白さはなかった」という。「今回は団体旅行で来ている
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からちょっと物足りなかった。来年は家族を連れ、主人公のように、ドライブをした

い」と、リピートの意欲を示した。しかし、現段階では中国大陸の運転免許は日本で

は認められていないということを Zさんに伝えると、彼は落胆した表情で「今回の旅

で分かったのが、北海道観光に一番ふさわしい手段が『車遊』（ドライブ）ということ

だ。免許が認められないのなら、また北海道に来ようという気にならない」と話した。

事例 2 「結婚写真は北海道に限る」

2012 年 7 月 15 日、東北大学博士課程所属の Yさんが、アメリカで仕事をしている
婚約者の Uさんと富良野に結婚記念写真を撮りに行った。二人はスーツやウェイディ
ング・ドレスやネックレスを持参し、とうもろこしを販売する出店の従業員や行き来

する中国人観光者に撮影を頼んだりしていた。何故わざわざ北海道に来て写真撮影を

するのかと訊ねると、Uさんは、「『非誠勿擾』を見て、北海道について非常にロマン
ティックなイメージを抱くようになった。また、富良野の一面に色とりどりに咲くよ

うな花畑は中国では珍しいからここに来た」と答えた。沢山の角度から様々な姿を 100

枚以上の写真としてカメラに納めた後、Yさんはやっと満足したように、「今日は天気
もいいし花も満開している。いい写真をいっぱい撮れたから最高だ」と話した。

図 4 富良野のラベンダー畑と中国人の団体観光者（2012 年 7 月 15日、筆者撮影）

Yさんによると、友人の何人も北海道を結婚写真や新婚旅行の旅先として選んだし、
「結婚写真は北海道に限る」という説さえある。『非誠勿擾』には、人と自然がうまく

調和しているシーンがあった。今回の旅でもっと確信した、北海道こそ、真実の愛を

見守るところだ」という。

『非誠勿擾』公開から 2年後の 2010 年 1 月 15 日、中国では北海道ブームが起こっ

ただけでなく、「非誠勿擾」（誠実なお付き合いができる方のみ）の四文字も流行語に

なり、同じ名前のお見合い番組も大変人気を呼んだ。同番組では、番組で出会って付

き合おうと決めた男女には、一週間の「北海道観光」が賞品として贈られる。「北海道
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で真実の愛を育もう」というスローガンさえ掲げられていた。

『非誠勿擾』で描写された北海道の地域イメージは、シミュラークルのような複製

可能なものとなっており、その数の増大と、それに惹きつけられて消費するという消

費者の数の増大は、この地域イメージを、ついに消費に供せられるブラックボックス

へと化させる。したがって、映画に携わる人や映画の視聴者、またはそのロケ地巡り

を観光商品に作る観光業者やローカルな主体だけでなく、ラトゥールのいう「単なる

顧客（simple customer）」（ラトゥール 1999：237）とほぼ同義の「単なる中国人観光

者」にも関心を抱かせるようになる。このブラックボックスにおいて、中国人観光者

が地域イメージを商品として購入し、それを深部で変換せずにそのまま消費すること

になっている。つまり、映画の地域イメージの生んだブラックボックスとしての地域

は、特定の「北海道」のイメージをインプットすれば、自動的に同じような「単なる」

/単数の中国人観光者を生み出す装置として成り立っているのである。しかし、以下の

事例は、中国人観光者の実践が、このようなブラックボックスを揺るがし得ることを

示す事例である。

事例 3「『ラブ・レター』のロケ地めぐりをしたかったのに残念だった」

2011 年 7 月 26 日午前 11 時半頃、中国南京市の大学院生の Kさんは団体ツアーで小
樽駅についた。昼食をとった後は自由行動の時間に移り、小樽で 3時間の観光が自由

にできるということで、筆者はボランティア・ガイドとして運河沿いを案内しながら、

Kさんが小樽に来るきっかけなどについてインタビューした。
「小樽に来るきっかけですか。そうですね。最初に小樽という名前を覚えたのは2008

年のお正月のとき。お正月はずっと家でゴロゴロしながらインターネットを見ている

ばかりでした。そのとき、映画情報サイトで『ラブ・レター』という映画が目に飛び

こんできて、コメントの評価もみんな高いのでダウンロードして見てみました。感動

して涙も出たわ。映画に出た小樽はすごくロマンティックな雰囲気があるので、一生

に一度でいいからぜひ行ってみたいなと思いました。日本に来るのはビザの申請等で

いろいろややこしいのですが、小樽を訪れる念願を叶えるために是非と思っていまし

た。今日一番行きたいのは『ラブ・レター』のヒロインの『藤井樹』の家のロケ地で

す」。

このように Kさんは話してくれた。そこで、私は小樽の観光物産プラザ（通称：運
河プラザ）に行き、スタッフに「ラブ・レター」のロケ地めぐりをしたいと言ったら、

残念ながらそこは気軽には行けないし、建物自体はもう全焼してしまったとの話であ

った。スタッフのMさんは地図を持ってこう語った。
「そうですね。確かに、うちには台湾人のフタッフがいて、台湾からいらした観光

客も『ラブ・レター』のロケ地に行きたい人が多いと、何年も前から言っていました

よ。なんかすごい人気があるみたいですね、自分は見たことありませんが。中山美穂

さんが演じるヒロインの自宅ロケ地は、小樽見晴町の市指定建造物『旧坂別宅』とい

うところで、2007 年に全焼しました。木造だからしようがありませんね」。

以上の話を Kさんに伝えると、彼は非常に残念な顔をした。そこで、私はすぐに「小

樽」、「ラブ・レター」、「ロケ地」をキーワードとして携帯で検索してみると、「ラブ・
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レター（映画）ロケ地ガイド」というサイトが飛び出し、そこには全焼した「藤井樹

の家」のほかに、「小樽ガラス工房」（小樽運河工芸館）や、ヒロインの「藤井樹」が

働く「小樽市立図書館」（旧日本郵船小樽支店）と、映画の冒頭で渡辺博子が雪の上を

走っていた天狗山スキー場等は詳しく紹介されている。私は代わりにそれらのロケ地

を Kさんに案内したら、彼は喜んで写真をたくさん撮り、最後はこう語った。

「私の周りは、私と同年代の友人に『ラブ・レター』を見たことのある子が殆どで、

小樽にロマンティックなイメージを抱いていると思います。今回は『藤井樹』の家を

訪れることはできなかったが、あなたのおかげで他のロケ地を見ることはできて、と

ても幸運だと思います。映画に出たロケ地は殆ど雪に覆われていた感じだったので、

もし冬に来るともっと綺麗だと思います。こういった感想を自分のツイッターで発信

しますよ」。

筆者はそれから、小樽駅や運河沿いで合計 60 人の中国人観光者に小樽観光のきっか

けについてインタビューしたが、約 5分の 1の 10 人が『ラブ・レター』を挙げている。

しかしこの映画は、日本では中国ほどの人気はないからなのか、観光のガイドブック

や、観光サイト等には載っていない。筆者は 2011 年 2 月に北海道さっぽろ「食と観光」

情報館で台湾人のスタッフの Wさんに対し聞き取り調査をやると、『ラブ・レター』が

韓国や台湾でも大ブームになったので、それに興味をもって北海道に来る 20 代から

30代の観光者が多いということがわかった。

事例 4 「日本に来たきっかけはアニメ」

Lさんは、南京の大手外資系企業の公認会計士として働いている 29 歳の未婚女性で
ある。彼女は、多忙な仕事で貯めたお金でバックパッカーとして海外旅行するのが一

番の趣味だという。学生時代から日本のアニメが大好きで、日本観光を 3年前から計

画していたが、2011 年の夏に元同僚が北海道に移住することになったので、それをき

っかけに計画をやっと実行に移したのである。旅の航空券は ANAと中国東方航空のホ
ームページで予約し、宿泊は英文のサイトで手配した。

北海道についてのイメージとして、「自然がきれい」、「アニメのロケ地として多く使

われている」や、「海鮮がおいしい」が挙げられている。北海道で一番体験したかった

ことは、「蟹料理」とアニメのシーンに出ていた「函館の夜景」だそうだ。札幌を回る

時一番楽しかった時は、野幌森林公園の近くの中学校で野球の練習をしていた少年を

見かけるところであった。「中国人はあまり野球に関心がないが、日本のアニメの影響

で私の中では野球イコール青春だ。今度こそ甲子園の観戦をしなくっちゃ」と興奮気

味に喋った。北海道を離れる前日、彼女は沢山の若い中国人観光者と同様に、札幌市

内にある「ANIMATE」の店でアニメ周辺32を漁り、ツイッターで「戦利品」の写真を

展示し、「日本に来たらこの店がおすすめ、アニメ『銀魂』の周辺商品が多いよ」とつ

ぶやいた。

事例 5 「稚内に行くのは、宿願の聖地巡礼の旅みたいなもの」

筆者は 2012 年 2 月 26 日から 30 日までの間、中国上海市と広州市で北海道イメージ

をめぐる聞き取り調査を行った。その一環として、「ご存知の北海道の地名を 3つ挙げ



63

てください」という質問をめぐって、日本観光を取り扱う旅行社で 10 人、繁華街で

40 人にインタビューした。その結果によると、「函館」に次いで知名度が高いのは、

なんと「稚内」であった。日本国内でもマイナーな観光地、日本で留学している学生

にもそれほど知られていない地名は、中国の 80 後（1980 年代生まれ）をはじめとす

る若者に挙げられた。その理由は殆ど「アニメの『ハチミツとクローバー』の大事な

シーンに出てきたから」である。

青春アニメとして中国でも人気を博した『ハチミツとクローバー』の主人公の竹本

くんは、終盤になって自転車に乗って「自分探しの旅」に出る。最終話の 24 話、東京

からついに北海道は稚内、宗谷岬に着いた。「稚内まで自転車で走たっていうと、みん

なすごいって驚いてくれるけど。僕はただ左右交互にペダルを踏んだだけ。右、左、

右、左、ただ果てしなく」という名セリフも、中国のアニメファンなら誰もが知って

いるほどだ。私も日本にいる間、『ハチミツとクローバー』の漫画を買って中国の友人

に送ったことも何回かある。

そこで私は 2012 年の 9月 2日に JRで稚内へと旅立った。電車で偶然南京出身の 20
代カップルの Sさんと Rさんと出会い、彼らの目的地も稚内であることを知り、彼ら
の通訳として一緒に行くと提案したら、承諾を得た。彼らによると、『ハチミツとクロ

ーバー』は大学時代の一緒の思い出なので、新婚旅行の旅先として北海道を選んだそ

うだ。稚内に行くのは、「青春の記念というか、宿願の聖地巡礼みたいなもの」と R
さんが話してくれた。

札幌から 5時間の移動後、私たち一行 3人は「日本最北端の地」の碑のある宗谷岬

まで行った。それは、『ハチミツとクローバー』で竹本がたどり着いた場所であるので、

Sさんと Rさんはそこで記念写真を撮り、1時間ぐらい周った。「冷たい風に吹かれ、
アニメに出た色々な碑や灯台、何より青い空と海が見られたので大満足」と話した。

更に、「ここに辿りつけたのはインターネットの情報に頼るところが大きかった。帰国

したら今回我々のルートをもアップロードし、楽しい経験をアニメファンと共有した

い」というイメージ制作の話もしてくれた。

日本のアニメーションは、中国にもファンが多い。アニメの主題歌やコスプレ（仮

装）なども催しが国境を越えて広がっている。日本の制服や弁当といった現代文化や、

神社や温泉などの伝統的イメージ等に中国の若者が関心を持ち、事例に出てきたよう

に、観光で日本を訪れている。このように、アニメが観光市場を活性化させるという

ことは、日本のアニメのストーリー重視ばかりでなくロケ地をも忠実に反映するとい

う特徴に由来している。こうした現象と類似する事象を扱った観光研究に、「film
induced tourism(映画によって誘発される旅)」（Beeton 2005）に関する一連の研究があ
るが、対象にはアニメが含まれていない。近年、自治体などにこの流れをまちおこし

に生かすべきだといった声も高まり33、いわゆる「アニメ聖地巡礼」という旅行形態に

ついての研究も行われているが（山村 2010：43）、外国人観光者を取り扱うものは殆

どなかった。本論の以上の記述が、中国人観光者による「アニメ聖地巡礼」の現象に

対する研究の端緒となることを願っている。

以上のような、映像を消費する観光実践における「北海道」は、観光実践のネット

ワークに参入することで流動的になっているといえる。つまり、観光実践で消費され
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る映像は統一的なものではなく、異なる特定の映画の映像に映る場面/表象として現れ、

観光者それぞれの「翻訳」によって地域の物理的な空間と結び付けられるのである。

観光実践における北海道はこの意味で性質を続々と変える、流動的な（Johannesson
2005:145）ものとなっている。
さらに中国人観光者の「翻訳」過程を遡ると、映像の地域イメージとしての役割/

エージェンシーをラトゥールの「火」の隠喩で考える必要がある。北海道をロケ地と

する映像は、特定の場面における過去の北海道であり、現在は不在であるが、観光者

の北海道についての想像と記憶となっている。「ロケ地巡り」の実践は、不連続であり

ながら、同じ地域イメージへの消費を循環させている点で、「不連続性の効果としての

形状の連続性」を保つ、地域の火の空間性を指示している（Johannesson 2005:146）。
ロケ地巡りのような、映像を介した流動的かつ循環的な観光実践は、結果として中

国人観光者の想像上の北海道についてのコミュニケーション空間を現実にしつつある。

稚内での聖地巡礼の旅の事例では、アニメにおいて青春のシンボルとなる「稚内」と

いう地域イメージは、Sさんと R さんが北海道を翻訳する仲介媒介物として働き、彼

らの観光実践を実際に稚内へと導いた。稚内に行く途中で見かけたアニメに出た地名

や、宗谷岬の碑と灯台と青い海と、通訳としての筆者との共通の、アニメに出た稚内

についての「思い出話」といったモノがいずれもアクターとして、彼らの翻訳過程を

段階的に方向付けている。この翻訳過程で成立したコミュニケーション空間は最後に

また、彼らのイメージ制作・発信によってインターネットのようなヴァーチャルな空

間へと伝わり、新たな、「北海道」に関するコミュニケーション空間を生成するであろ

う。

映画やアニメの映像だけでなく、日本の社会/生活様式も、中国人の北海道観光の実

践において地域イメージとして消費されるのである。次の事例で見てみよう。

3.1.2 「さすが民度の高い国」

―現代日本の生活様式を消費する―

中国共産党中央委員会の機関紙『人民日報』の国際版『環球時報』の公式サイト「環

球網」は 9月 27 日から「中日国交正常化 40 周年に、日本政府と国民を評価」34とい

う大規模なインターネット投票を実施し、釣魚島の問題が中国のインターネット利用

者の日本観や中日関係の見方に与えた影響を調査した。アンケートの 17 の設問は日

本文化の伝播、首相の対中姿勢、中日の依存度、中日関係の将来など多くの分野に及

ぶ。28 日夜 7時時点で合計 3万 4千人の利用者が投票した。「日本の何が一番好きで

すか」という質問に対しては「成人向け映像（AV）と女優」など日本の性関連の要
素が 32.9％の回答（1万 689 票）を集めた。日本人の「真面目さと礼儀正しさ」など

の優れた性格も 26.6％の回答を集めている。アニメ・マンガ（13.8%）、観光地（10.4%）、

芸者や茶道、華道といった日本の伝統文化は 2.5%と低く、ネット利用者からは重視さ

れていないようだ。

「真面目で礼儀正しい」日本人の集まり、これが中国における日本全体についての

重要なイメージである。これは、2.1 で論じた日本の「安心・安全」、「先進」、「エコ
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大国」といった「まともな日本国民」に対するイメージとは、表裏一体をなしている

と言える。特に近年において、中国の目覚しい経済発展とともに公害問題も多発して

おり、粉ミルクをはじめとする食品の品質管理のような食品安全問題も続出している。

海外に出る中国人観光者の多くは、観光地の事情を中国と比較し、反省しながら旅行

している。北海道でも、日本人の「民度の高さ」や日本製品の良質が評価され、観光

の場面では消費される事例が見受けられる。

3.1.2.1 祭りから日本人の「素質」を見る

事例 6 YOSAKOIソーラン祭りから日本の「国民性」を見る
2012年の北海道札幌市 YOSAKOIソーラン祭りは 6月 6日から 10日まで開催され

た。北海道の６月が観光シーズンを迎えるため、町を歩く外国人観光者も多くなって

おり、筆者はその中に興味津々にソーラン祭りを見ていた中国人観光者の何人かにイ

ンタビューして、彼らからみる YOSAKOIソーラン祭りについて聞いた。

図 5 大分県舞華軍団＆おかみさん倶楽部の演舞に、「一番見事なのはその笑顔」と、王信淵さんは評価

した。（2012年 6月 9日、筆者撮影）

深圳市在住、ジャーナリストの Sさん（30 代・男性）は、この祭りを見てとても不
思議な気持ちになったという。「日本人については、控え目で几帳面なイメージしか持

っていなかったから、こんな情熱的な演出を見て、ここはもう日本ではないような気

がする」。同行の主婦の艾芷清さん（30 代・女性）も、「交通機関に乗っている日本人

の静かなところを見て、活力に欠けているように思った。しかし祭りで出会う日本人

は意外にもすごく活発だ。日本人に対する認識が変わった」と日本人の違う一面を見

て驚いていた。

上海からの日系企業サラリーマン、張豊さん（40代・男性）は、祭りから日本人の
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団結力を見出した。彼は、「こういう何百人の団体が狭い街路で踊るなんて信じられな

い。一人でもルールに従わないと、練習も成り立たないしコントロールもできなくな

る。市内の何個所もの会場を駆けまわると聞いているが、信号１つでも大きな邪魔に

なる。皆さんが心を１つにしているからこそできることだ。隊形は随時変わるし、町

も清潔なままだ。規律をそこまで守ることができるとは尊敬すべきだ」と評価した。

最後に話しかけたのは北京からの大学院生の陳芳芳さん（20 代・女性）である。彼

女は、「新浪微博」（中国版ツイッター）で YOSAKOIソーラン祭りの宣伝を見たが、
とても不十分だという。ソーラン祭りのような祭りをアピールする場合は、写真等よ

り映像のほうがリアルだそうだ。そのため、彼女は今度撮った祭りのビデオを自分の

「微博」に載せようとしている。（一部は『北京週報』（日本語版）「中日交流」コラム

2012 年 6 月 30 日掲載）

事例 7 神宮の神事で日本の伝統を味わう

北海道神宮では毎年 1月 14 日に、どんど焼きという伝統的な神事が行われる。どん

ど焼きの正式な名称は「古札焼納祭」という。正月飾りや、一年間守ってくれたお札、

お守りや破魔矢を下げて炊きあげ、一年の無病息災を祈る神事である。まず神官が神

様に祝詞奏上してお祓いをし、「お守りの山」の周りをぐるっと回って火をつける。白

い雪地は、儀式の荘厳性を一層引き立てる。あっという間に、真ん中にある山が火に

包まれて、その周辺に立っていると熱く感じる。人々は真赤な顔をし、感謝の気持ち

を抱きながら、一年間守ってくれたモノを見送るのである。

図 6 燃え上がる旧札や古いお守りに感謝しながら見守る地元の人たち（2012 年 1 月 14 日、筆者撮影）



67

2012 年の 1 月 14 日、筆者は 2 人の中国人観光者（中国江蘇省塩城市出身の夫婦・

40 代）を「どんど焼き」に連れていった。二人とも熱心に写真を撮り、「日本は伝統

をこれほど守っているとは、尊敬できますね」と評価している。神事が終わると、T
さん一家に日本流のお参りの手順を教えて北海道神宮で「初詣」をした。ちょうど神

前結婚式が行われたので、三人は見とれていた。六花亭の参拝者休憩所「神宮茶屋」

で休み、お菓子「判官さま」と温かいお茶をただでいただいた。観光者の Zさんは「日
本の人情はいいが、大人のくせにただで貰うなんて面目ない」と言い、六花亭のお菓

子を 4000 円分購入した。（一部は『北京週報』（日本語版）「中日交流」コラム 2012

年 2 月 26 日掲載）。

3.1.2.2 中国の都会にない居住環境を消費する

事例 8 「私みたいなロマンティックな心を持つ北京在住の貧乏人の、居住環

境に対する最も美しい期待を、美瑛が満たしてくれる」

北京出身の Hさん（28 歳）は、北京の大手外資系税務所で働き、忙しい日々を送っ
ている。2012 年の夏、彼女は 10 日間の休暇を取り、北海道 5泊 6 日―東京 2泊 3 日

という観光路線で個人ピザを申請して訪日した。彼女は日本語が分からないが、事前

に中国語による北海道観光情報を収集し、ホテルの英語サイトで宿泊を予約した。筆

者は 8月 22 日から 26 日にかけてボランティア・ガイドとして彼女と道央の富良野、

美瑛と道東を回った。

8月 22 日、天気は晴れで、富良野は日本人観光者や、海外からの観光者でいっぱい

になっている。周りの日本人観光者は、「ここは中国人でいっぱいになっていていやだ」

と文句を言っているが、Hさんは「これぐらいの観光客の規模は国内で見慣れている。
大したものじゃないわ」と、あまり気にしていない様子だ。ちょうど富良野のラベン

ダーも枯れているので、彼女は花よりも、カメラで晴空を撮っていた。「北京は今日も

またすっごく曇っていて蒸し暑いそうだ。友人はもう死にたいと言っている。私はこ

ちらの景色を撮って夕方ホテルに戻ったらツイッターでつぶやいてあげる」と話した。

その写真のつぶやきに対し、Hさんの友人は「気持よさそう。仙人みたいな遊び方だ
ね」とフォローした。

8月 23 日、美瑛に到着したのは既に夕方。延々とした花畑と夕日を目にした彼女は、

「もう北京には戻りたくない。ここにずっと住みたいわ」と吐露した。宿泊の温泉旅

館で、私たちその旅館の自産の鯛を食べた。その鯛と十勝産の牛乳はとても美味しい

もので、Hさんは「これを毎日食べられる北海道人が羨ましくてたまらない」と言っ
ていた。

8月 24 日、私は Hさんに摩周湖を案内した。摩周湖についたのはまだ朝の 10 時で、
湖全体は霧に包まれていた。そのまま 3時間待ったら霧が消え、澄んだ青い湖面が見

えてきた。Hさんは遊覧船を探したが、摩周湖の世界有数の透明さを保つために遊覧
船が禁じられていることを知らされ、北海道観光業が環境保護にも尽力していること

に感心していた。

新千歳を離れる際、Hさんは、「東京も北京も暑くて息苦しい。北海道を離れるのは
いやだ」ととても未練がましく話してくれた。旅を終えて北京に戻っても、Hさんは
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一週間に渡って旅の見聞、感想を綴った紀行文と写真をツイッターに載せ、インター

ネットの「驢友」35の間で大きな感心を呼び寄せた。日本を訪ねる中国人観光者は、殆

ど東京に劣らぬ中国の沿岸部大都会（北京、上海、広州など）の中流層（年収 6万元

以上は日本観光ビザの条件となっている）に属している。そのような地域の人々にと

って、日本の都市景観等より、手付かずの自然のほうこそが非日常のものであり、魅

力的に映っているのであろう。

3.1.2.3 中国人観光者からみた北海道の観光資源における「包装」文化

『古今和歌集』の「仮名序」には、「花に鳴く鶯、 水に住む蛙の声を聞けば、生き

とし生けるもの、いづれか歌を詠まざりける」と記されている。その一文は、古代の

日本人には、住む世界の隅々から自然景観を鑑賞する美意識を裏付けている。極端な

例は、日本式の造園、盆栽と生花といった、自然を凝縮する生活芸術である。このよ

うな美意識は、「崇高」と「偉大」を尊ぶ中国人の美意識とだいぶ異なっている。

例えば、一本の木、三本の木、或いは一列の木が延々として丘陵に現れる時、それ

はすぐに有名な観光スポットとして大いに宣伝され、沢山の観光者を呼び寄せる。北

海道の場合、美瑛の麦畑の丘にたった一本のポプラが立っており、それは青空の下の

「一本のポプラ」、夕日に浴びる「一本のポプラ」、雪の上の「一本のポプラ」等々と

写真として撮られ、観光スポットとして包装される。原野に立つ二本の大きな木と一

本の小さい木も同じ原理で、「核家族」の木の家庭として「包装」される。

このような北海道のローカルな主体による観光実践は、中国人観光者には不思議な

光景と映る。「何故日本人はこのようなありふれた景色をこれほど大事にするのだろ

う」、「美瑛の青い池は本当に小さい」、「小樽運河は短すぎる」といった困惑した発言

も度々聞こえる。しかしそれでも、木々が一本一本、個々の性格を持つ神聖な木とし

て入念に包まれる。決して高層ビルが沢山あるとは言えない函館の夜景が、折り畳み

扇子のようなユニークな「世界三大夜景」として「包装」される。この「包装」とい

う実践はまさに、地域のモノとヒト、そして作られた地域イメージからなるブラック

ボックスを生み出している。北海道のローカルな主体・旅行会社等はすでに、このブ

ラックボックスがいつどのように形成されたかについて問わず、ただ包装された景色

を観光商品として提供し、多くの日本人観光者の予想通りの消費実践を待つだけであ

る。しかし、このような包装された景色のブラックボックスは、中国人観光者の予想

できぬ発言等の観光実践によって開かれるようになる。例えば、中国北京市在住の K
さん（32歳）が美瑛を観光し、「包装」された北海道の風景に対し、「自然そのものよ

り、自然の美を見出して守る日本人に感動した」と評価した。ここでは、中国人観光

者によって景色のブラックボックスが開けられた後、中国人観光者自らがアクターと

してそのネットワークに新たに参入するのである。つまり、自治体や観光業者といっ

た北海道のローカルな主体による、「包装された」観光資源を商品として提供するとい

う観光実践は、中国人観光者の実践によって、日本における発達した「包装文化」の

風景として再翻訳される。このような実践によって、「包装」される風景そのものより、

「包装」するという日本人の実践そのものが「北海道」の一部と認識され、中国人観



69

光者による観光実践のネットワークへと新たに動員されるのである。

場所の「包装」については、英国の人類学者のヘンドリー（Joy Hendry）はWrapping
Cultureという著書で一章を設け、西洋の学者による日本的な建築に対する分析を踏ま
えてこう論証した。「多くの西洋人がモノとしてしか認識しない建物を、日本人はコン

テクストとして理解している。言い換えれば、日本人は、一つのモノを単独にみるの

ではなく、大きなコンテクストの中にありながら、変化しつつある小さなコンテクス

トの集合としてみているのだ…即ち、西洋人は、建物を出口のある箱としか見ていな

いのに対し、日本人は建物に『場所を形作るシステム』を見出している」というグリ

ーンビー（Greenbie）の観点と「日本式の建物に見られるのは建物そのものではなく、
ずっと遠い不在なモノである」とするコールドレイク（Coaldrake）の見方により、場
所に対するある種の日本的な理解を「場所に特別な効果を作り出すための重層的な包

装」と定義した。場所の包装は他の国でも散見できるが、日本では特に重視されてい

るという（Hendry 1993：98－99）。ヘンドリーと同様、中国人観光者も包まれた場所
を超えて、このような場所を「包装」する文化、即ち日常の細やかなところから、美

を導きだすという「日本の文化」に感心するのである。

以上、一度はブラックボックス化された北海道の祭りや行事と、ローカルな主体に

よる観光実践が、中国人観光者によって再翻訳される過程を記した。この翻訳過程に

は、アクター・ネットワーク論における「火」の空間性の要素、つまり「不在」の経

験が動員されている。観光研究におけるアクター・ネットワーク論的アプローチは、

火の空間性を、観光地における以前のアクター（観光者）の行為と理解するが、筆者

の調査では、中国人観光者の観光実践で動員される観光経験には、中国という「自文

化」についての認識・経験と、中国国内における観光経験が潜んでおり、翻訳過程に

おいてアクターとして働いている。そのような翻訳過程が繰り返される中で、日本は

観光面において先進国とは言えないにも関わらず、日本/北海道の「観光資源化」の特

色が評価されるようになっている。中国人観光者の視線にはいつでも「比較」の要素

が入っており、彼らの観光実践では自国においての観光実践が動員される。より正確

に言えば、中国人観光者の実践において、彼らが中国本土における日常の暮らし、及

び彼らの観光経験に基づく断片的な地域イメージが働いている。この地域イメージは、

観光実践の対象でありながら、比較の基準や差異の尺度といった機能を融合している。

観光実践が行われるたびに、これらのイメージが想起され、関連する想像力も発揮さ

れ、観光者の地域イメージを再構成してゆく。このプロセスにおいて、「北海道」をめ

ぐるネットワークが流動的なものとして構成されている。これは、筆者が注目する「火

の空間性」を補足する事例となっている。

しかし、以上のような中国人の北海道観光で消費される地域イメージは、道や観光

業者が生産する地域イメージとの間に、矛盾と乖離が生じている。言い換えれば、こ

れらの観光者による観光実践は、ローカルな主体の実践とは、根本的な予想の構造に

おいて大きな差異が見受けられる。この差異の中で生まれる実態を、次節でまず事例

から見てみよう。
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3.2 中国人観光者の実践における「予想の逆転」

事例 9 「もっと自由に行動したい！」

札幌市にある、インバウンド業務を専門とする旅行会社のＳ社は、ここ数年来中国

本土を主力市場として開拓し、沢山の中国人観光者を北海道に迎え入れた。筆者の知

り合いで、S社にパート社員として働いている Pさん（女性、中国北京出身、20代）
は中国からの観光者に対し、集客、旅行手配から添乗員といった仕事を 2年間ぐらい

やり、豊富な経験を積み重ねた。中国人の北海道観光における問題点について、「地元

のほうは、もっと消費者目線を取り入れるべきだ。北海道の観光業界は上から下まで、

中国人観光客の需要はわからない、中国人観光客の満足度が低いからリピーターが少

ないと頭抱えているよ」と指摘した。そして、以下の事例を語ってくれた。

深圳市の C氏夫婦は、香港の旅行会社を経由してＳ社と連絡を取り、北海道観光の
手配を Pさんにしてもらった。C氏夫婦は 6歳と 3歳の子供を連れ、中国南部では見
られない雪景色や海鮮、スキーを存分に楽しむため、一日に 10万円の代金で、Pさん
をドライバーガイドとして 5日間にわたって雇った。観光の場所として、札幌の繁華
街と小樽、昭和新山、登別、ニセコを指定した。いずれもインターネットで入手した

情報で決めたという。最初の 3日間は楽しく過ごしていたが、4日目には問題が起こ

ったという。

「12 月 28 日は、スノーワールド喜茂別を夕方 5 時に出て、ホテルで夕食する予定

だったが、C氏夫婦はどうしてもホテルで食べたくないと言い出した」。

先日の夕食も、ホテルのバイキングであったが、あまり美味しくなかったので外で

蟹を食べたいと C氏夫婦が主張していた。しかし Pさんはその日にすでに勤務時間を
オーバーしており、本社に電話すると「勝手にお客さんを案内することはいけません。

今頃バスの運転手さんは休憩時間ですし、何かありましたら、Pさんが責任を取るこ
とになっていますよ。お客さんにホテルで食べさせてください」という返事しかこな

かったという。

「では自分で運転するわ、国際免許持っているから」と C氏のご主人が言ったが、

それも会社の規則上できないと Pさんが答えると、C氏のご主人が怒ったという。「あ

なたを雇ったのは、言葉がわからないから通訳してもらいたいからだよ。なぜいちい

ち旅行会社の言うとおりに動かなくちゃならないの。先日のバイキングには北海道の

有名な蟹やホッキ貝も出てないし、目を疑うものさえ出ているじゃない。金なら出す

から好きな食べ物を食べてはいけないか。どうして日本人がこんなにも融通が利かな

いんだ」と怒鳴ったそうだ。最後は、家族 4人でタクシーを拾って他のレストランに

行ったそうだ。

最後の送別のとき、C氏のご主人は Pさんに対し、「北海道の景色はきれいだったけ

れど、実はもっと自由に行動したかったよ」と話した。
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図 7 C 氏夫婦の日程表(2013 年 5 月 26 日、筆者スキャン)

このような揉め事は、少なくなかったそうだ。今回のグループ旅行の観光者だけで

なく、団体できた中国人観光者も、たとえより多めの料金を払うことになるとしても

予定のコースではなく「ほしいものや食べたいもの」のある店に行きたい人が多いそ

うだ。「北海道は良いイメージがあるのだから、中国人のお客さんの期待度もそれな

りに高い。しかしこの期待が高ければ高いほど、結果的に満足度が低いと期待が裏切

られたときの失望感が強くなる危険も大きいから。地元のほうはもっとお客さんのニ

ーズに注目して、魅力的なコースを作らなければねえ。今までも日本人目線でやって

きたので」と Pさんは言っている。

事例 10 「大通ってのは、札幌の県城36なの」

親孝行旅行をする上海の Tさん一家（Tさんとご両親）は 2011 年の夏休みを利用し

て北海道に 6泊 7日滞在した。その期間中、筆者はボランティア・ガイドとして彼ら

を札幌、小樽や富良野といった道央地区を案内した。後者には、上海では見られない

風景があるから好評だったが、札幌の観光スポットは殆ど不評であった。

Tさんは「道中人」のサイトで札幌の代表的な観光スポットの時計台や道庁、中島

公園と大通を知り、この度は是非行きたいと言ったので、2011 年 7 月 29 日の一日目

は市内を回った。しかし、時計台は日本でも「日本三大がっかり」と命名されるほど

の低い建物であるし、道庁のような赤レンガも中国で珍しくないので、Tさん一家は

関心を持たず、記念写真もあまり撮っていない。大通を歩く時、Tさんのお父さんは
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ふと、「ここは大通というんだね。大通って、札幌の県城なの。実家の◯県に似ている

な」と発言した。筆者は急いで「大通は札幌の中心部の公園ですよ」と答えたが、T

さんはまたテレビ塔を見て「これは伝説中の札幌テレビ塔ですか、とても低いですね」

という感想をこぼした。一日中の「札幌市内散歩」は彼らにとってつまらないようだ

った。無論、Tさんは「自慢にできる」写真を撮ることもできず、札幌の市街地の風

景をインターネットに載せなかった。

以上の事例から、中国人の北海道観光において、地域イメージの作成・発信におい

て、観光者の実践のほうが他のアクターより強力だということがわかる。この点は従

来の観光研究と異なっているし、アクター・ネットワーク論の主旨とも違うように見

えるかもしれない。たしかに、アクター・ネットワーク論はモノとしてのアクターに

注目して、徹底したヒトとモノの「対称性」を提唱している。しかし、アクター・ネ

ットワーク論の科学技術についての分析においては、ある存在が別の存在を変容させ

る因果性や法則が主題化され、一方が他方に働きかける非対称性もまた当然であると

いう前提に置かれている。そしてラトゥールは、存在間の非対称性が均等な視点の間

の諸関係によって作り上げられており、その関係の転換をつうじて非対称性の在り方

が変容する過程を具体的に描いてきた。今までの観光研究では、観光の生産者のほう

が観光の消費者/観光者を誘導する役割を果たすことが描かれてきたが、本論で論述す

る北海道という観光の事例においても、観光者と地域のアクターの間で、その関係性

の変化が見受けられるといえる。

事例 11「小樽運河って『一見は百聞に如かず』37。それより、小樽の海は意外と綺麗」

2011 年 9 月 15 日、筆者は添乗員として上海からの団体観光者 16 人に小樽の案内を

行った。まずは札幌駅から電車で小樽に向かい、そこで運河沿いを回って寿司を食べ、

観光船に乗って祝津の海を周り、最後は天狗山を登ってから帰札した。彼らが一番歓

声をあげたときは、小樽運河を散策するときでも、おみやげショップを回るときでも

なく、札幌から小樽に行く電車の窓から広がる海を間近に見られたときであった。そ

のとき、観光者一行はみな立ち上がって見とれていたり、写真を撮ってツイッターに

載せたりしていた。そういった中国人観光者の反応を、同じ電車に乗っている日本人

の乗客は怪訝そうに見ていた。

観光者の Bさん（50 代の会社員）は微笑みながら、「はじめてこんな青い海を見る
ことができて嬉しい。上海でも海が見えるが、それは黄色いもの。北海道の自然はや

はり素晴らしいね。小樽についたら水遊びしたいくらいだ」と語っている。20 代の会

社員の Sさんは、「琴似、手稲、稲穂、星置、星見、銭函…これらの駅の名前はみんな
ロマンティックだね。窓から後ろに後退していく日本海の海水を見て、見ているのは

もはや列車ではなく、船のような感じだ。絶妙な乗り心地だ」と言った。

逆に、最も有名な小樽観光スポットである小樽運河を散策しているとき、観光者の

皆さんはあまり関心を持っていないらしく、記念撮影を撮ったら、「つまらないから早

く別のところに連れてって」等と言っている。「この運河こそ、小樽観光の救世主でし

たよ」と筆者が小樽運河の歴史を紹介したら、観光者の Fさん（30代の公務員・蘇州
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出身）は、「これでも運河と言えますか。短すぎるじゃないですか。そもそも、運河と

して機能していないじゃないですか。地元の蘇州には、京杭大運河があります。それ

は千年以上の歴史もあって、今もたくさんの船が行き来しています。小樽の運河は比

べ物になりませんよ。小樽運河って一見は百聞に如かず。どんな物語や歴史があって

も中国のものには敵わない」と酷評している。確かに、中国には蘇州、杭州など運河

が町中を流れる都市も少なくなく、規模からも歴史からも、小樽運河は比べ物になら

ないのである。このような中国人の観光者にとって、小樽運河に対して日本の観光者

ほどの関心はないというのは、当たり前のことであろう。

そこで早速、筆者は観光者たちを北一硝子やオルゴール堂等に連れていった。ここ

では観光者が精緻な硝子製品に驚嘆の声を挙げ、カメラのシャッターの光も絶えるこ

とがなかった。16 歳の高校生の Uさんは、「インターネットで他の小樽観光者の『旅
行攻略』を見て、その中にキラキラと夢幻な光を光っている硝子製品がとても印象的

だった。もし来るチャンスがあれば、是非買いたいなあと思った。今回は、すごくき

れいな海が見られたので、海をイメージした青い風鈴を買って記念にしたい」と語り、

硝子製のうさぎコップとオルゴールを買った。ツアー団全員で 16 万円の買い物をした。

図 8 鰊御殿からみる祝津の海 (2011 年 9 月 15日、筆者撮影）

最後に、我々一行は観光船に乗って祝津の海を回った。走行中の船でかもめの餌付

けをしたり、写真を撮ったりする観光者にとって、こうした体験は新鮮で楽しそうだ。

「小樽の海は意外と綺麗だ。ガイドブック等には見ていないが、体験できて楽しい」

と Fさんが言っていた。以上の事例を裏付ける、小樽市博物館の学芸員の石川直章さ

んの話がある。彼は自分の経験上、「小樽で中国人観光客一番興味を持っているのはや

はり自然だ」と断言している。

2010 年 8 月、小樽市役所観光振興室の佐々木真一さんにインタビューしたとき、「海

を感じさせる町のイメージ」のために、小樽市をはじめ後志地域の豊富な海の幸とい

った「海の食文化」が大いに宣伝されているとの話があった。北海道の観光情報を中
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国語で紹介している最も大きなサイト「道中人」38も「小樽特集」の中で、「蟹」と「寿

司」を取り上げ、「小樽政寿司」等の日本国内で有名な寿司屋の歴史やサイト、アクセ

ス等を紹介した。また、筆者がインタビューした範囲では、小樽にやってきた中国人

観光者は殆ど小樽の食べ物に関心を持っており、特に「蟹」と「寿司」に興味がある。

しかし、小樽の海そのものについての宣伝もあまりないし、前出の祝津港に観光者

の足はなかなか向かないのである。2012 年 7 月、筆者がボランティア・ガイドとして

中国人観光者 2名を、祝津港から運河地域までの観光船に案内するとき、乗客は私一

行を含め 18 人いたが、そのうち観光者らしき人はわずか 6名から 7名で、中に韓国人

の留学生が 2人いた。中国人観光者の Fさん（中国杭州在住・ 20 代）は、「小樽にこ
んな綺麗な海があるなんて知らなかった。ニシン御殿自体はつまらないが、そこから

見えるのは絶景だ。今度は両親を連れてきたい」。また、韓国人留学生の Lさんに訊ね
てみると、彼は小樽商科大学の学生で、小樽地元出身のクラスメートに祝津のことを

聞き、案内してもらったという。

このように、観光者が様々なモノによってイメージを確認したり、覆したり、刷新

したり、または補充したりしている。この過程において中国人観光者は、驚異と不確

定性に満ちる実践を求めている。出来事を経験する中、彼らはイメージからの逸脱を

拒否しない姿勢を保ちつつ、自らの嗜好によってアクターを取捨選択し、動員してい

る。小樽地元の観光業者が小樽運河を中心に地域イメージを宣伝し、観光商品を生産

しているにも関わらず、中国人観光者が小樽においての観光実践では、電車で海を見

かけるや、ガイドに海に連れてもらうという偶然の出来事によって、「海」のイメージ

が重要なアクターとして動員・消費されることによって、新たなネットワークを構成

することが分かる。この動員のメカニズムには、「中国の運河」及び「中国の海」とい

った断片的なイメージの想起が大きな役割を果たしている。中国人観光者が、過去の

経験、すなわち中国の運河及び海についての断片的なイメージから、小樽についての

感覚と消費を展開させていることが伺われる。彼らは、異国の環境下一種の新鮮感に

浸りつつ、昔の思い出及び既成のイメージから再出発し、自らの実践を展開させたの

ではないか。それは、全体性を提示しないままに隙間を置いて生成しては消失する断

片的なイメージであり、「部分的連接」(partial connection)（Strathern 2004）ともいえる。

部分的連接は、部分・全体関係でなく、部分と部分の関係におけるアナロジカルな展

開に基づいた、比較を対象自体より見出す比較法である（春日 2011）。小樽の事例を、

従来の比較方法に従って分析すれば、中国での暮らしと日本での観光経験を併置し、

両者の共通点と相違点を抽出して、互いの関係を解明する作業となる。しかし中国人

観光者の観光実践をよく見詰めると、その実践のメカニズムを観光前の中国における

暮らしを含む大きい範囲の一部とみることができるし、逆に観光中の実践のごく一部

にすぎないという「ミクロ」な視点で考えることもできる。このように、比較の出発

点、すなわち視点が定まらないものとなっている。

部分的連接においては、比較は対象自体に宿っており、おのれでおのれを比較する

と考える（春日 2011：298）。すなわち、外部からではなく、みずからの内部の差異を

みいだし、それを参照にして他のものとつながり、比較する。この比較において、対

象と基準との融合、その融合による外部へのリンクが明らかとなっている。小樽の事
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例の中、アクターとしての「海」に関する地域イメージと中国の暮らしに基づく「歴

史も長いし広い運河」と「汚染された海」のイメージには、差異の尺度を生むエージ

ェンシーが宿っている。また、このような断片的なイメージの想起は、前述のように、

必ず切断を伴うため、その切断はつねに「残余」（あるいは「剰余」）を生み出す。す

なわち、観光実践は、それに関与する観光者、ローカルな主体、地域イメージといっ

たアクターのそれぞれを、完璧にふさわしい関係の結節点において切断することが不

可能であり、「座礁する社会性」（春日 2011：299）の反復を宿命づけられていると

いえる。具体的にはこの事例のように、観光商品やブラックボックス化されたことに

不満を抱く観光者が現れるのである。こうして、部分的連接は、自治体や観光業者が

生産・提示する地域イメージと中国人観光者が実際に消費するイメージにおける矛盾

とずれの生産の間を循環するのである。このようなずれは、繰り返されざるをえない

が、その循環が反復する中で、観光者と地域の関係性を築いていくのである。

このような現実を、従来の「観光の需要―供給」図式でみると、単純化されてしま

い、地域・旅行会社の考え方と観光者側がイメージに基づく実践の展開の仕方との根

本的な逆転を見逃す恐れが大きい。本論では、このような実践を表象の受容といった

従来の認識論的な考察によって単純化せず、存在論的に捉えようとして、一章で提示

した図 2に従って、その逆転の様相を以下のように示す。

観光資源

とみなされるもの 観光商品

地元/観光者の嗜好

に合わせた、予め作られた地域イメージ

地域や

観光

プロモーター

が提供する観光

観光者の実践



76

観光地に関する情報

（地域イメージを含めて）

観光地で体験する 観光者による

「イメージ」制作 新たな観光実践

（不確定性を伴う）

あらゆる出来事

図 9 観光実践における予想の逆転

このように、観光者の実践は、すでにあるひとつの、あるいは一群のアクターの働

きに還元できない複雑なものになっている。観光者によるひとつの実践が果たされる

瞬間に、それをまつわるネットワークが新しく生成し、そこから地域の流動的な性質

が見受けられる。観光における様々なアクターは、地域の中で運動できるとき、形状

を変えつつも、流動的な空間において自己の継続性を保っているのである。地域イメ

ージで説明すれば、観光者も地域も地域イメージをアクターとして動員し、イメージ

から実践へと翻訳してゆくが、結果として異なるネットワークがよく生成する事例が

見受けられる。その理由は、根本的な予想の逆転にあるのである。

小樽において、日本の観光資源として著名な運河ではなく、中国に稀な綺麗な海の

風景が中国人観光者に消費される事例は、まさに以上で提示した観光実践における「予

想の逆転」を物語っている。さらに、筆者の別の調査結果によると、北京市出身の観

光者はわざわざ「雪あかりの道」という小樽運河の冬の点燈イベントの時期に訪れ、

小樽運河に強い興味を示していた。北京の市内には運河が流れていないことを見れば、

「差異性」を消費する実践のパターンが浮かび上がってくる。逆に蘇州、上海や寧波

等、数千年以上の歴史を持つ大運河が流れる町からの観光者は、小樽運河にそれほど

関心を持っていないのも当然となる。このように、観光者の実践の逆転した構造を深

く掘り下げれば、観光者自身の出身・経験、その場その場の出来事や、映画とアニメ

の映像及びインターネット情報等、アクター間の結びつきと乖離的な関係性が、その

都度に新たなネットワークを織り上げているからこそ、不確定性も生じているといえ

るのである。

図 9の下半分で提示した新たな実践は、個別の実践であり、その実践はいろいろな

アクターを動員し、果たされる瞬間には新しいネットワークができるようになる。次

節では、アクター・ネットワーク論に基づき個的な観光実践の共有化の構造を分析し、

さらに、質的オンライン研究を行い、観光実践の共有化と地域イメージの関係性を解

明してゆく。
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3.3 地域イメージの制作と個的な観光実践の共有化

1.3.2.1 において、個的な観光実践の過程を分析した。そこでは、観光実践におけ

るイメージやヒト、モノがいずれも電子メディアというグローバルな科学技術と連動

して越境するような、従来なら想像もつかない膨大で多様なネットワークとなってい

る事を明らかにした。このような事例を研究するため、これからの観光研究は、オン

ライン研究を取り入れ、ヴァーチャル空間におけるネットワーク生成の過程へ注目す

ることが必要となる。その入口は、地域イメージの制作過程への観察である。以下の

事例で見てみよう。

事例 12 小樽の地域イメージ制作

筆者は、小樽を訪れた15人の中国人観光者のツイッターやブログにアクセスし、特に満足し

た経験と満足できなかった経験、そしてインターネットにのせた写真のテーマと、印象的なフ

レーズ（大まかな内容）を以下の図10にまとめてみた。研究の信憑性を保つため、この15人

の参加者はインターネットで任意抽出した人ではなく、全員は筆者の知り合いであったり、案

内した観光者であったりするような面識のある人である。参加者の名前として使われるイニシ

ャルも、ニックネームではなく、実際の名前からである。

図 10 中国人観光者による小樽の地域イメージ制作の際のキーワード

観光者 性別 特に満足した経験
満足できな

かった経験
写真のテーマ 印象的なフレーズ

B 女

観光船

「ラブ・レター」

ロケ地めぐり

食べ物
海辺に立つ親子

ガラス製品

小樽の海辺に住んでいる人達は幸せ/訪れ

るに値する/ガラス製品は予想通り綺麗

K 男 海辺での水遊び
運河沿い観

光

海

食べ物

小樽の寿司は高くてあまり美味しくない/

小樽運河は面白くない/訪れるに値しない

I 女
電車から見る海

オルゴール購買

運河沿い観

光

海

オルゴール
綺麗なオルゴール入手/romantic

L 男
観光船

和風ホテル
食べ物

かもめ

畳部屋

小樽で同じく上海出身の観光客と出会っ

た/畳部屋で日本式サービスを体験できた

W 女
小樽貴賓館観光

ガラス製品購買
特になし

小樽貴賓館

ガラス製品

北海道にも貴賓館みたいな伝統的な建物

がある/小樽は基本的に洋風の町

U 男 和風ホテル 運河沿い観 海 温泉でゆっくりできた/やはり畳は気持ち
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海 光 畳部屋 いい/運河沿いは退屈だ

H 女

運河沿い観光

「ラブ・レター」

ロケ地めぐり

特に無し

小樽運河

「ラブ・レター」

ロケ地

冬の小樽は「ラブ・レター」を探しにくる

観光客を静かに待っている

S 男

観光船

電車の窓から見る

海

運河沿い観

光

海に現れた「鯨ら

しきもの」

小樽運河

故郷の運河の方が小樽運河よりずっと広

くて眺めがいい

Z 女
ガラス製品

和風ホテル

運河沿い観

光

小樽運河

ガラス製品

おみやげショップに英語の話せるスタッ

フがいない/小樽は小さいが、ロマンティ

ック町だ

L 女

ガラス製品

海

「ラブ・レター」

特に無し

小樽運河

ガラス製品

海

Cさん、あなたがもし小樽に来たら絶対ガ

ラス製品めぐりにはまるわ

Q 男 特に無し 特に無し 小樽運河
普通のお土産ショップでも銀聯カードが

使えるなんてびっくりした

G 女 ガラス製品
運河沿い観

光

小樽運河

ガラス製品

訪れるのに値しない/わざわざ来たのにつ

まらなくてがっかりした

G 男
海

天狗山

運河沿い

観光

小樽運河

海

天狗山の夕焼け

さすが先進国の自然環境はいい/中国もい

つかこうなってほしい

F 女
海

サービスがいい

運河沿い観

光
小樽運河

小樽運河は狭すぎる/どこのトイレも清

潔/欧風の街並み

C 男
観光船

食べ物
特に無し

観光船

寿司

船に乗っていると沢山のかもめが飛びか

けてきて面白い

図10から、観光者による地域イメージの制作実践が見られる。ここで観光者はある特定の観

光経験を、自らの嗜好にかない、みずからだけの関心に従うようなものに変えるべく、細々と

して無数の変化を加えている（セルトー 2002：16）。前出の事例と同様、小樽運河はあまり

評価されていないことと、中国人観光者にとっては小樽の海のような自然景観と、「ラブ・レ

ター」のロケ地が喜ばれ、イメージの制作、言い換えれば実践の共有化の際にもそれらが重要

なアクターとして扱われていることが見受けられる。また、寿司のような日本の食べ物や、日

本式の温泉や畳部屋といったサービスと、小樽ならではのガラス製品やオルゴールへの関心度

が高いことも分かる。

このような共有化の特徴を更に検証するため、次節は札幌イメージを対象にした、焦点イン

タビューの実施結果をみてみよう。

事例 13 札幌の地域イメージの制作

焦点インタビューとは、アメリカ合衆国の社会学者のマートンと同僚が 1940 年代に

開発した「焦点を合わせたインタビュー（focused interview）」という方法である。そこ
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から、質的研究においていかにインタビューを計画し、実施するかについて多くを学

べるとフリックが指摘している（フリック 2011：181）。

焦点インタビューの手順は以下の通りである。インタビュイー（本稿では「参加者」

と称する）に一様な刺激（ある映画やラジオ番組など）を与えた後、それが彼ら/彼女

らにどのような影響を及ぼすかを、インタビュー・ガイドを用いて調べる。このイン

タビュー法のもとの目的は、マスメディアの影響に関する統計的に有意な知見を解釈

する根拠を得ることであった（フリック 2011：181）。

本論文で焦点インタビューを観光研究に転用しようと、筆者は札幌 PR 映像

CINEMATIC CITY SAPPOROをインターネットで提示し、北海道へ行ったことのない
中国人 10 人にインタビューし、彼らの反応を分析する作業を試みた。CINEMATIC
CITY SAPPOROは震災の後、札幌市観光文化局が制作した札幌市プロモーションビデ
オの 7分バージョンのものである。「映画のような、景色が広がる」モチーフに、文字

を一切使わずに映像と音楽で札幌の四季や街並み、食等の魅力を紹介するものである。

動画は、YOUTUBEに載せられているが、中国大陸では YOUTUBEにアクセスするこ
とができないため、筆者はそれを中国で一番利用者数の多い動画共有サイト YOUKU
にアップロードして、グループに見せた。

そこで筆者は、焦点インタビューの四つの基準に沿って以下のように、非構造化質

問と、半構造化質問、そして構造化質問を順番に設計した（図 11）。筆者の認識の枠

組みを、参加者の見方に押し付けないよう、まず非構造化質問を提示し、インタビュ

ーが進行するに従って構造化を増した質問を行った。

図 11 焦点インタビューの質問

焦点インタビューの質問

1 この動画の中で最も印象的なシーンは何ですか（非構造化質問）

2 あなたがこれまで知らなかったことで、この動画で知ったことは何ですか

（半構造化質問）

3 この動画から判断して、あなたは札幌が「大変訪れるに値する」、「普通に訪れるに値する」、「訪

れるに値しない」、のどちらだと思いましたか（構造化質問）

4 この動画を見て、もし札幌に行く機会があれば何を一番体験したいですか（構造化質問）

焦点インタビューの質問に対する 10人の参加者の回答を、以下の図 12にまとめた。

図 12 焦点インタビューの回答

参加者 出身地 1、印象的なシーン 2、この動画で知ったこと
3、札幌は訪れるに

値するかどうか
4、一番体験したいこと

W 広州市 雪 札幌の景色は油絵のようだ 大変値する スキー

G 南京市 雪 札幌の冬は魅力的 値する 雪遊び

H 上海市 巫女さんの後ろ姿 札幌の伝統とモダンの融合 大変値する 金魚すくい

H 天津市 四季の移り変わり 札幌も花見ができる 値する 花見

J 成都市 雪 札幌のスキーは面白そう 値する スキー
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A 北京市 神宮 無し 値しない 寿司

O 大連市 紅葉 札幌の秋が綺麗 値する 紅葉狩り

W 上海市 紅葉 無し 大変値する ラーメン

Z 常州市 紅葉 予想より大都会だな 大変値する 紅葉狩り

K 北京市 焼き魚 食べ物が美味しそう 値する
ビールを飲みながら焼き魚を

食べる

以上の回答からみると、動画の中で中国人の印象に最も残ったシーンは①自然、②日本の伝

統的風景（建物や民俗）、③食べ物で、事例1と事例2で得た北海道への中国人観光者が共有

している北海道イメージと、事例2で分かった留学生によって制作された北海道イメージと、

ほぼ一致している。同時に、動画に出た時計台、道庁といった札幌の代表的な歴史的建造物は

殆ど無視されている。彼らが制作した観光活動も、自然や食べ物を楽しむものからなっている。

これで以上の事例を検証することができ、中国人観光者による観光制作及び実践共有化の傾向

が把握できるだろう。

では、以上の事例を通じて、北海道の地域イメージは、中国人観光者にどのような尺度で取

捨選択され、北海道という実際の観光空間からヴァーチャルな空間へと翻訳（制作）されるの

かが分かる。観光は、「非日常性」や、「異人性」を求める行為とよく言われている。以上の

表が示すように、「日本らしさ」「北海道らしさ」「小樽らしさ」や、自文化への意識、更に

は自らの生活への反省と、生活の他なる可能性への想像が、観光者の実践の場合において「火

の空間性」として導く役割を果たし、イメージ制作の際のアクター/スパイスとして働く。

この「火」の空間性において、地域イメージが共有されない場合は存在感を薄めて

いくが、大いに共有されるという極端な場合、ふくらみ、浸透しあい、地域に再帰的

に作用し、コミュニケーション空間における交流などによって、新たなネットワーク

を形成し、地域の別の空間的次元を生み出すことが見受けられる。このような観光実

践を通じた北海道という地域が生成される事例を、次節で見てみよう。

3.4 観光実践を通じた北海道の生成

3.4.1 観光実践における地域イメージのブラックボックス化

事例 14 映画『非誠勿擾』の再帰的作用

前述の事例のように、映画やアニメの映像からきた北海道の地域イメージを消費す

る為に北海道にやってくる中国人観光者はたくさんいる。特に映画『非誠勿擾』は、

2008 年のいわゆる「北海道ブーム」の直接的な原因となり、そのロケ地は観光の要素

として断片的に抽出され、観光の路線に組み合わせられ、消費され、更に北海道にも

再帰的作用をもたらしている。2009 年 1 月下旬、日本政府観光局は北海道観光を宣伝

するために中国旅行雑誌のライターやカメラマン等のメディア関係者を招請し、彼ら

を『非誠勿擾』のロケ地へと案内した。その中で目玉となっている場所の一つは、阿

寒湖温泉街（まりも銀座）にある炉ばた浜っこという居酒屋で、『非誠勿擾』の中で主
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人公たちがカラオケを楽しむ「居酒屋四姉妹」として登場した。映画の中では、主人

公が美人四姉妹の看板に惹かれて居酒屋に入ったシーンが印象的だったが、この「四

姉妹」は実際、架空の人物である。映画の上映後、中国人観光者が急増し、店は中国

語版メニューを作成した他、中国人観光者が持つイメージに応えようとし、「四姉妹看

板」を設置するようになった。女将さんの真野さんの話によると、中国人観光者はよ

くここで記念撮影し、店でいっぱい飲むことになっているそうだ。片言の日本語で女

将さんに話しかけたり、お店で「北国の春」の中国語版を歌ったりするといったコミ

ュニケーションもしていたという。「かつては常連しか来ていなかったが、今は中国人

の観光客が押し寄せてきて、映画で使われた赤い暖簾や看板を飾ることにした。映画

と同じ『四姉妹』に店名を変えるかどうか今考えているよ」と笑いながら話した。

図 13 炉ばた浜っこの女将さんが中国人観光者との記念撮影。後ろのポスターは「非誠勿擾」のシーン

に出たポスターの複製品である。（中国「新華網」より）

図 14 阿寒湖周辺の商店街の『非誠勿擾』のポスター。これが商店街のところどころに貼ってあり、中

国人観光者を惹きつけるアクターとして使われている。（2011 年 10 月 14 日、筆者撮影）

更に興味深いのは、『非誠勿擾』によって作られた北海道の地域イメージの移転現象

である。中国浙江省の景勝地「西渓湿地」には 2011 年の 1 月、「日本料理とカフェの

四姉妹田園式居酒屋」が開業した。「北海道を杭州に移転してきました。杭州には日本

料理店が多いが、ここの雰囲気は格別。だって美しい四姉妹がいるもの」と宣伝され

ている。この事例から、北海道のイメージと日本イメージの異種混淆な融合と、映画

と中国人観光者の観光消費が中国の業者にコンテクスト、換言すれば飲食店の経営戦
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略に影響を与えるプロセスが見られる。

図 15 浙江省の「四姉妹居酒屋」。外装は中国風だが料理は日本式。（筆者撮影、2012 年 2 月 7日）

また、『非誠勿擾』の女主人公が海に飛び込み自殺しようとした網走市の能取岬にも

大勢の中国人観光者が訪れていた為、中国語の看板が設置されるようになった。観光

者の Gさんが「驢評網」という旅行記サイトに『非誠勿擾』のロケ地巡りの写真を載

せ、「『非誠勿擾』の女主人公の「笑笑」がここで自殺する理由が分かった。こういう

牧歌的な風景に囲まれて死ぬのも、幸せだろうな」とのコメントもあった。

図 16 中国人観光者 Gさんがインターネットにアップロードした能取岬の写真39。

筆者が中国国際旅行社で調査した結果によると、（元日本部副課長 Iさん、26歳）、

『非誠勿擾』公開後の 2009 年春より 2011 年春にかけて、中国国際旅行社発の北海道

団体ツアーの 5割以上は「『非誠勿擾』ロケ地巡り」を中心にするコースだそうだ。

このような団体観光者ではなく、増加する個人観光者が公共交通機関を使う事情によ

り、釧路総合振興局によって作製された道東バス路線、鉄道情報が一目で分かる「ひ

がし北海道公共交通マップ」の中国語版も作られた。中国語版には、日本語版と英語

版、ハングル版と同じく、釧路、根室、十勝、オホーツク管内の観光施設や名所が紹

介され、JR 釧路駅など各地の駅を起点とした所要時間と交通機関が掲載されている。

その上、『非誠勿擾』のロケ地と小説の場面でさえも紹介されている。また、釧路や
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網走市は、街中の中国語標識・案内を整備し、中国人観光者が一人で歩いても迷わな

く心地よく観光できる体制を作っている。

『非誠勿擾』の脚本は、監督の馮小剛が自ら書いたものである。馮小剛は交友関係

のある人物の紹介で、1990 年代東京から釧路へのフェリーで訪問し、ドライブで観光

した時に北海道の風景と人情に感動し、それを映画にした40という。この映画が中国に

おける北海道の地域イメージの重要な一部となり、その断片的な要素が多くの中国人

観光者の実践に散りばめられて循環し、北海道という地域に再帰的な影響を及ぼすこ

とによって、比較的に安定したネットワークを形成している。一章で論述したように、

このような状態を、観光における地域イメージの「ブラックボックス化」として分析

できる。ブラックボックス化の過程における翻訳過程は、一種の「相互規定と記述」

（Callon 1991:143）として表現することができる。『非誠勿擾』によって起こった「北
海道ブーム」とそれに連動する地域の実態から、まさに地域が観光者の実践を翻訳し、

特定の対応を取るようになるという純化の作業、言い換えればブラックボックス化に

向かわせる実践が見受けられる。

図 17 札幌市滝野すずらん丘陵公園東口にある中国語によるアンケートである。「3今回はどの旅行会社

を選択したのか」、「4どこでうちの公園に関する情報を入手したか」といった質問が書かれている。これ

は、札幌市のローカルな主体による中国人観光者についての「翻訳」作業といえる。

（2013年 8月 14日、筆者撮影）

また、積丹ニューしゃこたん号水中展望船には、中華圏の団体観光者がよく利用して

いるため、中国人を喜ばせるために、「中国人が好きそうな赤い色を使って」（スタッ

フのMさんの話）簡体字の「欢迎光临北海道，热烈欢迎」（ようこそ北海道へ）を作
った。その上、団体ツア―のガイドが、集合場所に目印をつけてもらいたいという要

請で、中国の国旗も船の泊まり場で掲げるようにしたという。「中国系の観光客が多い

場合、うちの客数の 3分の 2を占めるから、本当に助かる」と話してくれた。
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図 18 積丹ニューしゃこたん号水中展望船の乗り場にある中国語の旗及び中国国旗

（筆者撮影 2013年 7月 19日）

以上、中国人の北海道観光における中国人観光者及び自治体・観光業者の実践にお

いて、北海道をめぐる新たなネットワークが形成されている。以上のいくつかの事例

で見られるように、このネットワークの中にはいくつかの形成中のネットワーク、ま

たはブラックボックスとして成立したネットワークが入れ子構造をなしており、従来

の観光研究における二分法では捉えることができない。これらの複数のネットワーク

を生み出したのは、『非誠勿擾』で起こる「北海道ブーム」というブラックボックスと

いえる。このブラックボックスが形成した後も、中国人観光者の「予想逆転」の実践

や、中国人観光者が偶然に「祭り」や「小樽の海」に出会う出来事などによって開け

られつつあり、多様なネットワークな変化を迎えている。また、観光ボランティア・

ガイドも参与することによって、北海道の地域住民もアクターとして働くことになり、

そのアクターたちも内面的な変化を迎えている。その実態を、次節で見てみよう。

3.4.2 観光ボランティア・ガイドの実践と地域の生成

日本はここ十数年来、観光は経済的期待に関連づけられ、更には新たに地域の再生

やまちづくりとして役割をも見出されるようになっている。特に特筆できる産業を持

たない地域や、大規模向上や大型娯楽施設といった外発的発展を望めない地域では、

「内発的観光開発」或いは、「着地型観光」という、地域主導による、地域文化を基盤

におく自立的な観光のあり方を創出する営みが地域観光の力点とされている。つまり、

地域において住民が固有の歴史・文化的遺産などを活用する内発的な観光発展が望ま

れる。

そこで、明確な「地域イメージ」を確立し提示していくことが、「まちづくり」や「地

域おこし」の風潮の重要な一環となった。そのために日常に根付いた地域の生活文化

や民俗伝承、すなわち歴史的に育まれてきた地域の固有性の発掘が盛んに行われる。

これは、集客競争を制して経済活性化をもたらすだけでなく、住民の地域に対する誇

りや愛着をも再活性化することにつながるとされる。この中で大きな力を発揮してい
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る地元の実践コミュニティとしては、観光ボランティア団体などが挙げられる。

観光ボランティア・ガイドが近年急速に各地で拡大し、2010 年には 1623 団体、約 4

万 1000 人を数える41。その中、外国人観光者に日本の魅力を伝え、旅行を楽しんでも

らうという外国人観光者を対象としたボランティア・ガイド組織が増えつつある。地

域住民を主体的な担い手として論じた環境社会学等の分野での著書や論文（住木2007、

森川 2008、深見 2009 等）が世に問うようになったが、国際観光における地域住民が

活動を伸ばしていこうとしている動態的な事例を追跡するという研究は見受けられな

い。特に外国人観光者を対象としたボランティア・ガイドに関する質的な調査・研究

は皆無と言ってよい。

そこで本論では、仙台と札幌における外国人向けのボランティア・ガイド組織を事

例とし、こういった組織の活動実態や特性を明らかにする上で、彼らの観光実践に見

られるコミュニケーションを見詰めたい。

3.4.2.1 外国人観光者向けのボランティア・ガイド組織の歴史及び概要

外国人観光者を対象とする観光ボランティア・ガイドの普及及びガイド組織成立の

背景には、国際観光振興機構(JNTO)が 1964 年から実施している「善意通訳（Goodwill
Guide）運動」がある。いわゆる善意通訳運動とは、外国人観光者の受け入れ態勢整備
の一環であり、外国語の通じる個人が、町なかや駅、車中などで自発的に通訳や案内

を行うという「小さな親切運動」である。JNTOに登録し、実践する個人を「善意通訳
者」と呼ぶが、日本全国には SGG（Systematized Goodwill Guideの略称）と呼ばれる
88 団体（約 3700 人）があり、善意通訳者は希望により組織に所属して、ボランティ

アで観光ガイド等の活動を行える。このような善意通訳運動は昭和 39 年の東京五輪、

42 年の国際観光振興年、45 年の大阪万博の３回において単発的に実施された後、昭

和 54 年度から継続実施となり、ガイド募集が強化されつつある。その後、「国際観光

モデル地区」や「国際観光テーマ地区」といった国のインバウンド振興政策とも連動

し、普及してきた。こういった団体の多くは観光地に存在し、外国人観光者へのガイ

ド活動を行っている。本論では北海道のボランティア・ガイド団体を論述する前に、

先に道外の外国人観光者向けの観光ボランティア・ガイド団体の実践によって、ヴァ

ーチャルな空間におけるコミュニケーションが現実の地域におけるコミュニケーショ

ンに転換する観光の空間を見てみよう。

3.4.2.2 道外の外国人観光者向けの観光ボランティア・ガイド団体

―仙台の「GOZAIN」を例として
仙台市には、2011 年 7 月 1 日現在で 18 の観光ボランティア・ガイド団体があり、

いずれも仙台観光コンベンション協会のホームページに掲載されており、電話かホー

ムページ、または電子メールで申し込むことができる。ガイド料金そのものは無料で

あるが、ガイドの交通費及び入館料は観光者が負担するのが一般的である。そのうち

唯一外国人観光者を対象とするボランティア団体が「GOZAIN」である。それは、
「GOZAIN」42という仙台市を拠点とするボランティア英語通訳ガイドグループである。
主な活動としては、仙台、宮城を訪問する外国人や在住の外国人に英語で通訳やツア
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ーガイドをしている。

「GOZAIN」を道外の外国人観光者向けの観光ボランティア・ガイド団体の例とし
て挙げた理由は、「GOZAIN」がインターネットを有力な道具として使うところと、中
国との絆を特に重視しているところが特徴的なためである。

「GOZAIN」の概要と特徴
「GOZAIN」の正式な名称は「仙台ボランティア英語通訳ガイドグループ GOZAIN」
である。活動の主旨は、「緑豊かで、文化と自然の調和がとれている仙台市近郊の名所・

旧跡を中心に、外国からのお客様が十分楽しめるよう、温かい『おもてなしの心』で

案内する」43ことだと、ホームページに掲げられている。また、団体の目的として、「ふ

るさとの良さをご紹介すると共に、それぞれのお国の良さも学ぶ。より良い『おもて

なし』を目指し、国際交流活動を続けて行く」とある。「おもてなし」という言葉が二

回も出てきたように、「GOZAIN」は日本の伝統に根ざし、外国との積極的な交流を求
めているボランティア・ガイド団体である。そのため、英語を駆使してツアーガイド

やイベントの通訳・翻訳補助のほかには、外国人との交流や英会話の練習、更に英語

研修会やガイドブック（和英対照）を作成したり、日本語によるボランティア・ガイ

ド団体や国際交流団体との連携も進めたりしているそうだ。

インターネットによる観光情報の発信

「GOZAIN」は 1997 年 4 月 4 日に発足し、当時の成員は 10 人ぐらいだった。仙台
市から補助金をもらっていたボランティア・ガイド団体であったが、2007 年 4 月から

は仙台市の傘下を離れ、市には一週一回の研修会の会場費を免除してもらっただけで、

自主的運営を始めた。

会員それぞれ月に千円の会費から、再出発する「GOZAIN」が影響力を高めるため
に、インターネットの力に目をつけた。「GOZAIN」のホームページは副代表の郡司克
一さんによって設立され、それ以来会員数は三倍にも膨れ上がったそうだ44。案内の対

象も、外国人観光をはじめ、NTT ドコモのような会社訪問や学会開催の際や、映画祭

トークショーでの通訳等幅広くなっている。これほど成長したのは、「インターネット

なしには考えられない」と「GOZAIN」の代表者の朴澤公代さんが言っている。その
ホームページには、団体の主旨や申し込み方法、更に活動の記録が文字と写真で随時

更新されている。日本語の他に、英語のホームページもあり、宮城県及び仙台市の概

要や遠景写真が載せてある。ボランティア・ガイドをオンラインで申込むことができ

るので、海外からの予約も沢山入り、仙台市から直接国際会議の通訳や、大使の接待

の仕事等も頼まれるようになった。日本のボランティア・ガイド団体は、殆どお年寄

りや家庭主婦からなっているので、積極的にインターネットを活用する「GOZAIN」
は異色な存在と言える。筆者が「GOZAIN」の会長と連絡を取れたのも、インターネ
ットのおかげだった。

インターネットでつながる観光実践のネットワーク

朴澤さんによると、同じ中華系とは言え、シンガポールや香港の観光者が何人かイ
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ンターネットで「GOZAIN」のガイドを依頼したが、中国本土の観光者は殆どガイド
付きの団体客だったので、あまり「GOZAIN」に依頼する件はなかったという。ただ
上海市のジャーナリスト一人と広州市からの団体観光者 2 組が、来仙する前に
「GOZAIN」と連絡を取り、朴澤さんは英語で案内していた。

その時中国人観光者に案内して最も感動してもらったという観光地に、朴澤さんと

副会長の郡司さんは私を連れていった。それは魯迅ゆかりの場所であった。私たちが

最初に訪れたのは、東北大学にある魯迅胸像と旧仙台医専跡碑、そして魯迅が授業を

受けていた「階段教室」であった。

図 19 東北大学片平キャンパス、魯迅胸像前で拝礼（2012 年 3 月 25 日、朴澤さん撮影）

朴澤さんによると、東北大は、魯迅という留学生を誇りに思っているし、彼女自身

も魯迅が好きだそうだ。また郡司さんは「藤野先生」を何度か読み、その度に「人と

の接し方には襟を正せねばならぬ思いをしている」と語っている。他の東北大学の学

生の話によると、仙台では魯迅を知らない人はいないし、魯迅に因んだ日中友好団体

もいくつかあるほど魯迅が親しまれている。

副会長の郡司克一さんは東北大学の OBである。彼の学生時代に魯迅のことが話題
になることはなく、中日友好の時代になってから、東北大学もゆかりの地に大急ぎで

石碑を作った（1992年）そうだ。「階段教室」も中国人にとって観光地となった。ま
た、近くの東北大学資料館に「魯迅記念展示室」も設置されているし、仙台城三の丸

の仙台市博物館敷地内に「魯迅の碑」と「魯迅胸像」がある。「中国人観光客を案内す

る時、必ず魯迅ゆかりのところに連れていきます。魯迅は、日中友好の象徴のような

人物ですからね」と朴澤さんが言っている。

翌日、魯迅先生の足跡を更に追い、筆者は朴澤さんの案内で「日本三景」の一景で

ある「松島」を訪ねた。俳聖と呼ばれる芭蕉がたたえた松島に、魯迅も足を運んだこ

とがある。彼の「出了象牙之塔（象牙の塔を出て）・後記」の中で、「私は以前日本に

住んでいた時、春は上野の桜を眺め、冬には松島で松の木と雪を眺めたことがあった」

と記している。その由縁でわざわざ松島まで足を運ぶ中国人観光者もいるそうだ。松
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島観光協会のパンフレット置き場には、英語と中国語による復興支援への謝辞が書か

れている。朴澤さんは、「私たちは震災の後の中国人の支援を心から感謝しています。

これからも、観光をはじめとする更なる交流を期待しています」と話してくれた。

図 20 松島観光協会で見た英語と中国語による復興支援への謝辞。（2012 年 3 月 25 日、筆者撮影）

以上で述べてきたように、「GOZAIN」は中国人観光者を案内する際、中国人の嗜
好に合わせ、仙台と中国との絆を強調している。観光によって民間交流しよう、とい

うことに向けて、「GOZAIN」は留学生との交流活動にも積極的に取り組んでいる。
2012 年 10 月、「GOZAIN」は上海出身の東北大留学生のリンさんを迎え入れ、中国を
代表する北京、上海、四川を取り上げ、最新の様子を紹介してもらった。リンさんの

話から「両国の風景、風俗を見ますと、良く似通ったところがあり驚きました。 現在

両国関係は厳しいですが、お互いに幸せに過ごせるように、理解して行く努力が必要

と思います」と理解したそうだ。そして、ボランティア・ガイドの仕事の中、朴澤さ

んが一番やりがいを感じたのは、「案内した人との付き合いが長く続くことだ」とい

う。彼女が案内した台湾人からの葉書や、米国人と再会したときの写真を見せながら、

「将来は、たくさんの中国本土から観光客を案内し、お友達になっていけばいいなあ」

という願望を語ってくれた。
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図 21 朴澤さんと「国宝」に指定された大崎八幡宮にて（2012 年 3 月 25 日、筆者撮影）

以上、仙台の GOZAINの観光実践はインターネットと中国人観光者重視の点でとて
も特徴的であり、市民が観光ボランティア・ガイドの仕事で中国人観光者とのヴァー

チャルなコミュニケーションと現実のコミュニケーションの相互影響及び転換が行わ

れる中において、異なる国の市民同士の相互翻訳が行われ、より感性的で強いネット

ワークを形成していることが見受けられる。以下で挙げる札幌の事例は、このネット

ワークを一歩進め、市民の内面的な生活に大きな変化を及ぼすような事態が見られる。

3.4.2.3 札幌の中国人向け観光ボランティア・ガイド組織

「中国語勉強会」の結成

札幌の観光ボランティア・ガイド団体は「札幌商工会議所ボランティア・ガイドの

会」に所属しており、全て札幌商工会議所の部会・産業部が 2002 年 8 月 28 日から設

立したものである。それ故、ガイドの申込方法も仙台のボランティア・ガイド団体の

ように直接申請するのではなく、商工会議所にある事務局を経由するものである。そ

の主旨として特に「市民のホスピタリティ意識の醸成」が掲げられ、「観光客への具体

的なサービスを提供することにより札幌観光の振興につなげること」が目的だそうだ45。

主な活動内容として、観光客との同行案内や、窓口での観光案内活動、または無料ウ

ォーキングガイドツアー、イベントでの案内活動等がある。

その中において、「中国語圏からの観光客」が見込まれ、中華圏の観光者を対象とす

ることを希望する有志 6人が中国語を勉強しはじめることにより、「中国語勉強会」は

2005 年発足した。それから 7年半、来道中国人観光者の急増とともに、メンバーも 20

名に増えた。

観光案内活動を契機に、中国を理解しようとする意欲

中国語勉強会の代表者は吉原という 60 代の男性である。吉原さんは 8年前には中国

にあまり興味はなく、ただマスコミに流れている中国の「負のイメージ」をそのまま

受け入れていたそうだ。ボランティア・ガイドの仕事をやっている中、中国人観光者

との小さな諍いが少しずつ増えて来ているという事を観光課から報告を受けてから、

中国語の勉強をしようと思うようになったという。彼は、中国人の個人観光者からイ

ンターネットでガイドの依頼を引き受け、実際に中国人観光者とのコミュニケーショ

ンを行う中で、「今までの中国についての常識を覆すような話を多く聞いたので興味が

湧いてきた」という。それからは吉原さんが「中国語勉強会」を組織し、中国人観光

者向けの観光案内を専門にやるようになった。

「中国語勉強会」が発足して以来、中国語講座が毎週開かれるようになっただけで

なく、中国語及び中国の事情を紹介する広報誌『にいはお！』も毎月発刊されている。

吉原さんは「中国語勉強会」に参加して以来、中国人留学生の講師の「生の声」で中

国の真実に出会い、以前持っていた偏見がだんだん消え、日中間の理解の不足を痛感

するようになったそうだ。「一千年以上前から文化交流がある中国の現在をマスメディ

アが報道する情報だけを信じてこれが中国の実情と信じこんでも良いのでしょうか、
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という疑問が出てきました。私たち『観光ボランティア・ガイド』の職務を円滑に遂

行するためには中華圏との『文化の違い』を事前に理解しておき、観光客との無用な

摩擦を避け、観光客の満足度を上げるための基礎知識を習得する必要があります。我々

観光ボランティア・ガイドは、地元のことばかりではなくて観光客の出身国のことを

も知り尽くしたら、日本人と中国人の間に立って言葉や文化のギャップを埋める双方

の良き理解者となれるのでは」と、吉原さんは熱心に語っている。

語学勉強から草の根の相互理解へ

「中国語勉強会」は中国人観光者をボランティアで札幌を案内する一方、中国人留

学生との交流に力を入れている。無料ガイドの他には食事会、スキー体験、ラベンダ

ー見学会、交流会等の活動を定期的に行われている。ボランティア・ガイド・サービ

スは原則的に無料だが、通常はガイド一人に付き 1000 円の申請料と交通費が必要で

ある。しかし留学生向けの案内活動は完全に無料になっている。その代わりに、留学

生に札幌観光への意見を求めている。また、彼らは中国人留学生の指導の下で、北海

道神宮、北海道庁等の紹介冊子を中国語に訳して中国人観光者に無料で配っている。

2012 年 9 月 6 日、「中国 NOW!日中の両国民が相手国をもっと正しく知ってもっと
理解を深める公開座談会」が開かれた。会議の目的は、「忌憚のない会話」にあり、

主旨は「中国の将来を担う留学生たちが日本の良き理解者になってくれる事を願いつ

つ今後も両国の正しい現状の認識に努めたい」という。

座談会の参加者の 1人、留学生の Zさんは中国での仕事経験があり、日本全体にお
ける中国イメージの歪みをかなり辛辣に批判した。筆者も、中国人の視点から北海道

の観光の不足を中心に意見を述べた。こうした発言に対し、ボランティア・ガイドか

らの質問も続々出てきて、「目から鱗の話を聞いていい刺激となった」、「こういう貴重

な意見をこの場で眠らせるのではなく、必ず行政側に反映しよう」といった声もあっ

た。

座談会の締めに、吉原さんはこう語った。「日本の国土の 26 倍の面積があり、欧州

全土の面積に匹敵する多民族国家である中国、一部の地域や僅かな数の中国人の言動

を見て『中国全体がそうだ』と決め付けるのは少数の日本人の言動を見て『これが日

本だ』と思われる以上に迷惑な話である事を再認識させられます。同時に中国のみな

らず、その国の実情をもっと正しく知る必要がある事を痛感しました。留学生や訪日

観光客が日本の良き理解者になってくれることを願いつつ今後も両国の正しい現状の

認識に努めたいと思います」（一部は『北京週報』（日本語版）「中日交流」コラム

2012 年 9 月 6 日掲載）。

「耳の痛い」意見を素直に受け入れ、中国の地域差にまで目を配る「中国語勉強会」

の参加者は、筆者がインタビューした多数の観光業者よりも中国人観光者に誠実に接

していると思われる。中国に対してはネガティブな感情を抱いている道民も少なくな

く、その解消のためには観光施設や観光業者だけの取組では限界があるのということ

は言うまでもない。市民レベルでの解決がどうしても必要である。

実際に、筆者が座談会で出した中国人観光者対応の不足についての指摘や、ゴール
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デンウィークに向けて中国人観光者に特化したサービスの提供についての提案は吉原

さんを通じて札幌市の商工会議所のスタッフの Kさんのところに報告され、翌年の
2013 年 9 月 28 日から 10 月 7 日にかけての中国の国慶節に当たる期間中に、「中国人

観光客のおもてなし強化週間」というキャンペーンが実施され、「中国人観光客への

おもてなし機運向上」が図られている。具体的な施策としては、（公財）札幌国際プ

ラザと連携し、中国人観光者がよく訪れる道庁赤レンガ庁舎に外国語ボランティア（特

に中国語を話せる人）を午前・午後当番に各 1名を確保するなどの取り組みがなされ

た。また、雪の季節において、中国の南部及び香港・台湾の短期（一週間以内）の観

光者に対し、スキーを予約していない場合は、手軽で行ける市内の中島公園の歩くス

キーを案内するという提言も受け入れられた。これは、わざわざスキーに来る観光者

を除けば、殆どの中国人観光者が北海道に滞在する時間が制限されているため、スキ

ーを基礎から学ぶより、スキーの格好で雪景色の中で記念写真を一枚取ると満足する

という、中国人観光者の「逆転」の観光実践から受けた発想である。この発想を実際

に実践に移すボランティア・ガイドの Sさんによると、あまりスキーができない観光

者でも、スキーをしている格好の記念写真を撮ってあげると、すごく喜んでくれるそ

うである。筆者のような留学生の率直な提言は、商工会議所の施策に実際な影響を及

ぼしたといえる。筆者は 2014 年 3 月まで、商工会議所において定期的な中国文化・中

国の観光事情についての講座を開いている。

中国人観光者の観光実践を観察し、観光者及び留学生との直接なコミュニケーションを

通じ、地域住民でもある観光ボランティア・ガイドの内面的な変化も見られている。次の

事例で見てみよう。

「親しみ」を感じやすい中国人観光者

筆者は、20 人の観光ボランティア・ガイドを対象に、中国人観光者と接触した後の

感想及び意見についてインタビューした。彼らからの返答は重複するものが多く、主

に三つの部分に分けられている。

①「親しみを感じている」

O(40 代・主婦)「片言の中国語でも話しかけると、たちまちフレンドリーな感じで
答えてくれる。」

K.y（70代・定年）「中国の観光客の方に何度もお会いしたことがあります。初めて、
お会いしても個人的には、親しみを感じます。」

N（60 代・定年）「片言の会話で、親切で人柄の良い人達が多いと思いました。」
T（60代・定年）「人柄のいい人が多い。」
②「日本のマナーを説明する必要がある」

W（60 代・公的機関の調査員）「北海道神宮で中国人観光者を案内しているが、お
参りの作法等は事前に説明が必要と思いました。たとえば、お参り前に手を洗うとか、

柄杓を直接つけて水を飲んでいたところを見たのですから。」

S（40 代・主婦）「スーパー銭湯での入浴の時、マナー行動など、説明や表示がなく
て中国の人は戸惑っていたら、まわりによく思われるようなことが必要と感じまし

た。」
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T（60代・定年）「バイキング料理での食べ残しが多い。」
③ボランティア・ガイドを利用してもらいたい気持ち

K（60代）「現在は、団体、つまり大きなグループとして添乗員付きで来道する中国
人観光客が大半です。ビザ発給条件も緩和されたことですし、これからは小さなグル

ープ又は個人で観光に来られる方も多くなることを期待します。そして今は殆ど素通

りされている案内所（i）を積極的に利用してもらえたら嬉しいです。そのためにも中

国語の学習頑張ります！」

K.K（70 代、年金生活）「カップルと家族、それも三世代一緒のツアー客が他の国よ
りの観光客より多い様に感じます。お二人、また家族間の旅行を楽しむとの方が多く、

地元観光地を深く馴染む中で観光を楽しむという風ではなく、極表面的な「見て歩き」

に取っている事は残念です

H（50 代）「まだ団体行動が多く、観光より、買い物目的の感が否めない。観光案内
所あっても、その、活用の方法が良く分かっていないようである」

総じていえば、ボランティア・ガイド活動を通じて、地域住民が観光者への理解と

好感も深まっている。彼らが中国人観光者を案内する活動を 1週間に渡って参与観察

していたところ、彼らが観光者に「よいイメージ」を持って帰ってもらおうという必

死な気持ちがわかった。たとえば、K.Kさん（70代、年金生活）と Nさんはいつも観
光者のために写真を撮っている。「ただの写真じゃないよ。有名な観光地の看板や、お

店のスタッフ、あるいは試着の写真を撮ってあげている。そうすれば、いい思い出話

もできるだろう」と彼は満足げに語っている。実際、母国に戻った中国人観光者から

お礼のメールや葉書をもらったこともあるという。Nさんは観光ボランティア・ガイ
ドの仕事の傍ら、タクシーの運転手もやっているので、普段から中国人観光者との直

接な接触が多い。その中で、中国系の観光者は北海道の景色を絶賛する同時に、景色

の中で記念撮影をしたいという要望が特に強いということに気付いたそうだ。香港を

中心に、中国系観光者に特化した札幌ロケーションフォト・ウェディング事業が発足

して以来、Nさんは札幌ロケーションフォト・ウェディングガイドとして、撮影技術
と中国語技能を駆使して札幌を訪れる新婚カップルの結婚記念撮影を行うようになっ

た。「地元のなにもかもを知っている写真家だよ」と誇らしげに語り、「ガイドをやっ

ていると、中国についての認識が深まった同時に、日本の良さと札幌の良さを再認識

した」と述べ、このような経験を、時々家族や、運転手の同僚等と分ちあっていると

いう。Nさんの宣伝により、中国語ボランティア・ガイドのメンバーは毎年 2名から
3名のペースで増えることになり、中でも現役のタクシー運転手が多い。「北京出身の

お客さんは、北京オリンピックの影響で、北京市のタクシーの運転手さんには、多言

語を使える方がほとんどと言っていてね、俺らも見習わなくっちゃと、思いますよ」

と話してくれた。

近年、観光客を迎える立場にある観光ミドルマンの役割を果たす地域住民の中には、

このような日本の国家イメージ及び自ら地元の良さを発信する観光ボランティア・ガ

イドとなり、観光企画を担う一方、自分も見られる者として北海道の「人情」の魅力

を伝え、中国人観光者・留学生との交流を促す事例が急速な広がりを見せている。こ

のような社会的形態は、グローバリゼーションの戦略、ビジョンと視野、つまり「草
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の根グローバリゼーション」或いは「下からのグローバリゼーション」と言える。こ

の種の、下からのグローバル化への努力の成功以外には、インターナショナルな市民

社会のアイディアには未来がないと言われている（Appadurai 2001：3）。これこそ、経
済的・政治的な物事以上にボードリヤールの関心を惹いた「非公式」な社会関係で、

「個人化」されたコミュニケーションのネットワークである。しかし、このネットワ

ークはボードリヤールの言う「日常の消費のなかに入り込んでいる」ものではなく、

生産―消費の二分論を超えるような、観光を通じた異国の市民同士のコミュニケーシ

ョンである。

もし、観光ボランティアガイドのいう「今までの中国についての常識」や「以前に

持っていた偏見」を一つのブラックボックスとして見なすのならば、中国人の個人観

光者と市民をはじめとする地域の人、モノといったアクター間の直接なコミュニケー

ションによる「常識を覆すような話」は、まさにブラックボックスを開けるような実

践である。多様な実践に伴って、「常識」や「偏見」のブラックボックスが開けられ、

より広く直接的かつ感性的なネットワークが出来上がってゆくような実態が見受けら

れる。それは、Nさんの話で見られるように、ガイドの実践を通じて、母国や地域の、
いつも見慣れている風景から普段なら気づけないものを発見できたり、外の視線によ

り地域の「良さ」を再認識したりして、今度は今までにない情熱で外国人観光者に伝

えるという、市民の内面的な変化がもたらされていることも確認できる。この実践に

は、「ロマンティックで雄大な景色」といった北海道の地域イメージが動員され、商工

会議所の施策にまでも影響されることにより、地域イメージやヒト・モノを介した＜

北海道＞を、観光者だけではなく、地域住民も手に入れるのである。そして、筆者自

身の考察による提言自体が人・モノのネットワークにつながり、あたらしいネットワ

ークをも形成していく。

3.4.3 「made in Japan」の消費にみるネットワーク
世界的な注目を浴びつつある中国人観光者は、その豪快な買い物ぶりで日本を席巻

し、「成金趣味」、「21 世紀の日本人観光客」46などと揶揄されるようになるほどである。

また、中華人民共和国国家旅遊局の「中国旅遊業統計公報」(2010 年)によると、中国

人観光者の「出境遊」として日本は香港、マカオについで 3位の座を保ちつつ、消費

総額が 3年連続で最大になり、日本における外国人観光者の消費全体の 4分の 1を占

めた。

中国人観光者が所持するデビットカードの「銀聯カード」の取引状況も、日本の観

光業界をはじめ、経済界から注目されている。2012 年 8 月の一ヶ月で、日本国内にお

ける「銀聯カード」の利用額は、100 億円47をも超えていたことは、まだ初期段階にあ

る中国人の海外観光では、日本の「買い物天国」としての魅力の大きさを物語ってい

る。NPOと中国日報社が 2012 年に行った共同世論調査によると、中国人が日本にプ
ラスの印象を持つ理由は、「日本製品の質が高い」が 51.5％と 2011 年に続いて最も多

い。「日本の技術は先進的だから」が 47.1％で続いており、「made in Japan」48（日本産）

や日本の技術に対する信頼がプラスの印象に寄与していることが分かる。第二章で記

したように、筆者が 2010 年 10 月に行ったウェブアンケートでは、「我々は、日本に偽
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物がないことを知っています。食品や化粧品、薬品の安全性も信頼できるので、日本

での買い物が楽しみ」（O.Iさん）、「日本はとてもきれいで清潔な国だ。全体に秩序が
あって、中国が学ぶに値する」（U.Qさん）といったような、日本の地域イメージに関
するコメントが 126のうちの 69人の回答にあったという結果が出た。中国の本屋のガ
イドブックコーナーでは、日本旅行や北海道旅行というタイトルがついている本には、

多くのページは買い物兼観光スポットに割かれ、その中でも「made in Japan」がとく
に太字で強調されている場合が多い。一方、このような観光による消費は地域経済の

活性化や地域住民の雇用にもつながる効果も期待されているゆえ、北海道をはじめと

する日本の様々な地域社会は積極的に中国人観光者を迎え入れ、「made in Japan」や地
域のモノを消費してもらおうとしている。

このように、「先進・安全」に特徴付けられる「made in Japan」という地域イメージ
が相対的に安定して、それをめぐるカネ・観光者・地域といった諸アクターが織り成

すネットワークが一定の持続性を持つに至る状態からみると、アクター・ネットワー

ク論でいえば「ブラックボックス」化されているといえる。筆者は、北海道観光とい

うフィールドに密着した微視的な調査に立脚し、観光消費におけるアクター間におけ

る関係の網の目の複雑な様相を描き出し、ブラックボックス化された「made in Japan」
をめぐるネットワークの構造を明らかにしたい。そのため、「made in Japan」について
記述する文献を引用し、その起源を探る作業が必要となってくる。

3.4.3.1 中国における「消費者の神話」としての「made in Japan」の起源
「made in Japan」は、越境的な商品のフローのラベルと言える。商品や消費の流通

について研究する場合、今まで売り手―買い手関係や、生産者か販売者－消費者とい

った二分法が取られてきたが、筆者はラトゥールによる研究を参照し、消費における

様々なアクター（例えばモノ自体、生産者、販売者、観光プロモーター、マスメディ

ア、観光者等々）を対称的に扱い、それらがどのように結びつき、相互に影響を及ぼ

し合いながら齟齬と連接を生み出し、集合や分離を次々と形成していくのか、その過

程に注目する。

「made in Japan」に関しては、先に述べたように、いつの時代に如何に生じたのか
を明確にすることは困難だ。しかし、日本産の商品が産出され消費される過程で、個々

の流動的なアクターが、諸関係（ネットワーク）を形成し相対的に一定の持続性を持

つに至ると、それらの形態や性質が安定的なものとなり「ブラックボックス化」され、

その時代の「made in Japan」を生み出す装置として定着してきたと言える。アパデュ
ライも、このような長距離と文化間の商品のフローに光を当て、商品の組織的、空間

的な移動がこのように複雑に絡み合う場合、商品のフローについての文化的に形成さ

れた神話が浮き上がると指摘する。（Appadurai 1986:38）アパデュライによる「神話」
は、「ブラックボックス」と理解して良いが、それには三つの種類がある。まずは販売

者と投機家の間の神話、二つ目は消費者の神話、つまり鍵となるモノの生産及び配分

のプロセスから疎外される消費者や潜在的消費者によって生産されるもの、三つ目は

労働者の神話だという（Appadurai 1986：48）。
中国における最初の「made in Japan」を見てみよう。その勃興期は宋代に遡れるが、
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そのイメージには「消費者の神話的」な性格が強いと思われる。中国の五代及び北宋

（日本の鎌倉時代初期にあたる）時期、造船業の発展と航海技術の向上によって、日

中間の交通は「南路」利用の場合が多くなった。即ち、博多から海に出て、東海を渡

り明州（今の寧波）に至るルート。『開慶四明続志』巻八（『開慶四明続志』:1277）に、

「倭人冒鯨波之险、舳舻相接銜、以其物来售」（和人は浪の危険を冒し海を渡り、沢山

の船でモノを載せ、それを売りに来る）とある。この記述から、当時の日宋貿易の盛

況が伺える。当時の日本の商品には工芸品が圧倒的多い。蒔絵や螺鈿、水晶、刀や剣、

扇子等はその精緻さで評価され、沢山消費されていた。

その顕著な例は、日本刀への嗜好である。当時の中国貴族・文人といった上流階級

や、商人等の成上りが日本刀をファッションとして購買し、縁起物として飾ったり、

装身具として身に着けたりしていたという。宋朝の文人欧陽修の「日本刀」（嘉祐初年

作）が、その流行の様子を描いていた。

昆夷道遠不复通，世伝切玉誰能窮。

宝刀近出日本国，越賈得之滄海東。

魚皮装貼香木鞘，黄白間雑鍮与銅。

百金伝入好事手，佩服可以禳妖凶。

伝聞其国居大島，土壤沃饒風俗好。

其先徐福詐秦民，采薬淹留丱童老。

百工五種与之居，至今器玩皆精巧。

前朝貢献屡往来，士人往往工詞藻。

徐福行時書未焚，逸書百篇今尚存。

令厳不許伝中國，挙世無人識古文。

先王大典藏夷貊，蒼波浩蕩無通津。

令人感激坐流涕, 鏽渋短刀何足云?49

この詩は、日本刀の流行から、当時の中国における日本のイメージを描き、日本の

人情と日本の文人の漢文造詣を称え、日本の工芸も典籍も、中国から伝わったものだ

が、惜しくも中国にはもう残っていないと嘆いた。この詩は明らかにアパデュライの

「消費者の神話」に相当するもので、そこからは以下の情報が読み取れる。

「消費者の神話」は、商品に関する知識、即ち情報に由来している。アパデュライ

によると、商品は、情報の非常に複雑な社会的形態と分布を表す。情報は、大雑把に

二種類分けることができる。まずは商品の生産に関する情報（技術的、社会的、審美

的等）である。「日本刀歌」は日本刀の外見と材料を説明し、その生産について、中国

から日本に伝わった技術があるためだと言っている。そして、商品を適切に消費する

情報である。「日本刀歌」によると、日本刀は昔から、玉をさえ切れるほどの鋭さがあ

ると伝わっている。宋朝になると、日本刀を装身具として付けると、災いをも防げる

という噂が流れ、越（今の寧波と杭州）の商人が日本刀を輸入し、百金という高価で

売っているという。

この事例では、交通の不便によって社会的、空間的及び時間的な距離が大きかった
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ため、日本において「made in Japan」の生産側がモノに注ぎ入れていた生産の情報と、
中国においてモノから読み取られる中国の消費側の情報は遥かに異なっている。この

場合、モノというアクターが、それにまつわる異国情緒と、モノ自体の特徴で中国に

おける日本のイメージと融合し、縁起物や装身具として使われ、当時の中国人の精神

にもインパクトを与えた。つまり、モノの流通とヒトの行動とがあいまって、そして

歴史的な情報とも相互に織り合わしてネットワークを形成し、「made in Japan」を一時
的にブラックボックス化させたといえる。

上述のように、前近代の「made in Japan」は比較的に単純で安定したネットワーク
である。そこには、まだアパデュライがグローバルな環境で生成する生産の情報と消

費の情報という二極の互いの弁証法的な相互作用の影響（Appadurai 1986：41）を見る
ことができない。

3.4.3.2 中華人民共和国成立後から 1997年までの「made in Japan」
1949 年、中国内地では中華人民共和国が成立した。それから 1972 年の日中国交正

常化までの間に外国との貿易交易は殆どなかった。1972 年の日中国交正常化から、後

の 1978 年の米中国交正常化と改革・開放 4とがあいまって、外国の製品が一気に中国

に流れ込んだ。そこで、東芝やソニー、雪印などの「made in Japan」が好まれ、「made
in Japan」はハイテクで進歩的な印と見なされてきた。当時は国際観光の機会はあまり
なく、「made in Japan」を手に入れるには高い税金を支払わなければならなかった。そ
れにもかかわらず「made in Japan」が好評を受け消費されていた。その現象を裏付け
る、中国で広く流通している「made in Japan」に関するジョークがある。それは親子
の対話の形で、以下の内容である。

娘：父さん、テレビでよくバカな「日本鬼子」5が出ているが、彼らはなぜあんなにバ

カなの？

お父さん：それは彼らが日本人だから。

娘：じゃなぜうちの電化製品は皆日本産なの。

お父さん：日本人はバカ正直だから、まともで品質のいいものを作っている。我々を

ごまかすまねはできないからさ。

以上は、今でも中国人が「made in Japan」について抱く普遍的なイメージと言える。
それは日本を嫌悪する人が多くいるにも関わらず、「made in Japan」に対してあれほど
信頼している理由と、実は日本を羨望している気持ちを素朴に語ってくれる。この時

代には、「日本刀歌」の時代のように、文人が「made in Japan」に中国の影響を見出す
ことはもはやあまり見当たらない。

ハーヴェイは、ヒト、モノや情報の大量な流通によって、「時間と空間の圧縮」（Harvey
1989）が生じるという。同様に改革・開放後の中国では、まだ移民や国際観光に手が
届かない人々も多くいるが、外国のモノで思いを馳せ、または消費するという、グロ

ーバルで脱領土的な社会生活が生み出されている。つまり、「made in Japan」がその確
かな品質と「先進的」なイメージで、中国人の社会生活において並はずれた新しい力を
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手に入れるアクターになったといえる。

3.4.3.3 中国人の北海道観光における「made in Japan」
「北海道観光で一番入念に観察したのは物価だった」。

と話しているのは北京在住のジャーナリストの Cさんである。Cさんは 2010 年 12

月に北海道を訪れ、これは彼女の 3度目の日本訪問になる。前の 2回は 5年前と 10 年

前だという。

「毎朝 10 時に出発し、ホテルに戻るのは夜の 10 時だ。本当に足が棒になっちゃっ

たわ。けれども、日本という国だけは何回来ても飽きない。もし地震と放射能汚染が

なければ、日本が一番住み心地のいい国だと思う」。

「今回は物価、特に食品や日用品の値段を見た。10 年前とあんまり変わっていない。

これこそ『先進国』の印じゃないかな。我々社会主義国家は、物価が何十倍や百倍に

まで暴騰しているのだから、国のいわゆる『優越性』がどこにあるか本当に問いたい

くらいだ」と Cさんは、日本を鏡として自国の不足を批判している。彼女は「子供に

安心に飲ませるができる」という明治の粉ミルクを沢山購入して持ち帰った。

食品だけでなく、中国本土の高級ブランド品の価格もほかの国よりはるかに高い。

2012 年 10 月 17 日、世界最大の高級ブランド品関連機関である世界高級ブランド品協

会（WLA）が発表した報告書によると、中国本土市場での高級ブランド品の平均価格
は香港に比べ 45％、アメリカに比べ 51％、フランスに比べ 72％高いとのことである50。

事例 4の Lさんと同行しているのは、彼女の上司の Hさんで、40代の女性である。
Lさんと一緒に北海道に来て寝食を共にしたが、Hさんの興味は買い物にある。Lさ
んが北海道神宮やモエレ沼公園に行く間、Hさんは札幌の三越や大丸といったデパー
トめぐりをした。「大きなケース二つに服と化粧品満載で南京に戻った。前に同僚から

聞いた通り、日本のデパートは中国より安いので沢山買った。銀聯カードも使えて便

利だった」と満足そうに語っていた。

「先進的」な日本で味わえる同類商品の格安感と品質に対する安心感がもたらした

のは、「made in Japan」 (「日本産」)を消費することである。中国人の北海道観光に

おける「made in Japan」の消費に、グローバルなヒト、モノと情報の流動が見られ、
安定化した「made in Japan」というイメージも見られる。新しい現状に面して、北海
道や各市町村は、中国人観光者の受け入れ態勢を整えるため、国の緊急雇用創出推進

事業や、訪日外国人旅行者の受入環境整備事業 6を活用する。旅行社等も観光誘致事

業を展開している。特に百貨店や家電量販店、ドラッグストア等では、中国人や中国

語堪能のスタッフの雇用や、銀聯（ギンレン）カードによる決済への対応等といった

動きが見られる。

中国で正式に海外旅行が認められたのは 1997 年である。そこからいわゆる「海外旅

行熱」が高まってきて、中国人の社会生活に大きな刺激を与えた。したがって、「made
in Japan」を本場で買いたいという気持ちも生じた。その理由としては、同じ「made in
Japan」でも、日本人消費者向けの製品は、他国用より品質が良いという通念もある。
つまり、同メーカー同型番の製品でも、日本国内で流通している商品は世界中で最高



98

品質だ、機会があれば入手したいと中国人が考えている。そこで、観光の場における

モノの消費も目立ってくる。彼らを惹きつけるモノとは何かということに興味を抱き、

筆者は、ドラッグストアや電気屋での販売員のアルバイトを通じて、中国人観光者の

参与観察を 1 年半行っていた。その結果によれば、中国人観光者にとって「made in
Japan」は、デジタル製品や車等より、寧ろ以下三種のモノが求められる。まずは幼児・
子供向けの粉ミルクや紙おむつ、二番目はお年寄り向けの血圧計や健康食品、そして

女性向けの化粧品やデンタル用品、コンタクト用品等。以上のモノは、実は中国でも

手軽に買える極日常的なモノばかりなので筆者も最初は驚いた。以下の事例でその実

態を見てみよう。

事例 15 北海道で「made in Japan」を消費する
北京の 50代女性 3人（Kさん、Ｂさんと Sさん）は団体ツアーで札幌のドラッグス
トアに来ている。主な目当ては化粧品と血圧計である。

図 22 札幌のドラッグストア。「銀聯カード歓迎」、「午後から中国語の通じる従業員がいる」と掲げて

ある。（2011 年 4 月 26 日、筆者撮影）

Kさんによると、北京にもWatsons（ワトソンズ、香港を本拠地とするドラッグスト
アグループ）や華堂商場（イトーヨーカドー）といったところで、中国でも大人気の

資生堂の化粧品や肌研(ハダラボ)の極潤シリーズは買えるが、それは日本産のものか

どうか疑問だし、日本で買うほうがよほど安いそうだ。それ故、親族や職場の同僚等

にも買い物を頼まれ、日本では「お土産リスト」を持ち歩くようにしている。「お土産

リスト」に載っている化粧品や医薬品を全て手に入れた後、彼女は自身の為に、日本

しかない化粧品を買おうとしていた。そこで美容部員は、「海外では絶対買えない」ド

ラッグストアの自社ブランドの化粧品を薦めると、彼女は喜んで 5本も購入した。「中

国に戻ったらあまり日本に来るチャンスもなくなるので、少なくとも一年分を買って

おかないと」と言った。

同行の Bさんはその話しを聞いて、「made in Japan」を鑑定する手技を披露した。化
粧品は日本産かどうか「made in Japan」という一行の文字はまだ信用できず、化粧品
の包装箱の縁に有効期限が印字されているかどうかで判断するほうがいいということ
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です。「日本産の化粧品は有効期限が付いていない。もし有効期限が印字されているな

ら、たとえ包装箱に日本語しか書いてないにしても、きっと中国の杭州の工場で生産

されたもので買わない」と言った。三人はそれぞれ雪肌精のギフトパックを 3、4個買

った。

三人の観光者が店内を回っている中、薬剤師に「美容するなら外だけでなく内も大

切だから、粉コラーゲンはいかが」と話しかけられ、興味を示した。日本産のコラー

ゲンを服用すると肌がつるつるになるということを聞き、Bさんは躊躇なく 200 グラ

ムの明治コラーゲンを 3パック購入した。

Cさんは、日本産の血圧計を買いたかったが、ドラッグストアに置いているものは
中国製しかない。がっかりしたようだが、中国製にしても日本人向けの商品ならそれ

なりにいいかなと言って、それを買った。その後は親戚に頼まれた化粧品や目薬をま

とめた「買い物リスト」を出して一個一個探していた。「北海道馬油」も買い物リスト

にあるが、普通のドラッグストアにはなくてお土産屋さんにしかないと答えると、C

さんはお土産屋さんの場所を詳しく聞いた。

三人は最後に、銀聯カードを使って合計 42万円の買い物をした。店員が紙袋で綺麗

に包もうとしていた時、三人は「適当でいいよ、観光バスが待っているし、急いでバ

ッグに入れて」と注文した。全ての商品を手にしたら、「これで任務完了なので安心だ。

ショッピング時間の制限があるので戻らなきゃ」と急いで去っていった。

この事例では、「買い物リスト」、「銀聯カード」、「薬剤師」が重要なアクターとして

登場し、観光消費という実践をめぐるネットワークを構成している。前者の「買い物

リスト」は中国における「made in Japan」のイメージの凝縮であり、そこによく出て
くる「馬油」に関する消費行動は、以下で見てみよう。

事例 16 人気土産の馬油をまつわる観光実践にみるネットワーク

筆者は 2010 年から 2012 年までの間、北海道の販売側に回り、札幌・小樽のドラッ

グストアや電気屋でのアルバイトを通じて、参与観察と聞き取り調査を行なっていた。

その結果は第二章で触れたように、香港、台湾や韓国の観光者にはガイドブックを持

ち歩く人が多いこととひきかえ、中国人観光者はプリントアウトした紙やタブレット

を持ち、特定の品物の写真を店員に見せて、値段をインターネットで調べたものと比

べて購入するか否かを決める傾向がある。そのネット情報は、台湾の「2012 年、日本

のドラッグストアで絶対購入したいリスト＆日本のドラッグストア商品・東京の各店

舗の値段表」（2012 日本藥妝必買清單＆日本藥妝東京比價表）51や、「日本ドラッグス

トア買い物攻略（蒐集版）」（日本药妆店购物攻略【务必收藏】）52を参考した人が 26

人のうち 16 人（女性 9人、男性 7人、17 歳－38 歳）もいた。そのネット情報のいず

れにおいても、「馬油」がいつもランキングの上位にある。

札幌のドラッグストアの O店の薬剤師の Aさん（50代、女性）によると、中国人観
光者がドラッグストアで一番よく買っている商品は、「馬油」である。O店には、元々
馬油があまり置いていない上、品種も九州産の「尊馬油」と「馬油」の二種類しかな

かった。10 年ほど前から、台湾人の観光者が多く訪れるようになり、日本のコスメ大

賞53で連続一位を記録した「尊馬油」は彼らに非常に求められるようになった。そして
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2008 年から中国本土からの観光者が一気に多くなり、一人当たりの消費額も台湾人の

数倍であり、その観光者たちも馬油をたくさん購入しているので、O店の当時の店長

の Uさんは「中国人観光客向けコーナー」を設け、そこに馬油を大量に置くようにし

た。また、実際の支払いのとき、中国人観光者はあまり VISAやMASTERを使わず、
「銀聯カード」を使うが、店が対応できない事情により、店長の Uさんは北海道庁主

催の「道内の銀聯カード利用場所拡大に向けた説明会」に参加し、「銀聯カード」に対

応する整備を備えた。「中国人のお客さんの買い物は豪快ですが、一方で銀聯カードが

使えないと聞いたら何も買ってくれない場合が多い。中国人のお客さんにぜひたくさ

んのものを買っていただきたいので、新しい設備を導入して、とても好評ですよ。と

くに中国人のお客さんは団体で来る場合が多いですし、前は一斉に買い物してくださ

るとどのレジも列が長くなって日本人の常連さんには申し訳なかった気がした。けれ

ど、銀聯カードが使えるという理由なら、全ての中国人のお客さんをひとつのレジの

前に並んでいただいても失礼になりません。『銀聯使えるとは助かる！』というお客さ

んが、買い物を追加されるときもあります。そうそう、後で知ったことですが、銀聯

カードは普通のクレジットカードより手数料がかかりませんので、お店としてもあり

がたいですよ」と語ってくれた。中国人にとってまだまだ海外旅行は簡単にできない

うえ、本場の「made in Japan」のイメージも相まって、観光者は殆どの場合、友人や
親類、仕事仲間等から、買い物を頼まれている。高い買い物ならお金は前払いの場合

が多い。かくして一人の観光者は、実は数人分、或いは数十人分のお使いミッション

を抱えているケースが多い。

このような中国人観光者に対してよりよいサービスを提供したいと、札幌市商工会

議所主催の中国語講座に参加して、中国語を修得している薬剤師の Iさんは、片言の

中国語を使って馬油を購入するか否か躊躇している中国人観光者にいつもこう話しか

けている。

「薬剤師の Iです。ほら、私の肌はつるつるでしょう。実は今が 50 歳で、5人の子
供もいますよ。肌の健康を保ちたいならこの北海道馬油はとってもお薦め。私がいつ

も使っていますもの。この馬油には添加物や防腐剤など一切使ってないから、使うな

ら手を洗ってからにしてくださいね」。

という話を聞くと、中国人観光者の殆どは感激し、「日本人は正直者ですから、われ

われを騙すことはないでしょうね」と互いにしゃべりながら馬油を買うのである。I
さんは、「ドラッグストアは賑やかに見えて、実は殆どの人は安価の日常用品を買って

いるのでお店にとってはあまり利益にならない。馬油のようなものをたくさん買って

もらうと、その日の売り上げはよくなるから、頑張らなきゃ」という本音を吐露した。

隣に立った薬剤師の Aさんは、「日本人はあまり馬油を使わないよ。どうして中国人
がそれほど好んでいるのか分からない。中国こそ漢方薬の国じゃない。なぜ北海道と

いう辺鄙なところで探すか謎ですね。しかしそういう中国人のお客さんのあまりの熱

意で我々薬剤師も馬油を使うようになったわ」と笑いながら語った。2011 年 4 月 21

日の夜 8 時頃、山東省から来た観光者の Jさん一家は 10 万円以上の買い物をし、娘さ
ん（高校生、10代）は中国語版ツイッターの weiboに乗せる写真がほしいといい、筆
者と薬剤師の Aさんに馬油のコーナーに立ってもらい、写真を撮った。「日本でこん
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なものが買えると、学校の友達に自慢したい」と話した。

このように、馬油をめぐって相対的に安定したネットワークが持続し、特定の現実

が作り上げられ、ブラックボックス化が進んでいるといえる。このブラックボックス

化によって、ラトゥールのいうように、殆ど意識されずに、当たり前なものとして扱

われ、比較的に確定された対応関係を伴うようになった。筆者はこのブラックボック

スを明らかにするため、直接に中国人観光者に北海道馬油を購入する理由を訊ねた。

すると、「化粧品の添加物は気になりますが、日本で買える made in Japanならとても
安心できる。特に馬油は自然なもので添加物は一切入っていないと聞いた」（男性、60

代）、「去年おばさんが日本旅行をして馬油をお土産としてくれた。日本産のものはや

はり使い心地がよかったので今回沢山買いときたい」（女性、20 代）、「日本語は分か

りませんので、日本に詳しい台湾の人のブログを参考にして日本での買い物を決めま

した」（女性、30 代）との返答を得た。上海出身の Fさん（女性、30 代）は 1890 円の
馬油を八本購入し、「温泉の馬油は使い心地がよかったからお土産として買いたくなっ

た。値段も手頃で助かったわ」と話した。たこ焼きが「章魚小丸子」として、おでん

が「関東煮」という中国語名で台湾を経由し中国本土に伝わった事実を参考すると、

いわゆる「馬油ブーム」も台湾から始まり、本土に伝わってきた可能性が極めて大き

い。インターネットで調べたところ、中国系観光者における「馬油ブーム」は既に 10

年前から台湾に始まっていることが分かった。上で述べたように、台湾のサイトでは

「日本お土産ランキング」があり、馬油は殆どの場合上 3位を占めている。

以上、馬油はアクターとして働く一方、馬油の働きや性質は他のアクターの働きや

性質を現す記号としても働き、ネットワークを織り成している。この台湾で生まれた

と思われるネットワークは形成の過程で純化され、中国人観光者にとってのブラック

ボックスを形成している。この過程は、馬油が、観光者に自らの「お土産」としての

価値を伝達することではない。また、観光者が、馬油に「お土産」という意味づけを

する過程でもない。観光者と馬油、観光者の実践の地域である北海道のみならず、そ

れを取り巻く様々な人とモノとの連結・媒介過程全体から生み出されてくるものであ

る。また、観光者にとって観光という実践は、自己とモノ、自己と自己、自己と他者

とのコミュニケーション・媒介過程といってよい。「自己」とは観光者そのものや観光

者の母国である中国の医薬品事情で、「他者」は台湾人観光者、日本人の販売者、馬油

の生産者、馬油をお土産として贈ってくれた友人、馬油をお土産として頼んだ親戚な

どであり、「モノ」には馬油、インターネットとネット情報が含まれている。そして馬

油を購入・消費するということは、けっして個人的な行為のみではない。馬油は、友

人や親戚との「お土産話」の対象や、ツイッターで発信する情報となり、新たな観光

実践との相即的な媒介過程をへて、ますます複雑なネットワークとなる。そして馬油

への消費・評価が進めば進むほど、お土産としてのブラックボックス化も膨らんでい

く。

また、馬油というブラックボックスには、さらに「made in Japan」という重要なブ
ラックボックスが介在している。上で述べたように、「先進・安全」に特徴付けられる

「made in Japan」をめぐるネットワークにおいては、中国人観光者の消費の記憶や、
メディアで得る情報、さらに口コミなども重要なアクターとなっている。また、ドラ
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ッグストア側からみると、中国人観光者の実践―循環―再帰的作用―中国人観光者の

実践というネットワークも成り立っている。すなわち、中国人観光者が馬油を求める

実践は存在としての馬油を求めるものでありながら、記号としての馬油として店に示

されている。お店は記号を指示として受け止め、銀聯カードを扱うシステムを導入し

たり、中国人向けコーナーに大量の馬油を置いたりし、中国人観光者の実践と馬油の

物質性といったアクターとの関係を実現する。さらに、ドラッグストアはこの過程の

中で自らがお土産ショップとしての性質を掘り出し、「中国人観光客大歓迎」、「免税」、

「馬油大好評」といった看板を出すようになった。中国人観光者がドラッグストアの

閉店時間の夜 9時以降にたくさん訪れてくるという行動の傾向を受け、ドラッグスト

アの店長の Uさんは閉店時間を 10 時にした。それから 9時から 10時までの間、ドラ
ッグストアは中国人観光者を主な接客の対象とした。そして、その期間中にはたくさ

んの馬油が売れていた。地域イメージの視点からみると、馬油を購入した観光者もま

たこの実践を記号（言葉や写真といったイメージ）に転換し、インターネットで発信

する。それらの記号はインターネットで伝達可能になり、無限な範囲で共有され、循

環するのである。

3.4.1で述べたように、観光実践の安定化は、ブラックボックス化を伴っている。し
かし、2011 年以降、このようなブラックボックス化は未曽有の「揺れ」に直面するこ

とになった。「安心・安全」イメージの崩れや反日感情の影響、並びに今まで水面に浮

上しなかった「負」のイメージの湧出等の問題が出てくる中、観光実践をめぐるネッ

トワークは大きな変容を迎え、ブラックボックスが崩れ、別の次元における新たなネ

ットワーク（ヒトやモノの結びつき）が形成されつつある。例えば、北海道のローカ

ルな主体による地域イメージの修復工作や、観光者によるイメージ制作を動員する作

業、並びに観光実践における予想の逆転がブラックボックス化に向かう傾向も目立つ

ようになってきた。次章では、その実態を、アクター・ネットワーク論を使いながら

解き明かしたい。
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第四章 「揺れ」、中国人の観光と北海道

先述の観光実践の事例から、筆者は、中国人の北海道観光における観光実践は地域

イメージによって決められるような確定的なものではなく、その多くは状況依存的で

あり、変化を伴うものだと論述した。そして、自然災害や政治状況の急変といった突

如現れるアクターの作用によって、地域イメージが大きく揺れる場合、それが最も重

要なアクターとなり、周りに新たなネットワークが展開するという事態も生じている。

このような「揺れ」や「揺らぎ」への着目としては、『文化を書く』（クリフォード/

マーカス 1996）以降の流れに重ね合わせる日本の人類学において、新たなエスノグラ

フィーの方法として検討されたことが挙げられる（木村 2011:128）。それは、清水展

による 1970 年代から 80 年代にかけてのフィリピン先住民の日常生活についての「出

来事の民族誌（エスノグラフィー）」であり、木村の地震に関する関係論的な考察であ

る。清水は、「出来事が投げかける衝撃が波紋となって生活世界の成り立ちの表層を波

だたせ、揺り動かす一方で、その波紋がやがては吸収されて消えてゆく過程に着目し、

出来事の展開の経緯に即して、それに対する人々の反応と対処、解決と総括、さらに

は出来事によって動揺した生活世界の再組織化のなされ方を明らかに」すべきだと書

いている（清水 1990:2;木村 2011:128）。また、木村は、「揺れ」を事物や事態として

ではなく、「揺れ」が様々なスケールを行き来する効果が生み出す様々な事物の間で多

様な弁別や比較、類似（木村 2011:138）といった、（少なくとも）一時的な関係性に
注目し、その過程を丹念に描き出すことを提唱している。

ところで、アクター・ネットワーク論は、要素（アクター）間の関係の脆さ、不安

定さ、可変性のニュアンスに欠けると指摘されている（Marcus & Erkan 2006 :101）。し
かし本論は、「揺れ」に伴う関係性の生成変化に注目し、そのプロセスを「分節化」や

「ブラックボックス」といった分析概念でアプローチすることで、時間的に広がる関

係性を呈示する一方で、地域の発生的な性質と異種混淆的な様相を描いてゆく。その

為、前章と同様に、中国人観光者と自治体の観光推進機構および観光業者を対象とし

て、現地調査で入手した実証的データを検討した。特に、個人観光者の持つ北海道の

地域イメージが電子メディアの影響の下で生産され、実際の観光現場で消費されるプ

ロセスを追って、質的オンライン研究を応用し、実例分析を行った。

4.1 震災・原発事故による地域イメージの「揺れ」と北海道にお

けるローカリティの分節化

3 ・11 東日本大震災以降、マスメディアやインターネットの報道により、日本全体

のイメージが大きな風評被害を被った。言い換えれば、東日本の揺れが日本全土の揺

れ、更には日本の売りであった「安全・安心」イメージの揺れとなった。特に原発汚

染事故のニュースが流されて以降、日本観光は高いリスクを伴う行為と見なされてい
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る。中国人から見れば小さい日本に関するイメージは、どこでも危険になったという

認識が大きな範囲で共有されていったと言っても過言ではない。しばらくは、日本観

光も建前上の存在になり、観光実践も大きな変容を迎え、目立っていた観光消費は著

しく衰退したことも見受けられる。まず、安全な「made in Japan」というブラックボ
ックスに、大きな風評被害が衝撃をもたらした。しかし中国人観光者にとっては安心

出来る商品が依然として必需品である。その中において、「北海道産」を北海道の地域

イメージと組み合わせ、徐々にそれを「made in Japan」から切り離す作業が見られる。
つまり、震災や原発事故によって「壊されている」日本全体の地域イメージや、「made
in Japan」から、北海道を「日本の中の異国」と特定し、「北海道産」という存在を際
立たせる「分節化」の作業が行われていた。ラトゥールは、『科学論の実在』の中で、

「分節化」(articulation)という概念を提唱した（ラトゥール 2007：403）。分節化はも

ともと、言語学で用いられる用語であるが、ラトゥールはそれを言語だけでなく、動

作や状況設定、または道具や現場、試行にも適用している。この分節化とは、互いに

差異が大きいか小さいか、暫定的なのか決定的なのか、縮退できるのかできないのか

前もってわからない諸命題をアクターに切り分けることである。ラトゥールは命題と

いう概念を、真か偽かを判断される文という従来の認識論的意味ではなく、あるアク

ターが他のアクターに何を提供するのかという存在論的意味で用いている。分節化と

いう作業によって、諸命題（proposition）に名前がつけられ、事象が語られ、ネットワ
ークが構築され、その安定化を通じて新たなブラックボックスが生み出されてゆくの

である。こうした特定の現実が作り上げられていく過程を描き出すのが、アクター・

ネットワーク論の特徴でもある（久保 2011:37）。そして、この過程の中でとくに重

要なのは、「事象が語られる」こと、すなわち、観光者や地域のローカルな主体がいか

にして「北海道」（または彼らによる北海道での観光実践）を記号（インターネットに

発信される文字や写真）に詰め込むとともに、「北海道産」という新たなブラックボッ

クスを生むかという過程である。さらに、それがいかにして地域の新たな生成につな

がるのかということである。まずは、ローカルな主体の活動に絞って追跡することに

しよう。

事例 17 地域イメージの揺れと「made in Japan」をめぐる観光消費の衰退

筆者は2011年 4月から5月にかけて札幌や小樽の観光スポットや百貨店で業者にイ

ンタビューしたところ、香港や台湾からは観光者が足を運んでいたが、中国人観光者

は殆どいなかった。6月になって日本旅行解禁を示唆するようなニュースが報じられ、

中国人観光者も少しずつ戻ってきたが、「made in Japan」への不信感が強かった。特
に 2011 年 12 月 6 日から、中国人が再び福島第一原発事故に注目し、粉ミルク等「安

心・安全」を売りとする「made in Japan」の食品への警戒を強めた。その引き金は、
明治乳業の粉ミルク「明治ステップ」から放射性セシウムが検出されたことが同社調

査で分かったというニュースであった。

明治の粉ミルクは中国国産粉ミルクに不信感を持つ都市住民の間では最も知名度が

あり、最も安心出来ると認識される粉ミルクの一種であった。それは、2008 年に中国
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で粉ミルクに有毒物質「メラミン」が混入し、乳幼児に健康被害が広がっている事件

の影響で、中国産に不安感が広がったためである。その上、同じ東アジアの国だから

体質も近いので飲みやすいという理由もある。明治（上海）は中国向けの製品はオー

ストラリア産だと発表した。しかし、「日本で発売されているものこそ最高の品質」

という考え方が根強いため、中国で売れている明治粉ミルクより、日本から輸入した

「made in Japan」の粉ミルクこそ、乳児のいる都市住民からの支持を得ている。
「made in Japan」の明治粉ミルクを入手するのに高い税金がかかるため、不法輸入
及び在日華人や留学生によるネット販売も流行っている。無論、沢山の偽造品も市場

に出回っている。例えば、中国のトップ通販サイト taobao.com（淘宝網）では、「made
in Japan」と掲げる明治粉ミルクの一年の販売量は、日本全土の一年分の生産量をさえ
上回った。こうした状況の下、現地で買う粉ミルクは一番信頼される。筆者はドラッ

グストアや大手百貨店で調査していたところ、震災の前には、カートいっぱいに粉ミ

ルクを入れて購入しようとする観光者もいた。聞いてみると自分用やお土産に購入し

ているそうだが、いつもたくさん沢山買う中国人のガイドさんもいて、転売目的では

ないかと見られている。

しかし、放射能セシウムが検出されたというニュースが流れた後すぐ、taobao.com
は明治の商品を全て削除し、ネット販売は大きな打撃を受けた。前に「made in Japan」
と掲げて儲けた店舗も「うちの粉ミルクは実はオーストラリア産やニュージーランド

産」と弁解しはじめる。結局、明治の粉ミルクに大きく依存していることから、中国

メディアが問題のある日本向け商品のロット番号について解説して、安心して買える

情報を提供したが、筆者がドラッグストアで見たところ、事件前同様の人気は未だに

戻ってはいない。観光者が購入する際に、必ず産地が福島に近いかどうかを確認する。

その上、化粧品についても大丈夫なのかよく個人的にも聞かれるし、ネットでもよく

「資生堂やファンケルの商品を買っていいものかどうか」というような質問が飛び交

う。

総じて言うと、中国での震災後の日本全体に対する関心は、日本国内の状況がどう

であるかよりも、中国の消費者に信頼されている、特に高収入の消費者に愛用されて

いる「made in Japan」の製品がどうなっているかにある。しかし残念なことに、明治
粉ミルク事件がニュースに流れた後、日本政府は海外に対し「責任を取る」姿勢を積

極的に示さなかったし、日本のマスメディアの報道も殆ど既存事実の叙述にとどまり、

持続的な強い批判はあまり見あたらない。この状況に対し、粉ミルク（明治）や化粧

品（資生堂をはじめとする）のような中国の消費者向けの口に入れる商品、肌につけ

る商品を販売する場合、普段から安心であるという情報を中国向けオフィシャルサイ

ト等で発信しているケースがあるがまだ少ない。それに対し、北海道の行政や民間企

業の実践は素早いし効果も高く、寧ろ震災前よりずっと人気を博した。以下は「北海

道産」を中心に考察を進めていきたい。

事例 18 市長ミーティングをはじめに「安心・安全」をアピールする一連のプ

ロモーション

3 ・11 東日本大震災による原発事故に起因して、北海道においても風評被害により、
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外国人観光者の激減や北海道産の食品の輸出が滞る等、深刻な状況が続く中、道及び

札幌市は色んな対策を講じてきた。筆者が参加したのは、2011 年 5 月 21 日に開催さ

れた、札幌市企画の留学生と上田市長のランチミーティングである。

ランチミーティングには約 100 人の札幌在住の留学生が参加した。まずは上田市長

より「北海道は安全で安心だということを知ってもらい、両親や国の人達にもぜひ伝

えてもらいたい」という主旨のスピーチがあり、その後は食事をしながらの意見交換

会であった。中国人留学生の 10 人にインタビューしたところ、国内にいる親族や友人

は元々心配していたが、北海道は本州から遠いので安全だと伝えたところ納得したそ

うだ。北海道の「食」についての感想を聞いたところ、一番評価されるのは意外と「寿

司」ではなく、3分の 2 が「スイーツ」と答えた。ランチミーティングの最後、スタ

ッフがもう一度北海道の安全を強調し、留学生に母国に発信してもらい、そして両親

や友人に北海道に旅行することを薦めて欲しいと話した。同会議の参加者、札幌国際

プラザのスタッフの Cさん（女性、20代、中国国籍）はこう語っている。「中国には、
せっかく北海道についての良いイメージがあるから、今はまさにそれを独立したブラ

ンドとして築き上げるチャンスだとアドバイスしている。北海道大学大学院の鈴木賢

先生も仰るように、いまや地方が東京を経由せずに、直接に国際社会とつながる時代

が到来しているから」。

身近な留学生だけでなく、道は直接上海や北京で物産展を開くなど、中国からの観

光者の呼び戻しと、中国への更なる道産食材輸出を目指している。高橋はるみ知事も、

2011 年の 4月、5月にいち早く北京と上海を訪問し、トップセールスを行うなどプロ

モーションを再開した。国際旅行博への出展やマスコミ・観光事業者の招聘、商談会

の開催などに加え、12 月には北海道上海事務所開設などの活動にも積極的に取り組ん

だ。道内においても、通訳やパンフレット、表記の充実などに加えて、中国人観光者

専用ホテルの開設や別荘の販売などターゲットを絞った観光者誘致の取り組みを行っ

た。更に、北海道国際観光テーマ地区推進協議会は、ホテル・旅館や飲食店の従業員

等観光産業に携わる人向けに『カンタン 3カ国語指さし会話集』54や『外国人観光客受

入研修テキスト』を編集し、中国人観光者を含む外国人観光者を接待する際のホスピ

タリティの向上を図っている。

図 23 「留学生と市長のランチミーティング」で、上田文雄市長が北海道の安全性について説明する姿。

（2011 年 5 月 21 日、筆者撮影）
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また、北海道を紹介するフリーペーパー『道中人』で働いている、筆者の大学時代

の同級生の Tさんにも話を聞いてみた。『道中人』はインターネットでも自由にアクセ
スでき、北海道の自然と食を中国人の視点から、中国語によって中国富裕層に発信さ

れている。無論、北海道の放射線数値も毎日更新し、安全をアピールしている。『道中

人』ばかりではなく、北海道庁のホームページや札幌市観光局のホームページの「よ

うこそ札幌」といったサイトも中国語版のページを開設し、北海道と東京、福島、さ

らに中国の北京、上海の放射線数値を定期的に公表し、北海道の安全性を宣伝してい

る。電子メディアは、広範囲に情報を伝達できるアクターとして働いている。その中、

情報が観光者、または潜在的な観光者によって共有される過程は、繰り返し行われて

いるのである。

また、Tさんは日本の大手旅行会社の J社の北海道支社のスタッフから、「日本とい
うトータルなイメージをどうしても壊したい。『北海道なら大丈夫』という意識、つま

り独立した安心・安全の北海道のイメージを作らなければならない」という話を聞い

たそうだ。「確かに、日本全体のイメージは、震災や原発事故だけではなく、昔の侵略

などの歴史問題と結びついて考えられやすい。それより、北海道には純潔でロマンテ

ィックで、安全な地域としてのイメージを定着させるといいと思う」と、Tさんが語
っている。

中国人観光者からみる北海道には、もともと「日本」とは異なる地域イメージがあ

った。事例 1のように、2011 年の夏に、Zさんは『非誠勿擾』をインターネットで見
て、その中で表現された北海道の自然と人情に惹かれ、「今回の慰安旅行は北海道にし

よう」と決めたそうだ。北海道の地域イメージについて、「映画に出た延々と続く青空

と花畑といった自然景色」と、「温泉が気持ちよさそう」といった点を挙げた。「日本

は先進的なイメージだが、それはもはや中国の都会出身の人には興味ないと思うね。

やはり北海道のような無垢な自然と、田舎の暖かい人情のほうが、観光客を癒すと思

う。映画に出た居酒屋で飲みたかったのに、その実物は映画ほど面白くなくてがっか

りした」という話もしてくれた。

以上の事例は、北海道が風評被害を克服するため、日本の「危険」なイメージを北

海道のローカリティから分節化させ、北海道の「安心・安全」な地域イメージを北海

道の観光を結びつけ、インターネットをはじめとする様々なメディアを利用して中国

向けに発信していることを物語っている。アクター・ネットワーク理論を援用すれば、

この過程では北海道側は意図的に「made in Japan」というイメージを捨象し、「北海道
産」と中国人との結びつきを狙っている。即ち、「made in Japan」という「ブラックボ
ックス」を壊し、中国人の従来の見方をずらせ、「北海道産」をブランド化するという

新たな「ブラックボックス」化が進められているのである。一方、そのブラックボッ

クス化も決して一方向なものではない。Zさん一行という中国人観光者であるアクタ
ーの角度からみると、「日本」と「北海道」は中国人観光者の実践ではもともと分節化

が行なわれていた。「先進的」、「狭い」「日本」に対し、「無垢な自然」、「田舎の人情」、

「延々と続く広さ」といった特徴を持つ「北海道」があった。ここでは、「個々の言語

体系に応じて経験世界が分節化される」というソシュール派の定式とは違い、イメー
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ジが地域を分節化する前に、地域にはすでに様々な分節化の連鎖が生じていた。そこ

で、「北海道」をめぐるネットワークに存在する一つのアクターとしての「独立した北

海道」という地域イメージは、北海道の地元のアクターの実践によって新たなかたち

で把握・表現・実践されている。これはまさに、「日本」から「北海道」をより強力に

分節化させる作業といえる。

このような分節化の作業が進められる中、激減した中国人の訪問客数は 2011 年 10

月にプラスに転じた。それに対し、10 年以上も日本の最大顧客だった韓国人観光者の

数は回復していない。震災直後の昨年 4月、前年比で 60％以上も減った韓国人訪問客

数は、2012 年 10 月も前年比マイナス 30％台であった。11 年も最多だったが、2位の

中国観光者との差は大きく縮小した。韓国ばかりでなく、円高や放射能汚染に伴う食

への懸念等の影響で、シンガポール、欧州各市場からの観光者数の回復も遅れている。

2011年 3月に発生した東日本大震災と福島原発事故により深刻な打撃を受けた観光業

は、中国人観光者の増加により力を取り戻したといえる。

観光庁が発表した「訪日外国人消費動向調査」の結果によると、2011 年の訪日外国

人のうち、中国大陸からの観光者数が 104 万人で 2 位となった（1 位は韓国の 166 万

人）。旅行・観光消費状況の分析によると、訪日外国人の 2011 年度の消費総額は 8135

億円のみとなり、2010 年度の 1兆 1490 億円から 29.2％減となったが、そのうちの約

4分の 1 は中国人観光者によるものだった。即ち、訪日外国人のうち、中国本土の観

光者の消費額が最高だった。2011 年 11 月、中国からの観光者数が単月のみで 9万 2300

人に、中国人が買い物の決済に使うデビットカード「銀聯カード」の利用額が前年同

月比約 200％増の 50 億円に達した55。そして 2012 年 4-6 月、日本を訪れた中国人観光

者は、1人当たり 17 万 5500 円を消費していた。2012 年 7 月、日本を訪れた中国人観

光者は、単月としては初めて 20 万人の大台を突破した。

北海道では、中国人観光者の客足の回復は更に早い。JTB北海道では、2012 年 7 月
から 8月にかけての 2カ月間で、後志管内余市町の山本観光果樹園だけで約 200 人の

中国人が訪れた。従業員の Uさんは、「インターネットなどで正しい情報を収集でき
る比較的所得の高い中国人は『北海道を観光しても危険はない』と判断し、来てくれ

ている」と分析する。北海道並びに地域イメージの変化を理解する鍵は、インターネ

ットをはじめとする情報や発信にあるようだ。「自然がいい」というイメージは、震

災や原発事故に直面すれば脆弱なものとなる。しかし、北海道におけるローカルな主

体は、まさにインターネットを利用し、震災や原発事故によって付けられた日本全体

の負のイメージから、北海道を「日本の中の異国」と特定し、「大きい」、「自然が

いい」といった地域イメージの存在を際立たせる「分節化」の作業が行われ、一部成

功したのである。

以下は、自治体や観光業者ではなく、小売業におけるモノをめぐる観光消費に注目

し、北海道という微視的な視点から、地域イメージの揺れと再びの安定化と北海道に

おけるローカルな「修復作業」が、如何に「トータルなイメージ」を壊し、さらに「北

海道」の越境的なブランド化をもたらすのかというメカニズムを解き明かしたい。
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4.2 中国人の観光消費からみる「北海道」の越境的なブランド化

―「made in Japan」の消費を中心に

3 ・ 11 東日本大震災以降、中国におけるマスコミの報道では、東日本の揺れが日本

全土の揺れ、更には日本の売りであった「安全」のイメージの揺れになった。特に原

発事故のニュースが流れて以降は、「made in Japan」を消費することは高いリスクを伴
う行為と見なされているのである。つまり、「made in Japan」に、もう一つのアクター、
つまり国際市場で集合される「流言の神話」（Appadurai 1986：51）という情報が加わ
ったのである。

4.2.1 「made in Japan」への依存段階から分節化へ

食材をはじめとする「北海道産」は日本国内では長らく新鮮で美味しいイメージと

して評価されてきた。その人気は台湾や香港にも影響を及ぼしているが、つい最近ま

で中国ではあまり知られていなかった。しかし近年、中国では「自然志向」、「健康志

向」の都市民が食生活における新たな変化を追求する中で、日本食も注目の的となっ

てきた。そして北海道産のうにや蟹も、中国の高級な日本料理店のメニューに加わっ

てきた。特に比較的「親日的」な上海では北海道の認知度も高く、道産品かどうか不

明な商品も「北海道風味」や「純粋なる北海道の海から」等と称されて高い値段で売

られている。北海道では、2004 年から道産食品の販路開拓を行う為、上海で物産展等

の販路拡大事業を実施してきた。その中で特に「安全・安心」をキーワードとして「北

海道」ブランドを拡大しようとした。

ところで、以上の北海道産についてのイメージはあくまで「made in Japan」の一部
として認識されている。観光の場においても同様である。筆者が震災前に行った実地

調査によれば、来道する中国人観光者がデパートを回る時はあまり「北海道限定」の

商品に関心はなった。クッキーの「白い恋人」が沢山売られている理由は北海道産で

はなく、日本のお土産として人気だからである。デパートで買い物する中国人観光者

に、北海道の食品についての具体的なものを挙げて欲しいと聞くと、「海産物」や「ラ

ーメン」といった漠然としたイメージ（男性・20 代、札幌市三越デパート地下にて質

問、2010 年 6 月 24 日）が殆どであった。

このように、震災前の「北海道産」は、「made in Japan」との関係に大きく依存して
いたといえる。北海道観光の場で行動するアクターとしての観光者は、「北海道産」を

「made in Japan」の一部として消費してきたのだ。
震災後、このような「made in Japan」に大きな風評被害が生じた。しかし中国の都
市住民にとってはこのような安心出来る商品が依然として必需品である。その中、偶

然にも「北海道産」は現地の各アクターの働きの他に、中国人が元々北海道について

好印象を持っている為、徐々に以前の「made in Japan」のネットワークから（相対的
に）独立した存在となっていった。つまり、震災や原発事故によって負のイメージを

付けられた「made in Japan」から、北海道を「日本の中の異国」として特定し、「北海
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道産」という固有の存在として際立たせる「分節化」の作業が行われ、それが一部成

功したのである。以下では、分節化の一つの典型例の「北海道馬油」にまつわるアク

ターたちの動きを見てみよう。

4.2.2 北海道馬油からみる「北海道産」を消費する中国人観光者の実践

3.2 で記した、馬油にまつわる中国人観光者による観光実践の中で、実は「北海道

の馬油」か「日高の馬油」、または「温泉で使っていた北海道馬油の化粧水」を求める

声があった。しかし、仕入れの問題があり、店長の Uさんは「北海道馬油」を置かず、

店にもともと置いてあった「尊馬油」の販売に力を入れていた。しかし震災、特に原

発事故の後、「made in Japan」は中国人観光者に明らかに敬遠されるようになった。そ
のような実践の変化に、「北海道馬油」を仕入れて販売するという店側の変化も起こっ

た。お土産として「北海道馬油」と、馬油ソープや入浴剤、シャンプーとリンス、さ

らに化粧水や乳液・クリームといった「北海道産」の関連商品が圧倒的な人気を博し

てきたのである。筆者は北海道馬油を購入する理由を聞いていると、逆に「北海道馬

油は北海道の一押しのお土産よ。日本と台湾で大好評を博した後、何年か前から中国

のネット通販でもブームになっているのを知らないの」（女性、30 代）と反問された

経験が幾度あった。

事例 19 北海道馬油及び「北海道産」を消費する実践の現場

筆者は 2011 年 12 月札幌市狸小路の土産屋で中国人観光者の消費行動を調査してい

るところ、中国常州市からきた三人の「女子団体」に出会った。この三人は 30 代前半

の親友で、個人観光ビザで道央地区を回っている。お土産に何を買って帰国するのか

訊ねてみると、Oさんは、「元々一眼カメラを買いたかったがデジタル商品にも放射能

汚染の噂があって心配だし、今中国でも殆ど同じ値段で『made in Japan』のカメラが
買えるので、デジタル商品は買わないことにした。それより、北海道の米や魚類、乳

製品は今中国では大好評なので、ぜひ北海道産の蟹やお菓子を買いたい。特に先月は

三越で函館のオムレットを一度試食したら、その濃厚な味はもう忘れられなくなって

いるので、それも探したい」と答えた。また、親戚に「粉ミルクを買って欲しい」と

頼まれたので、粉ミルクを手にして産地は北海道なのか英語で熱心に店員に聞いてい

る。

Gさんは、「お土産としてもらった馬油と、温泉旅館で使った馬油のシャンプーは使
い心地が良かったが、放射線に汚染されているかどうか心配です」と筆者に訊ねた。

そこへ店員さんは「这里有北海道马油」という看板を Fさんに示した。「あら、北海道

は福島から離れているから大丈夫ですね」と Fさんは喜び、北海道馬油クリームを 6

個購入した。最後に、二人は粉ミルクやオルゴール、六花亭のお菓子とロイズのチョ

コレート等、6万円台の買い物をした。Fさんは「せっかくの北海道観光だから、北海

道産のものを買うことができて大満足です。中国でも、ネットマーケットでは買えま

すが、まず本物かどうかわかるすべがないし、値段もここより高いですので」と述べ

ている。
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図 24 中国最大のオークション・ショッピングサイト「タオバオ」における北海道馬油に関する商品情

報。「日本、台湾で好評の馬油はついに来た！北海道限定販売商品」と書いている。

（2013 年 8 月 30 日、筆者撮影）

海外の情報をも積極的に得ようとする中国の一人っ子世代は、テレビ離れや新聞離

れもしており、インターネットで情報を収集している。北海道経済部観光のくにづく

り推進局の調査データ56からも、外国人観光者の北海道に関する観光情報の入手先とし

てインターネットが最も多く 40％で、中国人の場合は 70％を超えるということが分か

る。特に日本のアニメ等に関心の深い沿岸都市部の「80 後」（1980 年から 1989 年まで

の間で生まれる世代）は日本の事情も大体把握している。Fさんは、「福島から北海道

の距離は福島から上海までの距離ぐらいあるので、あまり心配していない。北海道の

自然がよく、道産のものも新鮮で安心だというのは前から知っている。上海の久光百

貨店で開かれた北海道産食材の展示に行った時、雪印のチーズが美味しかった」等と

言った。特に馬油を購入する際は、「親戚の叔父さんは手の罅に悩まされて、色んな治

療も受けてきたが、最終的に意外と日本の馬油に治された。今度も馬油を買ってあげ

るつもりだが、本州のものはやはりちょっと心配だから、ちょうど北海道産のもあっ

て助かった」と話してくれた。

中国人観光者の北海道馬油を消費するという実践を受け、札幌や小樽のお土産ショ

ップとドラッグストアや新千歳空港の免税店、さらに雪印パーラー札幌本店といった

ところで、北海道馬油が中国人観光者向けコーナーの主力商品として打ち出されてい

る。千歳市にある「北海道純馬油本舗」も 2005 年の設立以来、最初は台湾人観光者に

お土産として人気があったので販売が急増し、インターネットで「台湾語サイト」を

設けて繁体字で発信した。近年、中国人観光者からの人気を受け、「北海道純馬油本舗」

は中国本土のネット通販において簡体字で商品を販売するようになり、それ以降は北

海道物産展で出展するなど、積極的な海外展開が見られる。
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図 25 雪印パーラー札幌本店に展示される「北海道生キャラメル」と北海道馬油の関連商品。「北海道」

や「馬油」といったキーワードが書かれていると、中国系の観光者からの問い合わせが多くなると、スタ

ッフの Eさんが紹介している。（2013 年 10 月 26 日、筆者撮影）

以上の事例から、「made in Japan」という「ブラックボックス」がある程度崩壊した
が、もともとその一部であった「北海道馬油」において、「日本お土産の定番」の馬油

のイメージと北海道の「自然イメージ」が融合し、そこから中国人観光者の新たな消

費実践を生み出したという過程が見える。この過程の積み重ね及び中国人観光者とロ

ーカルな主体・モノとしての馬油とのやり取りの中で、それらの間の関係も変化する。

とくに、インターネットによって伝達される情報というアクターが強く作用している

のだ。「馬油」を商品としてみれば、馬油をまつわる「ブラックボックス」は「消費者

の神話」として、すなわち消費者や潜在的な消費者によって生産される側面が強いの

である。そして馬油に取って代わる「北海道馬油」をまつわるネットワークを商品の

「神話」論でみると、北海道馬油をまつわるネットワークには、国際市場で集合され

るもうひとつの神話である「流言の神話」という情報のアクターが震災後に加わった

のである。「流言の神話」というアクターはイメージに見えるが、馬油本来の物質性と、

電子メディアであるインターネットや SNSといった物質性をも併せ持っている。また、
馬油や北海道馬油もさらに、新たなアクターとして流言の神話に働きかけ、流動的な

ネットワークを形成するのである。

馬油だけでなく、納豆菌や赤野菜、青魚といった「健康」、「長寿」のようなイメー

ジを動員するサプリメントも中国人観光者に大好評で販売されている。北海道での買

い物に満足せず、帰国しても一年ごとに、納豆菌サプリメント 20 箱ずつを親に贈ろう

と、筆者に購入と郵送を頼んでくる観光者もいる。このように、健康食品というモノ

は、観光後も観光者に持ち帰られ、他のヒトやモノとのネットワークを生み出してゆ

く。その結果、「北海道産」というネットワークもその動員規模を次第に拡大し、「made
in Japan」に代わるブラックボックス化を強化してゆくのである。
この「流言の神話」をより深く掘り下げてみると、中国を含めたグローバルで現代

的な事情も浮き彫りになる。生鮮食料品の安全性に対する消費者の危惧感は、中国の

都市部に見られる状況である。従って、日本の生産者や販売者が、品質にこだわる信

念や評価も、中国の都市生活者によって「made in Japan」や「北海道産」という存在
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に対する特別な価値付けとして評価されている。とくに、「自然が良い」という北海道

のイメージや、「北海道馬油」といった健康食品に関する神話といったアクターは、物

質かつ記号として互い働く過程を通じて、北海道馬油を異なった存在として生成する

のである。

前述のように、実践から記号（地域イメージ）への変換は一方的なものではなく、

諸アクターの間を、記号（イメージ）が循環しており、新たな実践を導くものとなっ

てもいる。本事例では、北海道という地域と中国人観光者の間には国境線、言語の違

いといった断絶が存在するが、それを超越するために、地域及び観光者の実践、とく

に電子メディアによる情報発信が行われている。この際、各アクターは一定の形式と

物質性をもつが、それらの性質はつねに他のアクターとの関係に規定されている。北

海道に関する地理的な知識やイメージ、電子メディアで発信される記号の物質性、ま

たは「馬油」の治療効果といった物質性は、他のアクターとの関係を通じて産出・調

整されることで一連の変換、つまり北海道を分節化するという「循環する記号」とし

て実現され、一時的な関係性が構築される。この中において、「made in Japan」という
ブラックボックスが崩壊すればするほど、「北海道産」をめぐる分節化と拡大化の作業

が進められ、更なるブラックボックス化も強められてきたといえる。言い換えれば、

分節化された北海道においては諸アクターの働きによって強力な一体感が醸し出され、

さらなる分節化を受け、新たな形で把握され、表現されるようになり、（相対的に）独

立した実体、「実在」のネットワークとして生成することが明らかとなっている。アク

ターの実践と北海道の生成は別個の過程ではなく、連続的で、表裏一体をなしている。

前者がより積極的に行われるほど、後者はより確かな実在となるのである。このよう

に、アクター・ネットワーク論からみれば、文化や認識によって「イメージ」される

「同一」の地域は存在していない。アクターの実践と地域の生成は、相互矛盾・独立

しているのではなく、両立可能で、相互作用するのではないだろうか。

4.3 「揺れ」をめぐるネットワークと北海道の生成

4.3.1 北海道をめぐるヴァーチャルなコミュニケーションから生まれるネ

ットワーク

4.3.1.1 北海道側のウェブ関係者によるイメージ制作・発信をめぐって

3 ・ 11 東日本大震災による原発事故に起因する風評被害により、道及び札幌市はイ

ンターネットでのイメージ制作・情報発信を含む様々な対策を講じてきた。その結果

として、北海道をめぐるヴァーチャルなコミュニケーションが行われ、それをめぐり

新たなネットワークが生まれる事例が挙げられる。「道中人」はその好例だ。

前に述べたように、「道中人」という weiboのユーザーの前身は、北海道を紹介する
フリーペーパーの『道中人』である。『道中人』は季刊誌で、その中のあらゆる内容は、

誰でも自由にアクセスできるサイト「道中人」にアップロードされている。そこでは、

北海道の自然と食を中国人の視点から、中国語で中国富裕層を対象として発信されて
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いる。原発事故の後、北海道の放射線数値も毎日更新し、安全をアピールしている。

2011 年 6 月から、「道中人」は震災後の北海道観光の衰退の打開策を求めるため、

weiboに進出した。筆者はそれから「道中人」をフォローした。「道中人」はほぼ毎日
3件から 6件の観光情報に関連するつぶやきを発信し、殆どが写真付きで好評であり、

2012 年 7 月 16 日午後 18 時頃の時点で 19414 人がフォローしている。筆者はそこで提

示されたイメージと、そのイメージをめぐるコミュニケーションを観察してきたが、

転載数とコメント数の一番多いつぶやきを事例に分析を行いたい。

事例 20 「彼女のことが好きなら、雲海テラスに連れていってあげてください」

2011 年 8 月に、「道中人」が北海道にあるアルファリゾート・トマムの「雲海テラ

ス」についてつぶやきした。雲海テラスは標高 1088 メートルで、雲を見下ろすことが

できる山の上のカフェで、180 席を有している。そこで見渡す雲は、空の上の海に見

えるので、「天国に一番近い喫茶店」というフレーズで宣伝されている。2010 年には

日本旅行業協会主催の「もう一泊、もう一度（ひとたび）大賞」を受賞した。

図 26 トマムの「雲海テラス」から見る雲海（weiboより、中国人観光者のWさん撮影）

weiboでのつぶやきの字数は 140 字以下、写真の数は 12 枚以内という制限が設けら
れている。「道中人」のつぶやきの文字のところに、「絶景！北海道占冠村の星野トマ

ムリゾートに、あの有名な雲海テラスが今年の営業を始めました。観光客は 1088 メー

トルの山の頂上で、180 席もある観覧席で席を選び、呑み込まれそうな雲を見渡すこ

とができます。それは空海みたいなすごく壮観な景色です。一番いい鑑賞時間は晴れ

の日の早朝。雲海テラスに行くロープウェイは朝 5時から運行中57」（筆者訳）と書い

た。その下のところに雲海テラスの写真を 11 枚登載した。写真の内容は、滝のような

雲や、雲の上の夕日と朝日といった幻想的な風景と、人々がそこで気持よさそうに食

事したり、あまりの絶景に皆立ち上がって見とれたり、写真を撮ったりするところで

ある。特に、家族の笑顔や、女子会のリラックスした雰囲気、そして恋人同士がのん

びりしている様子が強調されている。このつぶやきは一週間で 626 もの転載数と、341

のコメント数を記録した。それから雲海テラスの写真はインターネットで流通し、「百
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度指数」（Baidu Trends）58の統計でその検索件数は一週間で 594％、一ヶ月で 4050％の
上昇率を示し、今は北海道に関するキーワードとしては最も多い検索件数を誇る。こ

のように、雲海テラスは今や中国で一番注目されている北海道の観光地と言える59。

さて、コメントの内容を見てみよう。数多くのコメントがある中、内容を主に以下

の三種類に分けることができる。①自然を絶賛するコメント。「天国への階段だ」「正

に仙境みたい。憧れるわ。ここでお茶を飲めるなんて最高だ」といったものだ。②家

族や友人と一緒に行きたい願望を表すコメント。例えば、「人が言うには、9月と 10

月は一番いい鑑賞期間だ。ハネムーンは北海道にしようか」、「君と一緒に海をみたい。

しかも雲海だ」、「私を連れて行ってください」等がある。特に印象深かったのは、「彼

女のことが好きなら、雲海テラスに連れて行ってあげてください」というコメントで、

そのコメントに共感を抱く人が多いようで、コメント自体の転載数は 200 以上となっ

ている。③日本の観光のよさを讃えるコメント。「景色がいいばかりじゃない。その設

備も一流だ」、「なぜ日本の雲海の周辺設備はそこまでよくできているのか。前に四川

省の牛背山で雲海を見るとき、ところどころが古くてぼろぼろで、破れたテントしか

ない。しかも一人に 200 元もかかったよ」（200 人民元は日本円に換算すれば約 2600

円に等しい）といったものがある。「道中人」自身や「日本国家観光局」等が、そうい

ったコメントに更にコメントし、雲海テラスに行く方法や、北海道で使える割引券等

を詳しく紹介している。

筆者の知り合いで、上海在住、25 歳の Tさんは、「道中人」で翻訳や記事編集の仕
事と、中国人ツアーの企画をしている。彼女の話によると、雲海テラスの写真を見て

北海道旅行を決心した中国人観光者の数人が「道中人」に、手軽で安く行けるような

旅行の手配を頼んだそうだ。また、Tさんはその中の一人、杭州の日系企業の従業員

の女性の Gさんを紹介してくれた。

筆者は Gさんに weiboで質問を送信して、彼女がこのつぶやきに惹かれた理由を尋
ねた。彼女は、去年の 10 月に夫と一緒に北海道を訪れた。「確かに、北海道に行くき

っかけはその写真だった。しかし本当のことをいうと、自然ばかりでは人間が飽きる

の。北海道には、『あら素敵だ』という一言で、一秒で終わる観光地が多い。でも雲海

テラスにはレストランがあって、そこで親しい人と食事して、歓談することができる。

日本語にも『花より団子』ということわざがあるように、自然の楽しむ一番普遍的な

方法は、やはり自然の中で食事をして、愛情を深めることだと思う。だから人々は写

真を見て雲海テラスに行きたくなるのじゃないかな」と、ヴァーチャルなコミュニケ

ーションが実際の地域空間に移行し、観光者と地域の新たなコミュニケーションを生

み出すネットワークを説明してくれた。

しかし、「道中人」をめぐるネットワークは今のところ、不安定な状況を迎えている。

weiboにおける公式アカウントのフォローの数も激減している。筆者の観察では、「道
中人」には富裕層向けに高い観光商品を紹介するつぶやきが多く、それに対するコメ

ントは非常に少ない。そして、北海道の YOSAKOIソーラン祭りや、アイヌの伝統行
事についてのコメントもあまりなく、関心度の低さが見て取れる。特に weiboの利用
者として一番迷惑に感じるのは、「道中人」のつぶやきが多すぎることで、それを避け
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て本当に見たいつぶやきを探すのは大変だそうだ。以上の現象に対し Tさんは、「『道
中人』の方針は、中国の富裕層に北海道でロングステイしたり、ゴルフに来たり、高

級料理を食べたりしてもらうことだ。どうしてもそのようなメッセージを中心に宣伝

しなければならなくなってしまう」と残念げに話していた。「人気を取り戻すために、

編集者は『ファンを買う』という手さえ打っている。つまり、人気のないつぶやきに

コメントをしてもらい、一定のお金を渡すこと」という裏の話もしてくれた。これは、

ネットワークにおけるアクター間のつながりの断絶によるネットワーク自体の一環の

崩壊を示唆している。

事例 20 で筆者は、「道中人」をめぐるネットワークを、典型的なヴァーチャル・エ

スノグラフィーの手法で観察・記録した。そこからは、北海道からのイメージ制作・

発信には特に絞ったテーマ等はなく、ただ富裕層向けに高いモノを売ろうという意欲

が明確である。その上、中国人観光者にとっては、やはり前出の事例で述べてきたよ

うに、「手つかずの自然」でなく、自然と食を組み合わせるといった自然を楽しめるイ

メージが好ましいようだ。しかし典型的なヴァーチャル・エスノグラフィーの手法で

は、具体な情報が得られない点や、イメージをつかむ際に研究側の推測の部分が大き

くなるところも指摘されている。

そのため、観光者側による地域イメージの制作をめぐるネットワークについてより

正確で具体的な情報を掴むために、筆者はツイッターやブログを書く本人の活動を観

察し、旅行後も引き続きインタビューすることにした。その調査結果を、以下の事例

21で紹介したい。

4.3.1.2 留学生によるイメージ制作・発信をめぐって

震災後の中国人観光者数の激減といった事情を受け、北海道におけるローカルな主

体が、中国人観光者を呼び戻すために、言い換えれば地域と中国人観光者との間のネ

ットワークを再構築・強化するために、より多くのヒト・モノを動員するという一連

の取り組みを行った。3.3.1.1 で紹介した weiboへの進出のように、科学技術の進歩
でヴァーチャルな空間における働きかけの他、地域在住の中国人留学生をアクターと

してみなし、中国人観光者との間のつながりを再建する動きも見受けられる。例えば、

北海道庁石狩振興局が主催する観光団体と留学生の間の座談会や、「道内の大学・短期

大学に在籍する留学生のネットワーク構築」と掲げる留学生向けの観光資源をめぐる

アンケートなどが挙げられる。さらに、ナショナルな主体の参入、とくに日本観光庁

の活動もこの中で目立っている。筆者は、日本観光庁が北海道で行う留学生モニター・

ツアーに応募して留学生による「リアル」な観光活動に参加し、更に彼らによる地域

イメージの制作・発信状況やネット上のコミュニケーションといったヴァーチャルな

文脈の活動を参与観察した。

日本の観光庁は、「観光立国」としての推進体制を強化するため、2008 年 10 月 1 日

に発足した。その主な目的は、日本政府を代表して縦割りを廃し、政府をあげて外国

に対する発信力を強化することにある。発足して以来、日本のインバウンド・ツアー

（訪日外国人観光）は年々上昇する傾向にあったが、2011 年 3 月 11 日に起きた東日

本大震災とその後の原発事故による風評被害で急速に下落した。この危機を受けて観
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光庁は、一連のモニター・ツアー事業を行った。そのモニター・ツアーとは、一定の

選考を行ったうえで、当選者には旅行費用無料でモニター・ツアーに参加してもらう

旅行で、条件としては、参加したモニター・コースの地域（または観光圏）のサポー

ターとして、SNSやブログ等を活用して継続した情報発信をすることと、アンケート
及び各種調査への協力することが要請されている。まさにインターネットのイメージ

構築の力に注目し、発足された事業と言える。対象は、外国の観光事業者や影響力の

大きいブログやツイッターの持ち主、或いは日本在住の各国の留学生に絞られている。

北海道在住の留学生向けに行われるモニター・ツアーは、2011 年 8 月から 10 月にか

けての「北海道当別洞爺広域観光圏旅行」と、「富良野・美瑛広域観光圏旅行」、「はこ

だて観光圏旅行」と、「釧路湿原・阿寒・摩周観光圏及び知床観光圏旅行」という合計

4つのコースからなっている60。事業の委託先は、株式会社日本旅行北海道国際旅行事

業部である。筆者は『非誠勿擾』のロケ地として中国でも知名度の高い阿寒と、世界

遺産に登録された知床を訪れたいと思い、4つ目のコースに応募した。このコースは

やはり一番人気なコースで、約 150 人の応募者の中から、筆者を含め 35 人が当選した。

事例 21 留学生による道東イメージの制作・発信

当選留学生の 35 人の中で、中国人留学生は 20 人であり、他には韓国やロシア等か

らの留学生もいるが、中国人観光者を十分意識していることは、応募用紙に「あなた

は微博（中国語版ツイッター）の利用者ですか」という質問が書かれていることから

も分かる。他には、facebookやツイッターの友人数やブログの利用状況等に関する質
問もあり、応募者のネット上の発信能力が選考の対象となっている。事業は、「観光を

通じて国際交流をしませんか」と掲げ、留学生に「外国人の目線で北海道の美しさや

魅力を発見したり、歴史を学んだり、外国人が快適に過ごせるように不便な点の改善

を提案する。更に、観光の写真や発見、感じた日本の魅力を、インターネットを通じ

て母国の方に伝える」よう要請している。

図 27 モニター・ツアーの参加者全員が知床五湖にて集合写真。（2011 年 10 月 18 日）

いよいよ10月14日の出発当日になった。旅行社のバス内にはスマートフォンや iPad
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を使っている留学生が多く、出発を間近にして興奮の気持ちを微博でつぶやいている

のだ。「道東を無料で観光できるということを披露すると、ツイッターのコメント数が

急増してきた。やはり羨ましがられているよ。」と香港からの留学生 Hさんが話してい

る。旅行日程表を見てスケジュールがびっしり。二泊三日の旅行の一日目は札幌駅を

出発して阿寒湖に行き、そこでアイヌ古式舞踊見学、午後は摩周展望台で摩周湖を望

んでから屈斜路湖砂湯に向かい、そこで自分で温泉を掘って足湯を体験し、そこで夕

食をした後に摩周湖にまた行って「摩周湖紀行」（星見）をする。二日目はサーモン科

学館見学と羅臼ビジターセンター見学、そして知床峠まで行って羅臼岳の景観を望み、

知床五湖展望台で散策してからオシンコシンの滝で記念撮影。三日目はウトロで観光

船オーロラ号に乗って「硫黄山折返し」観光をし、北見でいわゆる B級グルメ「塩焼

きそば」を食べて帰札した。筆者は、以上の観光が留学生によってインターネットで

どうやって表出されるかを明らかにしようと試みた結果、20 人の中国人留学生の中で

15 人のツイッターやブログにアクセスすることができた。その中の 15 人が特に満足

した経験と満足できなかった経験、そしてインターネットにのせた写真のテーマと、

印象的なフレーズ（大まかな内容）を以下の図 28にまとめた。

図 28

留学生 性別
特に満足した経験

（ところ）

満足できな

かった経験

写真のテー

マ
印象的なフレーズ

B 女
摩周湖

観光船

アイヌ古式

舞踊

自然

食べ物

摩周湖は透明感があって綺麗/訪れるに値す

る/ホテルで摩周湖の水が飲めて嬉しい

K 男
知床

蟹バイキング
摩周星紀行

自然

食べ物

温泉

北海道の蟹は肉が多くて歯ごたえがいい/曇

っているので摩周湖で星が見られなかった/

硫黄温泉やっぱり違うな

I 女
阿寒湖

蟹バイキング

サーモン科

学館見学

自然

食べ物

サーモン見学はつまらなくて時間の無駄/阿

寒湖のロケ地で記念撮影/蟹は美味しい

L 男
知床五湖

和風ホテル
摩周星紀行

自然

食べ物

畳部屋

知床で同じく上海出身の観光客と出会った/4

人部屋はちょっと狭いが畳を体験できた

W 女 摩周湖 摩周星紀行
自然

食べ物

摩周湖は神秘的な感じがする/夜に 20 分のバ

スに乗って寒いところで星見するなんて信じ

られない

U 男
阿寒湖

温泉

アイヌ古式

舞踊

自然

食べ物

アイヌ

温泉でゆったりできた/今度は親を連れて来

たい/原始的であまり開発されていない観光

地

H 女 温泉
サーモン科

学館見学

自然

食べ物

温泉

温泉に浸かってから温かい食べ物を食べるの

は最高/観光地に中国語表記があるが間違っ

ているところが沢山

S 男 観光船 サーモン科 自然 観光船は面白い/知床五湖は本当に小さくて
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屈斜路湖 学館見学 食べ物

温泉

池みたい/ホテルに英語の話せるスタッフは

いない

Z 女
屈斜路湖

和風ホテル

サーモン科

学館見学

自然

食べ物
屈斜路湖で、自分で温泉掘ってみたよ

L 女
温泉

屈斜路湖

サーモン科

学館見学

自然

食べ物

温泉

硫黄温泉で肌が綺麗になったような気がする

/日本人って本当に「見学」好きだね

Q 男
蟹バイキング

温泉

羅臼ビジタ

ーセンター

見学

自然

食べ物

温泉

北海道の蟹は上海蟹に敵わないが肉質に弾力

がある/道東の空気は澄んだ感じがする

G 女
摩周湖

蟹バイキング

サーモン科

学館見学

自然

食べ物

温泉

もし摩周湖を船で一周することができたらい

いね/オシンコシンの滝はあまり大きくない/

サーモン科学館の見学者は少なく、周辺の住

民でないと多分来ないだろう

G 男
知床五湖

蟹バイキング

「塩焼きそ

ば」

自然

食べ物

アイヌ

わざわざその塩焼きそばを食べに来る意味が

分からない/知床より車窓から見た大雪山の

紅葉の景色はずっと素晴らしい

F 女
温泉

オシンコシンの滝

「塩焼きそ

ば」
自然

今度機会があれば秋の時に夕張と大雪山を訪

れたい/どこのトイレも清潔

C 男
観光船

蟹バイキング
摩周星紀行 自然

自分でアイヌの踊りを踊ってみた/船に乗っ

ていると鹿を発見

ツイッターやブログの転載数とコメント数と結びつけて計算すると、事例 1と 2 が

示した結果と同様に、中国人においては「自然」と「食べ物」、そして日本式の温泉や

畳といったサービスへの関心度が一番高いことが分かる。留学生が観光地で様々な体

験をし、その中に自分で取捨選択し制作の作業を加え、インターネットに発信した。

このような「制作」の作業も、前出の事例のように、具体的には北海道の様々なモノ

が中国人の趣味と組み合わせられていることが明らかである。例えば、食べ物の写真

と、食べ物と自分を一緒に取る写真をブログに載せるといった行為が挙げられる。こ

の行動の理由として、「中国人の嗜好」も挙げられるが、weiboという情報媒介物自体
の性質も大きな役割を果たしていると考えられる。weiboにおける発言は、140文字と
いうかなり厳しい文字数の制限がかけられている。それは、文字数が多ければ多いほ

ど、それを見る人の関心が失われていくと予想されているためである。なるべく簡潔

な文章に、より興味をそそるような写真がつけられる発言は好ましいのである。この

ため、複雑なストーリー（アイヌの歴史や科学館の展示についての説明）より、一目

瞭然な綺麗な自然風景と食欲をそそる食事の写真、さらには中国と異なる日本の風習

がより関心を引くものとなっている。アーリは、観光を「ひとつのパフォーマンス」

とみなしており、それを理解するには「審美的判断」の範疇さえ使えると述べている

（アーリ 2003:31）。このパフォーマンスを発信し、よりよい効果を得るために、留
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学生も自然と自らの観光実践を取捨選択して、後者のほうを発信してゆくのである。

実際、筆者が札幌の中国人観光者を案内する際も、「札幌中心部の建物は殆ど中国の都

会と変わらないので、記念写真にはならない。もっと日本的なものがないかな。でな

いと親戚に見せても日本に行ったという証拠にはならないよ」という冗談半分のよう

な話を何回も耳にしたことがある。より特色があり、インパクトを与えやすい発信内

容を探していることが見て取れるのであろう。さらに、weiboにおける情報の伝達に
は、時間の即時性と緩やかな柔軟性も伴っている。例えば、Aがweiboで北海道観光にお
いて撮った写真をアップロードできる。その写真の影響で、Bが北海道へ旅する。Bがまた写
真等やビデオといったコンテンツをアップロードして、またAに見せる。AはまたBのつぶや
きにコメントできる。この二人のやりとりは同時にインターネットの他の利用者へと届く。同

時に、AとBはweiboで北海道観光に関する情報を発信することは、彼らが自らの「北海道」
制作の過程の中で、「北海道」に再び自らを送り込むことになる。この中において、思わぬ実

践が生み出されていくかもしれない。weiboをめぐる関係性から、こうした過程、すなわち＜
いま・ここ＞でweiboが動き出し出した時間性が、過去や未来の観光実践のネットワークを、
破壊したり、組み替えたりして、変容・生成させていく過程をみることができる。そしてアク

ターとしてのweiboは、人工物として人為的に作られたといえども、制作者の意図や利用者の
心情、または情報の内容を超えて自律的な存在となっている。このようなweiboによって、観
光実践のネットワークが逆に組み替えられるプロセスが見える。そこにおいて、発信情報、地

域イメージ及び時間の不確定性が顕わになっており、生成していく観光実践の潜在性と、その

「逆転した構造」を、先鋭的にみることはできるのではないだろうか。

また、観光者は自らの観光実践をweiboに発信するということは、weiboの物質性や、発信
する情報の届くネット利用者などとの関係性の中にある自己をつねに意識し、その中で自らの

働きを実践的に判断しながら、自らの発信内容を探求していることが明らかであろう。

したがって、日本人の旅行日程でよく出る「見学」は、あまり評価されていない。

サーモン科学館見学の時、地元の新聞記者も来て沢山の写真を取っていたが、留学生

はあまり乗り気ではなく眠そうな人さえいる。Kさんは、「何故旅行中に勉強しなけれ
ばならないですか。日本人の考え方がわかりません」と言った。また、摩周星紀行の

時も、「こんな寒い夜中に 20 分のバスで摩周湖まで来て、冷たい風に吹かれながら星

の説明を聞くなんてありえない。もし中国人の金持ちが来たら、絶対乗らないね。言

葉の壁もあるし、外国人が興味を持つ訳はない」と Cさんが酷評を下した。
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図 29 留学生の Gさんが weiboに発信した大雪山の写真

以上の「本音」は、なかなかインターネットに載せられたり、アンケートに書かれ

たりすることなく、個々の留学生が心に秘めているものだ。それは、留学生にはイン

ターネットで自分の友人や親類により素晴らしい海外生活をアピールしたい気持ちが

あるので、残念な旅や、「魅力的」ではない日本を発信することは少ないという理由も

ある。

一方、モニター・ツアーの実施側の日本旅行のスタッフも、「無料で招待したのでお

土産を沢山買ってくれ」とか言う一方で、留学生の「本音」に耳を傾ける意欲はなか

ったようだ。「せっかくのいい企画だから、事前のマーケティング調査等で外国人観光

客の興味等を調べておいて、そして日本人の趣味じゃなくて、外国人にとってより魅

力的なところを選んでおけばよかったのにね」とＦさんは戸惑いの本音を吐露する。

このように主催側と観光側の壁が明らかになっている。

更に、中国で 4年間仕事の経験のある Uさんは、「そもそも、留学生の発信能力が疑

問なのだ。中国の大学を出て札幌の大学院に進む普通の留学生なら、発信する対象は

その親や友人に限られている。その中では日本に興味を持って、更に北海道に来る金

銭的余裕を持っている人は非常に少ない。私のように働いていた人間なら、元の同僚

や得意先の人に発信することができるし、その人達が北海道に来る可能性も大きい」

と語っている。Uさんは日本語関連の仕事をしていたので、その友人には日本に関心
を持つ人も沢山いるし、安定した収入も得られている。その故 Uさんが北海道にいる
わずか 2年の間で、6人の友人を北海道に招待した。ネット上の地域イメージの届く

範囲を考えると、イメージの制作者・発信者の実生活の身分や経験等も考慮に入れる

べきだということが分かる。アクター・ネットワーク論的に考えれば、ネットワーク

の範囲や性質は、その中の強力なアクターの性質によって決まるところが多い。留学

生を地域イメージの発信者というアクターとして動員する場合、その留学生自身の出

身地や経歴、友人といった要素を考慮に入れないと、地域の観光をめぐるネットワー

クを拡げることはなかなか難しいのである。実際、ツアーが終わった後、このツアー
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のプロモーターの一人、札幌国際プラザのスタッフの Cさんに話を聞くと、「留学生に
インターネットを発信させると言っているが、スタッフの殆どは中国語が通じないの

で、留学生の実際の発信状況を監視することができない。私が見た限り、今回のツア

ーの成果は多いとは言えない」という。

事例 22 札幌広域観光圏のモニター・ツアーの失敗

2012 年 9 月、北海道在住の留学生を受入環境整備サポーターとして観光地を訪問し

てもらう「外国人留学生モニター・ツアー～秋・冬の北海道の魅力を母国に発信して

みませんか」が再び、観光庁及び北海道運輸局の依頼で、JTB 北海道地域コンテンツ

開発室によって行われるようになった。ツアーの主旨は前年度より豊富になり、「伝

統文化体験や地元ガイドによる解説、地域住民との意見交換等を通じて各地の歴史・

文化・風土を学習しながら、地域の観光資源の魅力を発掘して頂きたいと考えており

ます。また、インターネットを通じて母国へ情報発信して頂くことや、地方自治体等

とネットワークを築いて頂く」ことが掲げられている。観光コースは以下の 6つに分
けられている。Ａコース（留萌管内）オロロンラインをつなぐ海と美食を堪能ツアー、

Ｂコース（さっぽろ広域観光圏及び南空知地域）彩りの定山渓とサケ・いくらをワイ

ンで愉しむ贅沢ツアー、Ｃコース（知床観光圏及び網走）雄大な自然の秘密に迫る・・・！

知床観光圏・網走の知恵の旅、Ｄコース（富良野・美瑛広域観光圏及び旭川市）野菜

王国ふらのと話題の美瑛「青い池」を巡る癒しのツアー、Ｅコース（北海道登別洞爺

広域観光圏及び小樽）洞爺湖有珠山ジオパークと小樽の「食」満喫ツアー、Ｆコース

（はこだて観光圏）食づくり王国"みなみ北海道"の魅力再発見ツアー、Ｇコース（釧
路湿原・阿寒・摩周観光圏）マリモ・タンチョウ・"いのちふたたび"の奇跡を厳寒の
阿寒・釧路湿原で想う旅。参加費用はすべて無料になっており、保険も任意で加入で

きるようになっている。全コースで 200 人ぐらいの留学生が募集され」ているが、筆

者を含め 35人がＢコースに当選した。

Ｂコースが始まる前の 10月 9日、JTB北海道地域コンテンツ開発室にてモニター・
ツアーの事前学習会が開かれた。北海商科大学の留学生事務に携わり、今回の事業の

コンサルタントとして雇われている H先生は、前回の日本旅行に依頼したモニター・
ツアーでは、スタッフも留学生も「weiboの利用方法をあまり知らなかったので成果
は出ていない」と判断し、この学習会を、発信方法を教える会にするべきだと助言し

たため、会議では、プログラム行程の内容説明や資料配布、事前アンケート及びブロ

グ、フェイスブックなど SNSの効果的な発信方法講座が行われていた。学習会が始ま
ったばかりのときは順調であったが、途中でちょっとした揉め事があった。

中国人留学生の Kさんは夫婦でツアーに当選した。彼は学習会の最中に手を挙げ、
「夫婦の同室を希望しますが、可能でしょうか」と訊ねた。すると担当の吉田さんは、

「ホテルの和室を予約しましたので、4人部屋になっています。ご夫婦の同室は不可
能です」と答えたら、Kさんは、「じゃ私たちは辞退させていただきます」と言って
退室し、その場のみんなを愕然とさせた。筆者は後程 Kさん夫婦と連絡をとり、イン

タビューをお願いしたら、承諾してくれた。

Kさんの話によると、彼らはもともと定山渓の紅葉を見たくてこのツアーに応募し
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たが、4人部屋になるとはさすがに耐えられないそうだ。「われわれは夫婦で参加さ

せていただきましたので、できれば同じ部屋に泊まりたいのは当然なことでしょう。

それに、私は見ず知らずの人といきなり同室に泊まるとぜんぜん眠れないタイプです。

研究室の日本人は合宿が大好きみたいですが、私はいつも遠慮しています。私と同じ

考え方を持つ中国人は少なくありません。せっかく外国人を招待するというのに、な

ぜ外国人のプライバシー観念を尊重しないのでしょう。こうだったら、参加する気は

ない」という。

筆者も 4人一緒の和室が苦手だが、参与観察のデータを集めようと、やはりツアー

に参加した。最初の 10 月 12 日のコースは、ワイナリー試飲や、石狩鍋と石狩いくら

醤油漬け作り体験であった。ワイン好きな留学生が少なく、いくら漬けの苦手な留学

生も殆どなので、皆あまり乗り気はなかったようだ。夜はホテルに行き、部屋で泊ま

るとき、同室の 1人の韓国人と、2人の中国人は「今日はつまらなかったが、目玉は

明日の紅葉ゴンドラね」と興奮気味に話し合っていた。どうも、みんなも紅葉目当て

に来ているようだ。

図 30 留学生 Xさんが weiboに発信した定山渓の紅葉の景色、2013 年 11月 23 日 13 時まで、この写真に

対するコメント数はゼロである。

しかし翌日の朝は曇っていた。ゴンドラの場所についたら、紅葉も 1分、2 分咲き

しかなっていない。「今年の夏は暑かったから、紅葉も遅れている。今日の色染めは

それほどよくないかもしれないよ」と従業員が話した。「せっかく楽しみにしていた

のに時間の無駄だ！今年の天気は異常と分かっているはずなのになんで紅葉のいい時

期に変更できないの」、「日本人はやはり融通が利かないね」といった叫びも聞こえ

ている。ゴンドラに乗ってみると、紅葉が見えないどころか、曇っている故山々が灰

色に映っていた。

ゴンドラが終わると、我々は千歳サケのふるさと館と、千歳市防災学習交流センタ

ーそなえーる、恵庭 10poundを回って帰札した。weiboで留学生の発信情報を見てみ
ると、恵庭の魚釣り体験のときの写真と紅葉ゴンドラの写真が何枚か乗せられている

が、コメントやシェアなどの反響はあまりなかった。ワインの写真も一枚あったが、

その下には「実はワインが好きではない」というつぶやきがついている。サケ館や防
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災センターの発信内容は見当たらなかった。

Kさんの奥さんの Sさんは、「原始的で未開発の観光地をアピールして、その魅力
を発見し、発信してもらうという気持ちはよくわかります。しかしその前には、外国

人について勉強してほしいです。でないとこの努力は水の泡になります」とコメント

している。「今度は、こういう団体ツアーではなく、二人あるいは一人のモニター・

ツアーにしないと、真の北海道ファンは生まれない」とさえ断言した。また、台湾出

身の Xさんは、「日本人が企画したツアーと中国人企画のツアーの両方に参加したこ
とがあります。後者のほうはずっと楽しかったです」と言っている。この発言を北海

商科大学の H先生に伝えると、彼女も大いに賛同してくれた。さらに、「予算の原因
もあるが、スタッフの意気込みも問題となっています。実は、もっと良い食事と宿泊

施設を留学生の方々に提供するつもりでしたが、スタッフの中で、『こんなに豪華な

会食、俺も食べたことないのに、留学生に贅沢をさせるとは一体どういうことだ』と

文句を言っている人もいたので、仕方がなく止めました」という裏話もしてくれた。

スタッフの誠意の欠如も、留学生と地域のローカルな主体及び観光業者とのコミュニ

ケーションと、それをめぐるネットワークの拡大を阻むアクターとして働いた現実と

いえる。

一方で、筆者は以上の参与観察及びインタビューによって、観光者の観光実践にお

ける逆転の構造をさらに考察し、「観光」の現場語である「旅遊」という語彙の内包

と外延は、その逆転の構造の規律を裏付けていると考える。日本の観光業者が中国人

観光者の「観光」についての認識に疎いからこそ、以上の事例に出た認識のずれが生

じたとも考えられる。それを解明するには、「観光」と「旅遊」との違いを明らかに

する必要がある。

北海道の地域イメージは政治状況や観光会社の利益の縺れ合い等、グローバルな政

治経済的ネットワークの揺れに伴って展開している。それ故、「安心・安全」や「魅力

的」とか確定的なものではなく、常に状況依存的であり、揺れ、修復、再制作といっ

た一連の作業を経てまた揺れを経験するといった、変化を伴っている。本稿はそうし

た関係性を主にインターネットをはじめとするメディア言説と、観光者による「生の

声」等から探り、様々なアクターの活動で生み出された新しい関係性のメカニズムを

詳しく読みといてみる。

4.3.2 「観光」と「旅遊」の差異にみる複数の「北海道」

これまで述べてきた「観光」は漢字であるが、中国ではあまり使われていない。中

国人の日常生活でも、正式な公文でも寧ろ「旅遊」61が Tourismの意味で使われている。
筆者は 2年間に亘るフィールドワークを通じて、Tourismの訳語として存在する「観光」
と「旅遊」は、Tourismについての日中両国の認識の違いを物語っていることに気づい
た。前出の事例からも見て取れるように、「旅遊」は現場語として中国人の観光消費

の意識を反映しているが、日本の観光業界ではまだあまり知られていない。本論では、

「観光」と「旅遊」の本来の概念、漢字の組み合わせとその歴史的経緯、そして日中

の違いをめぐって議論を展開してゆく。
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4.3.2.1 「観光」と日本の観光事業

旅（travel）はしばしば苦痛をともなって行われる、人類史上古くある行為として扱
われているのに対し、観光（tourism）は 19 世紀の産業革命による交通手段の発達と生
活の変化によって生じたものと見なされている。『広辞苑』を参照すると、「他の土

地を視察すること。また、その風光などを見物すること。観風」とあり、並びに「観

光都市」については、「史跡・景勝地・温泉などに恵まれ、多くの観光客を引き寄せ

る都市」と述べている。人文科学研究で観光活動に関する研究部門を確立し理論的展

望の基盤を築いた『ホストとゲスト―観光活動の人類学的考察』（スミス 1977）以降、

観光は文化人類学及び社会学で注目を集めるようになった。そこで観光は、「巡礼、

伝統的な旅との連接性をもつ、保養・遊覧など娯楽・余暇的な目的をもって旅行する

こと」と、「往来、滞在、見物をめぐって、政治、経済、社会、歴史、文化などあら

ゆる現象が絡み合う全体社会的事象」と見なされるようになった。20 世紀後半には大

衆観光旅行時代が幕開けし、第三世界のみならず現在ではいわゆる西洋の「先進諸国」

においても、観光は国策として取り上げられている。観光は現代社会のあり方を理解

するうえで格好のテーマを提供している。日本観光政策審議会の「今後の観光政策の

基本的な方向について」62では、観光の定義を「余暇時間の中で、日常生活圏を離れて

行う様々な活動であって、触れ合い、学び、遊ぶということを目的とするもの」とし、

「時間」、「場所・空間」、「目的」の三つの面から規定している。更に、当会の「21

世紀初頭における観光振興方策について」63によると、「いわゆる『観光』の定義につ

いては、単なる余暇活動の一環としてのみ捉えられるものではなく、より広く捉える

べきである」としている。

2003 年日本政府が「住んでよし、訪れてよしの国づくり」をキャッチフレーズとす

る観光立国宣言を発表し、これは 2007 年の観光立国推進基本法の制定へとつながり、

いわゆる「インバウンド・ツーリズム」の推進が見られた。

以上で整理してきたように、日本語における「観光」は、「旅」や「旅行」と比べ

物にならないほど近代から生まれた比較的に新しい言葉と言える。今の意味と用法に

辿り着いた経緯を、以下で中国の古典から漢字の意味から探ってみよう。

4.3.2.2 訳語としての「観光」を中国の古典から探求する

最古の部首別漢字字典『説文解字』「巻八」「見部」に、「観」は「諦視」と解釈

され、これを更に清代の段玉裁が『說文解字注』において、「諦視也。宷諦之視也。

穀梁傳曰。常事曰視。非常曰觀。凡以我諦視物曰觀。使人得以諦視我亦曰觀。猶之以

我見人、使人見我皆曰視。一義之轉移。本無二音也。而學者強爲分別。乃使周易一卦

而平去錯出。支離殆不可讀。不亦固哉。小雅采綠傳曰。觀、多也。此亦引伸之義。物

多而後可觀。故曰觀、多也。猶灌木之爲藂木也」と解説している。以上の解釈は実に

示唆に富むもので、日本語に要約すると以下の通りである。

「諦視である。常にあることは視といい、非常なことは観という。我が物を諦視す

ることは観。人に我を諦視させることも観という…また、観は多いという意味。物が

多くあって観ることができる」。つまり、沢山の、非日常のことをじっくりみること
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は、「観」である。

次は「光」。『説文解字』「巻十」「火部」には、「明也。从火在人上、光明意也」

とある。『說文解字注』には、「朙也。左傳周內史釋易観國之光曰。光、逗遠而自他

有燿者也。从火在儿上。光朙意也。說會意。目在儿上則爲見。气在儿上則爲欠。口在

儿上則爲兄」、すなわち「遠くのモノを明るく照らす光明」だと説明されている。

したがって「観光」の出典は古代中国の占筮（細い竹を使用する占い）の書『易経』

の、「観国之光、利用賓于王」（「国の光を観しめす。用て王に賓たるに用いるによ

ろし」）との一節である。『周易集解』虞翻曰く、「坤為国。臨陽至二、天下文明。

反上成観、進顕天位、故『観国之光』。王謂五陽。陽尊賓坤。坤為用、為臣、四在王

庭、賓事于五。故『利用賓客』矣于王」。また、『易経』の『象』篇曰く、「観国之

光、尚賓也」。『易』の時代に「国」は現代の国家や政府の意味ではなく、周代の諸

侯国及び地域という意味でつかわれていた。ここの「光」は、「国」の優れたものな

いし特色、そして儀礼や制度の面の進んでいるものを表す。「賓」は元 「々国」の「光」

の傍観者の立場にあるが、「国」に仕える者に学び、まつりごとや民の生活に関心を

持つべきだとされている。すなわち、「国の優れたものないし特色、そして儀礼や制

度の面の進んでいるもの等沢山の非日常のものを、賓は関心を持って見聞きし、国の

ために奉仕する」という意味である。

日本における「観光」という言葉の初出は、「観光丸」であるとされている。「観

光丸」は、1855 年に長崎海軍伝習所練習艦としてオランダより江戸幕府へ贈呈された

軍艦のことをさしている（中村 2006：130）。当時の歴史的背景を考えると、外国の

先進的技術という「光」を持って「富国強兵」に資することが考えられたのだろう。

次は 1930 年 4 月 18 日、濱口内閣の時「国際観光局」が設置された。国際観光局の主

な事業は、海外宣伝や旅行斡旋機関の充実改善、来遊外客の取扱に関し税関、警察と

の連絡、外客誘致の新意義の普及等である（同上：126－133）。また、ツーリスト・

ビューローの出版物 TOURIST(1918 年 3 月号)では、アイヌ文化を詳しく伝え、国の
光＝文化の概念の普及に務めている事実から見れば、「観光」は最初はツーリズムの

訳語として使われ、外国人観光客誘致/国際観光の意味で使われ、「国威発揚」の意味

も込められていたと考えられる。この用法は戦後も引き継がれ、Tourismの訳語として
旅行全般のことを指すようになった。

4.3.2.3 現在の国際観光事業

日本政府観光局（JNTO）は 2003 年に設立され、海外における観光宣伝、外国人観
光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効率的に

行うことにより、国際観光の振興を図ることを目的とし、ビジット・ジャパン事業に

貢献し、訪日外国人旅行者を増大させることにより、国民経済の発展と国際相互理解

の増進に寄与することを使命として掲げている。そして 2008 年 10 月１日に、国土交

通省の外局として観光庁が発足した。観光庁の役目は縦割りを廃し、政府を上げて「観

光立国」の推進体制を強化し、日本の対外的な発信力を強化するとのことである。2010

年 4 月、観光庁は訪日観光を海外市場で PRする際等に「Japan、Endless Discovery」と
いうキャッチフレーズ・ロゴを使用しはじめた。「Japan、Endless Discovery」はここ
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で、「『尽きることのない感動に出会える国、日本』という意味合いで、海外のリピ

ーターを呼び、日本の自然、歴史、伝統とファッション、食、地域の人々の暮らしと

いった日本の多種多様な観光資源を知ってもらう気持ちを込めている」と定義付けら

れている（観光庁ホームページより）。

「Japan、Endless Discovery」というキャッチフレーズは、観光の語源的意味と一致し
ているところが多い。日本文化のところどころから魅力を見出してもらうことは、外

貨収入や日本の国際イメージの向上などにつながるという考えが見られる。2010 年か

ら経済産業省や観光庁から、旅行会社も外国人患者の誘致に積極的に取り組みはじめ

た。『医療ツーリズム―アジア諸国の状況と日本への導入可能性』の冒頭に、観光庁

長官の溝畑広も「観光」の語源である『易』の「観国之光、利用賓于王」を引用し、

「日本の高品質な医療技術」はまさしく「国の光」であることを主張した（羽生 2011：

1）。同書は、「中国の富裕層」を大きな市場として描いている。

4.3.2.4 「旅遊」と中国人の海外観光事情

『説文解字』「巻七」では「旅」を「軍之五百人爲旅」とあり、更に後世は人が群

れている様子を指すようになった。また『康煕字典』は『博雅』（『広雅』ともいい、

中国の最も古い百科事典である）を引用し、「旅」は「客」の意味とある。「遊」は

『康煕字典』「酉集下」「辵字部」で「遨遊也…遊、謂無事閒暇總在于學也。又友也、

交遊也…」等と解釈しており、つまり「歩きまわる」ことと、「友人と交わる」こと

という、二つの意味が含まれている。そこで「旅遊」は、あまり真剣な目的なしに、

外出して旅行し、遊覧することを意味するようになった。中国で正式に「出境遊」の

団体旅行（海外旅行）が認められたのは 1997 年である。そこからいわゆる「海外旅行

熱」が高まってきて、中国人の社会生活に大きな刺激を与えた。

2000 年、日本は北京市、上海市、広東省の住民を対象に観光ビザの発行を始めた。

中国全土を対象にしたのは 2005 年である。しかし観光の主流形式は、やはり団体のパ

ック旅行である。その要因には、観光ビザの制限にある。中国の収入格差の甚だしさ

から、外国人の無制限な旅行の許可に危険性を感じ、その許可範囲の拡大に慎重にな

っている。観光内容も、あちらこちらを回る周遊型が主流となっており、中国国内の

パック旅行のように、予定を詰め込んだ過密スケジュールが多く、「歩きまわる」の

意味での「遊」が最も重視されている。それに対し、「光」をじっくり「観る」意欲

はあまり見あたらない。

前出の事例 21 のところで、中国人留学生が観光コースの「見学」項目等に対する困

惑は、正に「観光」より「旅遊」したいという中国人観光者の気持ちを顕にしたもの

である。筆者自身にもそのような経験がある。2012 年 3 月、筆者は宮城県仙台市で震

災後の観光復興事業を考察する為に、当地の観光ボランティア・ガイドに案内しても

らった。ボランティア・ガイドの Gさんの、どうしても美術館を案内したいという提

案に応じた。しかし美術館に行くとまったく日本についての展示はなく、フィレンツ

ェの展示が殆どであった。人ごみの美術館で、ガイドはとても興奮気味に紹介してい

たが、それをわざわざ中国人観光者に見せても恐らく興味を抱いてもらえないだろう

と筆者は思っていた。もしイタリアのものに興味があるならわざわざ日本でそれを見
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る必要がない。そもそも、美術館見学を詰め込む「旅遊」コースは、中国にはあまり

ないのである。

総じて言えば、日本側が関心を持ってもらおうとする「観光」の「史跡・博物館・

美術館」、「祭り・行事・地域イベントへの参加・見学」項目に、中国人はあまり興

味を持っていないことが分かるだろう。沢山の名勝地を歩きまわったり、温泉等で日々

忙しい神経を癒したり、体験したことのない食べ物を楽しんだりするのが「旅遊」に

ついての一般認識である。事例 10 の T さん一家は、札幌の市内観光の翌日、円山へ

登山に行った。円山の原始林の中にちょうど一匹の栗鼠が現れ、Tさんが「野生の栗

鼠を見るのは初めて」と大興奮していた。「ここは、札幌市民が誇る『手付かずの自

然』」と紹介してあげたら、お父さんは、「確かに原始林がいっぱい残っているのは

よいが、あまりにも整備されていない。ろくな登山道も付いていないし」とコメント

した。中国の登山道は普通、コンクリートや木製の道があり、登りやすく作られてい

る。「手付かずの自然」より「楽しみやすい自然」が好ましい。つまり、原始的な景

観を「観光」するより、自然豊かなところを「旅遊」したい気持ちが強いと言えよう。

また、2012 年の夏、北京の旅行者が共同でチャーター便による道内ツアーでは、同様

の意見も出ている。日中経済協会北京事務所の札幌経済交流室の呉職員によると、こ

のツアーに参加する多くの中国人は、「観光客を大自然の中に溶け込ませながら、自

らが楽しめるアトラクションを用意しなければならない。例えば、熱気球に乗って上

から自然の風景を鳥瞰する、湖でのボート漕ぎ、森林での乗馬、海釣り、農園での収

穫体験といったアクティビティがあれば北海道の夏の魅力が更に高まる」と提言して

いるそうだ。この提言を受けて呉は、「冬は雪とスキー、夏は大自然とチャレンジ＆

アクティビティと中国人がすぐに連想できるように北海道のイメージを定着させるこ

とが重要だ」と判断している。この提言は、札幌市の観光協会の施策に反映され、乗

馬体験などが新たなツアーとして打ち出されている。このように、中国人の観光にお

ける北海道のイメージは、従来の観光商品や、今まで観光資源とみなされるもの以外

のモノと結び付けられる傾向にある。とくに、「雲海」の事例から、ヒトを「自然の

なかに溶け込ませ」、「楽しめる」ような「北海道」が求められ、消費されることが

分かる。

以上、震災・原発事故による「揺れ」を通じて、地域イメージのブラックボックス

が崩れる様子と、それに代わる「北海道産」や「雲海」、「日本中の異国である北海

道」といったブラックボックスが形成される事例を見てきた。中では、ブラックボッ

クス化に向かわせるための成功例も、失敗例も見受けられる。ブラックボックス化が

成し遂げられるかどうかの鍵は、「ブラックボックスがより自動化し、より黒いもの

になるには、より多くのアクターを『伴う』ことが必要だ」（ラトゥール 1999：238）

ということにある。ブラックボックスが単独では「慣性力」を有しないため、最も単

純な装置を作動させるのに必要とされるヒト・モノの間の結びつきが肝心である。「北

海道産」が容易に多くの観光者を「伴い」、多数のモノと結び付けられて成立したの

は、北海道におけるローカルな主体や、観光業者が、元々の「made in Japan」という
ブラックボックスが崩れる中で、それを更に解体し、それに代わる新たな「北海道産」
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を作り出すために、ヒト・モノのネットワークを動員し得たからである。一方、「札

幌広域観光圏のモニター・ツアー」で推し進められる観光商品は、中国人の観光にお

ける北海道のイメージや、中国人観光者の「旅游」パターンと、容易に結び付けられ

ることができなかったため、消失していったのである。これらのネットワークの形成

過程から、「観光」より「旅遊」するという中国人観光者の実践が反復する中で、そ

れをめぐる観光者と地域の関係性が諸次元で複製され、新たな地域の様相がフラクタ

ルの具現として展開してゆくことが見られる。これは、単なる中国人の視点やパース

ペクティブの特異性、または他者の視点と自己の視点との差異といった、イメージ論

や認識論ではとらえられない事象である。このような「自然」の見方・楽しみ方から

生み出されるネットワークを取り扱う際、ヴィヴェイロス・デ・カストロが提起した

南米先住民の「パースペクティヴィズム」と「多自然主義」が参考になる。カストロ

によれば、近代人は、自然の普遍性を前提として特定の視点に立って客体を観察し、

それに精神の特性がどう発揮されているのかを検討する。それに対し、南米先住民は、

視点こそが普遍性を帯びていると考え、動物であれ人間であれそれぞれが「人間」の

自覚をもって自然を観察しているとみている（Viveiros De Castro 2010）64。すなわち、

普遍的な自然と特定の視点を当然とする近代人の「多文化主義」的な思考様式に対し、

南米先住民の思考法は、普遍の視点と特定の自然を前提とする「多自然主義」である。

「多自然主義」においては、視点が普遍的であり、可変的な視点をもつ身体に応じて

事物も変化する。この「多自然主義」に依拠すれば、中国人観光者の視点も、北海道

におけるローカルな主体の視点も普遍性を有するがゆえに、複数の地域（「北海道」）

を生み出している。本論の研究対象となる「北海道」も、北海道という地理的な場所

の普遍的な本質ではなく、その本質に「意味を与えている媒介者、代理人、翻訳者」

（ラトゥール 2008:217）となる観光者や観光業者と、ローカルな主体の関わりあいの

中で生み出される複数の北海道である。「旅遊」にみる自然－文化の組み合わせ、言

い換えれば中国人観光者の観光実践におけるフラクタルな関係性が、上の事例から明

らかになっている。

このように複数な姿をもつ空間としての北海道は、2012年 9月に発生した釣魚島65の

「国有化」といった情勢を受け、再び揺れを迎えた。メディアなどは、この変化の原

因を、「反日感情」というイデオロギー・スケープの次元に帰属している。はたして

そうであるかどうか、次章では、実証的なデータに基づいて検証してゆきたい。
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第五章 政治情勢の変容、中国人の観光と北海道

5.1 領土問題、「反日感情」と揺れ動く「北海道」

―観光の場所としての地域におけるイデオロギー・スケープの次元

本章では、領土問題をめぐる国民的「反日感情」が、いかにグローバル化した北海

道の地域イメージと、それを含めた観光ネットワークに影響するかを総合的に検討し

た。主な調査手段として、札幌市の観光業者側に回り、観光業者や地域の観光行政機

関に聞き取り調査を実施する一方で、中国人観光者の観光行動への参与観察と聞き取

り調査を引き続き行った。また、中国の沿岸部大都会の旅行会社での聞き取り調査も

実施した。

5.1.1 観光の場所としての地域におけるイデオロギー・スケープの次元

5.1.1.1 場所の次元とは

前述のように、地域とは、人間社会における場所（place）の単位である。従って地
域イメージの全体を考察するために、場所の様々な次元に注目する必要がある。近年、

場所は個人や集団の行為や経験、またはアイデンティティの重要な背景として考察さ

れ、人類学をはじめ関連分野で再び脚光を浴びている。特に1990年代からアパデュラ

イ等の人文学者は文化と場所（location）の間に存在する複雑な関係性に注目しはじめ
た。アパデュライは、場所を自然で受動的な存在ではなく、多様な過程の中で生成さ

れるものと認識している。そして、グローバルな文化フローの五つの次元の関係に視

線を向けることを提案している（アパデュライ2004：68）。上で触れたように、それら

の次元とは、「（一）エスノ・スケープ『民族の風景』、（二）メディア・スケープ『メ

ディアの風景』、（三）テクノ・スケープ『技術の風景』、（四）ファイナン・スケープ

『資本の風景』、そして（五）イデオ・スケープ『観念の風景』である」。「メディア・

スケープ」と「イデオ・スケープ」はとくに密接な関係をもっており、ともにイメー

ジに関与し、他者及び自分自身の想像の生活についての台本を作り出すという（アパ

デュライ2004：74）。このような結合を、アパデュライは「情操の共同体（community of
sentiment）」―事象を共同で想像し感受しはじめる集団と呼び、「多くが越境的で、とき
にはポストナショナルでさえあるため、多くの場合、国民の枠を越えて活動している。

インターネットの発達によって集団は、嗜好や快楽、政治をめぐる多様なローカルの

経験が相互に交差する場において、トランスローカルな社会的行為が収斂する可能性

を生み出している」と述べている（アパデュライ2004：76）。このように、通商やメデ

ィア、国家政策、消費者の夢想が織りなす相互作用が乖離的で不安定であるために、

民族性―かつては、ある種のローカリティ（どれほど大規模であっても）の底に潜ん

でいた「精霊」（アパデュライ2004：75）―はいまや、グローバルな力となっていくの
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である。

観光実践の場でいえば、場所は観光における様々な人・モノ・出来事の関係性の中

で生じる、地域の「動く」空間性として考察できる。そして、その空間性において、

アパデュライのいうメディア・スケープの次元はイデオロギー・スケープの次元がと

もにイメージに関与する場合、地域イメージに大きな変容を起こし、様々なモノと連

動し、地域に再帰的に働きかけるのである。このような事例の一つとして、ナショナ

リズムや「反日感情」が地域イメージを再構成することは、今まで見落とされてきた

といえる。次は、「反日感情」がイデオロギー・スケープの一部としてメディア・スケ

ープと作用し合い、北海道並びに日本の地域イメージにどのようにして働きかけ、観

光の新しい事象をめぐるネットワークを生み出すのかを解明したい。

5.1.1.2 「反日感情」とそれをめぐる言説

反日感情に関する中国語の学術文献はあまり存在しておらず、日本語のものは殆ど

中国ではなく、韓国を研究対象としている。主に、日本のメディアでタイムリーなニ

ュースとして報道される現象と、19世紀後半から長期的に不変な日本と韓国・中国の

軋轢に起因する課題として挙げられている。人類学者の太田心平は、反日感情の深層

には、「政治文化」という集団の内側で共有される物事の受け止め方があるとし、韓国

社会における「反日感情」を、評価と認識の枠組みの側面から論じた（太田 2008：169

－170）。また、韓国の人類学者である崔吉城は、反日感情は伝統の創出のように再生

産され、国内の民族主義とボーダーレスの情報化が交叉して起こる現象であり、韓国

における反日感情の主因は反日教育とマスコミにあるという（崔 2002：106,125）。

反日感情（anti-japan,anti-japanese sentiment）を扱う英語の論述は 1990 年代から 2008
年に集中しており、主に中国における反日デモや不買運動を取り上げている。代表的

なグリーズ（Gries）の論文は、中国における反日感情の源流を、中華民族の過去をめ
ぐる言説と、21 世紀の初めに「中国人」として生きる意味に関する論争の中に探り、

2005年の反日デモとサイバースペースの反日言説を東アジアの困難の前兆と見ている

（Gries 2005：107）。リュウ（Liu）は本論と同様に、インターネットにおける中国の
「人民民族主義」を考察し、「ネット民族主義」（cyber-nationalism）の台頭が一般民衆
の「公共言論権利」（public discursive right）に新しい可能性を与えると同時に、自由な
情報交換と不買戦略をめぐる論争に特徴付けられているとする（Liu 2006：151-155）。
筆者の考えでは、「中華民族」という「情操の共同体」（アパデュライ 2004:76）は、

電子メディアの発達と普及によって膨らみつつあり、より肥沃な土壌と強力な肥料（伝

達手段）を獲得した。それが国境線を越え、アパデュライのいう「トランスローカル

な社会的行為」（アパデュライ 2004:76）となり、中国における北海道の「魅力的」な

地域イメージといった、日本への好意的なイメージを排除する動きと連動しているの

ではないだろうか。

総じて言えば、中国における反日感情を扱う論述の中で、ネット言説と結びつけて

考える考察が圧倒的に多く、本論もそれを踏襲し、ネット言説に注目し、「反日感情」

を「インターネットをはじめとするメディア言説や、反日デモと日本製品の不買運動

及び日本観光へのボイコット等の現象に現れる日本や日本人、日本製品及び日本観光
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等に対して抱く反感や敵意」と定義する。

5.1.2 領土問題と日本イメージの揺れ

日本政府による 2012 年 9 月 11 日の釣魚島「国有化」をきっかけにした日中関係の

悪化により、中国国営の中央テレビをはじめとするマスメディアでは連日、尖閣問題

をめぐり対日批判を大々的に展開し、日本観光も冷え込みはじめた。その現象の裏に、

日本イメージの大きい揺れがある。

釣魚島をめぐる日中関係の緊迫化などの影響が出はじめる頃、観光庁長官の井手憲

文は 9月 27 日の定例会見で、中国に対する訪日プロモーションを従来通り実施する方

針を示した。井手は、中国からの訪日旅行は、「中期的にみれば大きな影響はないの

では」との見通しを示した。観光庁では 2012 年の訪日旅行者数の目標を 900 万人に設

定している。これに対し井手は、「楽観的に考えるのは難しいが、残り 3ヶ月を最後

まで頑張っていきたい」と、目標を変更せずに取り組んでいく方針を示した。更に、

「大多数の中国人は日本を魅力的なところと認識しているので、9月以降の中国人観

光客の数は大幅に減ることはないだろう」と楽観的に予測した。また、小松空港の上

海便は９月単月の利用者数は前年同月比 10％減だったが、上半期では前年同期比

22％増と堅調であったという理由で、同課は「一時的なもので、大きな落ち込みでも

ない」と影響を限定的とみている66。同様に、北海道石狩振興局主催の「アジア圏観

光客おもてなし向上事業情報セミナー『観光マーケティング調査からみる中国トレン

ド情報』」で講演した K講師も、「中国人がなぜ尖閣問題にあれほど怒ったのか理解
不能だ」、「北海道の魅力はやはり大きいから、中国人の客足はきっと近いうちに回

復するのですから」という明るい期待を示している。このような見方は後ほど述べる

中国の学者による「長期化」、「日本に打撃を与えないと止めない」の見方とはかな

りかけ離れていて、中国の市場及び中国全体の事情に対する認識不足から生まれた甘

い考え方としか考えられない。

実際、反日感情がイメージ低下を引き起こし、中国人による観光全般に打撃を与え

る前例は、釣魚島「国有化」事件のごく半年前ほどにあった。念頭に置くべき前例は、

名古屋の地域イメージの揺れである。

5.1.3 名古屋の地域イメージの揺れと中国人による観光の変化

中国南京市と日本の名古屋市は 1978 年 12 月に姉妹都市となり、それ以来人的交流

が多かった。筆者は南京大学で学部時代を過ごしていたが、その 4年間で名古屋大学

の大学生との交流活動が 10 回以上あった。2004 年に南京大虐殺記念館を訪れたとき、

名古屋の小学校から送られた花輪も日中平和のシンボルとして展示されていた。しか

しこのような平穏な関係は、2012 年 2 月に名古屋市の河村たかし市長のある発言によ

って大きなダメージを受けた。

2012年 2月 20日、河村たかし市長が中国・南京市から表敬訪問のために訪れた中
国共産党市委員会の劉志偉常務委員と会談した際、南京大虐殺についてこのような発

言をした。
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「うちの死んだ親父の頃から、南京市には深い縁がありまして、そのことについて

お話します。うちの親父が 20 年ぐらい前に死んだんですけど、戦争が終わったときに

ですね、第二次世界大戦のとき、ちょうど南京に終戦を迎えた。そこに栖霞古寺があ

りましてね、その寺で親父がおった部隊がですね、みんな終戦から…大変温かいもて

なしを受けた。例えばラーメンの作り方とかね、周りの農家の方々が野菜を持ってき

て。だから僕も 5年前にそこのお寺に行きましたね。うちのおやじは僕に『おまえが

生きているのも南京の皆さんのおかげだ』と言っていた。そのお礼に、おやじが寺に

サクラの木を 1000 本プレゼントして、大きく名古屋の新聞に出ました。いわゆる南京

事件は（終戦の）8年前の昭和 12 年…私は南京事件を勉強したことがある。もしそん

なことがあったら、なぜそれほどまでに日本軍の人に優しくできたのか、理解できな

い。僕はあの、真の中日友好のためにも、南京事件というのはなかったんじゃないか

と。通常の戦闘行為はあったけどね。残念だけど。真実を明らかにしないと、とげが

刺さっているようなものでうまくいかないですよ。いっぺん、ぜひ、討論会を南京で

開いてほしい。南京の人に感謝しとるからね」（ビデオは人民網日本版公式サイト「中

国、名古屋市長の南京大虐殺否定発言を批判」コーナーより67。内容は全部筆者の聞き

取りによるものである）。

こうした発言を受けて、劉志偉が何度も深く頷き、反論しなかった。最後には、「南

京市民は平和を愛しています。我々は歴史を学ぶべきですが、怨恨を続けてはいけま

せん」（『現代快報』2012 年 4 月 2 日付より）とうまく話題を変えた。元々は平和に終

わったはずの会談は何故か、ビデオ画像としてインターネットで流れるようになった。

それはすぐに中国語に訳され、インターネットやマスメディアに公開され、激しい反

発を買った。批判の声は河村たかしだけではなく、その場で反論しなかった劉志偉に

も向けられていた。南京市は 21 日に weiboの公式アカウントで「日本のメディアは、
わが市の反応を客観的に報道してはいない」と公表したが、インターネットでは更に

嫌悪感を招き、「弱腰だ」、「劉は無節操な官僚の典型だ」等と、国民から強く叩かれて

いた。これに対し、河村たかしは 23 日午前、南京事件を否定する発言について「撤回

したら（政治家として）生きていられない」などと報道陣に述べ、撤回しない姿勢を

改めて示した。これを受け南京市は weiboで「糾弾」姿勢を示したが、インターネッ
トの世論が一層高まり、「民族の自尊心への挑戦」、「全国民挙げて抗日だ」などと河村

市長の発言への強い非難に加え、「破廉恥な名古屋と断交すべし」、「実際の報復行為を

伴わない抗議は役に立たん」、「名古屋市との関係を永久に断ち切れ」といった南京市

にさらに強い対応を迫る発言であふれている。このような意見が南京市にプレッシャ

ーを与えたようだ。そこで、南京市は 24 日に weiboで「断交」という、名古屋市との
交流を当面中止するという旨の、3回目の発表をした。南京市は weiboを始めとするメ
ディアで、「河村市長は南京大虐殺の史実を否定、南京人民の感情を著しく傷つけた」

などと批判し、名古屋市との交流停止が事実上の報復措置であることを明らかにした。

「当該市長が謝らない限り、交流しない」との強い姿勢を示した。この事件も、「日本

右翼政治家が南京大虐殺を否定、歴史の『恥辱柱』に釘付けるべし―南京市と名古屋

市が断交」68という内容で報道されている。

観光に関しては、『環球時報』の編集者は、「名古屋市長は謝るべきだ。でなければ
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訪日旅行団は全て名古屋に入らせない。中国さえ強い立場を堅持できれば、あいつは

謝るしかない」と感情的な発言をした69。その発言に応えるように、インターネットで

は「中国人なら、もう名古屋に旅行に行くのをやめなさい」、「日本訪問のパスポート

の持ち主よ、将来訪日の行程に名古屋が入っているなら、民族感情を覚えて欲しい。

こういう行程に反対しなさい。同時に、全部の日本観光を携わる旅行会社にも、名古

屋訪問関連プログラムを停止してほしい」「旅行先なら日本以外のどこでもいい。何故

わざわざ日本人にお金をやらなくてはならないわけか」といった言論が圧倒的に発信

されている。これを受け旅行団どころか、名古屋行きの航空便も著しく減った。例え

ば、4月 17日の運航開始を予定していた日本の静岡と中国の湖南省長沙を結ぶチャー

ター便がキャンセルされた。中国南方航空会社は、名古屋市の河村たかし市長が南京

大虐殺を否定する発言をしたことに加え、3月 14 日に千葉県沖でマグニチュード 5の

地震が発生したことにより同便に搭乗予定だった乗客が激減したため、運航を中止す

ることに決めたと発表した。

「日本国家観光局」の weibo公式アカウントにアップロードされた名古屋城の写真
の下に、「来年の春休みは、家族全員で日本訪問を予定していたが、今は徹底的に別の

ルートに行く。歴史を認めないところにどうやって自分の歴史を持つことができるの

か。罪を謝らないところに観光客がどうやって安心して行けるのか。中国人は優しい

が弱くはない」とのコメントがあった。

それ以降、南京市と名古屋市の公式交流は一切打ち切られた。10月 20、21日の「名
古屋まつり」にも、南京市から「現状は以前説明した理由により（人を）派遣できな

い」との説明で参加しないことを表明した。

以上、名古屋の地域イメージが、名古屋市長の発言を契機に、南京市の幹部やイン

ターネットの世論、更に観光業や航空業等、様々なアクターの関与によって大きく揺

れることになった。この中で最も強力なアクターは、メディアで宣伝される古屋市長

の発言であり、この発言が波紋を投げた後、中国人の名古屋観光にはイデオロギーと

いう次元が関与し、変化が起こった。この変化は後ほどの釣魚島「国有化」事件によ

る揺れのメカニズムと同様のものである。換言すれば、名古屋の「揺れ」は日本全体

のイメージの「揺れ」の「前奏」のようなもの、即ち、日本イメージの「揺れ」の「名

古屋限定版」と譬えることができよう。

このような、日本イメージの揺れとそれにまつわる様々な行為者の行動や心情、特

にインターネットで高まる反日感情による揺れの実像とそのメカニズムについて、釣

魚島「国有化」事件の影響をめぐって次で述べていきたい。

5.1.4 中国人の北海道観光におけるイデオロギー・スケープの次元

―領土問題で高まる「反日感情」とイメージの揺れを中心に―

5.1.4.1 航空券や観光のキャンセル続出

日本政府の 2012年 9月 11日の釣魚島「国有化」により、訪日観光は冷え込みはじ
めた。まず痛手を受けるのは航空会社だ。全日本空輸（ANA）は 2012年 9月 26日、
釣魚島をめぐり中日間の緊張が高まった影響による団体旅行客のキャンセル（2012年
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9月から 11月）が、約 4万席（中国発が 2万 8000席、日本発が 1万 2000席）に達し
たと発表した。また、全日空の統計データによると、中日両国で販売されている団体

航空券は、全てキャンセルとなり、新規予約もほぼ入っていない状況だ。2012年 9月
から 11月分までの中国発で 2万 8000席の予約キャンセルが発生した。「今後の予約も
どう推移するか見極めがつかない」（篠辺修副社長）状態だという70。日本航空の統計

によると 9月から 11月出発分の予約キャンセルは 9850席、内訳は、日本発が 4600席、
中国発が 5250席に上った。中国の格安航空会社・春秋航空は「国慶節71前後でほぼ満

席だった予約のキャンセル率も 8割以上ある。これでは採算が合わない」という理由
で、9月 19日から 10月 27日の期間、計 56便のチャーター便をキャンセルした。こ
れは同期間中の中日間チャーター便本数の 3割以上を占める。うち約 1万席は、上海、
武漢、杭州、深圳、無錫、福州、青島の中国人観光者が予約していた。日本で最近 3
カ月以内に販売された団体航空券のうち、約 3800席がキャンセルされ、中国で販売さ
れた分では約 1万 5千席がキャンセルされた。また、「北海道新聞」によると、道内の
空港の冬季ダイヤ（10月 28日から来年 3月 30日にかけて）は、新千歳空港を中心に
中国線や韓国線の休止・欠航が計 340便に上った。提供座席数でみると、中国線は約
3万 4千席以上が消える計算される。釣魚島問題による日本との関係悪化が影響して
いるとみられ、さらに欠航が増える可能性もあるという。道や国土交通省新千歳空港

事務所によると、冬季に休止・欠航するのは、新千歳発着では中国が北京、上海、大

連、広州の 4路線、韓国が釜山、仁川（ソウル）の 2路線の計 6路線である。函館発
着が仁川の 1路線という。
航空券の予約キャンセルや航空便の休航が訪日観光の落ち込みを物語っている一方、

航空便の休航はまた訪日観光を一層困難なものにしている。中国国営新華社は 25日、
「中国の日本行きツアーの大規模なキャンセルが生じており、キャンセル率が 40％以
上に達している」と伝えた。日本が 9月 11日に釣魚島を「国有化」したことを受け、
日中双方の関連機構が確認した中国人の訪日旅行キャンセル数は、10万人を超えてい
る。

中国側による訪日交流・旅行の中止に関する情報は国慶節の終わりまで、メディア

によってほぼ毎日取り上げられていた。大手旅行会社・衆信国旅の、日本に 1万人の
観光者を送り込む計画が中止された。筆者が別の大手旅行会社の凱撒国旅の関係者の

Fさんから、「国慶節の前後、日本ツアーのキャンセル数が 1万人弱に達した。当社は
今年、4万 5000人の観光客を日本に送り込む計画を立てていたが、実現が不可能とな
った」と聞いた。沖縄旅行を主力商品とする旅行会社も、開放されたばかりの沖縄市

場で危機に瀕している。そのうち、6週間内で中国の沖縄ツアーが計 4300件キャンセ
ルされ、新たらしいツアーの申し込みも殆どなかったという。

中国の訪日ツアーホールセラーの最大手・中国康輝旅游集団は、中日国交正常化 40
周年を記念した中国人観光者 5万人の日本への送客計画の実施を取りやめ、傘下の 220
の支社と 5500の店舗でも、訪日ツアー商品の販売を中止した。凱撒旅遊集団担当者は、
「国慶節連休期間だけでも、訪日ツアー参加を取り消した中国人観光客は 1万人近く
にのぼる。当初予定していた訪日ツアー 4万 5千人送客計画は、実現の見込みがなく
なった」と話した。また、衆信国旅の訪日観光者 1万人送客計画も、暗礁に乗り上げ
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た。

観光庁は 2012年の訪日外国人旅行者数の目標を 900万人と設定していた。このうち
中国人観光者は、全体の約 2割を占めた。羽田雄一郎国土交通相は 9月 25日の閣議後
に開かれた記者会見で、「このような状況が続けば、目標達成は非常に困難となる」と

語った。

5.1.4.2 政府側の姿勢―「組合拳」としての「観光制裁」

中国外交部（外務省）の洪磊報道官は 9月 12 日、定例記者会見を開き、記者から

の質問に答えた。「近頃、多くの中国人観光客が日本行きをキャンセルしているが、

これは日本の『島購入』による影響か」という質問に対し、洪磊は、「現在の中日関

係の緊迫した局面は完全に日本側が引き起こしたものだ。中国は日本側に対し、誤っ

た行動を改め、中日関係の改善と発展に向けて雰囲気と条件を整えるよう強く求め

る」という、観光の面でも日本に圧力をかける強硬な姿勢を示した。これを受け、外

交、軍事面に強い中国の「環球時報」は社説（2012 年 9 月 12 日付）で、政治・経済・

外交・軍事・歴史を含めて日本と全面的対決に突入する「心の準備」と「真実の団結」

を国民に向けて次のように訴えた。

「闘争は長期化し、複雑化する。それは中国人にも犠牲をもたらすだろう。その経

済損失に耐えられず、かつ途中で意志を緩めてしまうかもしれない。だからこそ真実

の団結が必要なのだ」。

中国のマスメディアは、全て政府のコントロールの下にあると言っても過言ではな

い。こうした状況の下、マスメディア言説は政府言説に従い、前述の「環球時報」を

はじめとする新聞やテレビ番組は、日本に対する制裁の長期化も免れず、日本には外

交、政治、経済、軍事を絡めた「複合的かつ重層的な制裁」を行うべきなのだと訴え

ている。 中国旅遊局研究員の Sさんは同社説で、「中国観光客は日本での主要な目的
は買い物だから、中国観光客が日本経済への貢献は日本観光客が中国経済に対する貢

献より高い」と分析し、「サービス・貿易分野での日本との対抗を恐れなくていい」

と分析した。

以上の一連の「複合的かつ重層的制裁」は中国語で「組合拳（zuhequan）」と表現さ
れ、中国国民の「愛国心」を焚きつけた。テレビ等のマスメディアをはじめ、インタ

ーネットでは日本における中国蔑視というイメージが増殖している上、中国における

日本の安心・安全イメージは原発事故の直後よりも大きな破壊状況を迎えつつある。

「団結して日本を憎もう」という「反日感情」が、「安心・安全」といった日本イメー

ジを追い詰めた。こうやって政治的な対立が続く中、観光は一番脆いものとなり、そ

の矢先に大きなダメージを受けた。日本関連の書籍の出版の「自粛」が求められるこ

と以上に、日本で消費する、または日本を消費することは特に批判を浴びる行為とな

った。

その最も顕著な例として、中国の「国慶節」にあたる大型連休における日本への観

光の冷え込みが挙げられる。次節で見てみよう。
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5.1.4.3 鬼は弱り目に乗る

―旅行会社に煽られるネット言説

中国人の「出境遊」の目的地として、日本観光は過去数年において人数的にずっと

3位の座を保ったままであった。2012 年 7 月まで、訪日中国人観光者は 95 万人台を超

え、去年より 72％の増加を見せた。しかし、国慶節という「出境遊」のシーズンに、

筆者は携程旅游網、佰程旅行網等の総合旅行サイトを見たところ、以前の「東京、北

海道ゴールデン秋の旅」、「国慶節 6泊 7日北海道で紅葉を満喫」といった日本観光の

宣伝は既に姿を消していた。代わりに「わくわく韓国自由行」、「バリ島豪華純粋娯楽

団」、「エジプトへと神秘の旅」等が主力商品となっている。また、多くの旅行会社や

客船会社の「日韓フェリー観光」パック旅行商品も、ビジネスチャンスを勝ちとるた

めか、日本観光部門だけがキャンセルとなった。

中国国家旅遊局は、日本観光を停止する旨の通達こそ出していないが、旅行会社な

どに「日本に行く中国人観光客の安全を確保せよ」という指示を出したそうだ。国家

観光局報道官は 21 日、21 日から 24 日にかけてに予定していた日本の「JATA国際観
光フォーラム」への出展をも取り止めた。また、現状に鑑みて中国人観光客の安全を

確保するため、近く日本に渡航予定、またはすでに日本に滞在中の中国人観光者に対

して、自らの安全に特に気をつけるよう促した。「被害にあった場合は速やかに日本

の警察に通報するとともに、最寄りの中国公館に連絡し、支援を求めるように」とし

ている。

携程旅游網のホームページでは 9月 18 日、「観光客の損失を背負う」というスロー

ガンを掲げ、日本観光をしばらく停止する見込みを公表した。「当社はお客様の意志

を尊重しております。もし団体客や個人客の方がキャンセルしたい場合、そのキャン

セルに伴う損失を最小限にするように、会社は力を尽くしたく存じます…私どもはお

客さんとともに、この損失を背負っていきたいと思います」という。このような速や

かな公表はインターネットで大変好評を得た。筆者は、携程旅遊の日韓観光事務室の

従業員のWさんに電子メールで連絡を取り、具体的な考えをインタビューした。Wさ
んは、「仕方のない措置だ。我々がこういう姿勢を示さなくても、航空便は既に沢山

キャンセルされたからどうしようもないんだ。それに、他社はすでに格好いいセリフ

で訪日観光をボイコットしているので、同様なことをやらなくてはイメージが損ねら

れる」と話してくれた。訪日観光の予定を中止された観光者の反応について聞くと、

「約 3割はシンガポール、マレーシア等の東南アジア線、5割は韓国線に転じた。残

りのお客さん全員に予約金を返した」と述べた。

その他、中国国際旅行社、中国青年旅行社、神州国旅、康輝国際旅行社等も、中国

で高まる「保钓」（「釣魚島を守る」意味）ムードの高まりに応えるように、自発的

に訪日観光を中止した―中国・福建省最大の旅行代理店、厦門（アモイ）建発国際旅

行社の L氏は「釣魚島国有化の影響で、中国人の愛国心は高まっている。彼らの最初

の反応は、日本の土は踏みたくないというものだ」と語った。江蘇省江陰市新華旅行

社責任者の楊麗は、安全面等の考慮があり、「出境遊」について訊ねる市民に対し、

日本観光をあまり薦めていない方針を紹介した。彼女の知る限り、2012 年 9 月 26 日

まで、江陰市の殆どの旅行社は「自発的に」日本観光を中止したそうだ。10月の中旬
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になると、「今は日本に行こうという広告を出すのもはばかられる」と広東省広州市の

旅行業者が言う72。

この潮流の中でも、国内最大手の訪日ツアー取り扱い業者である康輝国際旅行社（以

下は「康輝」）は一番華やかなやり方を取った。自らのホームページとWeiboに「日本
への旅行団の中止に関する緊急通知」を公表し、更に「中国網」等の有力ウェブサイ

トに同じ内容の記事を寄せた。「国家主権は何よりも尊いものである。日本政府は、

中国の釣魚島に対する主権を堂々と侵犯した。こういう行為は、中国人民の民族感情

を深く傷つけ、中国康輝旅遊グループの 20000 人の従業員の強い義憤を引き起こした。

9月 11 日夜 23 時から、康輝の全国 220 社と 5500 軒の支店は「日本遊」（日本観光）

の商品の販売を停止し、旅行団を日本に派遣することを取りやめる。この責任は全て

日本側にある。民族的大義の前に、私ども康輝人は利益の損失を被るに違いない。企

業ばかりでなく、従業員の収入も削減される。それでも、康輝は必ず実際的な行動で

中国人民の義憤を表す」という。筆者が 9月 12 日午後 2時に電話で聞き取り調査をし

たところ、康輝の日本観光商品は確かに全て取りやめられたそうだ。同社のホームペ

ージを見ると、海外ツアーの訪日ツアーの欄には「0件」と表示されている。四川康

輝国際旅行社有限公司は 9月 12 日、『訪日ツアーの受け付け、実施の停止についての

緊急通知』を出し、55 部門、150 店舗・支社に同日 12 時以降、すべての訪日ツアーの

受け付けと実施を停止するよう求めた。李継烈会長は、「日本政府の行動はすべての中

国人が許すことのできないものであり、訪日ツアーを全面的に停止するしかないと考

えた。この決定を下すまで 8分もかからなかった。上海康輝などの各支店は全力で支

持する姿勢を示している」と 20 日記者会見で述べた。既に受け付けを済ませた観光者

に対しては、康輝は「別の海外旅行商品に変えるか、それともキャンセル手続きをす

るか」とアドバイスし、すべての費用を全額で返却するそうだ。「中国人なら我々を支

持しろ！」とさえ呼びかけている。

図 31 康輝が 9月 20日に北京の記者会見で「尊厳のある中国人として生きろ―日本に抗議！！万人訪日

団を取りやめる」という内容を掲げている。これは『南方日報』等の新聞に報道された。

（『南方日報』ホームページより、2012 年 9 月 20 日参照）

康輝はもともと中国国内の観光業界では、せいぜい二流の会社である。Weiboに投
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稿したツイートへのコメントやシェアは少なく、殆ど一人芝居のようなものであった。

しかし「日本への旅行団の中止に関する緊急通知」をつぶやくと、返信が 900 件以上

と殺到し、フォロワーも 76 人から 14908 人（2012 年 10 月 10 日まで）にまで増加し

た。返信の内容には、「品格のある会社」、「これから旅行をするときは頼むぞ」と

いった、康輝を称賛するものが圧倒的に多い。その一方で、「稚拙なマーケティング戦

略だ」「抗日に間違いはないが、こういうずるい商売人に騙されるな」と批判する意見

もある。いずれにしても、康輝がこれを機会に大いに宣伝した結果、知名度はかなり

上がった。

以上の事例を企業経営の角度から見れば、危機管理の手段として見て取れる。日本

観光を主力商品として取り扱う旅行会社は、反日感情が高まっている中で、攻撃の対

象となりやすい。しかし政治の動きと民間の感情の揺れに敏感な旅行会社は速やかに

日本という悪いイメージを容赦なく切り捨てる。つまり「日本に抗議する」という大

義名分を掲げて日本観光を自ら中止する無難で好感を持たれるやり方は、損失を最小

限にできる一方、ネット世論を利用した自らのイメージ向上にも寄与できる。一見「鬼

は弱り目に乗る」ようなやり方だが、ここには観光業者における日本の地域イメージ

の脆弱さについての認識と、伝染病のような「負のイメージ」に対する危惧が見受け

られる。では、中国における日本の地域イメージの変化に左右される日本国内の国際

観光業者の反応とコメントを次節で見てみよう。

5.1.4.4 イメージの「揺れ」に困惑する北海道の観光業者

2012 年 9 月 15 日の「北海道新聞」によると、中国人観光者を受け入れている北海

道ジェイ・アール・サービスネット（札幌）によると 9月 11 日から 14 日までのわず

か 4日間で、北京からの団体ツアーが 9月の予約分で 4件（約 80 人）、10 月分は 1

件（約 30 人）が取り消された。10 月分の 6 件（約 160 人）の道内ツアーの予約も全

てキャンセルされたそうだ。担当者は「身の安全への心配や愛国心から、中国人は（政

府の通達ではなく）自らの判断で訪日旅行をやめている」とみる。

また、以上の記事の下に、「新千歳と広州に定期便―中国南方航空が 1、2月」とい

う明るい記事が載せられている。その内容は、中国南方航空（広州市）が 2013 年 1 月

1 日から 2月 26 日にかけて（2013 年 2 月 10 日は中華圏の旧正月「春節」に当たるた

め、その前後に来道する中国人観光者が期待される）、新千歳―広州線の定期便を週

2往復運行することが分かったことだ。1270 万人の人口を有し、上海と並ぶ中国の大

都市である広州と道内を結ぶ最初の定期便になるので、「観光や経済の相互交流」が

期待されていた。だた、「尖閣諸島問題の行方によっては、運行の予定が変更される

可能性もある」とも予測されている。早くも 3日後の 18 日、この予定された定期便も

とりやめられた。理由について公式発表では「市場の著しい悪化」とあげたが、同社

の担当者は「尖閣諸島の問題など日中間の緊張の高まりも影響した」と説明したそう

だ73。

更に、実際、道が 2012 年 10 月 19 日、日中関係の悪化による道内観光や交流行事へ

の影響調査の結果を公表した。それによると、観光では、釣魚島をめぐって緊張が高

まった 9月から 11 月の中国本土からの団体ツアーで、予約の 7割の 4761 人分がキャ
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ンセルになったことが分かった。道内や中国で 2012 年 8 月から翌年の 3月にかけて予

定されていた交流行事は、16件中９件が中止や延期となった。北海道観光局は「影響

が長引けば、道内の観光業も打撃を受ける」と危機感を強めている74。

筆者は新千歳空港で働く中国人従業員の Oさんに聞いたところ、国慶節の期間中、
中国人の団体客が 2011 年の 1割しか集らず、「自由行」つまり個人客が 3割ぐらい来

ているという。10 月 3 日の昼から夕方にかけて、筆者が新千歳空港の国際到着口で参

与観察したところ、中国からの便が少なくなったので、全ての国際便は予定より半時

間前に既に到着済みの状態となっている。12 時 30 分の到着予定であった上海からの

MU279 便は、11 時 56 分に着いた。この便は週 3回しかないので、到着する際ロビー
はいつも中国人観光者でごった返していた。しかし当日は 30 人ぐらいしかなく、中に

は留学生と研修生が殆どであった。12 時 26 分になってやっと観光者らしき 5、6人の

中国人が出てきたので、彼らに聞いたところ、「娘が北大に留学に来たから、家族で

札幌まで送って、ついでに札幌をちょっと回ってみる」とのこと。お父さんの郭さん

は北海道のイメージについて、「田舎だから、自然環境もいいし人情も深い印象があ

った。勉強に専念できる場所だと思い、日本語を勉強していた娘を北大に預けること

にした」、「来る前には釣魚島の揉め事があって、こっちの様子が気になり北大の北

京事務所に連絡してみたところ、北海道は全く安全だというころを知ってほっとした。

しかしこういう事情を知る中国人は少ないので、当分の間は観光客が来ないんじゃな

いか」と話してくれた。

観光消費の面から見れば、「銀聯カード」の 8月に 100 億円を超えていた日本国内

での利用額は 9月に半減した75。8日間の大型連休期間中の銀聯カードの取引状況が発

表されたが、それによると、去年の国慶節の連休に比べ国内の異なる金融機関間での

取引額は 41％、海外での取引額は 33％とそれぞれ増加した。その中、日本市場だけが

除外されていることが見受けられる。大和総研の熊谷良丸チーフエコノミストは、年

間の訪中中国人数が半減する場合の国内総生産（GDP）の押し下げ効果は 1000 億円と

試算している76。

事例 23 インバウンド旅行会社が「倒産寸前」

札幌市にある、インバウンド業務を専門にする旅行会社の Sは、ここ数年来中国本
土を主力市場として開拓し、沢山の中国人観光者を北海道に迎え入れた。筆者の知り

合いで、S社にパート社員として働いている Pさん（女性、中国北京出身、20代）は
中国からの旅行団に対し、集客、旅行手配から添乗員までの仕事を 2年間ぐらいし続
け、豊富な経験を積み重ねた。2012年の中国国慶節には、10を超える中国本土からの
旅行団と、300人ぐらいの台湾からの旅行団が S社を経由し札幌に来る予定だったの
で、彼女も張り切っていたが、予想外の釣魚島「国有化」という事件の影響で、中国

本土と台湾からの旅行団は全てキャンセルされた。こうした思いもよらぬ事件で、P
さんは国慶節ばかりか、2ヶ月ぐらいの仕事が全部なくなり、休暇を取らざるをえな
くなった。Pさんによると、国慶節の連休は、北海道観光の最盛期で、今までは 100
組以上の中国人団体客、2000人余りの中国人観光客が訪れていた。釣魚島「国有化」
騒動の影響で、中国人観光者はキャンセルが相次いだ。今年はたった 4組の中国人団
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体客しか北海道に来ていない。しかも 70人の観光客だけだという。そればかりか、10
月以降、団体予約が全くないそうだ。「中国本土からの観光客にお金持ちが多くて気前

もよく、6人ぐらいの旅行団を一週間ぐらい案内するだけでも数十万円を超える収入
が得られました。今度の国慶節は絶対一儲けしようと思っていました。しかしこの事

情を受けて、2ヶ月ぐらいも働くことができなくなっちゃって、これからどうやって
食べていけるか考えたくもありません。会社のほうは既に倒産寸前ですよ」と Pさん
が語っていた。筆者は、中国からの観光者はそのうち回復するのではないかと言い出

すと、彼女は次のように強く反発した。

「私はこの旅行会社で 2年ぐらい働いてきました。その間に東日本大震災や原発事
故が重なって、頓挫したことがあります。しかし、今のこういう事態は本当に経験し

たことがありません。そもそも、提携していた国内（中国）の旅行会社は、少なくと

もこの半年は中国人を日本に送り込む予定はないと言っていましたよ。政府からの自

粛指導もありましたし、インターネットの噂で日本はけっこう危険な国と見なされる

ようになったので、どの旅行会社に中国人を日本に送る勇気があるのでしょうか。私

の予測が間違いなかったら、この釣魚島『国有化』事件は、原発事故よりもひどい影

響を及ぼします。自分たちではどうにもならない」と諦めの表情を見せている。

Pさんの発言は、釣魚島「国有化」によって日本のイメージが、中国改革・開放後
から現在に至るまでの間で未曾有の悪影響を受けたことを物語っている。旅行会社ば

かりでなく、小売業や宿泊業等は震災の後、中国人観光者に対する依存度が高いため、

大きなダメージを受けたところは少なくない。札幌の東急百貨店は例年どおり、中国

国慶節の長期休暇を狙って半月ぐらい中国人の臨時通訳を雇うように手配していたが、

今回の臨時雇用は「お客さんが来なければ通訳を雇っても仕方ない」、とキャンセルし

た。当社の広告責任者の Kさんは、10月 5日まで、店で買い物する中国人は僅か数人
しかいなかったことに困惑を隠せない。「2011年、日本に大震災があってからお客さ
んの数は著しく減ってしまいました。それでも中国の国慶節連休になると、店に来る

中国人さんの数は二桁でしたよ。今回は、中国人の団体さんがばたっと姿を消したと

は」。

筆者は国慶節大型連休期間にあたる 9月 30日から 10月 8日の間、札幌市内にある
観光地（時計台、北海道道庁等）を回っていた。それらの観光地の入り口には殆ど簡

体字による中国語の冊子が置いてある。道庁で案内するボランティア・ガイドの Yさ
ん（60代、男性）に聞くと、「中国人の団体さんに普通は添乗員さんが付いています。
その添乗員さんが来る度に沢山の冊子を持って行くので、簡体字の冊子がいつも足り

ないんです。しかし最近は誰も取らないので山ほど積んであります。本当に寂しいこ

とです。どうか石原都知事に責任を取って欲しいですがね」と話してくれた。

実際、3・ 11の後、北海道の各自治体は風評被害を克服すべく、必死に中国で北海
道の「本州から遠い」という「桃源郷」のような「安心・安全」イメージを宣伝し、

ある程度の成果を得た。しかし、今回の事件によって高められた反日感情は日本全体

に対するものであり、北海道はそのようなイメージから離れることはより難しくなっ

ている。
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5.1.4.5 恐怖と不信感に満ちた日本イメージに懸念する観光者

中国観光研究院と携程旅遊網が 2009 年から発表してきた「国慶節大型連休観光目的

地人気ランキング」の中で、日本の順位は 3位から 6 位へと年々下落した。2011 年の

データによると、2011 年第 3四半期（7-9 月）の中国人海外観光者数は延べ 1938 万人、

増加率は 26％に達した。中国人観光者に人気の高い海外旅行先トップ 10 は順次、中

国香港、中国澳門（マカオ）、韓国、マレーシア、米国、日本、タイ、中国台湾、シ

ンガポール、ロシアだった。2012 年 9 月 29 日の結果では、50 位以下となった。この

結果は、長年人気を集めてきた日本観光の落ち込みを物語っている。

「魅力的」な日本から、中国人観光者の姿が急に消えている。「安心・安全」と合

理的な消費が売りであった日本のイメージに対しては、マスメディアやインターネッ

トで流布される情報が、恐怖感と不信といった影を落とした。インターネットの影響

で、日本の「反中感情」と中国の「反日感情」を懸念する観光者も出ている。

事例 24 「危険」な日本イメージを懸念する観光者

北海道の地域イメージは、メディア情報等により恐怖感と不信といった影を落とさ

れた日本イメージの影響を受けている。そこで、北海道観光を計画中の中国人観光者

のなかに、このようなイメージの急変を懸念する人も現れている。

北海道観光をキャンセルした観光者の心情を聞くため、筆者は大手旅行会社携程旅

遊のネットサービスを通じて、Lさん（北京在住、公務員、33歳）と電子メールで連
絡を取った。Lさんは 4月からの国慶節に二人の子供を連れて北海道観光に行く計画
を立てていた。そのために2012年の8月中旬まで携程を通じて多くの手続きを完了し、

国慶節の旅を楽しみにしていた。しかし、旅行会社から旅行団中止という連絡が来た

こともあり、安全の為に北海道観光を取りやめたという。

「正直、あんな遠い岩（釣魚島）が中国のものであろうがなかろうが、自分の生活

に何も支障がない。北海道に行きたいという気持ちは今でも変わっていない。領土問

題とまったく関係のない民間を巻き込んでの復讐は目に余るものがある。ただ、イン

ターネット等でも日本の『反中感情』が高まっていると聞いており、親戚からも行く

のは危険だからやめなさいと言われているので、訪日を取りやめた。せっかくの休日

に、日本で子供を危ない目に遭わせたくないわ」と話した。

そこで、反中感情に関して具体的にどのような話を聞いたかと質問すると、彼女は、

「もしどうしても日本に行きたい場合、私自身も、旅行会社も『安全保証書』を書か

ざるを得ないことを聞いた。つまり、私と子供が日本に行っても、絶対に事故等に遭

わず、安全に帰ることを約束しなければならないこと。そんなことを誰が保証できる

の。インターネットでも『日本に行く売国奴を殺す必要なんてない、日本人が日本で

殺してくれるから』、『人肉捜索77して、お前のプライバシーを暴露してやるぞ』といっ

た話もあるから、余計に怖くなったよ」と、日本に行くことについての中国における

「評判」に関する情報を提供してくれた。

「せっかくの海外旅行なので，いやな思いをしたくないでしょう？」と、同じよう

に日本観光に行かない理由を話してくれたのは筆者の大学時代の同級生で、上海の日

系企業の従業員の Tさん（20代・男性）である。「日本の車を所有しているだけで頭
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かち割られて、車ぶっ壊され、さらには殺害されかねないんだから、特に反日な人で

なくとも、選択肢から外れるのも仕方が無い」（Tさん、2012 年 10 月）。
Lさんと Tさんが懸念しているものは、日本に割り振られた危険なイメージである。
そのようなイメージは前述のように、中国のメディア言説で宣伝されている日本にお

ける「反中感情」や、中国におけるネット言説によって作られたものでもある。この

ような言説の力で、一ヶ月あまりで北海道及び日本に関する「負」のイメージが広が

った現象の裏には、反日感情の影響が大きかった。次は、「反日感情」を理由に北海道

観光を取りやめる中国人観光者の事例を挙げる。

事例 25 「反日感情」で北海道観光を取りやめる中国人観光者

釣魚島「国有化」の後、インターネットでは反日感情が高まり、日本観光に関して

は「中国人なら、もう日本に旅行に行くのをやめなさい」、「日本観光に携わる全ての

旅行会社も、日本訪問関連プログラムを停止してほしい」、「何故わざわざ日本に行っ

てまで日本人にお金をやらなくてはならないのか」といった意見が圧倒的に多い。

以上のような「反日感情」が故に北海道観光をキャンセルした観光者を探すために、

筆者は携程などの旅行会社に連絡したが、インタビューに応じてくれる人は一人もい

なかった。2012 年 8 月末頃、『道中人』という中国語で北海道を紹介するフリーペー

パーの編集者の Zさん（20代・女性）を経由して、中国武漢市に在住する『道中人』
の愛読者であった Pさんと連絡を取り、インタビューを行った。Pさんは元々個人旅
行で北海道を訪れる予定であったが、釣魚島「国有化」でショックを受け、日本の土

地を踏みたくなくなり、北海道観光を取りやめたそうである。

「世の中には政治に関係ないことなんてありません。釣魚島は我が中国のものだと

いうことを否認されるのは、自分の家が侵入される感じがします。歴史を振り返って

みると、まさか日本が侵略の道を再び歩みだすのではないかと思わざるをえません。

海外旅行なら、やはり中国と仲良い国に行きたいです」（Pさん、2012 年 9 月）。
Pさんの話で興味深いのは、「国」を「家」に譬える表現である。この譬えが、日本
のことを攻撃するネット言説からもよく見られ、そこから、「反日感情」を訴えるネッ

ト言説と似たような構図は見受けられる。中国には古くから、「家国天下」という言い

伝えがあり、家族から民族の伝承が重視され、家が国家の基礎と見なされている。こ

のような「家国天下」といった考え方は、中国の社会学者から「家国同構」観念と定

義付けられている。南京大学の歴史学者の翟学偉も、中国人にとって「国家」とは「家」

を拡大したもので、国家指導者が最も大きな「家」の家長であり、それこそ「家国同

構」観念の根幹だという（翟 2011：12）。「家国同構」観念によれば、領土問題をはじ

めとする様々な外来の脅威は、自らの国、言い換えれば「家」に降りかかったものと

同一視されやすく、「家」を守る責任は一人ひとりにあるという「愛国」の掛け声に人々

が賛同して一緒に行動しがちである。或いはたとえこの観念に賛同しなくても、外来

の圧力があまりに強いため同じ行動を取らざるをえない傾向が強いと言える。

中国における「反日感情」は、中国のメディアや歴史教科書によって育まれるもの

であるとよく言われるが、「反日感情」と表裏一体の関係にある「愛国心」の根底には、
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「家国同構」観念があることは見落とされがちである。特に、反日感情を煽る「網民」

の多数は出稼ぎ労働者と学生だということを考慮に入れると、生活への不安等を「家

国同構」に基づく反日感情という「大義名分」で解消する動機も考えられる。前出の

Liuの定義した「ネット民族主義」のように、「家国同構」観念もマスメディアの伝達
やインターネットでの情報交換により日本に関する「負」のイメージを増殖させてい

る。Pさんの話は、中国における北海道及び日本のイメージが、釣魚島「国有化」に
刺激され、メディアで煽られた根強いイデオロギー・スケープが観光実践に影響を及

ぼす側面を物語っている。

5.1.4.6 台頭する韓国のイメージ

上述のように、日本への旅行を計画していた中国人の間に目的地を韓国に変更する

動きが目立っている。韓国イメージの台頭には、中国国内の観光業者の作用が大きい。

経済成長が著しい中国からの観光者が、韓国の観光業者により「頼みの綱」と命名さ

れているほどだ。2012 年の国慶節の連休期間に韓国を訪れた中国人観光者は延べ 12

万 5 千人に達し、過去最高を記録したという。同データによると、連休期間中に中国

人観光者が韓国で消費した金額は約 2700 億ウォン（約 2億 4300 万ドル）に上る。中

国人観光者による売上高は、ロッテ免税店のワールド店で前年同期比 180％増加し、

同コエックス店で同 170％増加した。現代百貨店では同 260％増加し、ロッテ百貨店で

は同 137．4％増加した。韓国観光公社によると、釣魚島問題を受けて、日本旅行を予

定していた中国人が行き先を韓国に変更したことが最も重要な一因となって、同連休

期間中に韓国を訪れた中国人観光者が大幅に増加したのだという78。

華遠観光有限会社が 9月 17日まで、13の北京発の北海道観光団（400人以上）のキ
ャンセルを発表した。中に 60%－70%の観光者は東南アジアや、環境や気候が日本に近

い韓国に転じた。マネージャーの Dさんが筆者との電話の中で、「日本観光の停滞が
もたらした結果として、韓国や東南アジアの観光路線が休暇になるずっと前に満員と

なりました。中国の『出境遊』市場の繁栄によって、人々の選択肢も数えきれません。

日本観光の代替品はいくらでもあります」と話した。その理由として一つ目は、この

ような観光路線の準備期が短いこと、普通は 3日から 5 日さえあればビザが下りる。

二番目の理由は、東南アジアや韓国線路は日本観光線路とは、同類の観光商品であり、

値段も 7000 元ぐらいで近い。買い物やレジャー、そして家族旅行に相応しいという。

王卿耀はその理由を、「有利な政策は、観光ルートが受けるかどうかを決める絶対的な

要素」という一言で言った。「あなたの態度さえ友好的であれば、私は喜んで観光に行

くってことです。韓国の済州島も世界遺産ですし、今は中国人に対してノービザにな

っているので、韓国のイメージアップにもつながりますし、観光客がもっと開いた心

で韓国を楽しもうとするようになりました。我々にとっても、日本観光よりよほどリ

ーズナブルな観光商品です」。

日本観光の低迷する現状について王卿耀は、今回の日本観光危機は 2011 年の日本原

発事故による風評被害をも上回るものと認識している。「もし日本側が依然として中

国と対峙するなら、日本観光の中国市場はなかなか回復できないでしょう」と断言し
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ている。

産経ビジネスの報道によると、夫婦でソウルを訪れた中国人のワン・アン・チュア

ンさん（49）は「ここには買い物と観光に来た。中国との関係がこじれているので、

日本を旅行することは考えなかった」と話した。ワンさん夫妻は朝鮮ニンジンなど伝

統的な韓国土産と化粧品を買った。

また、筆者が 2010年に小樽でアンケートを配る時に知り合った、毎年の冬にニセコで休

暇を過ごし、スキーを楽しんでいた香港に住む黄家明さん（24）は、2012年のクリスマス

をソウルで過ごすことにした。「今年はなかなか日本に行く気がしなかったので韓国を選ん

だ。北海道が好きだが、居心地の悪い国にはなかなか…」と話してくれた。

以上、韓国における「尖閣特需」から、台頭する韓国の地域イメージがアクターと

して中国人の北海道観光に影を落とす事象を確認できた。しかし、アクター・ネット

ワーク論に基づき、現実を全体論的に追うと、「反日感情」によるイメージの「揺れ」

の影響は実際、比較的限られていることが分かってくる。中国の旅行会社が国から受

ける「指示」や、彼らが「風評被害」を恐れる気持ち、または日本の観光ビザ申請の

困難さや、格安韓国ツアーの増加こそ、強いアクターとして働いているのである。そ

れにも関わらず、中国人観光者が激減する事実を受け、日本観光庁をはじめとする日

本の観光業界や自治体は、それをメディアなどで派手に宣伝される「反日感情」の影

響と決め付けている。そして、中国の観光市場より、東南アジアのほうに誘致政策を

行なう傾向も出ている。この現象は、中国人に対して生み出された「反日感情」とい

う「ブラックボックス化」が進展した結果といえる。次節で詳しく見てみよう。

5.2 「反日感情」という「ブラックボックス」を開けて

―イデオロギー・スケープの次元を超える観光実践と北海道の複数

性―

5.2.1 「反日感情」という「ブラックボックス」を開ける

前述のように、アクター・ネットワーク論の言うブラックボックスは、それを通し

て純化された事実が、最適な原因と結果の対応として人々に理解されるようになる状

態を表わしている。科学技術についてのアクター・ネットワーク論的なアプローチで

は、「拡散モデル」というブラックボックス化の典型例が参考になる。

科学技術における「技術移転」の過程で、機械の置かれた場所の移動によって、機

械を含んだ安定したアクター・ネットワークが成立してゆくことがある。その過程に

おいて、機械は生態、地域の地理的な諸特徴、政治情勢、労働者といった新しいアク

ターとのいくつかの段階での翻訳・交流を経て、新しいアクター・ネットワークを生

み出すようになる。この過程で、機械と周りの人・モノを含めたアクターは何度も互
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いを翻訳し、交流するのである。そのため、機械は場所を移動することで「技術移転」

されるのではなく、「変容」した（足立 2001：17）といえる。この翻訳過程を追わな

いと、従来の「技術拡散論」という間違いが繰り返されるのである。いわゆる技術拡

散論とは、有用な機械であれば、それは自然に拡散してゆくという考えである。アク

ター・ネットワーク論的にいえば、機械が「完成」してそれを含むアクター・ネット

ワークの全体が自明とされ、見えなくされていくと（つまりブラックボックス化され

ると）、機械は独自の有用性を持つものとして解釈され、その事によって拡散すると理

解される。拡散しない場合は、その原因としてなんらかの社会的要因が作られ、この

現象を説明しようとする。たとえば、先進国の機械が第三世界に定着しないとき、当

地の文化や人の能力が低いとされることがある。このように、科学技術をブラックボ

ックス化されたものと考え、それと社会は別の領域のものとする信念は、拡散モデル

の前提とされているのだ（足立 2001：28）。

実際、蘇州・南京の旅行会社は、2013 年 2 月より「日本桜花ツアー」を宣伝してい

る。中国人団体観光者の客足はまだ戻っていないが、個人観光者の数は回復している

し、一人当たりの消費額も依然として目立っている。また、2012 年は、釣魚島の「国

有化」問題などが原因で、中国大陸からの訪日者数はまた台湾に抜かれたが、第 4位

の香港と比べるとなお桁違いの数の中国人が来日している。しかしながら、「反日感情」

は依然として、中国人の日本観光の低迷を説明する際に、安易に使われる「ブラック

ボックス」となっている。すなわち日本におけるローカルなアクターには、往々にし

て中国人の観光実践をめぐるアクター・ネットワークの全体が見えないのだ。それ故、

北海道・日本の地域イメージが大きく揺らぎ、観光において変容が起こる場合、ナシ

ョナル・ローカルな主体が中国人観光者に関する翻訳を行う過程において、「反日感情」

を理由としがちである。この翻訳過程は、多様なアクターが働き合う現実をより一層

見えないものにするのである。例えば、中国人観光者の実践を「反日感情」に帰属す

ることで、中国の観光市場の地域差・階級差も見られなくなる。このような日本のブ

ラックボックス化は逆に一種の「中国イメージ」というアクターとして、中国人観光

者の観光実践に強く関与するようになるのである。以下ではまず、このようなブラッ

クボックスを開け、多種多様なアクターが動員される現実を追ってみよう。

5.2.1.1 障害物となる日本独自の対中国観光査証（ビザ）政策

北海道の地域イメージに引き付けられ、旅立とうとする中国人観光者がまず直面し

なければならない難題は、ビザの申請である。現段階（2012 年 9 月まで）の中国にお

ける日本観光ビザには、中国国民訪日「団体」・「個人」観光ビザという二種類がある。

団体観光ビザは中国本土の国民が観光目的により団体で（グループツアーを組んで）

日本を訪問する制度であり、これによる旅行団は 5名から 40 名で構成され、15 日以

下の期間日本国内に滞在する日程が組まれる。一方、個人観光ビザ（中国語で「自由

行」という）は、近年の中国人訪日観光者の増加に伴う、多様な旅行商品への要請の

高まりから、中国人観光者に対し、より少人数で自由な観光が行えるようにした査証

制度であり、滞在期間も 15 日以内となる。2010 年 7 月の中国人個人観光ビザ発給要

件の緩和で、中国人観光者対象は富裕層から中間層にまで拡大した。これまでの発給
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要件の「一定の職業上の地位及び経済力を有する者」から「一定の職業上の地位」を

除き、「一定の経済力を有する者」とし、また、滞在期間をこれまでの 15 日から 30 日

にまで延ばすこととした。なお、2011 年 7 月より、個人観光で沖縄を訪問する観光に

対し、一定の要件を踏まえ、3年間有効な数次ビザ（1回の滞在期間は 90 日以内）が

発給される。また、2012 年 7 月より、個人観光で岩手県、宮城県、福島県の東北三県

を訪問する観光者に対して、一定の要件が満たされる場合、年間有効な数次ビザ（1

回の滞在期間は 90日以内）が発給される。

以上のビザを申請する場合、在中国日本国大使館や領事館に直接行くのではなく、

すべて大使館が指定する代理申請期間、つまり中国の旅行会社を経由することになっ

ている。この場合、日本の旅行会社が、身元保証人として書類を準備することになる。

こうした申請制度は、中国人が日本観光を組み立てる際の致命傷となりがちである。

というのはまず、一切の申請事項は、旅行会社の各自の特別な条例に沿わなければ

ならない。沢山の資料の準備（在職証明書、戸籍謄本、納税証明書、不動産所有証明

書等）が必要な上、観光者は出発前に旅行会社から莫大な費用を徴収されることにな

る。団体観光の場合、具体的なビザ申請費用はどこにも表示されることはないが、総

費用に加算される。個人ビザの場合は 300 元の申請料の他、800 元から 1200 元までの

手数料（中国の平均国民月収の三分の一から二分の一）がかかる。費用ばかりでなく、

旅行会社に 2回から 3 回、領事館に 2回以上訪れることになっているので時間もかな

りかかる。

以上の査証事情が北海道への観光にどれほど影響を及ぼすかについて、筆者は 2012

年 2 月 16 日から 18 日にかけて中国の旅行会社の上海 Uで、海外旅行を計画している

観光者 30人（女性 20 人、男性 10 人）に対し任意でアンケート調査を行った。その中、

「日本に行きたくない」と答える人が 17 人で半数を超えている。その理由は、「お金

がかかるから」（10 人）、「言葉が通じないから」（5人）との回答が最も多い。「放射能

汚染が心配だから」を理由とする人は 2人しかいないのであまり目立たない。「お金が

かかるから」という 10 人には、8人が日本観光のビザ申請に必要な費用の高さ及び手

続きの複雑さを知っていると言っている。その中に日本の観光ビザを実際に申請しよ

うとしたが諦めたという 1人（K さん、江蘇省常州市、外資企業職員、40 歳）と、日

本に好感を持っていながらも日本に行きたくないという Rさん（上海市、大学院生、

27歳）にインタビューした。

事例 26 「ビザ申請の際の面倒さは、日本の中国に対する偏見からきたものじ

ゃないか。同じ気候風土の国の韓国のほうがよほど便利だ」

Kさんは 2010 年の夏、国慶節に家族で北海道観光にすることを予定していたが、ビ
ザの申請に関して領事館に連絡して具体な手続きを知ると、「不愉快な気持ちになっ

て」、旅行先を韓国に変えたという。彼は、手続きのややこしさから日本人の中国人に

対する不信感を読み取ったそうだ。

「日本旅券のことは日本人の友人から聞いたことがあります。30 日から 90 日まで

の観光目的の短期滞在なら、日本国民は日本政府発行の旅券のみを持っていれば、殆

どの国にビザなしで入国できるそうです。これは国交友好の印でもあり、対等な措置
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としては基本だと思います。つまり、A国が B国の国民にそういう優遇をあげれば、
B国も同様にそれを A国の国民にあげるということです。しかし、日中間は対等にな
っていません。日本国民がビザなしでも 15 日以下の期間中国に入れますが、中国国民

はたとえ一日の日本入国もできないです。これが中国観光客にとって一番の障害物で

す。私が住んでいる町では、領事機構がありますが手続きがかなり面倒で、領事機関

もないほとんどの町ではなおさらです。もちろん、日本政府の心配事は分かっていま

す。不法滞在の予防措置でしょう。でも、これは偏見によるもので、とても不公平で

す。なぜなら、中国は日本国民にビザなしの優遇をあげたじゃないですか。せめてシ

ンガポールのように中国旅券所有者に臨時入国許可をあげないと観光客はこれ以上増

えないと思います。たとえば、私が韓国の済州島に入る時には、ビザはいらないです。

日本と気候風土はさほど異なるわけでもないし、観光客はいっぱい集まっています。

もし地方在住の日本人が中国に行くとき、東京まで申請に行って、2週間後にまた東
京までビザを取りに行かないといけないようになったら、殆どの人は行く気がなくな

るでしょう」。

Kさんはこのように力説していた。中国本土では、経済的に裕福な上海が、一部の
国家からの外国人観光者（日本を含む）に対し、48 時間の査証免除（ノービザ）79を

実施している。また、北京での滞在が 72時間以下の外国人に対するノービザの政策が、

2013 年 1 月 1 日より実施されるようになった。ノービザで外国人を受け入れることに

よって、北京に到着する入国者数と北京の観光収入のダブル増が見込まれるからであ

る。

また、中国人観光者が米国やイギリス、ドイツなどの西洋諸国に行く場合、個人で

大使館や領事館に直接に申請すればよい。シンガポールを含む東南アジアの場合なら

さらに便利な到着ビザ（Visas on arrival）が取得できる。つまり、入国審査官が観光者
を審査し、その場で入国できるかどうかを判断する仕組みであり、これは不法入国も

予防できる上に、観光者にとっても便利なものとして大変人気を呼んでいる。同じ東

アジアの国である韓国に旅行に行く場合、経済状況を証明する書類は一切免除され、

直接領事館に申請票とパスポート、身分証明証、保証書及び旅行計画書のコピーを領

事館に郵送しさえすれば、犯罪記録がない限り 3日でビザを取得できる。

また、中国人観光者が韓国観光に行く場合なら、3日でビザが下りる。このような

状況は正に日本観光の場合と好対照になっている。華遠国際観光有限会社の首席信息

官王卿耀によると、アメリカも 2011 年に中国に対しビザを緩め、それによって中国の

観光者は政策的な優遇を受けるだけでなく、アメリカが中国の改革開放・経済発展を

認めたというふうに感じられるそうである。中国観光者が、行き先を日本から変更し

て大量に米国や韓国などに流入したことには、ビザ申請の問題の影響はかなり大きい

ように思われる。

事例 27 「北海道に憧れてはいますが、日本が一日でも早く観光ビザを緩和し

ない限り、絶対に行きません」

Rさんは上海出身者で、生まれてから一度も雪を見たことがないそうだ。2009 年偶
然にインターネットで北海道の雪の画像を見た後、雪まつりの時に是非札幌に行きた
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いと思うようになった。釣魚島事件が起こった後の 9月中旬でも、北海道観光の願望

を実行に移そうとした。しかし、旅行会社から「経済能力証明」を提出するように要

請された。というのは、個人ビザで日本に観光に行く場合、銀行が作成する 5万元の

貯金残高証明書が必要となる。更に、殆どの旅行会社は 10 万元の貯金残高を要求して

いる。もしそれぐらいの貯金がなければ、在職している会社から在職証明書をもらう

という方法もあるが、Rさんはまだ大学院生であるためそれを提出することができな
い。Rさんは仕方なく北海道観光を諦めたそうだ。
「親から 10 万元を借りるというのも、一つの手として考えたことがあります。しか

し、そこまでして日本に行く気になりません。日本政府に疑われているように感じる

ので、屈辱感さえ覚えるようになってしまったのです。今年は中日国交正常化４０年

とよく言われますが、釣魚島は言うまでもなく、こういう観光事情だけ見ても、国交

正常化というのがなかなか実感できません。北海道に憧れてはいますが、こういう事

情があるためにイメージダウンしてしまいました。日本が一日でも早く観光ビザを緩

和しない限り、絶対に行きません。それぐらいのお金があるなら、もっと遠いカナダ

に行ったほうがお得だと思います。自分のブログでも、ビザ申請の面からみても、日

本に軽蔑されているのが分かるから日本旅行はやめて、と書いていますよ」。

Rさんは機嫌悪そうに話していた。残念ながら、ビザ申請条件の緩和や、手続きの
簡略化といった議題は福田政権以来ほぼ停止している。筆者が 2012 年 9 月に大手旅行

会社の凱撒国旅の広州市支社に電話し、2012 年の沖縄ビザと 2011 年の東北復興ビザ

について旅行会社の従業員の Pさんに聞いたところ、「沖縄市場は開放されたばかりで
すが、今後の日本観光の主力商品として見込まれています。当社は今年の国慶節に 3

つの旅行団を沖縄に送り込む計画を立てていましたが、釣魚島をめぐる中日間の緊張

が高まってきたのでキャンセルしました。実際申請したらすぐわかりますが、沖縄へ

の個人観光ビザの申請手続きはとても複雑なのでかなりの物好きでない限り、殆どの

人は手を出しません。一方、いわゆる東北の復興ビザは本当に飾り物みたいな存在で

した。東北に興味を持つ中国人は元々少ないですし、原発事故の後では、その安全性

も懸念されています。実は、北海道に数次ビザが発給されたらもっとうけると思いま

すが…」と答えてくれた。

前述の 2010年 7月の中国人個人観光ビザ発給要件の緩和などで、中国人観光者の対
象は富裕層から中間層にまで拡大したという。これまでの発給要件の「一定の職業上

の地位及び経済力を有する者」から「一定の職業上の地位」を除き、「一定の経済力を

有する者」とし、また、滞在期間をこれまでの 15日から 30日まで延ばすこととした。
即ち、公式的には、前述のような、一見するとやや曖昧な基準が設定されている。し

かしビザの発給は、現場の中国の旅行会社が審査にあたる。それらの現場の旅行会社

では、さらに高いハードルの独自の基準が設定されている。例えば、大手クレジット

カードのゴールドカードを保有している事や、官公庁や大企業の課長級以上、年収 10
万元や 20万元以上の安定収入などから総合的に判断される。また、ある旅行会社では
年収が 10万元以上としており、その他の基準として、自動車や自分名義の不動産、一
定金額以上の預金や株式などの金融資産の保有などの条件を満たさなければならない
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場合もある。さらには、旅行会社に保証金を入れる必要もあり、仮に帰国しない場合

には返還されない。

それゆえ、一見中間層に向けて大きく門戸が開かれたように見える現在のビザ発給

の基準も、現場では、実質的に中間層の中でもごく限られた人と富裕層だけに限定す

ることになっている。即ち、緩和されたとはいえ、中間層にとってはまだ難しいと言

わざるを得ない。

また、外国人観光者の受け入れ環境の整備事業の内容の最も重要な一環として、「査

証発給手続の迅速化・円滑化」が国土交通省の観光施策として行われているようであ

るが、その具体的な内容は、「査証取扱公館及び代理申請機関である中国側取扱旅行会

社を拡大した」であり、これにより「同査証はより一層利用しやすいものとなり、結

果として個人観光で訪日する中国人は大幅に増加した」という効果があるそうだ80。し

かし、この「効果」を裏付ける数値は年表に公表されていない。筆者の調べた範囲内

では、近年の訪日中国人観光者の急激な増加は、中国人の収入上昇と海外旅行ブーム

によるもので、仲介の旅行会社の拡大とはあまり関係ないと見て取れる。

事例に出た Kさんと Rさんの考えは、イデオロギー・スケープではなかなか捉えら
れないモノが入っている。彼らが強調しているのは、ビザ申請という自らの観光実践

（観光前の実践）において直面する困難や、そこから感じ取れる「不公平」や「日本

側の蔑視」といったものであり、これらのアクターは、結局は北海道観光を阻むアク

ターとして働いたのである。実際、「反日感情」のブラックボックスを開ければ、飛び

出てくるのはビザ申請の問題だけではあるまい。北海道の比較的に広い面積と、交通

の便の悪さゆえに、ドライブの利用でなければ効率的に観光することはできない。こ

のように、中国人の観光において、運転免許の認可もかなりの課題となっている。

5.2.1.2 「自由行」における運転免許の課題

事例 1に記述したように、ドライブ観光に適している北海道では、中国大陸の運転

免許証を認めていない。「国際免許証」の有効性には二通りあり、一つは 1952 年 3 月

26 日発効の通称「ジュネーヴ交通条約」と、もう一つは 1977 年 5 月 21 日発効の通称

「ウィーン交通条約」であり、日本はこのうち「ジュネーヴ交通条約」に加盟してい

るが、中国大陸はそれに加盟していないというのが原因として挙げられる。但し、香

港とマカオは「ジュネーヴ交通条約」に加盟しているため、香港とマカオが発行した

国際運転免許証は日本国内で使えるそうである。2007 年 9 月 19 日から、台湾の運転

免許証の所持者も、日本語翻訳文及び旅券を携帯していれば、日本で自動車を運転で

きるようになった。それ以降、北海道でドライブ観光をする台湾からの観光者も大幅

に増えてきた。台湾での翻訳文発行は、相互承認実施後 1年間で約 3500 件ある。その

うち 14％にあたる 540 人が、2008 年の 1年間に北海道でレンタカーを利用した。筆者

が新千歳空港で行ったアンケート調査の中で出会った台湾や香港からのリピーターの

中にも、ドライブ観光をしているほうが圧倒的多かった。また、北海道での旅行形態

として、レンタカーでのドライブ旅行を希望する中国人観光者は 3割以上である。

そのような要望に応えようと、2010 年 10 月、北海道観光振興機構は政府が創設を

目指す「総合特区制度」で、中国の運転免許証の使用を認め、ホテル従業員として働
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きやすいよう外国人の就労規制を緩和する「北海道観光インバウンド特区」を提案し

た。しかし、この提案はすぐにインターネット上で「愚策」と叩かれ、結局実現され

なかった。「自由行」といいながら自由に運転できないことは、「自由行」の発展の大

きな妨げになっている。

5.2.1.3 「安心・安全」イメージを脅かす詐欺現象

冒頭のウェブアンケートに、「我々は、日本に偽物がないと知っています。食品や化

粧品、薬品の安全性も信頼できるので、日本での買い物が楽しみ」（イニシャル O.I）

という話が出ている。これは正に中国における「made in Japan」ならびに日本の「安
心・安全」イメージの根深さを裏付けている。

しかし、日本観光の中で人気を呼んでいる格安ツアーの中には 4000 元（5万円ぐら

い）台のもの、即ち通常の半分ぐらいの値段のものも出ている。ところが、その格安

ツアーに参加した団体観光者から、不満の声が続出している。「日本でガイドさんに騙

された」、「もう二度と行きたくない」等、インターネット上では、悪評が広がってい

る。これが日本のイメージ低下に繋がるのは言うまでもない。

例えば、「4000 元の日本ツアーを考えている皆さん、それを信じないで。本当は桁

が一つ多いよ」と警告するつぶやきがインターネットで流れている。それを裏付ける

ブログの文章では、通常の 10 倍以上の値段で「免税店」で健康食品を買わされたこと

や、観光地に行ったとしても入場したり、自由に買い物したりすることのできるとこ

ろはオプションになっており、「オプションツアー料金」を支払わないと観光できない

等の情報が書かれている。

筆者の調べでは、団体観光者につく現地のガイドや添乗員には、実際資格を持って

いる人は少なく、香港や台湾から来た不法就労者である場合さえある。その人たちの

話によると、日本でツアー観光者を受け入れる旅行会社は殆どアジア系だという。

男性ガイドの Fさんによれば、実はバス、ホテル、食事等の費用は、ツアーを受け

入れる日本の旅行会社ではなく、ガイドが支払うことは珍しくないという。そのホテ

ル代などを工面するために、ガイドはオプショナルツアー等をすすめて料金を集める

わけである。

「例えば、ダイエット食品やリコピン含有のような健康食品の原価は 2千円前後で、

2万円前後でお客さんに売って、それでガイドに 5千円バックして、一部は旅行会社

にバックするとか、利益の分配はやはり健康食品を利用して、お土産屋（免税店）を

中心に全体をコントロールしている」との話もあった。

事例 28 「騙しやすいお客さん」

筆者は札幌のドラッグストアで 3か月ほどの参与観察をした。そのドラッグストア

は、札幌市の中心部にある観光スポットの近くにあり、中国人観光者がよく団体で訪

れている。ドラッグストアの店長から薬剤師、従業員、更にアルバイトまでが中国人

観光者を「大金持ち」と見なし、健康食品や化粧品をはじめ高価なものを必死に薦め
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ている。中国人のアルバイトは私一人だけで、英語の通じる社員は 2人しかいないの

で、殆どの交流は筆談や、「これがナンバーワン！」といった片言の英語で行われてい

る。

日本の薬事法では、健康食品の効能を謳うことは、たとえ口頭でも禁止されている

ことを筆者は後で知った。しかしその前に、中国人観光者に対し、「高血圧と高脂血症

の治療やコレステロールを減少させるのにかなり効きます」、「こちら一類医薬品の薬

の効き目は日本で買えるものの中で一番いいです」といった従業員の言葉を何回も訳

した。また、健康食品の効用を中国語の文章にまとめ、中国語に訳し中国人観光者に

配っていることもあった。医薬品ではないのに、「飲めば病気が治る」等といった薦め

方も何回か目撃したことがある。

更にひどい場合は、目の健康の為にブルーベリー成分含有のサプリメントを探して

いる観光者に、指定されたものを出すことなく、「こちらのほうが効きますよ」とひた

すらに自社ブランドのリコピン含有のサプリメントを推薦する薬剤師もある。その薬

剤師は店の懇親会のとき、「中国の国民が大嫌いだ」と明言していたが、1個を売れば

キックバック 50 円の健康商品を何十個も中国人観光者に売っていた。

また、中国人観光者の団体を連れてくるのは札幌在住の 3人のガイドであり、どち

らもその店の店長や従業員と「仲良く」なっている。実際のキックバックがあるかど

うかは知るすべがないが、少なくとも観光者の 105 円の買い物で 1ポイントがガイド

のポイントカードに 1円として貯められる。医薬品や化粧品の場合、ポイント 3倍や

10 倍、15 倍の時もあるので、何万円に値するポイントを持つガイドもいる。店長がニ

コニコしてお辞儀しながら、ガイドに不透明な大きい袋を渡す場面も、5回ぐらい見

かけたことがある。

ドラッグストアばかりでなく、お土産物産店やデパート、家電量販店も中国人観光

者に大金を落としてもらおうと様々な施策を図っている。筆者の知り合いで、札幌の

旅行会社のアルバイトの Yさんは、「札幌の〇〇市場では、タクシーの運転手が観光客

を連れていったら、観光者の購入金額から 1割のお金は運転手に引き渡される。それ

故、市場の海産物や果物や通常のスーパーより何倍もの高めの値段が設定されている」

という話をしてくれた。「騙しやすいお客さんだから狙われやすい。これからもどんど

んお土産屋や免税店といったところに送り込まれるなあ」と嘆いている。

以上のような悪質な売り込み手段は北海道における観光実践の場で繰り返されてい

るうちに、一時的に金儲けになるかもしれないが、事例 14 のようにいずれは暴かれる

ようになる。インターネットが強力となっているこの時代では、そのような具体的な

モノやサービスをめぐる負のイメージはあっという間に広げられ、アクターとして働

き、日本の「安心・安全」イメージを確実に脅かしながら、観光ネットワークに強い

影響を与えているように考えられるのではないだろうか。

5.2.1.4 日本における中国イメージの再帰的作用

過大評価

5．1 で述べたように、中国人の個人観光ビザの発給要件がある程度緩和されたこと

で、以上の沿岸部大都会の中間層も日本観光ができるようになった。東京の家電量販
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店等の商業店は、こういった来日が増えている中流層に照準を合わせ、低価格商戦を

展開している。このような中流層に「北海道産」のイメージが定着しているのである

が、『北海道新聞』や北海道観光局が公開している政策をみてみると、まだまだ観光業

者や小売業者が中国人富裕層を狙っていることが、ずれを感じさせる。

北海道は何故、昔のままの富裕層狙いの政策を引き摺っているのかというと、思い

当たる節がある。貧富の差が大きいため、中国では極端に安いものか極端に高価なも

のを扱わないと商売が成り立たないというのがこれまでの日本での定説であった。こ

の説を基礎として日本の観光業者や小売業者は、中国の富裕層に消費してもらうため

に知恵を絞ってきた。

しかしここ数年間、風向きが変わってきたようだ。現場で働く旅行業者や小売業者

が一番敏感である。札幌のインバウンド旅行会社のパート社員、中国国籍の Pさんは、

ここ一年間接待した中国からの団体観光者の買い物の金額は、数年前より桁が 2桁も

違い、お客さんが数万円単位の買い物をして満足しているという。また、ものをそれ

ほど買わずに、必要なものだけを購入し、しっかりと日本を観光して帰るという観光

者も多く増えているそうだ。ドラッグストアやデパートの、中国人向けに販売活動を

行ってきた従業員も、口を揃えて「富裕層の動向が変わってきた。最近、来日する中

国人富裕層の方々がとんと買ってくれなくなった。もう、日本の商品に飽きてしまっ

たのでしょうか。それとも、中国人の好みが変わってしまったのか」と証言している。

これは、中国経済の「バブル崩壊」によるものだと考える説もあるが、実際はどう

であろうか。中国全国暇日旅遊部際協調会議弁公室（假日弁）は 2012 年 10 月 8 日午

後、「2012 年中秋節・国慶節假日旅遊統計報告」を発表した。これによると、8日間続

いた中秋・国慶節連休中、中国全国の観光者数は延べ 4億 2500 万人と、2011 年の国

慶節連休に比べ 40.9％増加した。観光収入は、同 44.4％増の 21 億 500 万元（約 262

億 3800 万円）。観光客一人あたりの平均支出額は 495 元（約 6170 円）。81また、一般車

両の高速道路無料化等の景気刺激策により、北京の観光業の消費総額も過去最高を記

録した。北京市旅行発展委員会の統計データによると、同長期休暇中、北京市を訪れ

た観光者数は延べ 1312 万人に達し、昨年の 1069 万人から 22.7％増となった。観光業

の総収入は 87 億 9500 万元（約 1090 億円）に達し、昨年の 68 億元から 29.4％増とな

った。北京市旅行発展委員会の統計データによると、他省を旅行した北京市民の数は

前年同期比 12％増加し、マイカー旅行の比率も 32％上昇した82。

8日間の休暇でこれだけの人がマイカー旅行をし、これだけの消費総額になったの

は、中国社会の「中間層」がここ数年間大いに増えているからだと、中国の社会学者

は分析している。経営コンサルティング大手のボストンコンサルティンググループ

（BCG）が発表した研究報告によると、中国の中間層と富裕層の人数は現在の 1億 5
千万人から、10 年後には 4億人を超える見込みで、うち約 70％が小都市に住んでいる

と予想されるという83。同報告書が定義している中間層と富裕層は月収 5000 元以上の

人である。また、市場マーケティング会社ユーロモニター・インターナショナルによ

ると、中国では中間層が増加の一途をたどっており、2020 年には 7億人に達すること

が予想されるという。そのころ中国の総人口は 14 億 5 千万人に達する見通しである。

そうなれば、総人口に占める中間層の割合はあと 10 年で 48％を超え、中国人の約半
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分が中間層であることになる84。ここで定義している中間層は年収 1万 1800 から 1万

7700 ドルに至るまで（人民元にして約 7万 9945－11万 9918元）の人々である。
実際に新千歳空港で日本を出国する中国人観光者 30人（すべて個人観光者、男性

15人、女性 15人、年齢は 21歳より 59歳まで）にアンケートで年収を聞いてみると、
年収 3万元（約 37万 5千円）以下の人（学生を除き）は僅か 2人で、逆に年収が 24
万（300万円）を超える人もいなかった。日本への中国人観光者には、中間層以下の
人はあまりいないし、「本物」の富裕層も殆どいないことを物語っている。

また、震災後に来日する中国人観光者の主役は、富裕層の代わりに、インターネッ

トを活用している中間層の中国人たちになっていると言える。次節で詳しく述べるが、

筆者が 2011 年の 9 月 27 日から 10 月 13 日にかけて、札幌の百貨店で臨時中国語通訳

を務めたときの観察によると、日本旅行の主流をなしているのはむしろ中間層であり、

具体的に職業別にみると、公務員、教師、自営業者、企業従業員などからなっている。

観光の動機づけと可能性（経済力と時間）から再検討してみよう。日本観光に興味

のある中国人には、都市部の 80 後（中国では、1980 年から 1989 年にかけて生まれた

人を指す）という日本のアニメ、漫画といったサブ・カルチャーやドラマで育った若

者が多い。経済力から見ると、そういった若者は職について 10 年に足らず、大金を貯

えている人はそれほどいないが、基本的に夫婦共働きで、子供は殆ど一人っ子なので

ある程度の可処分所得及び購買力を持っている。時間については、中国の一年間の休

日数は日本を上回っており、特に大型連休は日本を圧倒している。また、一部ではあ

るが、有給休暇も制度的に整備されつつある。したがって、中国のサラリーマンには

旅行のための時間があると言える。

このような中間層の人達は、副収入や可処分所得が多いから比較的に豊かな生活を

している。けれども、日本で無駄遣いをしてまで面子を張ろうとも考えていない。自

分たちのライフスタイルに合わせ、海外でも「賢い買い物」を楽しもうとする消費者

層なのだ。特に台湾、香港を含む「80後」の観光者は、実際に日本に来る前に既にイ

ンターネットで人気の「made in Japan」を検索し、その中のお気に入りのモノをリス
トにし、写真に撮ってスマートフォンや iPadに保存したり、プリントアウトして日本
で持ち歩いたり、それだけを目当てにして消費する傾向がある。

こうした消費者が増えるにしたがい、豪華な高額商品を並べておけば買ってもらえ

る時代は終焉を迎えている。そもそも、「made in Japan」の売りは「安心・安全」とリ
ーズナブルな価格であり、決して豪華なイメージではない。しかしその事情と裏腹、

資生堂は一本 100 万円の化粧水を中国人向けに販売しようとしているし、道もまだ「中

国富裕層観光市場開拓事業」の公募型プロポーザル等の事業を展開している85。次は、

筆者がドラッグストアや百貨店で臨時中国語通訳として働く時の事例を見てみよう。

事例 29 「このブランドは中国より安いから買うわ」

札幌の T百貨店は 2009 年より、中国国慶節の大型休暇を狙って半月ぐらい中国人の
臨時通訳を雇うように手配している。筆者はその機会に 2011 年の 9月 27 日から 10 月

13 日にかけて臨時中国語通訳として働いていた。働く前の研修会では、「中国人観光

客はブランドが大好きだから、お店のシャネルやビトンの場所を先に確認しておいて
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ください」等と指導された。しかし現場に行くと、それほど高価なブランドを探す中

国人はあまりいないことで驚いた。殆どの中国人観光者は、地下の食品売場でお菓子

を探し、2階や 3階にある服装や靴の売り場を少し回って店を出る。

上海出身の Cさんは、「シャネルのような贅沢品を買いたくない。リーズナブルなア
メリカの Yブランドの靴を買いたい。中国の関税は高いから、日本で買うほうが安い
と聞いている」と言いながら、Yブランドのハイヒールを購入した。電気製品も人気
なので回りましょうかと薦めると、「中国で調べてみたが中国で買ったほうが安いから、

わざわざ日本で買って帰るのはばかばかしい」と Cさんは断った。
Cさんのような、比較しながら合理的に消費する中国人観光者が増えている。「made

in Japan」を盲目的に追求するよりも、理性的に同一商品の割安感を求める傾向がある。

事例 30 中国人従業員を危惧する中国人観光者

よりよいサービスを提供するため、中国人観光者がよく訪れるドラッグストアや百

貨店には、中国人や中国語の通じる日本人を雇う場合が多い。中国人観光者がいない

時、そのようなスタッフは同僚と同じような仕事をするが、中国人が来ると、彼らの

「出番」が来る。しかし筆者が参与観察で見たところ、中国語によるサービスを快く

利用する中国人もいれば、中国語で話しかけられるといやな顔となり、すすめられた

商品を全て拒否する観光者も少なくはない。その理由を訊ねてみると、「中国語の話せ

る店員さんにとんでもない高い化粧品をすすめられたことがある」、「中国語の表示の

つく商品は殆ど同類の商品より何倍も高い」といった答えが出てきた。山東省からの

団体で北海道に来た観光者の Bさんが血圧計を購入しようと、薬剤師と筆談している
ところを見て、私が助けようと Bさんに声かけると、Bさんは疑うように「この商品
はこの棚の一番高い場所にあるものじゃないですか。日本人が一番よく買うものを出

して。私を騙したらインターネットでばらすよ」と言った。

図 32 新しく出た健康食品にはすぐに「当店一番人気な健康食品」という中国語表記が付けられた

（2012 年 10月 21日、札幌のドラッグストアにて、筆者撮影）

こうした、北海道観光における消費の「罠」を危惧する観光実践には、中国人観光

者の香港における過去の観光経験という「火の空間性」が見られる。中国人の団体「出
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境遊」先として年々絶好の人気を維持してきた香港は、「買い物天国」という名声を博

している。しかし香港では、格安コースで本土からの「お金持ち観光客」を騙して高

価な百貨店や宝飾店等に連れて高いものを買わせたり、観光者が消費しないと罵った

りする醜聞が沢山出ている。特に近年のインターネット利用の普及により、宝飾店に

おいて、高価な買い物をしない本土の団体観光者を、香港のガイドが罵倒する動画が

大きな反響を呼び、海外での「買い物強要サービス」が恐れられるようになった。日

本には元々、「安心・安全」及び法律をきちんと守るイメージがあるが、「お金持ち」

という過大評価のイメージだけで、観光者にあまりに高価なものばかりを買わせると、

香港の「買い物強要サービス」という断片的なイメージが新たに生成し、切断を経た

のち同種の「日本での買い物強要」イメージへと発展してゆくという思考様式を確認

できる。このパターンは、ストラザーンが贈与交換を中心に描いたメラネシアの特徴

と重ね合わせてみると、一層興味深くなる。ストラザーンは、森の樹木を転倒して直

立させるバロク人の埋葬儀礼をロイ・ワーグナーの論文から引きながら、儀礼がイメ

ージを生成させる点を強調する。メラネシアの儀礼は何かの隠喩ではなく、文字通り

の行為としてイメージを形成してゆく。人類学者はイメージの意味を解釈したがるが、

イメージは別のイメージを包含するだけで、根拠をみいだすのが難しい(春日 2011：

296；ストラザーン 2004: 112-3)。観光実践の現場にいる中国人観光者も、断片的な

イメージによってその感覚や思考を刺激され、彼らの観光体験の過去を新しく構成し

ながら、中国人の従業員によるサービスを罠として見るなり、モノの購入を拒否する

なりして、不確定な現在の状況に対処し、日本・北海道についてのイメージを更新し

てゆくのである。

過小評価

「金持ちだが、声もでかいしマナーが悪い」

以上の一言は、筆者がアルバイトしたお土産物産店の従業員から見た中国人のイメ

ージである。お土産物産店は町の繁華街にあり、中国本土及び中国系の観光者がよく

訪れる場所であるため、私を通訳として雇った。中国本土からの観光者が大金を落と

してくれるため、店としてはいつも期待している。だが、店長には「中国人は薬や化

粧品の箱を開けるのが好きみたいなのでそういう行為を止めさせてくれ」、「中国人の

団体さんは時々列に並ばないので注意してくれ」と言われた。利益の為に中国人のお

客さんを誘致したいが、日本のマナーを守って欲しいという観光関連業者の本音を裏

付ける言葉かもしれない。

しかし、中国人のマナーが本当にそこまで悪いのだろうか。１年間のバイトで入念

に観察すると、そのような行為を行う中国本土からの観光者は殆ど存在しないという

ことが分かる。中国本土ではなく、台湾や韓国の団体客に以上のマナー違反の行為を

しばしば見た。お土産物産店の社員やアルバイトに外国語の通じる人があまりいない

ので、彼らには殆ど韓国、台湾、香港、タイ等からの観光者を見分けることができな

い。そこで、飲み物を階段に散らかしたり、漁るように一人一点限定の商品を探して

「全部買う」と言い出したりするといった行為を発見すれば、すぐに「マナーが悪い」

というイメージの強い中国本土からの観光者に帰着しがちである。
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その中で、英語を流暢に話せるし、積極的に外国人と交流している従業員の Aさん
は、「中国内地からのお客さんに控えめな人が多い。それに対し台湾と韓国の団体客の

ほうは声も大きいし、原始的な感じがする」と評価した。このような認識を持つ業者

は稀で、中国語で「日本のマナーを守ってください」、「トイレを綺麗に使ってくださ

い」と表示し、中国人観光者の反感を招くところが多く存在している。そのような表

示を写真に撮り自分のブログや weiboに載せる観光者もいる。
2.4.1では、北海道の観光業界が観光者の実践を翻訳し、特定した対応を取るように
なるという純化とブラックボックス化から、「相互規定と記述」としての翻訳過程を確

認した。しかし、以上の事例において見受けられるのは、中国人観光者を見分けられ

ないうえ、中国についての過小評価のイメージをアクターとして動員するローカルな

主体による実践である。これらの事例が示してくれるのは、中国人の北海道観光にお

ける実践から生み出される可能性を見出せず、経済的利益を唯一の目的とする観光地

側の実践といえよう。観光が、日本の地域が世界と連続し、グローバル化を達成する

一つのコミュニケーションの手段であると考えれば、この事例においては、日本の地

域社会の閉鎖性が際立っていると言えるのではなかろうか。

事例 28 「中国人が北海道を買っている」という杞憂

2010年以来、日本のマスコミは「中国の富裕層が日本の土地や森林を買い漁ってい
る」、「日本の水資源が狙われている」といった報道を大いに取り上げていた。中国人

が日本の不動産を購入するのが国家意思による行動で、日本を乗っ取る気ではないの

かと推測されている。筆者の考えでは、この現象は、20年ほど前に、日本が米国など
の不動産を買い漁り、世界の顰蹙を買ったことに酷似している。

北海道のニセコから比羅夫にかけての地域は 2008年以降、中国の外資流入で賑わう
ようになった。ニセコは、羊蹄山とスキー場で有名で、2008年まではオーストラリア
やニュージーランドのスポーツ愛好者を多く迎えていた。しかしリーマンショック以

降、そのような観光者に替わって中国系の観光者が増え、今は 60％以上を占めるよう
になった。ニセコ町役場商工観光課のポール・ハガートさんへのインタビューによる

と、当町は長年外国人観光者や移住者と付き合っている故、よりオープンな思考方式

を身につけ、「中国人に土地を買い占められている」という話題はあまり出ないそうだ。

いつも通り、観光者や移住者を積極的に迎え入れるよう、大連からの中国人女性を職

員として採用し、誘致活動を行わせているという。

しかし、ニセコは稀な例で、北海道全体では寧ろ中国人に対する警戒の声が高いよ

うだ。2007年、中国人資産家黄怒波は北海道のゴルフ場に投資しようとして、地元の
労働組合の反対を受けて断念した86。黄怒波は 2009年の記者会見で当時の様子を話し
た。2007年、黄さんは北海道で土地を買い、ゴルフ場等のリゾート地に建設する予定
があり、道との商談もうまく行っていたし、そのことがニュースにも流れていた。し

かし、労働組合と交渉する時、トラブルが起こった。当時、ゴルフ場に数百名の従業

員が集まり、「中国人に管理されたくない」等と宣言していたそうだ。「こういう場面

を見て、地域住民が中国人に強い抵抗感を抱いていることが分かる。これならどうや
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って商売ができるの。この件に懲りて、観光業をやる際の二つの心得を学んだ。一つ

は、この国、この地域が安定しているかどうか。もう一つは、この国や地域と中国の

関係を長い目線でみたらどういうものなのか。二つの条件に満たして初めて、投資が

できるのだと」と話した。このようなトラブルが起こる原因について黄さんは、「やは

り日本のマスコミや民衆は私の投資プログラムを単純な企業活動として見ているので

はなく、ぼんやりとした中国のイメージと重ねてみているのではないか。彼らから見

れば、『中国人の投資イコール共産党の企み』なのだろう」と見ている。黄さんは 2012
年 10月にアイスランドのリゾートプログラムに 600万ドルを投資した。300平方キロ
メートルのリゾート地を作り上げる予定である。「アイスランドを、将来中国の資産が

スウェーデン市場に進出する為の踏み石にしたい。これならアイスランドの観光業と

不動産業にいい刺激を与えられるはずだ」と黄さんは自信満々に分析している。

そして、黄さんの開発プロジェクトが失敗したことは、釣魚島事件の後中国のマス

コミに取り上げられ、北海道ならびに日本の「不安全」、「不友好」のイメージを増殖

させ、これらの「負のイメージ」が入れ子構造をなすようになったのである。

更に、2012年 10月上旬、大手観光サイトの「捜狐旅遊」が「旅遊『視点』」コーナ
ーの 101期で「日本旅行、好きだとは言えない」というテーマで日本観光を取り上げ
た。「無限の風景は、日本でなくても見られる」というのは主な内容で、「温泉王国≠

日本」、「文化的古都≠日本」、「ファッション・ショッピング≠日本」、「ノービザ≠日

本」といった四つの部分からなっている。いい温泉なら国内にも沢山ある、京都や奈

良より国内の西安や洛陽のほうの歴史が長い、香港でも思い存分ショッピングできる、

東南アジアなら無料のノービザが魅力的だ等、様々な観光地の広告が打ち出され、日

本の魅力が代替可能で、欠点が致命的というのがその主旨である87。一方、他の地域イ

メージの台頭は、逆に日本に中国人団体観光のリピーターが少ない理由をも提示して

いる。つまり、日本のイメージの差別化の効果が顕著でないことが顕わになっている。

以上、イメージの揺れで「負のイメージ」が圧倒的に増殖する事例を紹介した。そ

こで分かるのは、中国人観光者への過大評価や過小評価は、中国人観光者の日本地域

イメージを損ねることにもなりかねないし、それが最終的には中国人の日本イメージ

に再帰的に作用すると言えよう。また、「観光地に中国人が多くて嫌」といったような

感情的拒否感や中国人への警戒感も、観光誘致やリピーターづくりなど、将来に向け

た継続的な中国人観光者の誘致に影を落とすことになるであろう。

一方、日本における中国に関する過小評価を踏まえた上で、あえて中国人観光者に

特化した土木工事を行う東横インの実践が目立っている。2010 年 6 月 1 日、ビジネス

ホテル運営の東横インは、中国人観光者に照準を合わせたホテルを札幌市内（すすき

の）に開業した。日本人の宿泊客が中国人観光者に対する不満やクレームはこれで避

けられるうえ、中国語対応の人材や設備を一つのホテルに集約して経費削減も図られ

ている88。平均的な宿泊費の価格帯も 8,300 円と合理的に設置されているところから、

ターゲットは中国の中間層であることが伺える。

このように、「反日感情」という「ブラックボックス」に帰着できないような、観光

者及びナショナル・ローカルな主体、及び日本における中国イメージ等のアクターに

よる、様々なイメージの蓄積、共有、格闘と、それに伴う観光ネットワークの変容を
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見てきた。この中において、インターネットは、観光における多元的で重層的な関係

性の働きを媒介する結節点であり、また、インターネット自体の物質性によって、そ

れらの関係性に働きかけるエージェンシーの場ともなっている。上述のように、イン

ターネットでは、「ネット民族主義」のようなイデオロギー的次元の空間と、日本に関

する「負のイメージ」が急速に広がる一方で、第三章で記述したように、インターネ

ット利用によって、北海道・日本に関心を抱きはじめ、そしてインターネットで自ら

の観光実践を組み立てる観光者も多数存在している。インターネットにおけるこのよ

うなアンビバレンスに注目することは、観光ネットワークにおけるブラックボックス

を開け、ハイブリットな現実に目を開けることとなるのであろう。

また、ブラックボックスが作り出された後、それが現実の実践において用いられる

ほど、ブラックボックス自体は極端な「形式化」を遂げ、「暗黙知」となる。すなわち、

自明な事実として認識されるようになり、その中において「暗黙の実践」が行われる

のである（ラトゥール 1999:68－73）。中国人観光者の激減を受け、日本の観光業界の

自信が弱まった事に対して、日本観光庁をはじめとする日本の観光業界におけるナシ

ョナルな主体は、「反日感情」のブラックボックスに対抗する手段として、「暗黙の実

践」として東南アジアのほうに誘致政策を移行させるという新たな取り組みを打ち出

した。しかし、実際に中国人観光者と直接的かつ感性的なコミュニケーションを行っ

てきた様々なローカルな主体には、ブラックボックスに帰着できぬ中国人観光者、そ

の中でも特に中国人の個人観光者の誘致と受け入れを諦めずに取り組み続ける事象も

見受けられる。彼らは、中国人の北海道観光における実践から産出される北海道の「複

数性」に注意を払い、中国人観光者をターゲットとする地域の観光資源の更なるブラ

ンディング・マーケティング及び新しい資源の開発に向けての地域再投資といった取

り組みを展開している。この事象については、次節で詳しく見てみよう。

5.2.2 イデオロギー・スケープの次元を超える観光実践

前述のように、中国人の日本観光は、以前は団体観光か家族観光査証（ビザ）に限

られていたが、2008 年 10 月に観光庁が発足して以降、中国個人観光ビザが解禁に向

けて動き出し、とくに 2010 年 7 月の発給要件の緩和で、個人観光ビザの対象は富裕

層から中間層にまで拡大した。これを端緒として、中国人観光者の動向「個人化」及

び「富裕層から中間層への移行」、さらに団体観光者にはなかなか見られない「リピ

ーター化」といった傾向が明らかとなった。個人観光者によるインターネットの利用

増加や観光実践の多様化に応じ、日本の地域では中国人の個人観光者に特化した施策

や事業の動きが見受けられる。本節では、団体観光者から区別され、政治的情勢の変

化に左右されにくい中国人の個人観光者による北海道観光の形態の特殊性と、それを

めぐるネットワークにとくに注意を払いたい。

5.2.2.1 電子メディアにおけるローカルな主体による観光実践

釣魚島「国有化」を受けて中国における反日デモが大規模に発生して以降、中国か

らの訪日観光者が落ち込んでいた。これにより、元々は中国人観光者の増加と消費に

多大な期待を寄せていた日本の観光業界は、あまりの失望感で中国市場に対する自信
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がなくなる傾向が広がり、観光庁から飲食業者まで、インドネシアやマレーシアなど

イスラム教徒（ムスリム）の多い東南アジアからの観光者への期待と、彼らの食事や

礼拝などについて受け入れ態勢を整える動きを示している。一方、ナショナルな主体

の政策と、地域における一部のローカルな主体の思惑とのずれもあり、「反日感情」と

いうブラックボックスが安易に拡大しないというリアリティも見受けられる。北海道

庁経済部観光課や札幌文化局観光コンベンション部、札幌市商工会議所やニセコ町役

場商工観光課といったローカルな主体は、依然として中国人観光者をターゲットとす

る地域の観光資源の更なるブランディング・マーケティング及び新しい資源の開発に

向ける地域再投資といった取り組みを展開している。ニセコ町役場商工観光課の従業

員の Pさんは、中国人観光者に対する誘致戦略及び受け入れ政策については、ここ十
年来練り続けてきたので、すでにたくさんの人力と物質の投資を行ってきた。今も、

中国人の個人観光者が訪れつつあるので、この市場を諦めていきなり東南アジア市場

に移行するのは現実的ではないとコメントしている。また、大手旅行会社の J社に務
めるコンサルタントの Nさんも、「中国人観光客を取り扱うために設置した中国部に
はたくさんの従業員が働いている。今は団体旅行が少ないので仕事が減り続ける一方

で、仕事がなくなって困っている。しかし、なんとしても雇用を守らなきゃ！中国人

のお客さんを取り戻さなきゃ！」と話している。これらの事象から、中国人の北海道

観光における実践から生み出される北海道の様々なネットワークはすでに出来上がっ

ており、このネットワークには、地域の雇用、政策とすでに行われている投資が含ま

れることを確認できる。

以上は、中国人の個人観光者に対する取組の重要性に対する認識が高まる中、自ら

の実践に基づく北海道の「複数性」をめぐるネットワークを広げてゆく努力という、

ブラックボックス化された「反日感情」という枠組みに閉じ込めきれない実践といえ

る。北海道地元のアクターは、外国人観光者、特に中国系観光者の市場については、

個人観光者（FIT）（業界用語でいう個人観光。Free Independent Individual Travelの略
で、自分で日程やコールを設定する個人自由旅行をいう）対応の充実を新たな取り組

みを急いでいる。今まで、訪日中国人観光者のうちの 80％近くが団体観光者だったが、
釣魚島「国有化」の後、各旅行会社は日本ツアーを控えるようになっているので、こ

の割合は下がる一方である。それに対し、日本政府観光局の統計データによると、円

安と北海道に関する情報の普及などの原因で、北京や上海、蘇州、深圳といった中国

の沿岸部大都会の旅行会社には、個人観光で北海道に行きたいという問い合わせは

2012 年の春期、夏期よりも増えているそうだ89。札幌市商工会議所のスタッフの川村

さんによると、ガイド付きの団体ツアーではなく、個人観光者を大量に迎え入れるこ

とを控え、札幌の各観光地は、観光スポットや公衆トイレの中国語表記の更なる増

加と、中国語対応のできるボランティア・ガイドをより多く取り入れるなどの対策を

講じているそうだ。また、外国人来札観光者に対する観光情報提供場所として、国際

観光振興機構（日本政府観光局）の指定による「ビジット・ジャパン案内所」には、

中国のゴールデンウィークにあたる国慶節などの長期休暇に合わせ、中国語の通じる

スタッフが毎日の午後から夕方に配置するようになった。さらに、札幌には、2013 年

までに 195 基の観光案内板が設置され、表示言語は、日本語・英語・中国語（簡体字）・
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中国語（繁体字）・ハングルの他、ピクトグラム（絵文字表記）などユニバーサルデザ

インが採用され、外国の個人観光者へのより丁寧な対応が図られている。小樽市観光

案内所にも、英語と中国語対応の通訳者が配置されるようになった。

また、前述の観光実践における電子メディアというアクターの重要な役割、とくに

観光における個的実践の共有化という急激な変化に対し、地域は、中国人の個人観光

者による、実践を通して生まれるエージェンシーを重視し、「外部の視点によって新た

な地域づくり」を狙い、電子メディアを利用して観光者と直接つながろうとする動き

が出ている。まず、地域では、観光者の実践を翻訳する典型的な作業、すなわち「個

人観光客動態調査」が行われ、外国人の携帯端末普及状況が半数以上90となっており、

とくに中国本土の個人観光者のモバイル端末利用率が 74.8%を超えている91ことが観

光業者に周知された。これを受け、北海道庁、札幌市観光局や定山渓温泉街、瀧野丘

陵鈴蘭公園のオフィシャルサイトはそれぞれ中国語版のサイトを開設し、中国人や中

国語の通じるスタッフを雇うようになった。また、日本政府観光局や道、札幌市もこ

の二年間において、中国で利用者数の最も多い SNSの weibo(中国語版 facebook)で正
式アカウントを持つようになり、北海道の観光情報を日々発信する一方で、北海道写

真コンテストやブログ文章コンテストなどのイベントによって、中国人観光者が制作

した「魅力的」だと認定される「北海道」のインターネットでの共有化を図っている。

一方、現在の観光実践の共有には、通信端末のスマートフォンやタブレットといっ

た新たなアクターの加入によって、「同時化」が著しく進んでいるが、中国人の北海道

観光の場合は大きな障害物として、無料Wi-Fiの欠如が挙げられる。中国人が日本に
来る場合、もし中国国内の携帯のネット機能をそのまま使うと、通信料は膨大となり

利用者は殆どおらず、移動する場合の情報収集や自らの実践についての情報発信の手

段として無料Wi-Fi92が期待されるが、北海道ではあまり整備されていない。新千歳空
港や札幌駅、ニセコ駅など少数なところにはあるが、煩雑な利用手順や言語の障壁と

いった理由で、筆者がインタビューした 36人の観光者の中で、無料Wi-Fiを利用した
という人はいなかった。その中の、江蘇省出身の Zさん（20 代、女性）をはじめとす
る約 10人は、「日本は先進国なのに、なんでWi-Fiがこんなにも整備されていないの。
韓国にいったときは順調に使えたのに。北海道はもともと交通が不便なので、とても

困っているよ」といった文句を言っていた。

北海商科大学商学部観光産業学科の細野昌和教授もこの点に注目しており、2013 年

6月 11 日に北海道開発協会で開催された北海道インバウント研究学会で、「中国人観

光客には、旅行しながらスマートフォンなどで情報収集するような知的な人が多い」

と指摘した。現在、日本において外国人向けに無料Wi-Fiを提供する地域として京都
市を挙げ、札幌市も京都市の経験を学び、そのうち無料Wi-Fiを整備する予定がある
という。そればかりでなく、2012 年 10 月に、札幌市企画の札幌市公式スマートフォ

ンアプリメントの「札幌いんふぁ」が北海道放送株式会社によって開発され、中国語

にも対応している。観光中の使用だけでなく、観光前に観光地を選ぶ際にも活用でき

ることが想定され、観光情報の他、位置情報を利用して、目的地や観光者周辺の情報

の提供など、個人観光者の札幌滞在、周遊がサポートされる。このアプリメントは

iPhone、iPad、Android向けに無料配信できるようになっており、札幌市及び北海道の
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地元のアクターによる「個的実践」を、中国人観光者により広範に共有されようとい

う企みが入っている。

以上の取り組みばかりではなく、日中関係が冷え込む中、北海道に付与される「負

のイメージ」を修復しようとするローカルな主体による電子メディアでの働きも目立

っている。以下の事例で見てみよう。

事例 31 イメージ修復を図ろうとするウェブ関係者

2012 年のノーベル文学賞の受賞者、中国国籍の莫言（57 歳）は 2004 年から 05 年に

かけての 12 日間、札幌市と北海道新聞社の招きで、札幌市北京事務所と、日本で活躍

している中国人作家の毛丹青の企画により、バスで冬の知床から函館までバスで取材

旅行し、帰国後、雑誌への寄稿や『北海道走筆』という旅行記などを出版した。莫さ

んが受賞した翌日の 2012 年 10 月 12 日、当時莫さんを接待した北海道新聞社の枝幸支

局長・佐々木学が『北海道新聞』に「莫言氏ノーベル文学賞、日中交流望み語った道

内旅行」という記事を書いた。記事内容によると、莫さんが北海道に憧れた理由の一

つは映画だという。道内で撮影された「君よ憤怒の河を渉れ」93は 1979 年、第二次世

界大戦後の中国で初めて上映された日本映画で、当時の若者の人気を集めた。出演し

た女優中野良子さんについて、莫さんは 2004 年の北海道大学の講演で「私の世代にと

って中野さんの美しさは不動のもの。北海道への憧れは彼女への思いでもある」と照

れながら語っていた。

図 28 莫言氏がノーベル文学賞を受賞した翌日に、『北海道新聞』の一面に莫言氏の北海道旅行について

の記事が載せられている。（2012 年 10 月 30日、筆者撮影）

莫さんはその後も北海道観光に関心を寄せつつ、2007 年北京で開かれた「札幌節（札

幌デー）」でも講演した。「大通公園で新年をカウントダウンで迎えたのが忘れられ

ません。イルミネーションの輝きと音楽、若者たちの熱狂。この場面を私の故郷に置

き換え、小説『生死疲労』に描きました」と語った。「中国における北海道観光ブー

ムに貢献した」94と北海道側に称賛されている。莫さんの文学作品の中、「北海道深山

老林」という表現も多出している。

莫さんの受賞を受け、「北海道-札幌」の weiboでの公式アカウントは旅行記の『北
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海道走筆』を大いに宣伝しはじめた。中国全国の書店で売り切れとなる程大ブームに

なっている莫さんの著作なので、インターネットでは大きな関心を呼び寄せた。「私

も北海道が大好きだ。すぐにこの本を買いに行く。そのうち北海道に駆けつけるわ」、

「大学時代に拝読したことがある。その時から冬の北海道に憧れはじめた。去年の 2

月にやっと北海道で雪見するチャンスに恵まれた。本当に美しい」、「この本を北海

道旅行の際のガイドブックにしたい」、「自分で北海道に行ってみて、莫老師の目に

映る北海道とどう違うか確認してみたい」、「このような広告は絶好だな」といった

書き込みが殺到した。釣魚島事件を受けて一時人気が落ち込んでいる「北海道-札幌」

は再び注目を浴びた。更に「祝ノーベル文学賞莫言取得、北海道写真大会」といった

行事も催され、北海道関連の写真をより多く weiboにアップロードすれば莫さんの『北
海道走筆』を贈る内容である。

この事例から、ローカルな主体と観光者による地域イメージの制作・発信が融合さ

れる事象が見受けられる。この中の媒介者として、北海道新聞社と「北海道-札幌」の

weibo公式アカウントが連結の大きな役割を果たし、ローカルの主体がより正確に観
光者に対する翻訳作業を行い、より積極的に各アクターを動員し、それらとの連結を

図ろうとする動きもみられる。また、個人観光者/個的な観光実践を中心とする、現実

及びヴァーチャルな空間に開かれた関係性のネットワーク、そしてそれとローカルな

主体などと共有される相互行為への場として、「北海道」が生成し、広がりつつある中

で、新たな「地域づくり」も生成するのである。

5.2.2.2 「地域づくり」の生成

札幌では、まち全体のおもてなし向上のため、観光関連団体（経済団体、観光関連

事業者、都心部商店街、市民ボランティア、行政など）の連携・協力で、官民合同の

「札幌おもてなし委員会」を組織し、大規模なコンベンション等での統一感のあるお

もてなしが行われ、観光関連事業者の情報共有・ネットワークの形成は図られている。

また、国際プロモーション事業より、中国本土と香港をはじめとする現地の旅行会社

との連携、とくに共同の商品造成が促される。さらに、学識者、業界団体、市民公募

委員などで構成する「札幌市観光振興プラン検討会議」が 2013 年 5 月に開催され、こ

れまで札幌市の最高位の計画となる「札幌市まちづくり戦略ビジョン」の内容を、「札

幌市観光まちづくりプラン」へと整合する方針の策定が決まった。他に、中国人個人

観光者の長期滞在を図り、「道内の魅力を活かした」広域連携による周遊・滞在の促

進事業も行われている。「点としてではなく面としての PR方針は、まさにローカル
な主体の更なる連結を物語っている。

前文で触れた大手旅行会社の J社に務めるコンサルタントの Nさんは今、中国人観
光者を取り戻すよう、すなわち中国からの個人観光者を増やすため、中国の個人観光

者が一番利用している携程旅游（Ctrip）との連携を図っている。また、彼の経験上、
モニター・ツアーの実績はごく限られたもの、具体的に言えば「A4 用紙 2枚でまとめ
られたものはあんまり役立たない」ということで、これからは携程旅遊との連携で「一

人や二人組のモニター・ツアーを実施」する予定だという。「こういう FITの模擬と
して、北海道を発掘してもらえなければ、真の北海道ファンは生まれない」と断言し



164

ている。

国土交通省北海道運輸局は、「重要なことは、消費者目線、よそ者・若者・女性目

線で、今あるモノ・コトを再評価し、人々の欲求を満たす各地域ならではの『本物の

価値』を掘り起こし磨き上げ『オンリーワン』にすることである」と表明している（国

土交通省北海道運輸局行政情報 0595）。これは、観光者の多様な実践による「北海道」

の生成を、より戦略的・持続的な観光開発につなげる目論みについての表明である。

これに対し Nさんは、「一概に中国中間層といっても、消費能力と消費意欲はそれぞ

れ。我々観光会社は観光客に対して、従来の単純なエスニック分業より、中国みたい

な大きい国のお客さんに対して、その出身地域と階層などに注意を払い、様々な需要

に応えるような、複数の開発を同時進める必要がある。たとえば、中国人のお客さん

は北海道に対して、花畑のイメージは共通だが、東北や山東省、北京のお客さんは花

や海に興味があって、東南沿岸部のお客さんは紅葉や雪景色など、自分の住むところ

では珍しい景色を求めている。わが社のスタッフの調査では、中国の都市の中流層は

北海道で手頃なお土産を買って、スキー体験などをしているが、富裕層は長期滞在の

傾向があってね。従来のマニュアルでは対応できないわ」と話してくれた。

交通手段も観光実践の重要なアクターとして扱われている。個人観光者が日帰り旅

行で利用しやすい観光バスの待機場が、札幌市の中心部に設置されるようになった。

また、公共交通機関や観光施設等と連携し、共通のパスを発行する「札幌まちめぐり

パス」事業も展開されている。また、小樽市は公共交通施設・宿泊施設等の実地調査

等を行い、外国人旅行者の視点から駅や空港といった主要施設の使いやすさ等を点検

しているそうだ。通訳の対象言語は英語、韓国語、中国語（繁体字・簡体字）で、外

国人有識者・留学生が各言語 1名ずつ、計 8名が動員された。また、中国人観光者へ

の対応の手伝いができるように、小樽市観光協会によって作成された「指さし観光案

内集」と、小樽市役所が作った「おもてなし」ツールは、観光施設等で配布されたり、

インターネットでダウンロードされたり、接客や案内のツールとして活用されている

という。このほか、航空会社の路線新設も目立っている。ピーチ・アビエーションの

ような、格安航空会社（LCC）が新千歳に就航することにより、台湾人の個人観光者
が一気に増加したことを受け、今後は上海―北海道間の路線の開設が検討されている。

中国上海市に本社を置く中国の格安航空会社の春秋航空は、2012 年 10月 16 日、上海―

高松線で片道１円の航空券を発売すると発表した。これは、佐賀県と香川県の政策交

通課と春秋航空の九州営業部の共同事業であり、10 月 18 日から 12 月 20 日の間に運

航する全 56 便が対象で、各便で最大 50 席が用意されていた。同社が「１円航空券」

を発売するのは佐賀―上海線に続いて２路線目。このキャンペーンは当時、あまりに

「広範な輿論の圧力」即ち中国内で批判によって中止されたが、逆に宣伝効果が大き

くなっている。北海道にも路線を広げる「日中航空網計画」も発表された。

また、札幌市と観光ボランティア・ガイド団体、ウェディング関連の民間事業者を

はじめとする各関係団体との連携のうえ、中国系個人観光者に特化した札幌の新たな

観光魅力づくり・観光資源開発が展開されている。それは、香港、台湾、中国本土に

おいては、カップルが婚前に記念写真の撮影旅行を行うスタイルが一般的であるとい

う情報が、ローカルな主体によって「札幌シティ・リゾートウェディング」として翻
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訳されることである。これは、香港、台湾、中国本土からのフォトウェディング（結

婚記念写真旅行）の誘客を目指した取り組みである。これにより、新たな観光需要の

掘り起こしと「札幌＝ウェディング」のブランドイメージの確立も図られている。香

港・上海のカップルがモニターとして札幌に招待され、札幌でのロケーションフォト・

ウェディングの体験をインターネットに発信するという活動も展開されている。

事例 2では、富良野における中国人観光者の記念撮影を記述・分析したが、実は北

海道において、記念撮影の人気スポットは富良野に限らない。札幌のモエレ沼公園、

白い恋人パークもたくさんの中国人の新婚カップルを集めている。2013 年 6 月 29 日、

筆者はモエレ沼公園で香港からきたカップルから、「結婚記念撮影を北海道で撮るのは、

北海道の豊かな自然を楽しみながら、日本の生活を体験することができるから非常に

有意義だと思う」という話を聞いた。スタッフの Yさんは、「中華圏のお客さんが多
く利用しているので、公園の公式サイトは中国語版を開き、具体な利用方法やアクセ

スを公開した。その後の利用客数はますます多くなっている」と話してくれた。また、

札幌から車で約 3時間のところにある勇払郡の「水の教会」は、華人歌手の梁静茹（フ

ィッシュ・リョン「崇拝」PVに出ており、11 月下旬から翌年の 4 月中旬にかけて水
面が雪に変わり、キラキラ輝く雪地の真ん中に十字架が立ち、神聖な雰囲気が演出さ

れる）。近年、そのような景色を結婚の背景にするため、たくさんの中国人のカップル

が水の教会で挙式するそうである。筆者の知り合いで、九州大学の中国人留学生の S
さんも、新婚の記念写真を撮るために、わざわざ水の教会を訪れた他、北海道のテー

マパークのノーザンホースパークで写真撮影をしながら、乗馬体験を楽しんだ。こう

した非日常な記念撮影のために来札する中国人の個人観光者は少なくない。

アーリは、観光を「パフォーマンス」と譬えているように、「ロケーションフォト・

ウェディング」はまさに自己表現と自己提示をする「パフォーマンス」性に富んだ観

光実践である。社会学者のアーヴィング・ゴッフマンは、人間行為を社会的パフォー

マンス（演劇）とみなし、自己というのは、ある時点における演劇の状況の副産物と

主張している。ゴッフマンの研究では、日常生活における人々の相互行為の仕方を解

明する方法論として、ドラマツルギ（dramaturgy）が提唱されている。いわゆるドラマ
ツルギは、象徴的相互作為論から生まれた、日常生活における社会的相互作為を取り

扱う社会学の観察法である（Gergen 2011；ゴッフマン．E 1974）。中国人観光者による
ロケーションフォト・ウェディングの実践は、彼らが日常生活において自己を意識し、

ロケーションフォト・ウェディングの必要性を受け入れることからはじまる。結婚に

よる社会的身分の変化は、どの社会でも、人間の一生の変化の中でも特に重要だと認

識されている。結婚に関する儀礼の中でも、「記念撮影」は中国人のカップルにとって

重要であり、披露宴の代わりに「ロケーションフォト・ウェディング」を行い、それ

を単身生活から結婚生活に移行する際の一種の「通過儀礼」96として、かなり荘厳な儀

式を求める若者が多数いる。では、彼らはなぜ大事な儀礼の場所として北海道を選ん

だのか。へネップは、通過儀礼において、聖界と俗界との間の作用・反作用を見出し

ているように、結婚における儀礼には、日常的境界を超えた非日常的な空間へ移動す

ると、その経験がまた日常生活に統合される過程状態が含まれている。事例 2で述べ

たように、中国では、北海道には「真実な愛を見守る」「ロマンティック」な聖なる地
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域イメージが付与されている。また、北海道は、東アジアにありながら、ラベンダー

畑や水の教会など、ヨーロッパ的な景観も見られるので、洋風の景色を求める中国人

から見れば時間的にも、価格的にも合理的な面がある。さらに、中国国内で写真撮影

をするより、もともと「負のイメージ」として働く日本観光ビザの申請の際の高いハ

ードルは、この場合、逆に個人のステータスと、ちょっとした富の象徴となっている

といえよう。あえて北海道を記念撮影のロケ地と選択することを一種の消費活動とし

て考えれば、ボードリヤールのいう消費の「分類と社会的差異化の過程」としての側

面（ボードリヤール 1980:67）はここで顕著となり、北海道の地域イメージは、地位

を示す消費活動におけるエージェンシーの役割をも果たしているのである。

こうした状況下、北海道におけるロケーションフォト・ウェディングは、結婚の神

聖性、ロマン性、及び自らの幸福とステータスを演出する実践となっている。この中

において、観光者が関係性に内包される自己を認識しつつ、自らの行為可能性を実践

的に判断しながら、パフォーマンスの仕方を探求しようとする実践が見受けられる。

また、このような実践が語られたり、電子メディアで発信されたりすると、より多

くの（潜在的な）中国人観光者の実践に影響を及ぼすのである。そこには、「火の空間

性」と言われるような、過去から受け継いだ関係性も埋め込まれるという、ネットワ

ークのダイナミズムが見えてくる。Sさんは筆者を含める親友に、北海道での写真を
見せる度に、羨望の声に囲まれながら、乗馬の興奮と当時の面白いエピソードを語り、

「あなた達も、結婚撮影はぜひ北海道で撮ってね。絶対に私達のように、最高な思い

出になるから」と語っている。

現在、北海道のローカルな主体も、この実践に関与している。2.4.2 で事例として

紹介したボランティア・ガイドの Nさんは札幌市の中心部で札幌ロケーションフォト・
ウェディングガイドをやっており、撮影技術と中国語技能を駆使して札幌を訪れる新

婚カップルの結婚記念撮影を行う中、記念撮影の「穴場」をたくさん発見したという。

「たとえば、時計台での記念写真の一番良い角度は、下からではなく、時計台の向い

のビルの２階の踊り場だということを知っている？あそこは空間も広いし、我々市民

しか知らないから、あまり込んでないのでいつも中国人のお客さんのお薦めしている

よ。何より、『無料』だからね！何回も中国人の新婚さんに、『地元の人ならではの意

見を聞けてほんとうによかった』と褒められたよ」と誇らしげに語っていた。

札幌市は今後も、香港・上海・台北で開催される「ウェディング EXPO」などの結
婚関連イベントに民間事業者と連携しながら積極的に参加し、札幌のロケーションフ

ォト・ウェディングのブランドイメージ確立に取り組み、将来的には挙式による誘客

を目指している。言い換えれば、より広いネットワークの構築と、中華圏の人々の札

幌におけるフォト・ウェディングを、札幌の新たな「生成」に導くような努力が明ら

かになっているのではないか。

釧路における、「よそ者」の視点を取り入れ、台湾をはじめとする外国人観光者を誘

致する「野鳥観察ツアー」は、「地域づくり総務大臣賞」を受賞した。地元の人は NHK
の取材に対し、「地域内部の人による」「コーディネーション」が一番大事だと語って

いる。このコーディネーションをアクター・ネットワーク論的に考えれば、より多く

のアクターを動員し、ネットワークを拡大する動きとして認識できよう。したがって、
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中国人の北海道観光における実践がいかに北海道のシミュラークルとして制作され、

それがインターネットにおける伝達・共有・循環といった手順を通して再制作され、

ネットワークにおける中国人観光者の実践をローカルな主体が翻訳し、それをブラッ

クボックスに閉じ込められないような地域の「複数性」として生み出してゆく過程を、

本節で確認できた。

以上のプロセスにおいて、地元の人にとって空気のような、なかなか気づけないも

のが、観光者の実践によって、観光資源となる可能性があることが掲示されている。

また、ローカルな主体においても、そのようなものに気付くことで、早い速度と強い

情熱で観光者との間にネットワークを構築し、それを拡大するような実践も見受けら

れるのである。
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終章 地域の「複数モデル」

近年、表象や意味の解釈へと向かう認識論的な研究にかわり、人やモノが織り成す

ネットワークに焦点を当てる存在論的な議論が台頭しつつある。アクター・ネットワ

ーク論をはじめとする存在論的な議論は、普遍的な自然と相対的な文化とされてきた

二つの領域の間に根本的な違いを設けず、自然―文化の複合体（ラトゥール 2008：180；

春日 2011：15）の構築を提案している。筆者はこのような研究動向に応じて、“観光

者＝観光地”という既存の二分法を所与とするのでなく、人・モノからなるアクター・

ネットワークが逆にこの二分法を生成し変換する関係性を解明することで、観光実践

による地域の複数性の生成について分析してきた。総じて言えば、本研究は、「存在論

的」人類学の観光の領域における展開であり、グローバルな環境において生成・変容

する地域をより動的・立体的にとらえるモデルを提供しようとしている。

筆者は、ここ十数年来中国で大きな注目を浴びるようになった観光目的地としての

北海道の地域イメージを取り上げ、中国人の北海道観光における消費行動と、自治体

と観光業者の誘致戦略などの取り組みを考慮に入れ、地域イメージと観光実践の関係

に対して従来系統的に行われてこなかった参与観察、聞き取り調査やアンケート調査

に基づく微視的なデータを集めた。その際、北海道大学大学院文学研究科「心の社会

性と人文学」プロジェクトと「共生の人文学」プロジェクトの旅費支援で北海道の観

光地と中国の旅行会社を回り、参与観察や街頭インタビューを含めた現地調査を行っ

た。また、電子メディアが個人観光者の持つ地域イメージに対する影響を解明するた

めに、質的オンライン研究を用いた研究を実施した。従来の日本語のホームページの

観光情報に対するテキストデータの分析手法にとどまらず、中国語と英語のサイトや、

SNSで流通する地域イメージをオンライン・インタビュー、サイバー・エスノグラフ
ィー、焦点インタビューといった手法で調べた。

各章の内容と論点は以下の通りである。

序章では、グローバリゼーションの下での北海道と観光という主題の理論的課題

を論じるため、従来のグローバル研究、イメージ研究及び消費論に対する批判的検

討を行った。まず、地域イメージ（destination image）を、主にグローバリゼーション
の下での観光や移住・移民の「目的地についてのイメージ」と定義し、本論の中心概

念の一つとした。それは、分裂的な様相を帯びているローカル／ナショナル／グローバル

な社会空間の構築の新しい仕方を解明するのに、地域イメージの構成のメカニズムの一例を明

らかにすることが必要だと考えているからである。また、このようなローカリティとグロ

ーバリゼーションの関係性に関連する問題をエスノグラフィーとして記述しようとす

るとき、ブバント（Nils Bubandt）とオットー（Ton Otto）による『全体論における
実験』（Experiments in Holism）（2010）を参考にして、地域が観光を通じてグローバ
ルな世界へと接続するときに発生する一連のモノ、金といった連鎖の過程の全体に注

目する視角を提起した。次は、アパデュライによるメディア・スケープの研究といっ

た、インターネットがもたらすグローバリゼーションの新たな現象を考察する代表的
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な研究を挙げた。それに基づき、電子メディアの発達と観光の関係性について、イ

ンターネットの普及による双方向性の情報コミュニケーション革命により、観光者は

単なる消費者ではなく、観光を作り出す主体となりつつあると論じた。この論述をよ

り明らかにする為、①まずはマスメディア化された消費に関する先行研究を踏まえ、

②次は消費者の実践に関する研究も参照し、③それからグローバリゼーションにおけ

る生産と消費の関係を概観し、消費されるモノの特質をめぐる知見を手がかりに、地

域イメージをめぐる実践の構造にいかにアプローチしてゆくかについて分析した。そ

こで、グローバル文化の中心特性である同一性と差異性の相互作用の中で、モノ（文化的要素）

が抽出されイメージとして形成され消費されていく過程は、ポストモダンの本質を理解せずに

は解明できないという結論に至った。従って、ポストモダン研究の知見を参照してイメージの

二重構造を分析した。残された課題として、ローカリティの要素と観光者の実践との関わりと、

観光における様々な実践はいかに地域に再帰的に作用し、電子メディアと連動してグローバリ

ゼーションの一部として働くかという問題と、以上の考察をいかにして観光研究・人類学研究

の最先端と接続できるのか、といった三点を挙げた。以上の課題への解決策として、理論枠組

みとして全体論と同じ存在論的視点に基づくアクター・ネットワーク論的な観光研究を提起し、

グローバリゼーションと地域イメージ、及び電子メディアについての先行研究に、アクター・

ネットワーク論をもっていかに接続するのかについて論じた。また、手法については、参与観

察及びインタビューによる調査といった伝統的な研究手法とともに、オンライン・エ

スノグラファーの手法を導入する理由と具体的な作業を提示し、本論文における複眼

的な考察方法の理論的な位置付けを論じた。

第一章では、先行研究を踏まえ、観光研究におけるアクター・ネットワーク論的な

アプローチの必然性と可能性を論述した。まず、従来の観光研究における全体論的な

視点の欠如とモノについての考察の不足といった問題点を指摘した。観光地対観光者

という二分法や、イメージ論のような表象分析の枠組みでは、観光実践の複雑性を十

分に研究することができない。ここで、関係の生成変化に注目し、人やモノ等の断片

的な諸要素を、諸関係を構成する対称的なアクターと見て、それらのアクターが織り

成すネットワークの動態の過程を把握するアクター・ネットワーク論に注目する必然

性を強調した。そして、観光におけるモノの物質性と場所の多元性の存在を論証し、

観光者のような特定のアクターが観光ネットワークの中で他のアクター（地域イメー

ジ、モノ等）を翻訳し、自らの実践に導く様相を、先行研究に基づいてまとめた。特

に、観光を強力なネットワークの集合として見なし、それに関する「厚い記述」で、

強い集合体としての観光者の台頭と、それが他のアクターを支配する（翻訳する）様

子を明らかにしてきた。さらに、最新の観光研究では、アクター・ネットワーク論を

応用する論著も出ているが、そのいずれも観光者の実践についてはあまり触れていな

いのに対し、第一章は観光者による実践と、消費の対象とされる観光商品の両者が導

かれる全く逆転した過程を描く予想図を提示し、その翻訳の過程を、諸々なモノに語

らせる詳細な記述の必要性を訴えた。また、中国人の北海道観光を例として、アクタ

ー・ネットワーク論に基づき、個的実践の共有化の過程と、地域イメージのブラック

ボックス化の過程をまとめた。

第一章の最後に、序章で整理した断片化した情報・イメージに関する研究とグロー
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バリゼーションについての考察を参考に、観光研究へのアクター・ネットワーク論的

アプローチを、地域の複数性を提示する研究として提示した。先に述べたように、ラ

トゥールによれば、断片は、単自然主義（mononaturalism）を砕くのであり、グローバ
リゼーションは、多文化主義(multiculturalism)を崩壊させるのである。このように、ロ
ーカリティ生産や観光者による消費活動等による断片的な「北海道」のシミュラーク

ルの「制作」及び伝達が、単一の地理的場所としての北海道を砕いてゆく一方で、グ

ローバリゼーションの過程によって、観光業におけるエスノ分業や、各国の「文化」

によって異なると見なされてきた地域イメージの境界が破壊されつつあるのだ。した

がって、物理的に同じ自然であるとされる北海道も、中国人観光者の実践におけるモ

ノとイメージの関係性によって、多元的な姿をとるものとして、全体論的な観察の対

象となりうると述べている。

第二章の第一節では、日本による「観光立国」宣言、観光振興・地域づくりブーム

と中国人観光者の訪日・来道をめぐる時代的な背景をまとめた。そして、筆者が 126

人の参加者に対して行ったウェブアンケートと旅行会社でのインタビューに基づき、

中国における日本及び北海道についての地域イメージを分析した。

第二節では、中国人の観光におけるインターネットの重要かつ特殊な役割を分析し

た。まず、観光研究におけるインターネット研究の先行をレビューし、質的オンライ

ン研究の必要性を訴えた。また、中国人による観光の場合、電子メディアが多用され

ているだけでなく、ネット情報の流通制限がかけられるという特殊なメディア事情も

論述した。以上に基づき、中国人による観光についての研究においては、中国人の習

慣や中国国内の特殊な事情が関わっているため、インターネットが最も重要な要素に

なっていると論じた。

第三章では、北海道における中国人観光者の実践をまつわる関係性と、それが生み

出す「北海道」を解明した。その手がかりとして、二つの「地域イメージ」に注目し

た。一つ目は、映画『非誠勿擾』に出る「北海道」という地域イメージである。この

場合、映画の映像は人工物でありながら、インターネット等を介して、地域イメージ

として強力なアクターとなり、中国人観光者の実践のネットワークを構成している。

言い換えれば、『非誠勿擾』で描写された北海道の地域イメージは、シミュラークルと

して複製可能なものとなっており、その数の増大と、それに惹きつけられて消費する

人々、そのような消費者の実践を「翻訳」する北海道のローカルな主体の増大は、こ

の地域イメージを、消費に供せられるブラックボックスへと変化させる。したがって、

映画に携わる人や映画の視聴者、またはそのロケ地巡りを観光商品に作る観光業者や

ローカルな主体だけでなく、ラトゥールのいう「単なる顧客（simple customer）」（ラト
ゥール 1999：237）とほぼ同義の「単なる中国人観光者」（simple Chinese tourists）に
も関心を抱かせるようになる。このブラックボックスにおいて、中国人観光者は地域

イメージを商品として購入し、それを変換せずに消費している。つまり、ブラックボ

ックスは、特定の「北海道」及び「単なる」/単数の中国人観光者を生み出す装置とし

て成り立っていくのである。

けれども、今日の「単なる中国人観光者」はどの程度「単純」でありうるのか。確

かに、彼らは一旦観光商品を購入し、一定の地域イメージを消費することになると、
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観光のルートを再設計したりすることがないから単純といえる。しかし、『非誠勿擾』

に引き起こされた中国人の「北海道ブーム」の参加者には、『非誠勿擾』とは別の映画

やアニメに関心があり、そちらの映像に出た「北海道」を消費したり、日本の生活様

式をも消費したりする観光者も多数存在している。また、インターネット情報を利用

して観光のスケジュールをより充実させる観光者もいるし、事例 9 「もっと自由に行

動したい！」で記述した C氏夫婦の実践や、事例 11 で記した観光スポットの運河より、

不意に出会う小樽の海に感動する観光者の実践など、不確定な出来事によって「逆転

した観光実践」を行ったり、自らの観光実践を「翻訳」してサイバースペースで流通

させたりといった実践をしないほど、中国人観光者は「単純」ではない。最も強固な

「黒い」ブラックボックスも、それほど単純ではない観光者によって、その存在を「維

持」されなければならない。そして、「どんなに愚かなまねをしても大丈夫な装置は存

在しない」（ラトゥール 1999：238）という言明のように、観光者の多様な実践と、

その実践のより広範囲に渡る共有化によって、強固なブラックボックスも開けられて

ゆくのだ。

一方、観光ボランティアガイドのいう「今までの中国についての常識」や「以前が

持っている偏見」を一つのブラックボックスとして見なすのならば、中国人の個人観

光者と市民をはじめとする地域の人、モノといったアクター間の直接なコミュニケー

ションによる「常識を覆すような話」は、まさにブラックボックスを開けるような実

践である。「常識」や「偏見」が相対化され再解釈される実践が共有化されることによ

って、より広く直接的かつ感性的なネットワークが出来上がってゆくような実態が

3.4.2.2 の事例を通じて見受けられる。

第三章の最後に、中国人観光者の実践現場で、お土産として消費される馬油をまつ

わるネットワークの様子を記し、そこには、「made in Japan」というブラックボックス
が、アクターとして働くメカニズムについて論じた。この過程では、馬油が、観光者に自

らの「お土産」としての価値を伝達することはない。また、観光者が、馬油に「お土

産」という意味づけをする過程でもない。観光者と馬油、更に観光者の実践の地域で

ある北海道、そして、それを取り巻く様々な人とモノとのネットワークにおける連結・

媒介過程から馬油の消費は生み出されてくる。具体的にいえば、馬油は、友人や親戚

との「お土産話」の対象や、ツイッターで発信する情報となり、新たな観光実践との

相即的な媒介過程をへて、ますます複雑なネットワークとなる。そして馬油への消費・

評価が進めば進むほど、お土産としてのブラックボックス化も強化されていくのであ

る。

第四章では、「揺れ」に伴う関係性の生成変化に注目し、その過程を「分節化」や「ブ

ラックボックス」といった分析概念でアプローチすることで、時間的に広がる関係性

を呈示する一方で、地域の発生的な性質と異種混淆性の様相を描いた。具体的には、

3・11 東日本大震災の後の中国人による北海道観光、特に観光消費の事例を分析した。

3・11 東日本大震災は、「made in Japan」というブラックボックスに、大きな風評被
害の衝撃をもたらした。しかし中国人観光者にとっては安心出来る商品が依然として

必需品である。その中、偶然にも「北海道産」を北海道の地域イメージと組み合わせ、

徐々にそれを「made in Japan」から切り離す過程が見られた。つまり、震災や原発事
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故によって「壊されている」日本全体の地域イメージや、「made in Japan」から、北海
道を「日本の中の異国」と特定し、「北海道産」という存在を際立たせる「分節化」の

作業が行われていた。この過程の中でとくに重要なのは、「事象が語られる」こと、す

なわち、観光者や地域のローカルな主体がいかにして「北海道」（または彼らによる北

海道での観光実践）を記号（インターネットに発信される文字や写真）に詰め込むと

ともに、開けられる「made in Japan」というイメージをめぐるヒト、モノをも動員し
つつ、「北海道産」という新たなブラックボックスの成立へと導く過程である。さらに、

それがいかにして地域の新たな生成につなげることができたのかということである。

筆者はまず、市長ミーティングをはじめに「安心・安全」をアピールする一連のプロ

モーションや、北海道馬油からみる「北海道産」をめぐる中国人観光者及び北海道に

おけるローカルな主体の実践に絞って追跡した。

事例 19 では、「made in Japan」という「ブラックボックス」がある程度崩壊したが、
もともとその一部である「北海道馬油」において「日本お土産の定番」の馬油のイメ

ージと北海道の「自然イメージ」が融合し、そこから中国人観光者及びローカルな主

体による新たな実践が生まれたという、極めて単純な過程が見られた。この過程の積

み重ね及び中国人観光者とローカルな主体・モノとしての馬油とのやり取りの中で、

彼らの間の関係も変化する。とくに、インターネットによって伝達される情報という

肝心なアクターが参入している。「馬油」を商品としてみれば、馬油をまつわる「ブラ

ックボックス」はアパデュライのいう「消費者の神話」、すなわち消費者や潜在的な消

費者によって生産される側面が強いのである。そして馬油に取って代わる「北海道馬

油」をまつわるネットワークを商品の「神話」論でみると、北海道馬油をまつわるネ

ットワークには、国際市場で集合されるもうひとつの神話である「流言の神話」（アパ

デュライ 1986：51）という情報のアクターが震災後に加わったのである。「流言の神

話」というアクターはイメージに見えるが、馬油本来の物質性と、電子メディアであ

るインターネットや SNSといった物質性をも併せ持っている。また、馬油や北海道馬
油もさらに、新たなアクターとして流言の神話に働きかけ、流動的なネットワークを

形成するのである。そして、健康食品というモノは、観光後も観光者に持ち帰られ、

他のヒト・モノと関わってゆく。したがって、「北海道産」というネットワークもその

動員規模を次第に拡大し、ブラックボックス化を強化してゆくのである。

北海道が風評被害を克服するため、日本の「危険」なイメージを北海道のローカリ

ティから分節化させ、北海道の「安心・安全」の地域イメージを北海道の観光と結び

つけ、インターネットをはじめとする様々なメディアを利用して中国向けに発信して

いることを物語っている。アクター・ネットワーク理論を援用すれば、この過程では

北海道側は意図的に「made in Japan」というイメージを捨象し、「北海道産」と中国人
との結びつきを狙っている。即ち、「made in Japan」という「ブラックボックス」を壊
し、中国人の従来の見方をずらせ、「北海道産」をブランド化にするという新たな「ブ

ラックボックス」化が進められているのである。一方、そのブラックボックスも決し

て一方向なものではない。Zさん一行という中国人観光者というアクターの角度から
みると、「日本」と「北海道」は中国人観光者の実践ではもともと分節化が行なわれた。

「先進的」、「狭い」「日本」に対し、「無垢な自然」、「田舎の人情」、「延々と続く広さ」
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といった特徴を持つ「北海道」があった。ここでは、「個々の言語体系に応じて経験世

界が分節化される」というソシュール派の定式とは違い、イメージが地域を分節化す

る前に、地域にはすでに様々な分節化の連鎖が生じていた。そこで、「北海道」をめぐ

るネットワークに存在する一つのアクターとしての「独立した北海道」という地域イ

メージは、北海道の地元のアクターの実践によって新たなかたちで把握・表現・実践

されている。これはまさに、「日本」から「北海道」をより強力的に分節化させる作業

といえる。

第四章の最後に、筆者は震災・原発事故による「揺れ」をめぐるネットワークと北

海道の生成の関係を考察するために、北海道側のウェブ関係者や、留学生による地域

イメージ制作・発信作業といろいろなヒト・モノとの連動という、北海道をめぐるヴ

ァーチャルなコミュニケーションから、ネットワークが生み出される過程を記述した。

そこで、中国人の観光における北海道のイメージは、従来の観光商品や、今まで観光

資源とみなされるもの以外のモノと結び付けられる傾向にあることを発見した。とく

に、ヒトを「自然のなかに溶け込ませ」、「楽しめる」ような「北海道」が求められ、

消費されることが分かる。この点について、中国人の観光現場で使われる「旅遊」と

いう語彙の内包と外延及び歴史的な経緯と、中国の観光事情と結びつけて、中国本土

の暮らし・観光の経験から地域イメージの消費を展開させる中国人の個人観光者の実

践の特殊性を分析した。分析の結果に基づいて、地域が、「部分的連接」としてズレを

伴いながら、北海道の地域空間との関係性において複数として生成する過程を詳細に

検討した。これは、「観光」より「旅遊」するという中国人観光者の実践は反復する

中で、それをめぐる観光者と地域の関係性が諸次元で複製され、したがって新たな地

域の様相もフラクタルの具現として展開してゆく事象である。これは、単なる中国人

の視点やパースペクティブの特異性、または他者の視点と自己の視点との差異といっ

た、イメージ論や認識論ではとらえられない事象である。「自然」の見方・楽しみ方

から生み出されるネットワークとして考えれば、ヴィヴェイロス・デ・カストロが提

起した南米先住民による、普遍の視点と特定の自然を前提とする「多自然主義」を参

考にした。「多自然主義」においては、視点が自然とともに普遍的でありながら、可

変的な身体に応じて事物も異なった存在として変化する。この「多自然主義」に依拠

すれば、中国人観光者の視点も、北海道におけるローカルな主体の視点も普遍性を有

するがゆえに、中国人の視点・イメージは北海道の観光業界・自治体の視点・イメー

ジと行き来しあって、互い不可分な関係を結びつけ、複数の「北海道」を形成するの

である。「旅遊」にみる自然－文化の組み合わせ、言い換えれば中国人観光者の観光

実践におけるフラクタルな関係性を、上で事例から抽出し、記述してみた。この相似

性でもある関係性が反復複製という作業が循環しているうちに、北海道における複合

的な差異を生成している。

本論文の研究対象となる「北海道」も、北海道という地理的な場所の不変的な本質

ではなく、その本質に「意味を与えている媒介者、代理人、翻訳者」（ラトゥール

2008:217）となる観光者や観光業者と、ローカルな主体の関わりあいの中で生み出さ

れる不確定で複数の「北海道」である。以上の事例と議論から、中国人の観光で生み

出される「北海道」の複数性の一端を窺うことができよう。
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第五章では、上で述べたように複数性を持ちうる空間としての北海道は、2012 年 9

月に発生した釣魚島の「国有化」といった情勢を受け、再び揺れを迎えた事態を記述

した。まず、観光の場所としての地域におけるイデオロギー・スケープの次元を論ず

るため、「場所の次元」及び「反日感情」に関する先行研究を整理した。次は、釣魚

島の「国有化」で高まる「反日感情」とイメージの揺れを中心に、中国人の北海道観

光におけるイデオロギー・スケープの次元を分析した。そこには、航空券や観光のキ

ャンセル続出、政府側の強硬とした姿勢と、旅行会社に煽られるネット言説といった

様々なアクターが、日本に関する「負のイメージ」を生産しつつある動きが見られる。

こうした「イメージの揺れ」に、北海道の観光業者の困惑及び観光者の懸念、そして

台頭する韓国の地域イメージがアクターとして中国人の北海道観光に影を落とすこと

といった事象を確認できた。しかし、こういった現実をより詳しく見ると、「反日感情」

及び「反日感情」による「イメージの揺れ」の影響は結構限られていることが分かる。

中国の旅行会社が国から受ける「指示」や、彼らが「風評被害」を恐れる気持ち、ま

たは日本の観光ビザ申請の困難さや、格安韓国ツアーの増加こそ、強いアクターとし

て働いているのである。それにも関わらず、中国人観光者が激減する事実を受け、日

本観光庁をはじめとする日本の観光業界や自治体は、それをメディアなどで派手に宣

伝される「反日感情」の影響と決め付けている。そして、中国の観光市場より、東南

アジアのほうに誘致政策を行なう傾向も出ている。この現象は、中国人観光者を「ブ

ラックボックス化」している事例といえる。

そのような日本におけるローカルなアクターには、往々にして中国人の観光実践を

めぐるアクター・ネットワークの全体が見えないのである。それ故、北海道・日本の

地域イメージが大きく揺らぎ、観光において変容が起こる場合、ナショナル・ローカ

ルな主体が中国人観光者に関する翻訳を行う過程において、「反日感情」が理由とされ

がちである。この翻訳過程におけるブラックボックス化は、多様なアクターが働き合

う現実をより一層見えないものにする。例えば、中国人観光者の実践を「反日感情」

に帰属させることで、中国の観光市場の地域差・階級差も見られなくなる。このよう

なブラックボックス化はさらに一種の「中国イメージ」というアクターとして、逆に

中国人観光者の観光実践というネットワークにおいて強く関与するようになるのであ

る。とくに、中国人観光者への過大評価や過小評価は、中国人観光者の日本地域イメ

ージを損なうことにもなりかねないし、それが最終的には中国人の日本イメージに再

帰的に作用する事例も挙げてみた。

このように、「反日感情」という「ブラックボックス」に帰着できないような、観光

者及びナショナル・ローカルな主体、及び日本における中国イメージ等のアクターに

よる、様々なイメージの蓄積、共有、格闘と、それに伴う観光ネットワークの変容を

見てきた。この中において、インターネットは、観光における多元的で重層的な関係

性の働きを媒介する結節点であり、また、インターネット自体の物質性によって、そ

れらの関係性に働きかけるエージェンシーの場ともなっている。上述のように、イン

ターネットでは、「ネット民族主義」のようなイデオロギー的次元の空間と、日本に関

する「負のイメージ」が急速に広がる一方で、第三章で記述したように、インターネ

ット利用によって、北海道・日本に関心を抱きはじめ、そしてインターネットで自ら
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の観光実践を組み立てる観光者も多数存在している。インターネットにおけるこのよ

うなアンビバレンスに注目することは、観光ネットワークにおけるブラックボックス

に閉じ込められないような、ハイブリットな現実に目を開けることとなるのであろう。

実際、2010 年 7 月の発給要件の緩和で、個人観光ビザの対象は富裕層から中間層に

まで拡大したことを端緒として、中国人観光者の動向の「リピーター化」、「個人化」

及び「富裕層から中間層への移行」といった傾向が明らかとなり、個人観光者による

インターネットの利用増加や観光実践の多様化に応じ、日本の地域では中国人の個人

観光者に特化した施策や事業が打ち出される事象も見受けられる。また、中国人観光

者と直接的かつ感性的なコミュニケーションを行ってきた様々なローカルな主体には、

ブラックボックスに帰着できぬ中国人観光者、その中でも特に中国人の個人観光者を

諦めずに取り組み続ける事象も見受けられる。彼らは、中国人の北海道観光における

実践から産出される北海道の「複数性」に注意を払い、中国人観光者をターゲットと

する地域の観光資源の更なるブランディング・マーケティング及び新しい資源の開発

に向ける地域再投資といった取り組みを展開している。5.2.2 では、中国人の個人観

光に特化した電子メディアによる地域情報の提供、イメージ修復を図ろうとするウェ

ブ関係者の参入と、札幌ロケーションフォト・ウェディングの開発や、中国人観光者

専用のホテルの開業、観光関連団体（経済団体、観光関連事業者、都心部商店街、市

民ボランティア、行政など）を動員する「地域づくり」の生成といった実践を考察し、

中国人の個人観光者の実践よって、これまで「観光資源」と見なされなかったアクタ

ーも動員され、地域に再帰的に作用する実践の具体像を描き出してみた。これらの事

象と、観光実践が過去と現在のコミュニケーションを内包させて動く個々のイメージ

をも産出してゆく過程との関係性をも提示した。総じて言えば、政治的情勢の変化に

左右されないような中国人の個人観光者による北海道観光の形態の特殊性に着目し、

その理由として、電子メディアの普及と発達により、日本・北海道に関する多様な地

域イメージとヒト・モノからなるネットワークの拡大を挙げ、それが観光を通じる地

域の新たな生成につながるのではないかと論述した。

以上、本論文は複雑な事象を論理的に記述・分析するために、「地域イメージ」、「イ

デオロギー・スケープ」、「ブラックボックス」といった用語を使ったが、用語間の関

係と、それをいかに地域の「複数モデル」の研究につなげることが出来るのかについ

て見てみよう。

まず、本研究の基礎となる存在論的なアプローチは、アリストテレスの質量形相モ

デルのように、対象を動かすものと動かされるもの、対象（object）とイメージを分け
て考えるのではなく、モノ（things）とイメージ、そして存在と意味を不可分のものと
してとらえる。存在論的人類学研究を代表する一人であるインゴルドは、生産物

（production）を最初のイメージ（image,例えば、建築物の設計図）と最後に作られた
対象物（object,例えば、完成型の建物）の間を他動的な関係として分析する代わりに、
存在について「自動的に」（intransitively）考えるべきだとする（Ingold 2010:298）。つ
まり、生(life)を形や構成等を、存在をもたらす過程としてとらえるのである。同様に
本論文も、観光地と観光者の関係を分析したり、多様な地域イメージに基いて生産さ
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れる地域や、同じ地域で生み出される複雑なイメージを切り離して論じたりするので

はなく、観光において、「存在がもたらされる過程」の全体を見るのである。本論では、

「モノもイメージも互いに膨張しあってついに同じ論理的空間で共存しあう」（ボード

リヤール 1980：162）というボードリヤールのイメージ論における、モノとイメージ

を二分化する考えを乗り越え、それらを結びつけて考察してきた。つまり、物理的に

同じモノが、イメージとの関係で違うモノとしてとらえられたり、一つのイメージが、

モノの物質性の変化や、他のモノやイメージとの関係の変化等によって、ブラックボ

ックス化に向かったり、弱まって消失したりすることについて考察してきた。このよ

うな実践を分析する際、カストロが視点を「一つ一つを個別に見る視点はなく、視点

となるのは複数のモノや存在それ自体」（Viveiros De Castro 2010）とする考えを踏まえ、
地域イメージの物質的・関係的な性格に注目し、異なるイメージが結び付けられるこ

とにも注目した。それは、小樽を訪れる中国人観光者が具体的な景色をとおして、自

らの思考に埋め込まれた出身国・出身地の環境と北海道のその場の環境が二重写しに

なり、同時に眺められることによって生成する「北海道」という存在である。そして、

「北海道馬油」における「日本馬油」と「北海道」のイメージの融合における、中国

人観光者と馬油販売者の視点が交差する関係でもある。

「北海道」の生成の過程をモノとイメージの組み合わせとして、より詳細に考察す

るため、筆者はラトゥールの『科学論の実在』（1999）に基いて、ブラックボックスに

注目して論述を展開した。質量形相モデルのように、認識論的な観点では、対象の事

物（物質/質料）の部分と記号（形式/形相）の部分が分けて考えられるが、その間に

ある断絶を越えるため、アクター・ネットワークが一定の安定したブラックボックス

化に向かい、更にそのブラックボックスが開かれる過程を記述する方法は妥当だと考

えている。質料と形相の裂け目も、ローカルとグローバルの間の敷居も、アクター・

ネットワークによってまたぐことができるようになるからである。

ラトゥールは、科学者たちが自然の「実在」を正確に把握するために、世界を特定

の仕方で「制作」し、この「制作」を通じてこそ、「実在」が生み出されると主張して

いる。ここで制作されるのはブラックボックスとしての装置だが、第三章で記述した

中国人観光者の実践によるネットワークの形成や、第四章で記した「揺れ」をめぐる

ネットワークは、観光者や地元住民といったアクターによって、ブラックボックスが

開けられたり、壊されたり、再建されたりするような「制作」の過程である。科学論

におけるブラックボックスの形成には、「より高度の、より多数の同盟相手に訴えるこ

と」、言い換えれば「権威に基づく論証」が必要とされる（ラトゥール 1999：52）。

同様に、地域イメージのブラックボックス化には、確固たる基盤のようなものが必要

なのである。中国人の北海道観光の場合、それは『非誠勿擾』に出た北海道の「自然

美」や、「made in Japan」といった地域イメージが、その根拠となっている。その地域
イメージに惹かれてそれを消費することや、地域イメージの「魅力度」に疑問を抱か

ずにそれを伝達することは、それに対する支持を強め、より強固なブラックボックス

にして、同じ帰結に至るのである。この際、他のより多くの論証の根拠を備えれば、

ブラックボックスを一層強化・拡大することができる。例えば、「北海道産」の販売の

場合、北海道の「自然」や、「日本人は信頼できる」、「健康」、「長寿」といった日本の
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イメージも、ブラックボックスとして強化する論証として利用されるのである。それ

に対し、地域イメージを消費しないことはその支持を弱め、伝達しないことはその拡

大を妨げ、更にはそれを行き止まりにし、ブラックボックスを開き、それをばらばら

にし、それを構成するアクターを別のネットワークに再配置するのである。

ラトゥールはまた、多数の人々が信じ、ブラックボックスとして用いるほど、ます

ますそれは「変換」を被るのであり、こうした変換の第一のものは、極端な「形式化」

であると述べている（ラトゥール 1999：69）。しかし、ブラックボックスによって形

式化されず、暗黙の実践に殆ど組み込まれていなかったものも存在している。したが

って、他のアクターが特定のアクターをネットワークに組み込んでブラックボックス

化されてゆくか、さもなければ、新たなネットワークが作り出されてゆく。この過程

で、単にアクターの「内的性質」に着目することによって、それが強力的であるかど

うかや、持続可能かどうかを決めることはできない。こうした性質は、他のイメージ、

ヒト・モノ、過程やブラックボックスに「組み込まれること」（ラトゥール 1999：48）

を通じて得られるものなのだ。本論文でいう「個的実践の共有化」は、まさにこの過

程である。

総じて言えば、ブラックボックスは、現実の存在が生み出される安定的な枠組みで

あり、装置ともいえる。その元の姿は、緩やかで複雑なネットワークであり、そのネ

ットワークのブラックボックス化により、実践が導き出される一つの方向性が提示さ

れ、様々なヒト・モノの参入によって、ブラックボックスは更に強化されてゆくので

ある。本論文の事例で言えば、そのブラックボックスとは、単数形の「北海道」であ

り、安全な「made in Japan」であり、「反日感情」であり、それらは、ひとつの「中国
人の北海道観光」しか生み出すことができないと見なされている。しかしその中で、

北海道という場所におけるアクター/ネットワークが生み出され、ブラックボックスを

解体してゆく別種の結びつきを生み出してゆく。それは、ブラックボックスと同様に

異種混交のネットワークを結びついているから、それとは様々な方向に中国人観光者

の北海道観光を開いてゆく。ラトゥールはパストゥールたちによる「微生物」の提供

の事例において、「微生物」は自然と社会の両者の新たな予期せぬ定義であり、新たな

社会的結びつきでもある。「微生物」は、人間と動物をひとつに結びつけたし、それも

異なったやり方で結びつけたという（ラトゥール 1999：248）。これと同様に、中国

人観光者の「予想逆転」の実践や、「反日感情」を超えるような個人観光者の実践も、

単数として存在する「中国人観光者好みの『北海道ゴールデンコース』としてのロケ

地めぐり」観光商品や、「北海道産」などのものを生み出す装置としてのブラックボッ

クスに閉じ込められることがなく、さらにブラックボックスを開けたり、崩壊させた

りしている。本論文はこのような実践によって作られたネットワークに注目している。

今日、ブラックボックスを壊したり、新たに形成したりすることができるような、

強力なアクターますます多くなっている。本論文の文脈でいうと、それは電子メディ

アであり、グローバリゼーションであり、より自由な中国人の個人観光である。中国

人観光者や地元のアクターによる「制作」を通じて、実に曖昧で複雑な事象が発生し

てブラックボックスを続々と開けているうちに、複数の「中国人観光者の嗜好」や多

様なヒト、モノと結合するような「北海道」いう場所も、複数の「実在」（存在）とし
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て生成してゆくのである。もはや、北海道及び世界中の地域が「複数」の存在として

生成される速度も方向性も、予測できないほどになっている。この意味で本論文は、

従来の観光研究において、中国人観光者と地域住民・観光プロモーターなどを峻別し

ていた境界を乗り越えるものである。

このように、観光実践の多様化と強力なアクターとしてのインターネットの発達に

より、観光研究における地域を単一の次元で語ることはもはやできなくなっている。

本論文も、北海道の自然の単一性を前提にして、人種・国・民族によって異なる「地

域イメージ」、または「まなざし」の並立を描き出すものではなく、ナショナル・ロー

カルなアクターと個人観光者、及び地域イメージやモノといった北海道観光に関与す

るあらゆるアクターを対称的に考察し、アクター間の結びつき、あるいは乖離的な関

係を分析することによって、それらの関係性がどのように地域の多様な存在を生成す

るのかについての研究を試みたものである。アクター・ネットワーク論でアプローチ

する地域という研究対象は、つねに「一つより多く、多数よりは少ない」（more than one
and less than many,Law 1999:12）ものである。単数形のものでは決してないが、恣意的
に積み重ねられた、「多様性」や「多数性」を呈するようなものでもないという意味で

ある。それは、フラクタルな関係性、言い換えれば、自己相似性にみる反復複製的な

関係の連鎖に近いものとして理解できる。フラクタルは、単次元以上及び二次元以下

の、複数の次元を含めており、ネットワーク間の連鎖を含めている。そこで、本研究

で抽出してきたフラクタルも、地域のなかに存在する複数性ではなく、地域自体が複

数の次元で存在する現実である。北海道という場所の複数性はさらに、実践のネット

ワークの連鎖において生成するものでありながら、更に媒介となって別種の関係性に、

北海道観光を開いてゆく。

筆者は現在、北海道開発協会と札幌市商工会議所の講師及び中国人向けの観光資源

開発・観光商品生産・宣伝のプロモーターとして、観光におけるローカルな主体と積

極的に関係を築いている。具体的には、中国人の北海道観光をテーマに講座を開きな

がら、今まで筆者自身による地域イメージについての考察をもとに、実証的な事例と

提示と提言をおこなっている。筆者が提起する「地域づくり」は、地域振興に関する

既存の研究と筆者自身の研究を参照して形成された知識であり、それ自体が人・モノ

のネットワークにつながり、あたらしいネットワークを形成していく。筆者は本研究

において、こうした研究者自身をアクターとしてネットワークに入れ込む形で、地域

的実践の分析をしてきた。また、「存在論的転換」（春日 2011：10）は本来、科学技

術の研究に由来しており、「知ること」＝「作ること」という観点を提起することでプ

ラクティカルであるといえよう。こうした分析視角は、その成果をつうじて「知るこ

と」＝「作ること」を更に生成していくべきものなのである。筆者自身がアクターと

して「地域づくり」に入り込み、他のアクターとともに連結を構築して、観光実践を

めぐるネットワークを新しく生成する地域的実践を行い、その分析を構築するという

点で、本研究が研究者の参与をもって新たな現実を作り出す可能性を示していければ

幸いである。
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注：

1 agencyの語源はラテン語の agere（行う）であり、この語からの英語の単語の agent（行なう人）、agency
（行なう地位・力）などが出た。米国のポスト構造主義思想家のジュディス・バトラーは「エージェンシ

ー（agency）」の概念を、構造主義的な決定論から脱して、構造の変革の可能性に開かれたものとして用
いていた。このような、構造の制約の中で発揮される主体性を、訳者の竹村和子は「行為体」ないし「行

為性」と訳している。小田はこれに加えて「行為遂行能力」ないし「行為力」という訳語も適切だという。

既存の秩序によって説明できない新たな秩序が生成する契機は、現場に臨んだエイジェント/アクターた

ちによって行使される即興的かつ創造的なものだという主張である。（小田 2009：26、32）
2 本論は、ラトゥールの用法に基づき、もののエージェンシー及びほかのアクターとの関係性を強調する

場合に使われる thingの訳語を、「モノ」とカタカナで表記する。また、その物質的・物理的な側面を描き
出す際には、「もの」と表記する。そして、物質性のみが強調される materialの訳語として、「物質」とい
う単語を使う。
3 国境を越える人の移動を取り扱う研究として、トランスナショナリズムも挙げられる。けれども、トラ

ンスナショナリズムについては、「国境を越えて複数の国の間を行き来しつつ複数の国にまたがった生活

世界を生き、その結果複数の国に同時に帰属意識をもつトランスナショナルな状態ないし現象だ」（『文化

人類学事典』、110－111）と一般的に認識されている。本論文は、国民や国家といったまとまった社会集

団や制度を前提とせずに、グローバルな移動や混交及びそれによるイメージの共有、地域の生成を考える

ので、アパデュライによる「グローバリゼーション」説に基づいて考察を展開してゆく。
4 近接が（社会的、物質的、環境的な）何らかの基盤を背景に想像され、生産され、維持される限りにお

いて、近接は同時に、それ自身が理解可能となるためのコンテクストを必要とし生産しもする（アパデュ

ライ 2004：320）。
5 再帰性は、ギデンズ・アンソニーやラッシュ・スコット、ベック・ウルリッヒらによって、現代社会の

特徴を把握するために用いた概念である。つまり、「諸個人がみずからの行為に関する情報を、その行為

の根拠について検討・評価し直すための材料として活用すること」を再帰性と呼び、これの諸個人への浸

透を近代社会の特徴とし、「再帰的近代化（モダニティ）」という枠組みを提示したのである。（宮台真司,

仲正昌樹著、2004 年、『日常・共同体・アイロニー 自己決定の本質と限界』、双風舎）アパデュライの捉

えようとした「グローバルな文化フローとローカルなコンテクストの相対化現象」（アパデュライ 2004）

もまた「再帰的モダニティ」の諸相の一面である。この流れの中、観光化やグローバル化の波の中で、観

光者やプランナーなどの外部アクターのまなざしを浴びながら、自らの「真正性/正統性」を再帰的に模

索し提示しはじめているプロセスに関する研究は多く出ている。しかしその中、電子メディアや様々なモ

ノへの着目はあまり見当たらず、複数の場所として存在する地域の実状を描くものは少ない。したがって、

「近代化」や「グローバル化」という一様な変化の過程としてローカルな状況をみるのではなく、常に複

数性を伴う変化への多様で微細な、地域をめぐる交渉過程をこそ注目すべきと筆者は考えている。本稿は、

こうした作業への荒削りな第一歩としたい。
6 クリフォード等による「部分的真実」は、認識上の書かれたエスノグラファーにおける「文化」が部分

的でしかないという主張であり、認識論的な全体論（holism）への批判でしかない。本論文は、存在論と
それに依拠した全体論を理論的な依拠としており、認識論的人類学への存在論的批判は、観察対象をその

ような認識や表象の問題としてきた従来の人類学への根源的な批判である。したがって、認識上の「部分

的真実」における認識上の「全体」への批判とは無関係なのである。
7 全体論（holism）という言葉を最初に使ったとされるのが、南アフリカの政治家ジャン・クリスチャン・
スマッツである。スマッツにとっての特異な全体論とは、単なる部分的要素の集合ではなく、より複雑で

意味を持った存在へ向かう自然進化における「創造的傾向」であり、その「全体の創造」へのプロセスは、

動物や植物だけでなく人間社会などにも見られるものであった（宮武 2012：24）。そのような生の創造
的側面や歴史を含んだスマッツの全体論は、生物や社会を単なる部分の総和として捉える科学的還元論で

あり、インゴルドの指摘するラドクリフ＝ブラウンの動的で変化を伴った有機体としての社会とも通じる

ものである（宮武 2012：24）。インゴルドは、ラドクリフ＝ブラウンの考えた有機体とは、静止した部
分からなる集合体としての有機体組織に留まるものでなく、社会生活のプロセスとして変容する具体的な

生のリアリティであり、この「生のプロセスとしての社会的存在」という発想は、社会生活の条件と可能

性を研究する、現代の開かれた比較人類学が参照するに値するものと指摘している（Ingold 2011：234－
236。日本語訳は宮武 2012：24参照）。全体論を「植民地主義的起源」を持つものとする批判もあるが、
本論文は存在論的全体論に基づき、観光者による「創造的」な実践のプロセスに注目する点で、従来の観

光経験と一線を画したものとなっている。
8 本研究では touristsと同じ意味として、「観光客」や「旅行者」ではなく、敢えて「観光者」を使用する
のは、観光の場における主体性を持ったエージェントとしての touristsを考察の対象としたい考慮がある
からである。
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9 Poietique,ギリシア語の poieinからきた語で、制作であり、発明であり、詩的創造であって、セルトーが
『日常的実践のポイエティーク』でたえず問うているものである。
10 セルトー(Michele de Certeau)は読書行為を「密猟」 にたとえ、テクストが受け手によって領有される

という能動的な契機を指摘した。
11 アパデュライはこの著作で、「方法論的フェティシズム」という概念を提起した。方法論的フェティシ

ズムとは端的に言えば、「まずモノからはじめ、そこから人間（なり社会）を論じる」という学術的態度

を指している。それは、方法論的観点からすれば、「人間的・社会的コンテクストを明らかにしてくれる

のは動くモノ thing-in-motionの側なのである」（アパデュライ 2004：6）。それ故、「モノ自体に従うこと」
（follow the things themselves）が提唱される。このような視点で商品、生産及び消費者が分析されるので
ある。
12 Fractale（仏）。フランスの数学者ブノワ・マンデルブロが導入した幾何学の概念。図形の部分と全体が
自己相似になっているものなどをいう。アパデュライに関する解説書では、「自己相似的」とも訳されて

いる。
13 ポストモダンとは、モダニズム（近代主義）を批判する文化上の運動である。レヴィ・ストロースはこ

れを人類学に応用し、近代的な知と異なる野生の嗜好があることを示した。それ以降、人類学におけるポ

ストモダンの議論は、文化について書く営為そのものにおける表象の危機から、記述やレトリックといっ

た問題へと発展していった。ポストモダンの人類学を象徴する『文化を書く』という本が、人類学者に計

り知れない衝撃を与えた。それ以降の人類学では、「抵抗や流用」、「アイデンティティ」や「合理性」な

どを鍵概念に、生成しつつある現象が論じられている。それらの研究の共通性は、特定の「文化」を対象

とするのではなく、生成
、、
する出来事や総体を過程的にとらえる姿勢である。しかしながらポスモダン人類

学が突きつけた他者を表象するという問題と、その表象を正当化する現実については、正面突破する力を

いまだもちあわせていない中、ラトゥールの研究に目を向けるべきと、春日が提唱している（春日 2011：
11）。ラトゥールのアクター・ネットワーク論は、人間と主体に対する徹底して関係論的な認識で、人間
以外のモノや人工物を同等な要素として議論に組み入れて実在は関係においてのみ成り立つと主張し、現

実を関係の生成変化に等しいものと見ている。ここの生成とは、ある人々やモノや混交物が相互に影響を

及ぼし合いながら齟齬と連接を生みだし、集合や分離を次々と形成することでさらなる齟齬と連接を作り

だしていく過程であると、春日は定義している。（春日 2011：19）
14 セカンド・ライフは、オンラインのヴァーチャルな世界における一番大きなコミュニティの一つであ

る。『セカンド・ライフの思春期』は人類学の分野において、このような発展の絶頂期にある世界につい

ての最初の研究書である。著者の Boellstorff Tom はセカンド・ライフで二年に渡ってフィールドワークを
行い、参与観察をした。『セカンド・ライフの思春期』は、ヴァーチャルな世界がどうやってアイデンテ

ィティや社会についての考え方を変化させるのかを提示している。また、人類学を見知らぬ領域へと導い

た。
15 ここでいう「全体論」は、人類学における全体論（holism）に対する新たな批評に基づいている。Nils
Bubandtと Ton Ottoは『全体論における実験』（Experiments in Holism）において、全体論は、現象がより
大きなコンテクストや関係のフィールド、或いは「世界」（world）の中で捉えられてはじめて、意味、機
能と関連をもつものだという見方であると述べている。
16 注 13 で説明したように、本論でいう生成とは、ある人々やモノや混交物が相互に影響を及ぼし合いな

がら齟齬と連接を生みだし、集合や分離を次々と形成することでさらなる齟齬と連接を作りだしていく過

程であると、春日は定義している（春日 2011：19）。さらに春日は、存在が関係性の不断の生成によっ

て顕現しつづける以上、存在の分析もまたそうした関係性の一部を形成して存在へと働きかけていく行為

となるはずであるとして、プラグマティックであり実践的な方向こそ新しい人類学の目指すところである

と提唱している。
17 以下のホルブラードの研究の紹介は、宮武（2012）に依拠した。
18 映画の用語の借用。回想のための場面の挿入や切り替え（ラトゥール 1999：3，訳者注）を指す。
19本論文ではアクター・ネットワーク論における「ブラックボックス」を人々の行為や認識を制
限する枠組みや装置としているが、他の認識の枠組みとしてはゴフマンの「フレーム」や、フーコーの「デ

ィスクール」、グラムシの「モノローグ」、或いは「ステレオタイプ」が挙げられる。また、「ブラックボ

ックス」と同様の認識（本論文では「イメージ」としてとらえている）だけでなく、ヒトやモノの関係性

を含めた装置として、「生成する出来事や秩序を方向付けるモノや意味、欲望の枠組み」や「ネットワー

ク」という意味で用いられるフーコーの「ディスポジティフ（apparatus）」が考えられる。本論文は、モ
ノとヒトを対称的に捉え、イメージをはじめとするもろもろのアクターの実践に光を当てるゆえ、前者の

アクター・ネットワーク論における「ブラックボックス」という概念を使うことにした。
20 ここでいう「イメージ」は、ラトゥールによる「刻印」（インスクリプション Inscription）とほぼ

同義である。刻印とは、ある実体が変形され、記号、記録文書、ドキュメント、紙面などに最終的に物象

化されること、またはそのものを指す（ラトゥール 2011：51）。多くの場合、インスクリプションは二
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次元において、組み合わせ、重ね合わせ、移動が可能な為、ある種の関係を保持しながら新たな翻訳を可

能とするものだとされる。よって、「不変な可動体」とも特徴づけられたのである（ラトゥール 2011：

51）。本論文では、地域イメージの物質性を強調しており、その物質性によってこそ、観光実践における

翻訳作業が行われると考える。そして、地域イメージと地域という「実体」との組み合わせ・相互作用に

よって、地域が複数として生成してゆくのだと論じている。
21 森岡清美、塩原勉、本間康平編、1993、『新社会学辞典』、有斐閣、222 頁。
22 山下晋司編、2011『観光学キーワード』、有斐閣双書、34 頁。
23 国土交通省、2011「平成 21 年度観光の状況及び平成 22 年度観光施策」：36。
24 本稿でいう「中国人」は、中華人民共和国（通常「中国本土」と言われる範囲）の観光者を考察の中心

にしているが、比較の対象としては香港・台湾やシンガポールに在住する中国系といった広い意味での「中

国系」の観光者も触れる。
25 本政府観光局ホームページより筆者作成．
26 二期に分けて行った調査をまとめた結果である。第 1期は 2010 年 3 月に観光庁が東アジア最重点プロ

モーション市場として指定した中国（北京・上海・広州）、香港で、2期は 2011 年 2 月に東アジア最重点

プロモーション市場の中国（大連・青島・重慶）で行った。
27 北海道新聞 2009 年 1 月 12 日付より。
28 テキストマイニング（text mining）は、テキストを対象としたデータマイニングのことである。通常の
文章からなるデータを単語や文節で区切り、それらの出現の頻度や共出現の相関、出現傾向、時系列など

を解析することで有用な情報を取り出す、テキストデータの分析方法である。多様なメディアに発信され

ている観光に関する情報の中で、ウェブにおける情報はその量及び更新性の点から分析を行う上で非常に

有用と認識され、それを分析するためにテキストマイニング技法は議論されている。
29 「北海道観光産業に関わる緊急調査報告書」2011 より。
30 2012 年 12 月末。新華社通信「新華網」2013 年 2 月 21 日より。
31 その際、北海道大学大学院文学研究科「心の社会性と人文学」プロジェクトと「共生の人文学」プロジ

ェクトの旅費支援で北海道の観光地と中国の旅行会社を回り、参与観察や街頭インタビューを含めた現地

調査を行った。
32 アニメの関連商品を指す。中国のアニメファンにも馴染みのある俗語である。
33 「日本経済新聞」2012 年 10月 28 日付社説。
34 「環球網」インターネット投票

http://survey.huanqiu.com/result.php?s=SFFzdXJ2ZXlfNTEzOA@`5^1@@`5^1@3451 最終閲覧日2012年10月

13日。
35 インターネット用語。「驢」は中国語で「旅」と同音、つまり「旅友」、バックパッカーをはじめとする

観光者を指す。「驢友」は若者の新しい生活様式として流行っており、お互いにインターネット等を通じ

ての観光情報の共有などの精神が提唱されている。
36 市街地ではなく、郊外の意味。
37 「一見は百聞に如かず」という言葉は、コンテクストから判断すると、「百聞は一見に如かず」という

ことわざを逆の意味で使われていると思われる。
38 『道中人』は元々、中国語で北海道を紹介するフリーペーパーであった。今の『道中人』は季刊誌で、

その中のあらゆる内容は、誰でも自由にアクセスできるサイト「道中人」にアップロードされている。そ

こでは、北海道の自然と食を中国人の視点から、中国語で中国富裕層に発信されている。現在では北海道

の放射能数値も毎日更新し、安全をアピールしている。
39 http://www.lvping.com/showjournal-d296-r1278212-journals.htmlより。2013 年 1 月 26 日参照。
40 『人民中国』電子版「中日交流」コーナーより。

http://www.peoplechina.com.cn/zhongrijiaoliu/2010-04/08/content_261374.htm。最終参考日 2013 年 7 月 21 日。
41 日本観光協会、『地域紹介・観光ボランティアガイド全国大会報告書 2010』、

http://www.nihon-kankou.or.jp/vg/ikaho_houkoku.pdf。2013 年 1 月 26 日参照。
42 ございんは宮城県の方言で、「どうぞおいでください」という意味
43 「GOZAIN」のホームページ http://gozain.info/index.htmlより。2012 年 9 月 23日参照。
44 2012 年 2 月末まで、「GOZAIN」の会員数は 46名に達した。
45 北海道経済産業局ホームページ http://www.sapporo-cci.or.jp/content/shien/kanko.htmlより。
46「中国人観光客が占拠するヨーロッパ 総取引金額 45 兆円の「銀聯カード」をひっさげて」2008 年 1

月 22 日付配信 日経ビジネスオンライン。

http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20080118/144747/?rt=nocnt.2012年 12月 26日参照。
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47「日本経済新聞」2013 年 10 月 13 日付け、14版より。
48 中国で流通する日本のモノには、「made in Japan」か「made by Japan」という二種の標識が印字される。
前者は、日本で生産・製造されたモノを指し、後者は、日本の技術によって製造されたが、産地が日本で

生産者が日本人とは限らないモノを意味している。本文は、北海道観光の場で消費される、「本物」の「日

本産」を注目する為、「日本製」ではなく「日本産」に近い「made in Japan」を使用する。
49 昆夷道遠くしてまた通せず、世に切玉を伝ふるも誰か能く窮めん？宝刀近ごろ日本国出で、越賈これを

滄海の東に得、魚皮もて香木の鞘を装貼し、黄白間に鍮と銅を雑ふ。百金もて好事の手に伝入し、佩服し

て以て妖凶を禳ふべし。伝へ聞く其の国大島に居り、土壌沃饒にして風俗好しと。其の先、徐福秦の民を

詐り、薬を采りて淹しく留め、丱童老ゆ。百工五種これと与に居り、今に至るまで器玩皆精巧なり。前朝

に貢献し、屡しば往来し、士人往々にして詞藻に工なり。徐福行きし時、書まだ焚かれず、遺書百篇今尚

ほ存す。令厳にして、中国に伝ふるを許さず、世を挙げて人の古文を識る無し。先王の大典、夷貊に蔵せ

られ、蒼波浩蕩として、津に通ずる無し。人をして感激して、ために涕をせしめ、鏽渋たる短刀何ぞ云ふ

に足らん。中華書局 2001 年 3 月『中国古典文化基本叢書 欧陽修全集』第三冊 pp.766-767 より。
50 中国国際放送局日本語版 2012 年 10月 19 日より。
51 2012年 6月 26日、上海の陳さんにインタビューするときに入手した。
http://uniquevera.pixnet.net/blog/post/30092472-2012-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%97%A5%E5%A6%9D
%E5%BF%85%E8%B2%B7%E6%B8%85%E5%96%AE-%26-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%97%A5%E5%
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