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観光思想論の展望

――現象学的観光研究に向けて――

清水賢一郎

北海道大学メディア・コミュニケーション研究院教授

1. 観光思想論？

観光創造専攻における 「観光文化論講座」の一員として，筆者は現在「観光思想論」の

名を冠した演習を担当している。この科目を担当するようになったのは 2014年度からで，

それ以前の講座名称は「国際地域文化論講座」であり，「文化をデザインする科目群」， 「地

域をマネジメントする科目群」と並ぶ「三位一体」構造の一角を構成する 「世界とコミュ

ニケートする科目群」の中の一つとして 「中国地域文化論演習」を担当していた。

国際地域文化論から観光文化論ヘー一この改称には一つの歴史が刻印されている。専攻

創設当初，正直に言うと（ほぼ）まったく観光研究の蓄積のなかったメンバーが「観光」

を掲げた科目を担当するには種々憚りがあり，いわゆる現実的考慮から， 五大洲式カテゴ

リ分けの， 各 「00地域文化論」の担当というかたちで専攻の全体にいささかなりと貢献

できれば， という立ち位骰の選択がはたらいた結果であった。

それが，いまや「観光思想論」である。われながら，よくぞ名乗った りと思うが， しか

しあらためて振り返っても「観光思想論」とはいささか変わり種である。だいたい，ネッ

ト検索をかけても，ほとんどヒットしない。「観光思想論」で「ググる」と筆者の授業科目

名が出てくるのみ。「観光思想」で検索すると，全国各地の観光協会が取り組む事業の一つ

として「観光思想の普及」を挙げている例が目につくくらいで，およそ学術的なところで

は大橋昭一の著書『観光の思想と理論』（大橋 2010)が近似する程度であろう。海外に範

囲を拡げればもう少しあるが，いずれにせよ，マイナーなサブジェ クトである。というよ

り，そのような確立した「知」が存在しているわけではない。

およそ知的な営みはつねに 2つの方向性を備えている。一つは常識の上（メタレベル）

に立ち俯厳的に世界を捉える方向で，ピラミッド型の構築性に優位性をもつ。もう一つ，

地面に這いつくばり，あるいは地下へと掘り進むベクトルがある。常識の自明性を根底か

ら問い直し，世界の基本的前提に揺さぶりをかけるような運動性であ る。後者はそれ自体

が運動体であ るため，原理上，その方法を固定的に確立しておくことは難しい。こうした

性格をもつ学問の代表は哲学であろう。これはピラミッド型とは相容れない。誰それ（哲

学者）の哲学（思想）はあるが，ピラミッドの頂点をなす「スタンダード」な哲学や統一

思想などというものは存在しない。哲学・思想は，なにか実体的な対象をもった学問とい
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うより，世界ないし現実に対する態度とでもいうべき姿勢の問題である（〈勢〉については

清水 2008参照）。観光思想論もまさにその意味で世界ないし現実の 〈勢〉を捉えようとす

るものである。

2. 現象学的還元という方法

いま「世界」とか「現実」とかいったが， これも実定的な対象として静態的に捉えるの

は適切でない。むしろそれは「現象」として見られるべきものである。ここで現象という

のは，現象学におけるそれを念頭に置いており，自然科学，例えば物理学がそうするよう

な，計測機器で数値化できる類いのものを指してはいない。目に見えないものを，いかに

とらえるか。ここに難所がある。

現象学的な方法論に親しみ，それを「わざ」として習得してもらいたいという狙いで，

今年度の「観光思想論演習」では，認知科学の立場から「身体知」の研究に取り組んでい

る諏訪正樹の著書（諏訪 2016) と「看護の現象学と自由の哲学」を副題にもつ村上靖彦の

著書 （村上 2016) をとりあげ， 3名の受講者と協働しながら読みこんだ。3名とも共通し

て身体性に深く関わる現象を研究しようと意志していたため，身体知ないし臨床的な実践

をいかに記述• 分析するかという方法論的意識に貫かれた諏訪と村上の著書を読みくらベ

ながら議論（対話）を重ねることで一一両著は現象へのアプローチで重なる部分を有しつ

つ，微妙なズレをも学んでいたため，まさにそのズレを奇貨 として一ー，教室空間に一つ

の〈現象〉を浮かび上がらせようという意図は比較的成功を収めた（と思う 。自画自賛）。

現象学者の村上靖彦は，現象学にとっての現象と自然科学のそれとの違いを，「ここ here」

という 場所（というより〈非—場所〉）を例にあげて説明する 。

「ここ」とは自分の体がある場所なのだが， それではピンポイントでどこを指すのか

考えても答えようがない。物理空間のどこにも私の「ここ」は存在しない。身体経験

は確かに空間的なものであるが，物理空間には特定できない。……身体の物理的な側

面に支えられているとしても「ここ」そのものは物体ではない。いいかえると，認識

された客体に対する〈ずれ〉において現象は生起する。（村上 2016:218)

現象は動く。特定のなにかに固定されず，「未規定的」で，本質的なあいまいさに彩られ

た経験が現象である。いわば「何かが 〈生き生きと動くこと〉が現象」であ り，「状況のリ

アリティを構成するのがま さに「現象」」なのである（村上2016:218-219)。

例えば私たちは旅先でふと，都会での日常生活よりも時間がひ どくゆっくり流れてゆく

ことに気づく。時計を見れば，秒針が正確に一定速度で動いているらしいことが確かめら

れるし，物理学的な次元ではそれは自明の事実に違いあるまい。しかし， 吉田健一が珠玉

の小説やエッセイ（吉田 1975;1976)で見事に形象化してくれたごと く， 「旅の時間」に
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は物体を超える何かが間違いなくある。「旅の時間」に生き生きと〈動いて〉いるもの一一

それが現象の一つの姿である。そうした現象の痕跡を吉田健ーは「ことば」で掬いとって

みせた。グラスを領け，紫煙をくゆらせながら。その意味で，それは吉田の「現象学」で

あった。私はそんなふうに『旅の時間』を，ためつすがめつ読み返す。吉田健一の小説は，

私の「観光思想論」の一つのお手本なのである。

3. 〈他者〉としての専門性

観光思想論は，観光の現象学として構想される。ただ，現象学は簡単ではない。現象は

それ自体，つねに特異で一回的な， しかも反復こそを本質とするような出来事である（そ

の点こそが吉田健一の作品群が見事に示した達成である）。しかも，原理的に，実定的な 「現

実」から〈ずれ〉ることこそをその定義とするような，認識論的布置かつ運動態―-W・

ベンヤミンが自身の「歴史哲学」の方法論として使用した概念を借りれば 「コンステラチ

オン（星座）」一ーである（今村 2000, また村上 2016:227も参照）。星座は天体の配置を

図像化したものであり，星々の地図のようなものである（として表象される）が，宇宙物

理学的にはおよそ意味のない配置である。現象は複数性に基礎づけられている。複数の（原

理的に次元を異にする）事象の〈あいだ〉の照応関係として織り上げられてはじめて意味

をもつ。そうした複数の事象の布置＝運動態ーーそれを中国では古来 〈勢〉と呼びならわ

してきたわけだが一ーを可視化するための方法論が，現象学の祖E・フッサールが編み出し

た「現象学的還元」にほかならない。村上靖彦にしたがえば， こうなる。

「現象とは，そのつど出現する経験的で特異な事象（出来事，経験，行為）の動きで

ある」と定義できる。しかし日常生活における私たちの視線は計測可能な客体に注が

れる。そしてまさに日常生活において注目される客体とはずれたところに現象は出現

する。このとき目につきやすい客体から，現象へと視線を向け直す作用のことをフッ

サールは「現象学的還元」と呼んだのである。（村上 2016:228-229)

このとき， しかし何よりまず重要なのは，現象のリアリティである。私たちの心を打ち，

響き合うような〈触発する構造〉（村上 2016:228)が現象のたましいである。その意味で

村上は「触発力を持つ現象＝リアリティが生起する構造」のことを「真理」と呼ぶ。そし

て， ここで死活的に重要な注意点は， ここでいう「真理」とは「（共通項や，典型的な事象

という意味での）普遍性ではない」ということだ。この意味での「真理」は，観光研究で

近年議論されているパフォーマティブ・オーセンティ シティの概念 (Knudsenand Waade 

2010) とも響き合うものと考えられる。

しかし，触発は必要条件であるにしても，それだけでは十分ではない。村上 (2016:230)

の極めて触発力に富んだ表現を借りれば，「現象はある種の「他者性」を帯びて登場する」
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のであり，いわば「自分自身の経験を「他者の」経験として分析している」ような距離感

ないし運動性が作動してこそ，現象の共鳴（レゾナンス）が現象学へと高次化を遂げるの

である。

今年度の「観光思想論演習」で，ある時，受講者の一人がみなに疑問を投げかけた。 「現

象（現場）で大切なのは触発であり，いわゆるオーセンティックな知（正解）を伝達した

り解説（インタープリテーション）したりすることでないとすると，観光の専門性とは何

なのでしょう」と。それ自体すぐれて触発的なこの問いに，教室はぴんと張り詰めた空気

に包まれたが， しばらく私たち 4名のあいだで多方向的なやりとりがなされた後，暫定的

な答えとしてたどりついた先 (destination)は，「自分自身の中にどれだけ多くの〈他者〉

を棲まわせることができるか」であったことを， とりあえず， ここに旅日誌 (journal) と

して記しておきたい。

4. 解釈学的循環を生きる

今年度の「観光思想論演習」で， もう一つ記憶に値すると個人的に感じたのは，最終回

に行った「人称」をめぐる議論である。諏訪 (2016)の 「身体知」研究では 「一人称研究」

が大いに称揚されていた一方で，村上 (2016) の「行為のプラットフォーム」の現象学，

あるいは「自由の哲学」に向けての「質的研究としての現象学」では「一人称性は現象学

の必要条件には組み込まれていない」（村上 2016:230) と「一人称性」は退けられ，「他者

性」あるいは「距離」の確保が強く主張されていた。時間の制約もあり，授業の中で，こ

の問題は必ずしも十分に深めることはできなかったのだが，そうした人称性の問題ないし

感覚は，現在，社会のあちこちで「問題」として噴出してきているように私には感じられ

る。

そうした感覚がビビッドに表出されているのは，様々なジャンルのアート（文藝）であ

る。なかでも「人称」ということでは，文学，特に小説が端的な表現の達成を見せている

ようである。ここではキーワード的なものを確認するに留めるが（機会を改めて詳しく論

じてみたいテーマである），渡部直己 (2014)の提示した 「移人称小説」論。それと呼応し

あう佐々木敦 (2014)の「パラフィクション」論。加藤典洋が柴崎友香の小説「わたしが

いなかった街で」の語り＝人称の構造をテクストの微に入り細をうがって分析した論考（加

藤 2016)等々。これらには，人称の「複数性」と「移動」を巡る現代日本社会のアクチュ

アルな感覚（とその変容）が静かに，あるいはダイナミックに横溢している。

ところで， ここまで「観光思想論」云々と臆面もなく言いながら，観光については棚上

げにしてきた。現象（学）も難しいが，観光の定義もまた難しい。ただ，まず一つ言える

ことは，あまりにも当たり前のことであるが (H・アレントの『人間の条件』などを引くま

でもなく），観光もまさに「複数性」を根源的条件としているということ。言い換えれば，

関係性である。
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ただ，関係は（これまた現象と同じく）目に見えない。ゆえにその取り扱いも，なかな

かに厄介である。人間が複数集まることで関係ができる。夫婦が子を授かる場面をイメー

ジすれば分かりやすいだろうが，関係ができあがっている中に，新たな個体が生まれる。

子どもは関係性のただ中に生まれ，その関係性の中で人間として育っていく 。これは同時

発生的，相互形成的な関係である。ニワトリとタマゴと同じで，議論が堂々巡りになって

しまう 。いわゆる「解釈学的循環」の問題である。これを「全体と部分」に置き換えるこ

ともできよう（あるいは G・ドゥルーズ風に「グローバル／ローカル」問題と言い換えて

もよい）。あるいは「全体を要素から成る相互聯関的なシステム」とみれば， これはシステ

ム論の問題ともいえるが，同根の問題を「制度化 institution」の問題として考えたのがM・

メルロ＝ポンティであり，それを精神医療の臨床の「現場」で実践的に発展させたのが F• 

ガタリであった（山森 2015)。

ただ，いま現在，いわゆる後期近代と呼ばれる時代において，人間とその関係性（社会）

を全体と要素といった二項対立的な視座から見る議論は，もはや十分な説得力をもちえな

くなっている。いわゆる近代においては，純粋で空虚な観察者の視点から社会を「対象化」

するような「超越（論）的視線」を，観察者の「外部」に調達していた当の視点は，いま

やそのような絶対的に「独立」したかたちでは成立しなくなって久しい。実際，私たちの

日々の暮らしの中で，社会の局所で生じているローカルな個々人の「生きる意味」が， 総

体的な社会秩序や社会構造にどのようなかたちで連接されうるのか。いわゆる若者だけで

なく，社会のあ らゆる層・領域において，そ うした問いがアクチュアリティをもって問わ

れ続けているのが現状であろう。

明らかに， これは難問である。ただ，これまた明らかに感受されるのは，いまや私たち

は， リアリティの感覚，あるいは社会との「関係性」における「触発する構造」への距離

感ないし運動性を，単にアタマで思弁的に操作するだけでは飽き足らず，身体性において，

「移動する肉体の体感」ともい うべきものを大切にしながら，ぽつぽつと， しかし着実に

「生き」はじめているという実感である。解釈学的循環をみずから主体的に選択しながら

生きる大学院生諸君との「観光思想論」の演習が，ますますおもしろくなってきているの

である。
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