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Ⅰ．まえがき―本稿の課題

ツーリズム理論では、近年、これまでの理論内容を発展的
に変革する主張が叫ばれている。その代表的書物の1つに、
インドの著名なツーリズム論者、シン（Tej Vir Singh）の呼びか
け・編集で2015 年に刊行された著『ツーリズム研究における
諸課題』（文献 S2）がある。この編著で注目されるべき特徴点
は、次のような執筆過程がとられ、編著の構成になっているこ
とである。
まず、現在ツーリズム研究の基本的問題のいくつかについ
て、編者シンが簡単な問題提起をする。これに基づいてそれ
ぞれのテーマについて世界的に最適と思われる論者が基調
論文的論考を執筆する。それを2～ 3 人程度の論者に送り、
それぞれに論考を書いてもらい、それをテーマごとに執筆者同
士で回覧し、確定して仕上げる。これを編集してシン編著は
出来上がっている。それに最終的に収録されている論考をみ
ると、このような執筆、編集過程が滲み出るものとなっている
ばかりか、各執筆者の論考では、当然ながら、当該テーマに
関する多くの文献が引用・参照されている。
つまり、このシン編著には、当該テーマについて現在世界

の最先端的所論が論争的に提示されており、当該テーマにつ
いて世界的論究状況を知るのに実に有用なものとなっている。
本稿は、同編著収録論文のうちでも、現代ツーリストはどのよ
うにとらえられるべきかという問題意識のもとに、関連する論考
を取り上げ、それを手がかりにこの問題に関する現代ツーリズ

ム論の基本的動向を管見するものである。
この点について、編者シンは、同編著冒頭の序言におい
て、次のように述べている。すなわち、ツーリズムは、近年世
界的に大躍進を遂げているが、基本的にはこのことに基づい
て、かつ、ツーリズム論以外の学問領域においてツーリズム研
究が盛んになっていることもあって、ツーリズムに関するこれま
での用語や規定で意味が変化しているものや、新しく出現した
り、逆に消滅したりしているものもある。そのためツーリズム関
連用語等では「奇妙なパラドックス的な現象（a strange paradox）

が起きており、少なくとも整理が必要になっている」（S3,p.1；以下

引用文におけるカッコ内は、他に断りがない限り、本稿筆者のもの）。
こうした問題の1つとして「ツーリストの概念規定」があると

して、まず、これを取り上げている。このうちの「ツーリストの規定・
定義」は、世界的に妥当するものとして、周知のように、世
界観光機関（UNWTO）で定めているものがある。これをみると（た
だしここではシンの記述に基づき、現規定の出発点になった1993 年の規
定が対象。S3,p.3）、まず旅行客は“ビジター（visitor）”と表記され、
（大要でみると）「ビジターとは、レジャー、ビジネス、その他の目
的のため、通常的定住場所を離れて、引き続き24 時間以上、
ただし1年を超えないで、旅行し滞在するものをいう。ただし
現地での報酬を得るものは除く」と規定されている。
これは、ツーリスト数の世界的な統計把握の必要性からも、
多くの国でツーリスト統計上の凡例的規定になっているもので
あるが（日本の場合は「観光入れ込み客統計に関する共通基準」（2013

研究論文

現代ツーリストの概念規定をめぐる諸論調
―現代ツーリストの特性はどのようなものか―

Conceptual studies on tourist today from the paradigmatic point of view

大橋	昭一

Shoichi Ohashi
和歌山大学客員教授、名誉教授

キーワード：ツーリスト、ポストツーリスト、ツーリズム動機

Key Words：tourist,  post-tourist,  tourist-motivation

Abstract：
There have been so many conceptualizations of tourist today that no unified theoretical definition is found. This paper 
surveys such characteristic conceptualizations that are represented by the concept of post-tourist, arguing the post-
tourist denote not only the tourist in post-modern, but also them in transmodern, the next stage to the post-modern.



Tourism Studies

観光学

02

02

年 3月改訂））、これでみると、まず端的には、それは正確には“ビ
ジター”の規定になっていて、“ツーリスト”の規定にはなって
いない点が注目されざるを得ない。
これは確かに、統計上、本来の“tourists”と“same-day 

visitors”とを区別して示すという事情があったためであるが（L2, 

p.28）、この点の問題点は、直近では例えばガーネム（Ghanem,J.）

の 2017 年の論文（文献 G）で取り上げられている。ガーネムの
いうように（G, p.14）、かつ本稿筆者の考え（例えば文献Ω1,p.3）と
しても、これはあくまでも統計用の「定義」であって、日常用
語上あるいは研究上などでは、これとは別のツーリスト（観光客）
の「概念」規定が必要なものである。
しかしこのようにツーリストについて「統計用の定義」と「一
般使用上の概念」とを区別するという考え方は、理論的には
あくまでも1つの考え方であって、これを良しとはしないもの、
すなわちこうしたいわゆる「統計用の定義」にも、それに照応
したツーリズム（観光）のとらえ方が前提となっており、両者を
区別することはできないという考え方が、当然ありうる。
2015 年シン編著は、こうした見解も斟酌し、まず冒頭にお

いて、この問題を広くとらえ、現在ツーリストの本質的特性を
解明しようとするのである。このためシンは、この点についてタ
イトル的には以下のような3点に論点を絞って提示している。
①「私はトラベラー、あなたはビジター、かれらはツーリスト。では、
ポストツーリスト（post-tourist）とは誰をいうのか」。
②「（現在における）ツーリストの性格はどのようなものか。それ
は『在俗的巡礼者（secular pilgrim）』か、『ヘドニズム的快
楽追求者（hedonistic search of pleasure）』か」。
③「ツーリストが旅行する目的は何か。それは『自己（self）

の発見か』あるいは『他者（the other）の探究か』」。
本稿では、このうち、上記で述べた本稿課題に基づき、①

と③を対象とする。まず①を取り上げる。ここでの要点は次
のところにある。すなわち現在、ツーリストは、端的にはポスト
モダン時代に照応したポストツーリストといわれることが多いが、
それは、妥当性があるのか、ということである。その基調論文は、
シン編著冒頭の第 1章第 1節になっている。執筆者は、イギ
リス・ノッティンガム大学のマッケイブ（Scott McCabe）で、その
論文タイトルは「現在ではわれわれ全員が『ポストツーリスト』
であるのか。ツーリスト・カテゴリー、アイデンティティおよび（ツー
リズムにおける）ポストモダニティとはどのようなものか」（文献M2）

である。
なお、参照文献は末尾に一括して記載し、典拠個所は文
献記号により本文中で示した。

Ⅱ．ポストツーリストという概念の有効性をめぐって

1．マッケイブの「ポストツーリスト」論

マッケイブは、その論文の冒頭で、事柄をどのような名称
（name）でよぶかは重要なことであるとわざわざ断っている。と
いうのは、名称が異なることは、そのものの意味（meaning）が

異なることであるとし、そのうえで、ツーリストについて近年の
動向をみると、今日ではこれをポストツーリストとよぶのが相当で
あると、提議している（M2,p.18）。
この場合マッケイブが前提としているのは、今日の社会は、

とにかくポストモダン時代といっていいという認識であるが、た
だしそれは、概ね1980 年代において本来的なものになったと
いう位置づけのものである。しかしポストモダンとしての特性の
現われ方は、時代により人により異なる。ツーリズムについてみ
ると、今日のそれに対し変革をもたらしているものは、確かにモ
ダニティの変化に根源があるが、しかしその場合変化の意味
は時代により領域により必ずしも一様なものではない、というの
である。
従ってマッケイブは、今日でも、それを完全に見分けること

は容易ではない、という。すなわちマッケイブによると、現時点
でも現実は、すべてが完全にポストモダンとしてはとらえられな
いものである（M2, p.19）。これが、この問題についてのマッケイ
ブの出発点たる認識である。そこで例えば、今日のツーリズム
では、例えばサスティナブル・ツーリズムの要請も考えて、スロー
ツーリズム（slow tourism）を推進すべきであるという主張がみら
れるが（L2, p.122）、マッケイブは、現在の動向としては、そのよ
うなものは正鵠を射たものではないと否定している。
そこでマッケイブは、ポストモダンあるいはポストモダニティと

いわれるものが、本質的にどのような特徴のものと理解すべき
かを提示しておくことが必要とし、少なくともツーリズムのあり方
としては、それは本来次の点にあるとする。すなわち、ポスト
モダンの根本は要するに「差異の消滅」にあるから、ツーリ
ズムでも人々の間における差異の消滅、端的には人々が他の
人 を々見知らぬものとは考えないようになるところ（de-exoticizing, 

de-mythologizing）にあり、それは技術の進歩、とりわけコミュニケー
ション技術の進歩により人々の間におけるコミュニケーションの
あり様が進化することにより可能になる。そしてこれにより「わ
れわれはわれわれ自身をよく知ることができるようになること」が
できるとする。ただしこうしたポストモダンの特色が一般的にみ
られるようになったのは、時期的にはマッケイブによると、1980
年代においてである。
すなわち1980 年代は、衆目のみるところ、ポストモダン的
傾向がさしあたり最初に一般的にかなり広まり、社会の耳目を
集めた時期である。ちなみに、ポストモダン論の代表的提唱
者の一人、リオタール（Lyotard,J.）が「ポストモダンとは、これ
までの大きな物語の終焉の時代」という有名な特徴づけを行っ
たのは1979 年のことであった（文献 L3）。
マッケイブは、この時期を境にして「ツーリスト、トラベラー、

ビジターという範疇の間においても注目すべき変化が起きてい
る。これには、旅行の時間や距離などの量的側面と、旅行
方法や旅行情報などの質的側面とがあるが、この両側面にお
いて、今日のような IT技術や交通技術に依存したツーリズム
時代が一応実現した。これはポストモダン的なツーリズムといっ
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ていい時代である。故にツーリストは、ポストツーリストと特徴
づけられるものとなった」と提議している（M2,p.19）。
このうえにたってツーリズム理論の研究状況をみると、まず、
こうしたツーリズムの変化、すなわちポストモダン化を背景にツー
リズム研究にも新しい方向が生まれたことが指摘できるとする。
それには、例えばアーリ（Urry,J.）を中心にしたモビリティの研
究（文献 U3）などが挙げられることがあるが、しかしマッケイブ
のみるところ、こうしたアーリらの研究は、例えば（このマッケイ
ブ論考が対象とする）ツーリストの類型化などでは大きな進展をも
たらしたものではなかった。それどころかアーリらは、ツーリズ
ム論本来の研究課題であるツーリズム関連的行動と、そうで
ない行動との違いを不明確にしたものであった、と論じている
（M2,p.20）。
そこでマッケイブは、いわゆるツーリズム研究の基本的立脚
点となる問題に目を向ける必要があるとして、次のように書い
ている。「このことは、いうまでもなく簡単なことではない。と
いうのは、こうした論議の土台には原理的に大別して『トラベ
ラーに立脚した理論方向（traveller construct）』と『ツーリスト
に立脚した理論方向（tourist construct）』との2種類があり、も
ともと前者の方がよりポジティブで、道義的により優れたアイデ
ンティティを持つ概念（a more positive and morally superior identity 

concept）とみられてきた。これに対し後者の『ツーリストに立脚
した理論方向』は圧倒的に蔑視対象的なもの（overwhelmingly 

pejorative）とされてきたためである。例えば研究者でも、その
研究分野を尋ねられた場合、ツーリストの研究というよりは、ビ
ジターあるいはトラベラーと答えることを好む者が多かった」
（M2,p.20）。
マッケイブによると、これには確かに、当時ツーリストといわ

れた人たちの様子や言動などにより助長された面がある。とい
うのは、当時ツーリストといわれたのは、一般的にはいわゆるパッ
ケージツアーの人たちが多く、そうした人たちの一律的な団体
的言動は一般にひんしゅくをかう場合が多く、こうしたツーリスト
は、他のトラベラーやビジターとは、言葉のうえでも別扱いとい
う場合が結構あったからである。
そこでこの問題を回顧的にみると、こうしたパッケージツアー

の人たちを中心にしたいわゆるツーリストの言動が、社会的一
般的に特段に奇異なものと感じられなくなったのは、マッケイブ
によると、1980 年代以降、すなわち広くポストモダン時代の到
来といわれるようになった時期においてであって、この時期以
降においてツーリストという言葉は、トラベラーやビジターと並ん
で市民権を得た。
それは“ポストツーリスト”という言葉においてであり、“ポス

トツーリスト”という用語には、“ツーリスト”という言葉を、“トラ
ベラー”などと区別されないものにする意義があった、というの
である。この点についてマッケイブは改めて、今日のツーリスト
は性格的にポストツーリストとして特徴づけられるのが正解とし、
その根拠には次の3点があるとしている（M2,pp.20-21）。

第 1に、現在のツーリストは、例えばパッケージツアー参加
者と一般の個別的ツーリスト（いわゆるトラベラー）との間におい
て、言動等において特段に区別がないものとなっていることで
ある。パッケージツアー参加者でも自由行動領域が拡大してい
るし、何よりもテレビなどによる画像的通信手段に依存する割
合が、両者において共通し、大になっている。
第 2に、ツーリズムの主たる訪問対象となる地域において、

特別にツーリスト用という所と、そうでない一般的な所の間で、
差異が小となり、街並み全体がミックス的なものとなっているこ
とである。少なくとも訪問客としてツーリズムしたいとする所は、
いまやパッケージツアー参加者かどうかにより変わるところは、
ほとんどない。
第 3に、こうしたミックス化の結果として、あるいはその前提

として、ごく一般的にいえば、人々の日常生活においても、ツー
リズム生活とのミックス化が進んでいることである。これこそは
一般にポストモダンの特徴といわれるものであるが、マッケイブ
によると、まさに1980 年代以降においてこうした時代が到来し
た、というのである。
ただしマッケイブによると、現在のツーリズムには次のような
問題点があり、その克服が当面の課題である。しかもそれらは、
ポストモダン化によって自動的に補正されるとは限らないもので
ある。つまり、ツーリズムにおけるポストモダン的把握には、下
記のような問題点があるというのである（M2,pp.24-25）。ここには、
ポストモダンのいわば規範的本質についてのマッケイブの考え
方がみられる。
第 1に、現在社会ではツーリズムにおいても、容易にツー

リズムに行ける人と、それが困難な人との分化があることであ
る。この状態をマッケイブは、今日社会における“二極分裂
化（austerity）”とよび、“排外主義的な力の作用（exclusionary 

forces）”と表現されるものであるとして、こうした状態は、現在
でも例えばアジア、南米大陸、アフリカ大陸で強くみられるもの
であって、現在社会では、それを克服したり、その力を弱化
することが喫緊の課題になっているとする。しかるに、ツーリズ
ム研究上でこうしたバランスある考え方（a more balanced focus）

をとるものは、ポストツーリスト論者でも多くないと論じている。
第 2に、ツーリズムの直接的動機となるものは、大別すると、

ヘドニズム的な本能的な欲求と理性的な真正性を求めるものと
があるとされていることにかかわるものである。この点について
マッケイブは、そのいずれが強く現れるかは、その時々の事情
やそれぞれの人の年齢を含む日常生活的な背景・基盤により
変わるものであるから、この点からいえばツーリズムでも、“役
割理論（role theory）”の考えにたつことが最適と考えられるが、
ただし適宜な補完などを必要とする、と提議している。
第 3に、全体的にみれば現在のツーリズムは、本質上、空

間的場所的な分離を助長する傾向を内有するといわれてい
ることにかかわるものである。マッケイブはこれを、ツーリズム
における「物理的および心理的なディメンジョン（physical and 
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psychological dimensions）の分離」傾向とよんでいるが、現在で
は都市住民のツーリストが多いことを考えると、その克服のた
めの1つの方策として、例えば都市ツーリズムの改革を考える
ことが有用としている。
以上のうえにたってマッケイブは、結語において、ポストツー

リスト概念の有用性を重ねて強調している（M2,p.26）。それによ
ると、今日のツーリズムでは、指導原理として、もともと（トラベ
ラーなどではなくて）ツーリストの概念が有効であったが、なかでも
「ポストツーリストというとらえ方（post-tourist construct）は、説明
上かつ理論上完全に有用な概念（a perfect useful explanatory and 

hence theoretical category）である。・・なかんずく役割理論的なと
らえ方では有用性が高い」とする。なぜならば、ポストツーリ
ストというとらえ方にはツーリストをある集団の一員としてとらえ、
その一員としての経験が、社会の一員というアイデンティティと
役割を認識させるうえにおいて有用であり、有効であるからで
ある、と主張している。
次に、シン編著においてマッケイブ論文の次に収録されてい

る、デュン（David Dunn）の論文を取り上げる。デュンはエジンバラ・
マーガレット大学所属で、舞台・テレビ関係の問題を専門とし
ているものである。デュンの論文タイトルは、「こうした人々が
一種の解決であった。ポストツーリストとグランドナラティブ（grand 

narratives）」（文献 D3）というものである。

2．デュンの「ポストツーリスト一般化は時期尚早」の主張

デュンは、マッケイブの以上のような基調論文的所論に対し、
まず、このようにあらゆるタイプのツーリストを今日においてポス
トツーリストとして一括し、同一のように扱うのは（the catch-all 

construct of the post-tourist）、非現実的で賛同できないとする。と
いうのは、デュンのみるところ、 “ポストツーリスト”と“ポストモ
ダン時代のツーリスト”とは、本来、別概念として提起されて
いるものであって、直ちに同義というものではないからである。
デュンによれば、何よりもまず、このことが明確に理解されてお
くべきである。これが、デュンの出発点たる根本的認識である。
このように“ポストモダン時代のツーリスト”とは別に“ポスト
ツーリスト”があるということになれば、それはどのような意味の
ものかが問われることになる。ところがデュンによれば、“ポスト
ツーリスト”という用語は、一般的あるいは常識的に意味が確
定しているものではない。従ってその意味が問われるような場
合には、「大学図書館で文献に当たらないと答えられない」と
いう状況にあるというのである（D3,p.28）。
一方、テレビなどの領域からすると、要するに、事実とバー

チャルとの収斂の動きがますます強まっているが、しかし現実
の動きをみるとポストツーリストというとらえ方には全般的には
不適当なところがある。そこで、このテーマ（シン編著における
上記３テーマ①）では、さしあたり次の3点が論点になるという
（D3,p.27）。
第 1に、ツーリズム研究は、根本的視点が“トラベラー”か

ら“ツーリスト”に移り、さらに（多くの論者の見解では）“ポストツー
リスト”に移っているといわれ、それが通常的なツーリズムの“グ
ランドナラティブ”とされている。しかしこれによると、一方では
大幅な還元（reductive）があるとともに、他方では重複があり、
実際上は多くが根底において“反ツーリズム（anti-tourism）”や
“ツーリスト迷惑視”に繋がるといってもいいものになる。
第 2に、ツーリズムについて旧来のグランドナラティブにとら

われず、例えばポストモダンなど新しい考え方があることが認
められる場合には、ツーリズムの需要・供給に基礎をおくライフ
サイクル論やモビリティ論などでは、“より対応性の高いモデル
（more appropriate models）”が必要とされるのではないか、という
問題がある。
第 3に、このことはツーリスト経験について一定の民族学
理論（definitive ethnography）は樹立されてこなかったことを示す
ものといわざるを得ないが、そのなかにおいてもメディア代表
的方法（media representations）に立脚した研究は進んでおり、
それによって「日常生活とツーリズム生活との区別消滅（de-

differentiation）」という方向における研究も進んでいるが、この2
つの生活は完全に合一しているとはいえないのではないか。
ここには、テレビなど視覚的メディア側からみた現在ツーリズ
ムについての現状把握が示されていると考えられるが、このう
えにたってデュンは、いわゆるグランドナラティブ的事項の現状
について、以下のように論じている（D3,p.27）。
まず、ここで問題である、トラベラーとツーリストという用語
についてみると、デュンのみるところ、両者の区別が今日では
なくなっているとはいい難い。これはひとつには、用語というも
のは、種 な々関係者が種 な々状況において自由に使用してい
るためである。ここで注目されることは、デュンがその一例とし
て次のように述べていることである。すなわちデュンは、ツーリ
ズムはマスツーリズムに関連して使われることが多いが、これ
は別にしても、トラベラーはハイソサエティの人々の旅行につい
て用いられることがある。これに対しツーリストは“プロレタリア
（proletarian）”的な人について用いられる場合があると書いてい
る（D3,p.27）。
これは、本稿筆者のみるところ、ツーリズム関係諸機関・諸
施設に今でも顕著に見られる、一種の階級制を反映したもの
ということができるが、デュンは、これがポストモダンにおけるツー
リスト概念にも影を落としており,「ポストツーリストの定式化に
おける明白なパラドックスの根源である」と評している（D3,p.28）。
これは、ポストモダン論者の考え方によれば、“ポストモダン転
回（the postmodern turn）”によって、旧来的な差異の消滅傾向
が作用し、例えば階層間における質的差異は消える（one size 

fits all types）はずであるが、ところがこうしたいわゆる還元主義
は、実際には、充分には浸透してはいないことを示すものであ
る。
それ故、デュンのみるところ、少なくとも今日では、ポストツー

リズムへの転化が起きているかについて、疑問が持たれる事
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態にあると総括されざるをえないものである。デュンはこの点に
ついて、それよりもまず、「ポストツーリストとは何か（what）」が
論究されるべき問題であるという。すなわちかれは、“ポストツー
リスト”という用語には意味上で不明確な点があるとして、こ
の問題は依然としてグランドナラティブ上の問題として論じられ
ることが必要というのである。
要するに、この問題についてデュンが言わんとするところは、
今日のツーリズムは、一般社会的には、基本的に依然として“ト
ラベラー対ツーリスト（traveller-tourist binary）”という二重性の世
の中にあり、“ポストツーリスト”は学界の一部で論議されてい
るだけのものというところにある。
しかしデュンは、多くの発展先進国の場合マスツーリストとい
われる人たちは、多くが“新中間層”といわれる人たちである
から、これらの人たちを“ポストツーリスト”とよぶのは意味あ
ることであるとしている。これによりこうした人たちのツーリズム
は“ポストツーリズム”とよばれることになるが、それは望ましい
ことであるとする一方、しかし“ポストツーリズム”という言葉自
体は特段に新しいものではないと書き、結語としている（D3,p.33）。
つまりデュンは、現在主流のツーリストには、確かにこれまで

にない新しいものがあるが、しかしそれを一括して今日において
“ポストツーリスト”（という新しいとはいえない、かつ意味が不確定な）
用語でよぶのは、当を得たものではない、というのである。
次にシン編著で収録されているのは、ポストモダン・ツーリズ

ム論の論客として名高い、イスラエル・ネゲブ大学のウリーリィ
（Natan Uriely）の論考である。その論文タイトルは「ポストツー
リストの研究：今後における研究のガイドライン」（文献 U1）である。

3．ウリーリィによる「ポストモダン概念の修正」の提起

ウリーリィは、その論文冒頭において、編者シンの呼びかけ
文に対し、その内容がすでに適切性に欠けていると批判して
いる（U1,p.33）。これは直接的には、そのタイトルにおいて“トラ
ベラー”、“ビジター”、“ツーリスト”が挙げられているのみで、
肝心な“ポストツーリスト”という言葉は実質上無視されている
ためである。ウリーリィによれば、こうしたことは、もともとこの
編著では、“ポストツーリスト”というものが軽視されていること
の現われであるというのである。
もっともこの点は、ウリーリィのみるところでも、ツーリズム研
究全体をみると、もともと非整合的なところがあった。例えば
1970年代以降において生起したポストモダン論やポストツーリス
ト論は、旧来的ツーリズム研究を一新するという意味があるも
のであったことなどは、充分に評価されることがないものであっ
た、と評している。
ただしウリーリィは、この点は、ポストツーリスト論の主張点が、
実際面では充分に有効でなかったという事情もあり、こうした
点が充分に斟酌されなくてはならいと主張している。すなわち
このことは、換言すると、ポストツーリスト論は充分な現実的妥
当性を示すことができず、理論と実際との間においてギャップ

があったことを意味するものであり、このギャップを埋めることが
当面の課題であるとウリーリィはいうのである。ウリーリィのこの
論考における根本的主張点は、ここにある（U1,pp.34-35）。
ちなみに、本稿筆者のみるところでも、ポストツーリスト論あ

るいはポストモダン的ツーリズム論というものは、ポストモダンと
いう言葉が人口に膾炙している割には、それほど広く知られ、
一般化しているものではない。ウリーリィのいうように、ギャップ
がある。ツーリズム論におけるこのギャップを埋めるためには、
ウリーリィは、次のことが必要と提議している。
それは何よりも、（ポストツーリスト概念の基礎になっているポストモ

ダンの概念そのものが、現実に不適合なものとなっていると理解されるか
ら）ポストモダンそのものの概念について再検討を行い、新し
い概念を提起する必要があるとするところにある。この新しい
概念はどのようなものかについて、ウリーリィは、（ポストモダン概
念の象徴というべきこれまでの根本的命題である）「差異の消滅（de-

differentiation）」は止めて、これを「再差異化（re-differentiation）」
に置き換えることであると主張している。これまでの「ポストモ
ダン＝差異の消滅」の命題は、現実的妥当性がないというの
である。
この点についてウリーリィは、次のように論じている。すなわ
ちポストモダン論は、周知のように、リオタールのいうところの『大
きな物語の終焉』で内包されている二者対抗主義的な考え
方、例えば男女別、ホストとゲスト、家庭内生活と家庭外生活、
日常生活とツーリズム生活という二重性（dichotomies）思考から
の脱却傾向を提唱するものであった。これに対し「私（ウリーリィ）
は、ここにおいて、学問研究の焦点を『差異の消滅』から『再
差異化』におくよう修正することを呼びかけるものである」とい
う（U1,p.35）。
これはいうまでもなく、ポストモダン論とは何かについての旧
来規定の放棄であり、根本的変化・修正が必要というもので
あるが、ウリーリィは、少なくとも今後のツーリズム研究は「差
異の存続（remaining difference）」や新しい差異の生成に焦点
をおくものであるが故に、（なんらかの根本原理から演繹的に出発す
るのではなく）あくまでもツーリズムの実際的経験のうえにたって、
いわゆるボトムアップ的に帰納的に理論構築をしてゆくものであ
り、一般に「土台立脚的理論（grounded theory）」といわれる
ものに志向する、と規定されるべきものとしている（U1,p.35）。
その際注目されることは、ウリーリィが、その提唱する「概
念の再構築（reconstruction）」の観点から、世界観光機関
（UNWTO）のツーリスト（直接的にはビジター）の統計用定義につ
いて1つの改革案を提議していることである。すなわちウリー
リィによると、「UNWTO統計でビジターとして計上されるもの」
には、大別すると「ツーリスティック目的追求のもの（touristic 

pursuits）」 と、それ以外の理由で移動したりトラベルをするもの
（other reason for movement or travel）」とがある。後者はさしあたり
総称的に「ハイブリッドなトラベルのもの（hybrid travel）」とよぶ
のが相当というのである（U1,p.35）。
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後者をハイブリッドとよぶのは、そのなかには旅行目的がビジ
ネス上のものや、個人的所用のものなど多様なものを含むが、
しかしこれらのものもなんらかのトラベル的行為をするものとし
て区別がないからである。もっともここには、前者のレジャー目
的追求的なものはトラベラーとはいえない。ツーリストというべき
ものである。これに対し後者は、ツーリストというよりはトラベラー
というべきものであるというニュアンスが滲み出ている。ただし
ここには、ウリーリィのいう再差異化の1つの具体例をみること
ができる。
他方、ウリーリィは、少なくとも今日では、これらの旅行者す
べてについて、なんらかの程度において“ポストツーリスト”と
して共通視できるものがあると主張する。というのは、今日では、
ツーリズム用手段が物的技術上でもサービス提供技術上でも
進歩し、ビジネス用のものなどでも、旅行は苦難のものではなく、
なんらかの楽しみがあるものとなっているからである。
ただしこの場合、ツーリスティック目的のものと、他の、例え
ばビジネス目的のものとでは、旅行もしくは滞在の必要度や緊
張度において、つまり旅行もしくは滞在のあり方において同じも
のとは言えないところがあるから、統計上の定義では別にする
のが相当というのが、ウリーリィの提議である。今日の旅行者は、
ウリーリィの規定によれば、すべてが性格上ポストツーリストとさ
れるものであるが、統計上は上記のように2者に区別すること
（差異化）が有用というのである。
ポストツーリスト概念の妥当性の問題は以上とする。次に、

ツーリズム経験の影響にかかわる問題で、ウリーリィがその1
つの重要事項として挙げているものに、ツーリズム後における
ツーリズム経験の作用の問題がある。この問題を本格的に論
じたのは、ウリーリィ自ら認めているように、ウリーリィが最初と
いわれる（U1,p.36）。これは、要するに、ツーリズム経験したこ
とが、その後（帰宅後）の生活や活動にどのような影響を与え
るかという問題であり、規範論的にはツーリズム経験は帰宅後
の活動においてそれ相当な好ましい意味ある影響を生むこと
が肝要ということを主張するものである。
この点についてウリーリィは、単なる「ツーリスト経験（the 

tourist experience）をすること」という考え方から「ツーリズムに
おける経験（experiences in tourism）を活かすこと」をモットーに
するよう転換することが必要と提起している。ここでいう「ツー
リズムにおける経験を活かすこと」とは、ツーリズムにおいても
単にツーリズム目的物などを鑑賞したという経験だけではなく、
接触した地元住民や非ビジネス的なツーリズム業務関係者な
どとの交流の経験などを活かすことをいう。これらの人 を々ウ
リーリィは総称的に“非商業的ホスト関係者（non-commercial 

hosting）”とよんでいる（U1,p.37）。そうした人 と々の交流経験が、
ツーリズム後の生活で活かされることが肝心というのである。こ
れは、外国訪日客が著増している今日の日本などでは大いに
論じられてもいいものである。
最後にウリーリィは、次の諸点を力説し、結論としている。

第 1に、ここでいうポストツーリストはあくまでも理論的特徴をい
うものであって、市場セグメントなどをいうものではない。第 2
に、理論的特徴としてのポストツーリストというものが機能しうる
ためには、ポストツーリズムは再差異化を基本理念にすると解
される必要がある。第 3に、ツーリズムは人的および物的な
多様な要素から成り立っているものであるから、ツーリズムの基
礎理論としては、例えばラトゥール（Latour,B.）らのアクター・ネッ
トワーク理論が有用である。アクター・ネットワーク理論は、約
言すれば、物事は人的アクターすなわち人的要素と、物的ア
クターすなわち物的要素との協働的一体としてとらえられること
が必要と主張するものである（詳しくはΩ3参照）。
シン編著におけるポストツーリスト概念をめぐる諸論調は以上

とし、次に同編著におけるテーマ③「ツーリストが旅行する目
的は何か。それは『自己の発見か』あるいは『他者の探究か』」
について考察する。まず、基調論文であるモスカード（Gianna 

Moscardo）の所論を取り上げる。その論考ではツーリズム動機
は、究極的には、マズロー（Maslow,A.H.）の欲求階層 8 段
階説に立脚するものとされている。モスカードはオーストラリア・
クィーンズランド、ジェームズ・クック大学所属である。

Ⅲ．ツーリズム動機をめぐって

このテーマについて編者シンは、編著冒頭における序文に
おいて、ツーリズム動機について「日常生活の細 し々た用務
からの逃避」を挙げるものが結構あるが、しかしこれは「回
答にはならない（most innocent）回答」といわざるを得ないと述
べている（S3,p.6）。つまりこれは、少なくともここでいうツーリズ
ム動機にはならない。ツーリズム動機には他にもっと適切なもの
があるはずである、というのである。この点は、以下のこのテー
マ諸論文を考察する際、承知しておくべきことである。またこ
こではテーマ上、従って用語上、トラベルとツーリズムとの区別
は必要な問題意識とはなっていない。最初のモスカード論文
のタイトルは「自己と他者の探究の旅」（文献M6）である。

1．モスカードの「高度な人間欲求充足」論

モスカードはその論文冒頭において、マキャーネル
（MacCannell, D.:文献M3）が次のように述べているところを紹介
している。それは、マキャーネルが現代西欧社会の特徴を次
のところに、すなわち疎外された個人は、他者の発見を通じ
て自己の生活にとって意味（meaning）あるものを見出すところ
にあると論じていることである（cited in M6, p.72）。
しかしモスカードは、それを全面的に可とするのではなく、
少なくともツーリズムでは、他者の発見ではなく、はっきりと自己
の発見を目指すものとすべきであるとする。すなわちツーリズム
の動機（reason）は、もとより多様であるが、モスカード自身とし
ては「多くのツーリストは主として自己自身を発見するためにツー
リズムを行う。ただしその場合、当人はそれを意識していない
ことが多い。また、こうした自己の発見は他者の存在を媒介
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することが多いものである」と述べ、これがシン編著における
モスカード論文の指導基線であると宣している（M6,p.72）。
このうえにたってモスカードは、人間の行動動機に関するこ
れまでの論説を、主として、社会学と心理学の分野について
究明し、ツーリズム動機として土台となるものは、現時点では
マズローの欲求階層説であるとし、それが旧来の5階層説か
ら、1960 年代・1970 年代に8 階層説に拡大されていること
に大きく依拠し（ここでは文献M4も参照）、結局、「ツーリズムは自
己の探究（search for self）のために行われるものである。ただ
しそれは、社会的諸条件に照応したものであり、従ってその
方法や仕方は多様なものである」という結論になるとしている
（M6,p.80）。
この点を論証するため、ツーリズム論におけるこれまでの論
説を検討すると、やはりまずマキャーネル説が対象になる。し
かしこれについては、以下のような問題点があるとする。すな
わちその論述でまず目につくことは、そこではすべてのタイプ
のツーリズムが対象になっているのではないことである。対象
になっているのは、いわゆる中間層の物見遊山的ツーリズム
（middle-class sightseers travelling）だけで、例えば（UNWTOのビジター

の定義にみられるような）ビジネス上や個人用務上のものなどは除
外されている。
そこでモスカードは、ここではさしあたり、こうした限界付き

ではあるが、「ツーリストとは、社会的に受け容れられる一貫し
たアイデンティティを展開することによって自己の生活を意味あ
るものとしようとするものである」というテーゼが確立されるとす
る（M6,p.73）。
このうえにたってモスカードは、社会学分野のものを考察す
る。ここでは例えば 1990 年のアーリの説（文献 U2）、1979 年
のコーヘン（Cohen,E.）の説（文献 C3）、1981 年の G.ダン
（Dann,G.）の説（文献 D1）、1982 年のイソ・アホルス（Iso-Ahols,S.）

の説（文献 I）、2010 年のソロン（Soron,D.）の説（文献 S4）など
が対象とされ、「これらの社会学的アプローチでは、ツーリズ
ム動機は自己の発見が中心的動機になっていることを確認でき
る」と宣している（M6,p.75）。
次いで心理学的アプローチが取り上げられる。ここでは、
例えばプログ（Plog,S.C.）の説（文献 P1）が対象になるとする。
そのうえで、プログのいうところに関連しモスカードは「人々が
その動機や決定のすべての局面を意識的に知っているという
前提は、正しくない」と宣している（M6,p.76）。このうえにたっ
てモスカードは、マズローの欲求階層説がツーリズム動機を説
明する根本的枠組みとして有用であるとするが、ツーリズム理
論における適用のされ方としては、次の2点を指摘しておく必
要があるとしている。
第 1に、マズローの欲求階層説は、周知のように、最初

1954 年に5 階層説として提示されたが、その後、8階層説
に拡張されている。このことが当然ツーリズム動機においても
反映されなくてはならないが、この点が多くの場合はまだ充分

なものとはなっていない、というのである。
ちなみに、1954 年に発表されたそれは、周知のように、人
間欲求（needs）には序列的に5階層があるとするものであった。
しかしそれが 8階層から成るものとされており、それらは低階
層からいって次のものとされている。
⑧　生物的・生理的欲求（biological & physiological ）、
⑦　安全（safety）の欲求、
⑥　愛と所属（love & belongingness）の欲求、
⑤　尊厳（esteem）の欲求、
④　認識的（cognitive）欲求、
③　美的なもの（aesthetic）の欲求、
②　自己実現（self-actualization）の欲求、
① 　超越的（transcendence）欲求。（超越的欲求とは、一言でいえ
ば、他人が自己実現をすることを援助するようなことをいう（M4,p.3））。
第 2に、モスカードによると、「これまでのマズローの欲求階
層説をツーリズム理論に適用する場合、多くの問題点があった」
といわれるものである。例えば旧来の5階層説の場合、とに
かくその全部がツーリズム動機に適用される（あるいは、されね
ばならない）ものとされ、休日にツーリズムに行くことが人間の（5
階層中の）生理的欲求に基づくというような説明もあった。モス
カードは、こうしたものは、人間のツーリズム欲求の本質的特
徴を理解していないもので、マズローの欲求階層説をいわば
機械的に適用しただけのものであるとし、こうしたものは到底
受け容れ難いと評している（M6,p.77）。
そこでモスカードは、マズロー説のこれまでの発展・拡大の
経緯をかなり詳しく紹介し、それを実質的な結語としているが、
ここにはモスカードのマズロー説に対する評価の高さが充分に
示されている（M6,pp.76-79）。つまりモスカードは、ツーリズム動
機ではこうした幅広い欲求動機を考え、人間欲求には少なくと
もマズロー説によっても、今日では以上のように8階層まである
ことが充分考慮されなくてはならない、というのである。
モスカードはそのうえで最後に、社会にはツーリズムを好ま

ない人もあることが認められなくてはならない旨を付け加えてい
る。それは、例えばツーリズムについて嫌な思い出をしたこと
がある場合などで、モスカードは、こうした人も存在することを
指摘し、最後に「現在の西欧社会では、旅行に出かけるこ
とを推進する強い社会的プレッシャーがあることは間違いない
が、しかし、ツーリズムが人間の根本的欲求を充たすうえで最
も効果的なものであるということは、言えない」と結んでいる
（M6,p.80）。
モスカード論文については以上とし、次にダン（Graham 

Dann）の所論を取り上げる。ダンはイギリス・ベッドフォードシャー
大学所属で、その論文タイトルは「トラベル動機となるものは、
自己か、他人か：単純に選択できるものか、選択はスポイルさ
れたものか」（文献 D2）である。同論文では要するに、ツーリ
ズム動機における自己性と他者性との調和的両立が目標点に
なっている。ただしここでは、テーマのうえからも、トラベルとツー
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リズムとの区別は、直接的な問題意識とはなっていない。

2．ダンの「第三者も入れたトラベル動機」論

ダンは、このテーマ②の基調論文であるモスカード論文に対
する批判、というよりは旧来からのツーリズム理論に対する反
省から出発している。ダンは、例えばモスカード論文で言及さ
れているイソ・アホルスの所論などは、個々のツーリスト・レベ
ルにおける動機の解明には大いに有用であるが、しかしマク
ロ的社会的レベルにおける解明は充分になされてはいないもの
とする。
つまり、これまでのツーリズム論は、ツーリズム動機の究明で

も、あくまでも個人としてのツーリスト中心という枠内にとどまるも
ので、視野が狭いものであったために、ツーリズムの影響といっ
た問題でも的外れといわざるを得ないものに終わっていた。例
えばブルンナー（Bruner,E.：文献 B）のように、人間はツーリズム
経験の後、人が変わったようになるが、しかしこれは、ツーリ
ズム地でツーリスト受け容れ作業をしている人には妥当しないと
いう論者がある。というのは、ツーリスト受け容れ地では、ツー
リストが去った後でも事態は変わるところがないからである。例
えばアフリカなどの超歴史的状態や歴史的進歩から取り残さ
れている地区では、ツーリストが去った後も事態は変わることが
ないからである、と論じられてきた。
しかしダンは、これは全く表面的な見方で、実際には「こ
れと反対のことが起きているのではないか」という。すなわち、
発展途上国対象のツーリズムのような場合、（発展先進国の住民
である）ツーリストたちは、実際には当該ツーリズムを経験しても、
それにより自己自身が変わることはほとんどないが、反対に、そ
うしたツーリズムの受容地の住民では、ツーリズムとの関係の
いかんにより大きな影響をうけているはずであると考えるべきで
あると論じている（D2,p.82）。
そこでダンは、ツーリズム動機の考量にあたっては、こうした
事情も勘案して、少なくとも関連する第三者も加えたスキーム
が必要と提議し、それを「第三者を加えることという原則（the 

principle of addo tertium）」とよんでいる（D2,p.83）。これは、一言
でいえば、例えばツーリズム動機を考えるような場合でも、関
連する第三者、つまり関連他者に対し与える影響も考える必
要があることを主張するものである。ただしここでいう他者、す
なわち第三者には、大別すると次の2者があるというものであ
る。第 1は、受け容れ地のツーリズム業務当事者はじめ（交
通関係機関など）ツーリズム実施上のすべての当事者（以下では
“ホスト要員”という）である。第 2は、同行のツーリスト仲間（以
下では“ツーリズム同僚”という）である。つまりダンの主張は、ツー
リズムとは、ツーリスト本人と上記 2者、計 3者のものの関わ
り合いのなかで行われると考えるべきことをいうものである。
この場合、これら3者の関わり合いには、ダンによれば、次
の8種のものがある（表 1）。つまり、ツーリズムはこうした関連
において、その影響、従ってツーリズム動機も考える必要があ

るというのである。

表 1	：ツーリスト自身と他の2種のツーリズム関係者との関

わり合い

番号 関わり合い（ツーリズム動機・意欲）の種別

1 当該ツーリストの動機にのみ関わり合い、他のツーリスト同
僚やホスト要員の意欲等には直接関わり合いがないもの。

2 当該ツーリストの動機とツーリスト同僚の意欲にのみ関わり
合い、ホスト要員の意欲等には直接関わり合いがないもの。

3 当該ツーリストの動機とホスト要員の意欲にのみ関わり合
い、ツーリスト同僚の意欲には直接関わり合いがないもの。

4 当該ツーリストの動機、 他のツーリスト同僚およびホスト要員
の意欲のいずれにも直接関わり合いがあるもの。

5
当該ツーリストの動機およびホスト要員には関わり合いがあ
るが、他のツーリスト同僚の意欲等には直接関わり合いが
ないもの。

6
ホスト要員の意欲には関わり合いがあるが、当該ツーリスト
の動機と他のツーリスト同僚の意欲には直接関わり合いが
ないもの。

7
他のツーリスト同僚とホスト要員の意欲には直接関わり合い
があるが、当該ツーリストの動機には直接関わり合いがな
いもの。

8 当該ツーリストの動機にも他のツーリスト同僚にもホスト要員
の意欲にも直接関わり合いがないもの。

出所：D2,p.84

このうえにたってダンは、ヴェブレン（Veblen,T.：文献 V）の“見
せびらかしの消費（conspicuous consumption）”にも言及し、これ
などは社会的なツーリズム動機の研究にとって重要な視点を与
えるものであるが、モスカード論文では触れられていない、こと
などを指摘している。
ダンの所論は以上とし、次にマッカーヒャー（Bob McKercher）

の論文を取り上げる。マッカーヒャーはカナダのツーリズム関係
専門家で、シン編著収録論文のタイトルは「ツーリストは自己
のためのもの」というものである（文献M5）。ツーリズム動機は
あくまでも自己主義的なものに尽きることを主張するものである。

3．マッカーヒャーの「ツーリズムは自己主義的なもの」とい

う主張

マッカーヒャーは、その論文冒頭において、学者は人間事
象を必要以上に複雑にするものであると述べ、そのうえでツー
リズムは要するに、「人間行動のうちで最も自分勝手なもの
（self-indulgent）、少なくともその 1つであって、ツーリズムは根
本的に自己主義的な（selfish）ものである。・・・端的いえば『私
はツーリストだから、私の好きなようにする』がモットーである」
という（M5,p.87）。
マッカーヒャー論文は、このことを一貫して主張するものであ
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るが、ただしマッカーヒャーによれば、「こうしたツーリズムにお
ける自己主義性は、肯定的積極的意味がないというものでは
ない。というのは、それは例えば、パワフルな行為やそのきっ
かけになることがありうるものであるからである。そうでなけれ
ば人間は、ツーリズムに行くことなどはないであろう」と論じて
いる（M5,p.87）。これが、この問題におけるマッカーヒャーの根
本的主張点たるものである。
ツーリズムがこうした形で、すなわち自己主義的な考えにた
つことによって、人間性の向上に役立つものであることは、マッ
カーヒャーによると、制度的には例えば、次の2点に立脚する。
ひとつは、それが自由を広め促進することである。例えばこれ
まで一般に公開されてこなかった所において、ツーリストに限り
公開することが始まり、全面的公開となることはよくあることで
ある。今ひとつは、アダム・スミスが指摘しているところの、“私
益即公益”のテーゼが働くことである。
人間行為が本来自己主義的なものであることについて、

マッカーヒャーが紹介している例をみると、例えばカルアナ
（Caruana,R.）／クレイン（Craine,A.）（文献 C1）では、他者志
向的理論でも自己主義志向性が全くないのではない。それ
が隠蔽されているだけであると論じられている。またコホラン
（Coghlan,A.）／フェネル（Fennell,D）（文献 C2）では、いわゆる
利他主義（altruism）には、その行為に見返りを求めるものが多く、
その本性は極めて利己主義的（egoistical）というべきものと提
議されている（cited in M5,p.89）。
さらにツーリズム論者についてみると、マッケイブは2005 年
の論考（M1）で、ツーリストには自らを他のツーリストとは区別さ
れたいものとする本性的な傾向があることを指摘している。ま
たこのことは、レイパー（Leiper,N.：文献 L1）では、ツーリズム
理論でも、ある旅行者をツーリストとよぶか、トラベラーとよぶか
について論議があるとされているところにはっきり現われている
とされている。
この場合、ツーリストとよぶものは、その旅行者が他の旅行
者となんらかの共同心をもつ者と考えられているが、トラベラー
という場合には、こうした共同心がなく、自己の力や事情だけ
で旅行する者という考えにたつものとされている。ところがドイ
ツのツーリズム論者、プレベンセン（Prebensen,N.）らの2011 年
の書における調査結果によると、旅行者の多くは、このような
意味における“典型的なツーリストではない”と答えている（P2, 

cited in M5,p.90）。

Ⅳ．あとがき―現代ツーリスト論のあり方によせて

以上で論述した現代ツーリストのとらえ方について、総括的
に第 1に注目されることは、少なくとも英語圏では、旅行者を
示す用語において、今日でもトラベラー（トラベルを含む）とツー
リスト（ツーリズムを含む）とを区別して使用するという慣例的な
考え方が強くみられることである。
ちなみに、ツーリストという言葉が最初用いられたのは、

1838 年、スタンダールによってであるといわれるが（G,p.11）、当
時盛んになりつつあった、旅行業者によるパッケージツアーの
参加者を、それまでの個人的なトラベラーと区別するためであっ
たとみられる。これに対し世界観光機関（UNWTO）における
旅行者の定義において主語がビジターとなっていることについ
ては、すでに一言したところであるが、時代的には第一次世
界大戦後の国際連盟時代の事情が根底にあったと考えられ
る。ここでは、本稿筆者としては、ツーリズムについては統計
用の「定義」と通常用語上の「概念」との区別が必要であり、
有用ということのみを再度指摘するにとどめる。
本稿で取り上げたシン編著における所論では、次に、現在

のツーリストについて、これを「ポストツーリスト（ポストツーリズム
を含む）」とよぶことが、当然のいわば前提とされているが、まず、
現在の社会を「ポストモダン」とよぶのは、果たして妥当であ
ろうか、 という問題がある。特に最近（例えば2000年代以降）では、
少なくともそれまでのポストモダンとは時代の様相が変わってい
るのではないか。
この点は、本稿で取り上げた論考のなかでも、ウリーリィの
所説に端的に表明されている。ウリーリィはポストモダン・ツー
リズム論の代表的論者とみられるが、そのウリーリィが、今や
時代のスローガンは、ポストモダン時代のスローガンである「差
異の消滅」から、「再差異化」に移行していると提議している。
これは、極めて重要な主張点である。
これまでの考え方でいえば、「差異の消滅」テーゼの適用
中止は、すなわち「ポストモダン」概念の適用中止と言わなく
てはならないからである。
そうとするならば、世界的論調の流れからいえば、今や「ト

ランスモダン」時代の到来というべきものとなる。そしてこのこ
とが、今や現実の問題として論じられるべきことを強く感じる。
トランスモダンという概念は、もともと1980 年代終わりに、スペ
インのマグダ（Magda,R.M.R.）により提起されたものであるが（Ω
2）、近年では2011 年、オックスフォード大学のティブス（Tibbs,H.）

により取り上げられ、1980 年代頃にモダンの時期から移行した
ものとして提議されている（T, pp.13,18,27）。
この場合マグダでは、トランスモダンは“モダン→ポストモダ

ン→トランスモダン”という歴史発展のトリアーデに立脚するも
のとされているのに対し、ティブスでは、ポストモダンという時
期はなく、モダンから直ちにトランスモダンに移行するものとされ
ている。そしてトランスモダンという言葉は、「モダンを通り過ぎ
たという意味（through（trans-） modern）」に基づくとされ、さらに
それは「サスティナビリティの時代（the era of sustainability）」と
も規定されるものとされている。 
それ以前にツーリズム論でも、トランスモダンについて、気鋭
の論客、アテルイェヴィック（Ateljevic,I.）らにより早くから取り上
げられているし（文献 A）、近年世界的に注目されている“ウェ
ルネス・ツーリズム（wellness tourism）”でも、トランスモダン時代
の先駆けと位置づける試みがある（Ω2、4）。世界の動向は、ツー
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リズム論でも、今やトランスモダンに関説することなしには論じ
られない。
ところでトランスモダンへの移行とともに、「ポストツーリスト」
という言葉は、変更が必要という見解があるかもしれないが、
本稿筆者としてはその必要はないと考える。というのは、例え
ば本稿で既述のデュンもいうように、もともと「ポストツーリスト」
と「ポストモダン時代のツーリスト」とは別概念であるし、ティ
ブスのようにポストモダンというものはないとする見解もあるから、
「ポストツーリスト」という言葉は、ポストモダンとは関係なしに、
「『脱ツーリスト』としてのツーリスト」るいは「『ツーリスト以降』
のツーリスト」という意味のものとして改めて概念規定され、ト
ランスモダン時代のツーリストとしても有効と考えられるからであ
る。
この場合トランスモダンは、本稿筆者の見解では、あくまで

もポストモダンが止揚したものであって、ポストモダンが一層進
展し、質的に別の規定のものになったものであるが、この点に
関連して、今日のツーリズム、つまりはツーリストのあり方につ
いて、編者シンが、同編著テーマ③の編者後書き（concluding 

remarks）で次のように論じていることが、極めて注目される。
すなわちシンは、「今やこの地球世界では、世界全体が生
存できるかどうかが現実の問題となり始めているということから
いっても、ツーリズムについて、われわれすべてが自己主義的
思考（self）をとるならば、ツーリズムは社会的に受け容れ難い
行為となるであろう。もしもツーリズム研究者たちがツーリズム（ト
ラベルを含む）は何故行われるかという問題について、これまで
以上に批判的にかつ注意深く（more critically and carefully）立ち
向かうことをしないならば、ツーリズムは悪しき慣習のものとされ、
どのようになってもいいもの（irrevant）となる危険がある」といっ
ている（S2,p.93）。
この点は、本稿筆者としては全面的に賛同するものである。
このためには、さしあたり国連で強く先導している“サスティナ
ブル・ツーリズム”の実践的展開がますます強く推進される必
要がある。ところがこれに対し、ツーリズム論の一部には、旧
来的な価値判断排除の方法論的立場にたって、サスティナブ
ル・ディベロップメントはツーリズムにはなじまないものであるから、
サスティナブル・ツーリズムは実際には不可能であり、神話とい
うべきものという見解がある。
本稿筆者としては、サスティナブル・ツーリズム論の始原になっ

た国連・ブルントラント委員会報告書にはかなり多様な解釈が
あることなどもあって、サスティナブル・ツーリズム論にもかなり
様々のものがあり、純論理的には「サスティナブル・ツーリズム
＝神話論」もありうると思われるが、しかしそれには、少なくと
も今日のツーリズムでは、時代的正当性がないと考える。この
主張は、価値判断否定の実在論的立場にたつものであるが、
しかし今日では、上記のシンの言葉からいっても、価値判断を
認める規範論的なアプローチが必須であって、これを否定す
る実在論的立場は時代錯誤的なものである。故にそうした主

張には、少なくとも今日のツーリズム理論としては、時代的正当
性がないと考える（この点についてはΩ１、第 2章参照）。周知のように、
社会現象における価値判断の可否は、時代のいかんにより論
者の立場のいかんにより変わるものである。
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