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　観光の研究は、現在、世界的に実に盛んである。例えば、

英国では、２００６年現在、観光に関する学術雑誌は国内誌を

含め４０、観光に関するドクター論文は１９９０年から２００２年の

間に８倍以上になっている（!"#$５）。

　しかしその一方、観光の研究には理論がない（!"#$%&$"'(!)）。

事実の調査的なものに終わっているという声もかなり高い。

１９９０年にアプ（!"#$%）は、観光学研究では理論のないことが

最大の問題点であるとし、「実態調査的な段階から、理論的

研究の段階、すなわち理論的フレームワークのなかで研究が

行われる段階に移るようにしないと、１０年たっても進歩はない

であろう」と述べているが、これを１９９９年ペアース（!"#$%"&!'('）

／モスカード（!"#$%&'"()*+）は引用し、そのことは１９９９年でも

妥当すると確認している（!"#$４６）。

　こうした観光学研究の無理論性、無方法論性、無哲学的

思考性を強く指摘してきた一人にトライブ（!"#$%&'(）がある。

かれによって２００９年“!"#$%&%'"#()$*+&&,-&*#.*/%,0#&1”（参照

文献β）と題する編著が刊行された。これは、こうしたテーマ

のまとまったものとして恐らく最初のものと思われる。同書で

編者トライブは、今日のツーリズム研究における哲学的中心

問題として「真理」（!"#!$）、「美」（!"#$%&）、「道徳・倫理」（!"#$%&）

の３者を挙げている。真理は観光理論の認識論の問題、美

は観光客の求めるものが何かを問う、観光（客）の目的に関

する問題、道徳・倫理は環境保全と両立した観光の必要な

ど、観光（客）のあり方を問うものである。

　さらに、方法論に関連した試みが近年いくつか現われてい

る。例えば、観光学研究の大きな分野をなす地理学（的アプ

ローチ）で、２００９年、ツーリズム地理学（単数）からツーリズム

地理諸学というべきものに移行しつつあることを指摘する方

法論的論究が現われている（参照文献!）。これをみると、２０世

紀初頭ドイツであった商業諸学（!"#$%&'()''%#'*+",-%#）から商

業学（単数：後の経営学）への移行をめぐる方法論的動きが髣

髴とさせられる。

　本稿は、トライブの前掲編著や最近の方法論的論究に依

拠して、観光学研究の原理的、方法論的な諸問題につい

て、最近の国際的論調の動向を考察し、観光学研究の諸方

向について１つの整理の試みを提示するものである。

　こうしたいわゆる現代のパラダイムないしはアプローチとし

ては、本稿で取り上げているもの以外に、さらに少なくとも観

光客行動論（観光客満足論）、コミュニティ基盤ツーリズム論、

統合的ツーリズム論、観光（地）マネジメント論、観光地ライフ

サイクル論が挙げられなければならないが、これらについて

はすでに別稿で論じた（参照文献λ!τ）。

　本稿では最初に、トライブの所論をレビューする。それは

観光学を含む社会科学の根本的方法論について論じ、批判
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主義的見地（!"#$#!%&'$()*"+）がとられるべきことを主張したもの

である。トライブ自身の主張は２００８年の論考（参照文献α）で

展開されているが、２００９年刊行のトライブの前掲編著で、ア

イコル（!"#$%&'()*）も基本的には同様な主張を行っている（参

照文献!）。ここではトライブの２００８年論文を主たる対象とし、

アイコル論文を補足的にとりあげる。

　なお、本稿では英語の!"#$%&'をツーリズムもしくは観光と

適宜に表現していることをお断りしておきたい。!"#$%は権力

という意味を含むので「パワー」とはせず「力」としている。

また、参照文献は末尾に一括して掲載し、典拠個所は文献

記号により文中で示した。

Ⅱ!"#$%&'()*+,-.

　トライブは、まず、現在のところ、社会科学の場合、方法論

的には大別して次の３者があるとする（α!!"２４６）。

　第１は実証主義（!"#$%$&$#'()ポスト実証主義（!"#$!"#%$%&%#'）も

含む）である。これは自然科学的パラダイムといっていいもの

である。理論は実証可能な事実にのみ立脚することを主張

するもので、現在では多くの場合、まずなんらかの仮説をた

て、それが客観的事実により実証されたかどうかという方法

をとる。それ故、量的側面が前面にたつことが多く、質的側

面は反証可能性（!"#$%!%"&%#%'(）をもち、かつ価値中立性が必

要とされる。ポスト実証主義は、現実の実証性について厳密

性の基準がやや低いが、しかし少なくとも三段論法的実証を

必要とする。

　第２は解釈主義（!"#$%&%$#!'!()）である。これは人間行動

や社会的構成物等では意味と理解が重要であるという立場

をとり、自然科学のような純粋な客観主義的方法はとらない。

実証主義では人間はあくまでも客体としてとらえられるが、こ

こでは（行為の）主体として把握される。研究に際しては研究

者の主観は排除されなくてはならないが、研究対象（他の人

間等）との協働と対話が重視される。研究方法としてはインタ

ビューや観察、ケーススタディ、言動の文化層的究明（!"#

!"#）などが可とされる。

　関連して構成主義（!"#$%&'!%("#($)）は、トライブ論文では解

釈主義のなかに含められ、次の批判主義との中間的存在と

位置づけられているが、アイコル論文では、解釈主義とは別

のものとして扱われ、一言でいえば、社会的事物・事象（!"#

!"#$%&'($)）は自然的に与えられている所与というものではなく、

社会的に論議により（!"#$%&#"'()*）構成されるものと把握される

（!"#$７２）。

　第３（アイコル論文では第４）は批判主義である。これは、ト

ライブがツーリズム研究でもぜひ必要と主張しているもので

ある。一言でいえば、ハーバーマスらのフランクフルト学派に

始まり（!"#$７３）、なんらかの程度で批判的見地を前提とし、歴

史的リアリズム（!"#$%&"'()*&+()"#,）を理念とする。それ故、実

証主義や解釈主義とは根本的立脚点を異にする。この点に

ついてトライブは次のようにいっている。実証主義では第三

者的な、ある意味では単なる観察者的立場の貫徹を絶対的

前提とするが、批判主義は当事者的立場（!"#$%&'(#$)*&#(')#%+

!"#）を認めるものである。また、解釈主義に対しては、その解

釈が慣例的な考え方（!"#$%&'(&)*#"+&",-#".）のもとになされ、

事象の真の解釈とはなっていない場合があるという批判的態

度をとるものである（α!!"２４８）。

!!その際トライブは、その主張する批判主義的パラダイムが

近年ではキンチェルー（!"#$%&'(&)*+）／マクラーレン

（!"#$%&'()*）のまとめに最も明解に示されているとしてそれを

引用している!。これがトライブの主張する批判主義理論の

大要である。トライブはそのうえにたって、ツーリズムの批判

主義理論として特に問題となるものとして、ツーリズムのマネ

ジメントとガバナンスを挙げている。

!" !"#$%&'()*#+%,&
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!" #$%&'()*+,-.

関連キーワード命　　　題

力。闡明。社会構成。
正義。公平。フェミニ
スト。ジェンダー。排
外。抑圧。不平等。

!　批判的闡明（!"#$#!%&'()&#*+$(),()$）!
特定の社会的関連のなかで生まれる
勝者と敗者を明らかにし、こうしたこ
とを生み出す力（!"#$%）が作用する
プロセスの究明。

力。!　経済決定主義の否定：社会問題決定
要因には経済以外にも種々な要因が
あることの主張。

解放。自立性。代理・代
表。自由。ユートピア。

!　批判的解放（!"#$#!%&'()%*!#+%$#,*）!"
人間としての自立性と人間的機能の
度合いを向上させるようにすること。

価値。ハーバーマス。!　技術的合理性への批判的態度!"事実
と価値との分離。目的より手段に注
目することなど。

欲求。力。マルクーゼ。!　欲求（!"#$%"）!""欲求のインパクト
の解明や、力・合理性・感情との相互
関係の再検討など。

イデオロギー。コミュ
ニケーション。

!　イデオロギー!"支配的イデオロギー
やコミュニケーションの役割などの
解明。

ヘゲモニー。抑圧。グ
ラムシ。

!　ヘゲモニー!"支配力の浸透が可視的
な物的手段以外でもなされることな
どの解明。

コミュニケーション。
フーコー。

!　コミュニケーション力!"言葉は中立
的なものではなく、社会構成上の用具
であることなどの解明。

力。見る目（!"#$）。!　文化・力・支配!"大衆文化はコント
ロール手段として機能するものでも
あることなどの解明。

ヘゲモニー。イデオロ
ギー。

!　文化的教育!"文化は特定のヘゲモ
ニー確保の手段であることなどの解
明。

批判。批判主義理論。
グラムシ。アドルノ。
マルクーゼ。ホークハ
イマー。マルクス。

!　批判主義の一般的ドメイン

出所：α,p.２４７.



　マネジメントの問題では、ツーリズムでも経営（者）主義

（!"#"$%&'"(')!）イデオロギーが支配的となっており、批判理論

を展開することが必要であると強調する。すなわち、「批判

主義理論は一般慣例的なマネジメント方法をイデオロギー的

に批判し、より有意義な利害関係者分析をなしうる方法を生

み出しうるものである」（α!!"２４９）。ただし、ここでいう利害関係

者は、発展途上国では何よりも地元住民をいうものであり、本

来その土地で生きている人たちをいうものである。

　今１つの問題であるガバナンスとは、個々のツーリズムの

それではなく、世界的なツーリズム全体としてのガバナンスを

問題とするもので、トライブが論じているのは何よりもツーリズ

ムの安全性であり、テロリズムの脅威をなくす問題である。こ

の問題については、その時々や事件に応じて対処方法が提

示され論じられてきたが、トライブによると、それらはすべて

技術的な対処方法であって、根本的な解決方法とはなって

いない。根本的解決は、批判理論でいう批判的解放、すな

わち人間としての自立性と人間的機能の度合いを高めるとい

う方向でしか道はないであろうとしている。

　以上の諸点をみると、現時点におけるツーリズムの批判主

義的理論としては、結局、イデオロギーと力が最も重要な論

点となる。

　ところが、批判主義的理論は、トライブの調査によっても、

あまり広まってはいない。例えば、１９７４年から２００５年までに

刊行されたツーリズム・ホスピタリティ・レジャー・スポーツに関

連した文献４００種のデータベースによると、それに含まれて

いる論文や資料など３５!１９４点中、前記図表１の「批判主義

関連キーワード」についてヒットしたものは６５９点にすぎない

（α!!"２５３）。

　そこでトライブは、リレー（!"#$%&!'）らが２０００年に「４つの

ツーリズム学術誌掲載の論文について、量的分析方法と質

的分析方法のいずれを用いているかによってサーベイしたと

ころ、主流的方法は実証主義的方法であった」（!"#$１８０!"#$%&'"$("

α!!"２５３）としている結論を認めざるをえないとしたうえで、最後

に、現在のツーリズム研究上最も重要な課題は、大別すると、

次の２者であるとして、次のように述べている。

　１つは、交通や通信手段における技術進歩などのような技

術的問題である。今１つは、持続的発展、テロリズム抑制な

どのような安全性向上、グローバリゼーション化の進展、富の

偏在是正などである。

　前者は実証主義で充分対処できるが、後者は実証主義で

は対応できない。特に力とイデオロギーに関係した問題で

は、批判主義的研究が不可欠である。ツーリズムが技術的

な問題さえ解決できればいいという視点のみで推進されるなら

ば、経済領域で格差深化などがさらに進行し、「地球温暖化

により重大な影響が現れるよりも以前に、間違いなくツーリズムに

より人々の間で疎外感の進展がおき、ツーリズム自体の壊滅

的な消滅（!"#"$#%&'()!*+,-)$,）の時が来るであろう」（α!!"２５４）。

　実は、トライブの出発点となっているのは、現在、ツーリズ

ムが、一般的にみれば、無コントロール的な放縦的な状態

（!"#$!%$&!'#(!)）にあり、看過できないという認識である。広く現

代社会全般についてそうした状態にあることを、有名な論客

ギデンスは２００２年「ランナウェイ社会」（!"#$%$&'%(!)*）と特徴

づけているが、トライブはそれにならって現在のツーリズムを

「ランナウェイ・ツーリズム」とよんでいる。これは、トライブによ

ると、ネオリベラリズムの自由主義的・市場競争主義的・生産

力向上主義的思考に基づき、ツーリズムが自由競争的にあ

おられ、適正な発展が阻害されているものであるが（β!!"４）、

その統御のためには、何よりもツーリズムの理論、方法論的

確立が不可欠というのである。

　さらに２００９年の、直接的には英国のツーリズム高等教育

の現状を概括したアイコル／トライブ／エアレイ（!"#$%&'(）の

論文（参照文献!）では、ツーリズム高等教育が全くネオリベラリ

ズムの見地にたつ経営（者）主義に彩られたものとなってお

り、力・イデオロギーなどの分析に焦点をおくところの、社会

学や政治学等に見られる教育に変わるべきことを訴えている

（!"#２１４）。ただし、この論考によれば、トライブ自身の立脚点

が厳密には批判主義にあるのかポスト構成主義にあるのか

は不明確である。

　いずれにしろ、以上のトライブの所論で留意されるべきこと

は、そこで論じられているものが、ツーリズム論の最も根本的

な認識論的原理であり、方法論的原理の違いを問うものであ

ることである。これに対して、本稿後半の「Ⅴ!持続可能

ツーリズム・パラダイム論」以下でとりあげる論者の所論は、そ

のうえにおいて、いわば「問題のとらえ方の違い」を問題に

するものである。両者は、観光学方法論としてレベルが異な

る。

　学問方法論は、当然ながらまず方法論的原理により区分さ

れることを必要とする。トライブの所論に則していえば、実証

主義と解釈主義とは、根本的には現実所与の立場をとり、そ

の批判に志向する批判主義とは原理的に対立する。このよう

な現実理論と批判理論（次の規範理論も含む）との対抗は、社

会科学では多くの学問分野でみられる基本的な対立である。

トライブは、ツーリズム論についてまさにこの点の問題提起を

しているのである。

　一方、批判理論は、広くとれば、とにかく現実のあるべき姿

（当為）を論じるものであり、現実理論ではないという意味で

は、批判の観点が、トライブの挙げたもの以外にもありうる。

例えば、倫理的道徳的批判の立場で、こうしたものは広くは

規範理論として社会科学の多くの分野で主張されている。

それはツーリズム研究にもある。次に、この点を焦点とした最

近の論調を考察する。
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Ⅲ!"#$%&'()*+(,-

　ツーリズムの倫理性の問題は、近年では多くの場合、後述

の持続可能な発展のうち持続性命題に関連して提起され、

持続可能なツーリズム論の土台をなすものとして、ツーリズム

の現状批判、その道徳化あるいは倫理化の主張として展開

されている。ここでは、倫理的ツーリズム論の土台をなす倫

理の問題について、根本から改めて体系的に論じたフェンネ

ル（!"##"$$%&'）の２００９年の論考（参照文献!）を考察する。

　フェンネルは、こうした倫理もしくは道徳の土台をなすもの

は価値（!"#$%）であるとして、その体系的分析を行う。ここで

いう価値は広い意味のもので、人間行為の本源的動機となる

「値うちのあること」といったものであるが、ホッジキンソン

（!"#$%&'("')*+）に依拠して次の４つのレベルに分けるのが望

ましいとする。

　最低次のレベルは、自己の生存欲求あるいは快楽追求欲

求に志向した自己中心的価値観である。心理的には感情や

好き嫌いなどのレベルである。次に高次のレベルは、なんら

かの程度で他人との協調を前提にしたコンセンサス的価値

観で、自己以外のものについての認識、理性、考慮等を含

むものである。さらに次の高次のレベルは、結果をも考えた

結果的価値観で、理性等が働く。次の最高次のレベルは、

理性を超えた（!"#$%"#!&'$#(）、人間としてなすべきこと（!"#$%&'

!"#）に志向した、原理的（!"#$%#!&'）価値観である。

　この倫理の４階層は、マズローの欲求５階層説を髣髴さ

せるものであるが、ツーリズムを含む人間行為についてみる

と、行為の目的にかかわるものと、手段にかかわるものとに分

かれる。

　まず、人間行為の目的は、フェンネルによると、エウダイモ

ニア主義とヘドニズムとに大別される。エウダイモニア主義

はアリストテレスに始まり、一般的には精神生活の充実をもっ

て人生の目的とするものであるが、フェンネルによると、これ

を英語で表現すると“!"#$%&'(”を求めることをいい、実際に

は、過ぎたることをしないという中庸的態度（!"#$%&'(")）をとる

ことである。従ってツーリズムでは、開発し過ぎもよくないし、

開発不足もよくないという。

　他方、ヘドニズムは快楽追求主義といわれ、対象相手によ

り利己主義、利他主義、功利主義の３形態があるが、これは

端的には外部的な道徳的な批判がないものをいい、ツーリズ

ムでは、観光資源に対し自己中心的あるいは主観的な態度

をとるものである。これに対していえば、エウダイモニア主義

は客観的な普遍主義的な態度をとるものである。

　集団的レベルでみると、最大多数の最大幸福を志向する

功利主義が問題になる。功利主義は、中世のように善悪の

判断を宗教的戒律で決める時代から、それを一般人に取り

返したものという意味をもち、その歴史的意義は否定される

べきものではないが、今日の倫理的観点では最大多数の最

大の善（!"#$%&#'!#(!$%))*$+)&$!"#$%&#'!#(!$,!"#$%）として理解され

るべきものとなる。

　功利主義に関連しフェンネルは、今日のエコツーリズムに

対しても批判的見地を提起している。現在の形では、経済

的利得が一部の者の所有に帰し、真に環境保護のためのも

のとはなっていないとして、功利主義の立場からみても失敗

のものであると評している（!"#$２１８）。

　今１つの問題である人間行為の手段は、フェンネルによる

と、人間の義務論（!"#$%#&#'(）の問題で、具体的には倫理階

層の最高のレベル、すなわち原理（的価値観）にかかわるもの

である。その根源には４者がある。第１は宗教等である。

第２は社会契約的な規範で、人権宣言、憲法、当該団体の

綱領や規約などがある。ただし団体の規約等では順守をめ

ぐってトラブルがおきうることをフェンネルは充分認めている。

第３は、フェンネルがカント主義といっているもので、カントの

いう絶対的命令（!"#$%&'(!")*(+,$'"#(-$）をいう。第４は，フェン

ネルが実存主義（!"#$%!&%#'(#$)）とよんでいるもので、人間の

意志（!"#$%&''）に基づいた行為をいい、ツーリストが善良なる

信念（!""#$%&'()）に基づいて行動することをいう。

　一方、これに対して、こうした「ツーリズムの道徳化」（!"#$

!"#$!%#&'(&)(%&*+#$,）は、ツーリズムの果たしている経済振興的

役割や、一般庶民のツーリズムを求める欲求を貶置するもの

であり、認められないとする主張が、ブッチャー（!"#$%&'()*+）に

より提起されている。次に、これを考察する。

Ⅳ!!"#$%&'()*+,

　ブッチャーの所論は、２００３年まとまった著書として展開さ

れたが（参照文献!）、２００９年それを補足する論考（参照文献!）

が発表されている。かれの所論は、何よりも、ツーリズムのこ

れまでの歴史は、ツーリズムを一般庶民・勤労者たち（!"#$%

!"#$%&'((）に広め、民主化する（!"#$%&'()*'()$+）歴史であった

が、それは同時に、そうしたことに対する批判・反対の歴史

であったことを主張するものである。

　ツーリズムはもともと少数の富裕層の独占物であった。と

いうよりも富裕層でしかできなかったものである。近世になっ

て、端的には１８４０年代トーマス・クックにより一般庶民を対象

にした団体的ツーリズムが始まり、一般大衆も楽しめる日常

行為的なものとなったが、これに対しても、ツーリズムの品位

をおとすものという批判があり、トーマス・クックがそれに反論

するという一幕があった（!"#$３３）。ブッチャーによれば、「ツー

リズムの普及・拡大に対する批判は新しいものではない。庶

民がレジャー目的で旅行する現象が起きるつど、いつも起き

ていたものである。それは、ツーリズムを独占しておきたい

富裕層からの批判である」（!"#$３３）。

　近年におけるツーリズムの道徳化は、大別して、２つの観

点からなされている。第１に、これまでの大衆的ツーリズム、

!" !"#$%&'()*#+%,&

!"#!"



すなわちマスツーリズムは環境悪化をもたらしているから、こ

れを抑制する必要があるというものである。第２に、ツーリズ

ムを道徳化し、倫理的ツーリズムを体験すると、ツーリストは

ツーリズム以外の領域でも倫理的に行動し、従来の行動を自

省するようになるというものである。

　こうしたツーリズム道徳化の主張に対して、ブッチャーは、

それらは一般大衆にツーリズム抑制を呼びかけることによっ

て、一般大衆をツーリズムから締め出す作用をもつものと強く

主張する。少なくとも、客観的あるいは結果的にはそういわ

ざるをえないものであるという。この場合、ブッチャーの倫理

的ツーリズム批判は、理論的には大別すると、次の２つの論

拠に基づいている。

　第１の論点は、ブッチャーによれば、人間生活（!"#$%&"）の

根本は経済的なものにあるにもかかわらず、倫理的ツーリズ

ム論では、ツーリズムの果たしている経済的役割がほとんど

無視され、ツーリズムが文化的ないし環境的な問題に局限さ

れてしまっているところにある。例えばエコツーリズム等で

は、住民の経済生活改善の観点なしに、環境保持のみが叫

ばれることがある。そうすると、旧来の経済水準（多くの場合

低水準）からの脱却の観点が希薄になる（!"#$２５６）。

　倫理的ツーリズムにおける経済的側面の軽視は、かれによ

ると、現代経済の根本的動因がどこにあるかについての考え

方の変化を反映したものである。倫理的ツーリズムは、今や

それが生産領域にあるのではなく、消費領域にあり、消費

（者）の力によって経済のあり方を変えることができる時代に

なったという認識にたっている。ツーリストを含め消費者が倫

理的に行動することによって（!"#$%&'(%)*+,-!.$+-）、社会を変

えうるというものである。

　こうした消費者重視、あるいは生活（者）重視の考え方に

対して、ブッチャーは、経済が基本的に資本主義体制のもと

にある限り、消費者はあくまでも個人的存在であり、受動的な

ものであって、集団的には無力であり、経済の根本的な動因

となるものではない、と反論している。確かに、倫理的ツーリ

ズムでも、経済的側面はまったく無視されているのではない。

しかしそこで想定されている経済活動は、あくまでも環境に

適合した小規模なもので、住民の経済生活水準向上に役立

つものではない（!"#$２５３）。

　こうした点は結局、倫理的ツーリズム論では、環境（特に自

然環境）が根本的には発展・開発できない静止的なもの、固定

的なものととらえられているところに根本的起因がある。これ

が、倫理的ツーリズム批判のブッチャーの第２の論点であ

る。こうした自然の収容能力（!"##$%&'(!")"!%*$）は一定とする

考え方は、マルサスまで遡るが、これまでの歴史をみれば、

ツーリズム分野を含めて、収容能力は人間の営為により変わ

りうるものである。マルサスによれば「人間が問題」（!"#!$"%

!"#$%&'()*）であったが、今や「人間こそ問題を解決できる根

源」（!"#!$"%&'%("'#$)*+#,）とみるべきである、とブッチャーは力説

する。（!"#$５９）。

　ブッチャーによれば、自然を固定的なものとみる考え方も、

生産軽視、消費（者）重視の考え方の反映である。要する

に、倫理的ツーリズムは、人間の力に重きをおいているように

みえるが、実際には人間の営みの軽視という特色をもつもの

である。

　もとよりブッチャーは自然の保護・維持に反対ではない。そ

うした名のもとに行われる一般大衆のツーリズムからの締め

出しに反対しているのである。ツーリズムの大衆化は人類進

歩の一部分をなすというのが基本認識である（!"#$２５８）。それ

故、マスツーリズムに反対ではない。「マスの擁護」がキー

ワードの１つである。

　現在のような資本主義的市場体制のもとでは、それは大量

生産・大量消費体制に見合ったものであり、少なくともそうし

た体制のもとで労働し生活する一般庶民・勤労者に対して生

活の向上をもたらす有力な手段である、というのがブッチャー

の言わんとするところである。

　マスツーリズムの擁護論は、２００６年シャープレイ（!"#$%

!"#$%&'）によっても“!"#$%&%"'%#(&#)*++,(-./+0”の形で提起さ

れているが（!"#$%&"'&()*+１４７）、これらの主張は、直接的には、

ツーリズム道徳化の反対論である。広くは、現実批判に対す

る反論であり、経験論的立場にたつものである。従って、方

法論的にはトライブらの批判主義にも反対という位置づけに

なる。

　ところで、倫理的ツーリズムの推進論と批判論との対立に

ついていえば、両者はいずれも現代ツーリズムの本質を問う

ものであり、相対立する２つの考え方である。しかしいうま

でもなく、両者を統合したところに、すなわち一般大衆のツー

リズム欲求を締め出さない形で、環境保持を根本原則とした

ツーリズムが展開されるところに現代ツーリズムの課題はあ

る。マスツーリズムは否定されることはないが、旧来ややもす

ればみられた快楽追求的な環境無視的なそれは、大いに反

省されるべきである。この意味では現代ツーリズムについて

なんらかの批判的ないし規範的な立場をとることも必要という

ことになる。

　以上は基本的な認識論の問題であるが、次に「問題のと

らえ方」に関するいくつかの方法論的（パラダイム論的）試みを

考察する。最初にまず、「持続可能ツーリズム・パラダイム

論」とよぶべきものをとりあげる。これは支持者が多く、今日最

もオーソドックスなパラダイムといっていいものである。

Ⅴ!"#$%&'()*+,-./0+1

　今日一般に持続可能ツーリズム論といわれるものは、１９８０

年代国連が今日における発展・開発のあり方として提起した

持続可能な発展（!"!#$%&$'()*+),)(-./)&#）の命題をツーリズム

にあてはめ、そうした持続可能な発展の枠組みにおいてツー

!"# !"

!"#$%&'()*#+%,& !"



リズムがなされること、すなわち持続可能なツーリズムを指導

原理とするものである。

　まず、ここで前提になっている持続可能な発展は、図表２

のように概括されうる。一言でいえば、ツーリズムは環境保

持に志向し、その範囲内で行われるべきものであり、このよう

な持続可能なツーリズムによってツーリズム自体の持続的な

存在・発展も可能というものである。その際、多くの場合、資

源には大別して３種のもの、すなわち自然資源、文化的資

源（歴史的社会的資源等も含む。以下同様）、人為的資源（意識

的な人間営為による人工物資源等）があるとされ、資源維持につ

いて、例えば自然資源・文化的資源が人為的資源により置き

換えられることが一概に否定されるのではない。しかし置き

換えには厳格な基準が必要で、実際には置き換えできない場

合が結構ある。置き換えが可能な場合でも、少なくとも人為

的資源を含めた資源全体において減少のないことが必要とさ

れる（!"#$１７）。

　ところが、持続可能な発展の概念はもともと一義的なもので

はなく、ツーリズム研究分野でもかなりの論争（!"!#$%&$'()*#+",-

!"#$%&'()&）があるものである。何よりも論議の多いのは、国連

の規定等で持続可能な発展といわれるものには、持続性の

観点と発展の観点とが併存しているという点である。すなわ

ちそれは、一方では持続的な維持・保持という観点をもつも

のであるとともに、他方では、たとえその枠内であるとはい

え、発展・開発を認めるものとなっており、そのいずれに重点

をおくかによって実際的内容はかなり変わったものとなる

（!"#$３２５!"#$%&８）。

　さらに、持続可能な発展は、目的・目標（!"#$）を示したもの

ではなく、物事の進め方・プロセスを示しただけのものという

見解があり、それをめぐっても論議がある（!"#$７）。また、発展

の程度についても、環境保護を第一義とするエコツーリズム

などと、それよりも緩やかな基準で発展を考える「より広義の

発展」（!"#$%&"'()(*$+,$!-&'%&.&-#/0&,*）との間に論議がある。こ

の場合、エコツーリズムにしても経済的維持が否定されるの

ではない（!"##$%３２２!３２７）。

　これは持続可能な発展という命題の二重性もしくは撞着性

（!"#$!%!&）といわれるが、このため、持続可能な発展は理論

上でも実践上でも一義的なものではなくなり、多様なものとな

る。これは、この概念のファジー性といわれたりするが

（θ!!"４０）、もともと意識的に生み出されたものといわれる。という

のは、これは、発展をすべて否定するものと、発展の必要を

主張するものとの妥協点を求めて生まれたものであり、利害

や立場が異なる多くの人 に々とにかく受け入れられる概念とし

て案出されたものであるからである。それは環境保護につい

て積極的立場を放棄したものでもないし、発展を否定したも

のでもない（!"#$３２５）。

　ところで、持続可能なツーリズム論は、直接的には、旧来

のマスツーリズムによる環境破壊的行為の反省にたって、お

よそ１９８０年代に定着したものであるが、１９９０年ツーリズム産

業についてバンクーバーで行われた「グローブ９０会議」

（!"#$%&９０!"#$%&'&$(&）で合意されたところによると、その指導原

理はおよそ図表３の通りである。これは、直接的にはツーリ

ズム産業を対象にしたものとはいえ、経済的活動の１種とし

てツーリズム（産業）を正当化したものというニュアンスが強

い。

　かくて、持続可能なツーリズム論は、経済的側面を含んだ

全体的な（!"#$%&$'）観点をとるものであり、相反することがあり

うる二重の要請を含んだものとなる。一方では、ツーリズムに

ついて自然資源、文化的資源などの全地球的な維持を条件

!" !"#$%&'()*#+%,&

!"#!"

!"#$%&'()*+,-./0

!!基本原則
!　全体的アプローチ!　発展・開発は地球規模で、社会的、
経済的、エコロジー的観点を統合した形でなされること。

!　未来志向性!　人間・社会を含め環境の将来像を考えた長
期的視野にたつこと。

!　公平性!　資源使用について将来世代との間だけではなく
現在世代同士の間でも公平性・公正性を図ること。

!!発展性目的（!"#"$%&'"()*%+,"-).#"/）
!　すべての人の生活の質を改善すること!"例えば教育機会
の向上など。

!　基本的ニーズの充足：所得の向上よりも所得により消費で
きるものに視点をおくこと。

!　自立性の確保!　政治的自由の確保や、地域の自律的意思
決定の確保。
!　内発的発展の確保

!!持続性目的（!"!#$%&$'%(%#)*+',-.#%/-!）
!　持続可能な人口水準の維持。
!　再調達できない（自然）資源が減ることを最小にすること。
!　再調達できる資源の持続的使用を確保すること。
!　公害は環境同化能力の範囲内にとどめること。
!!持続可能な発展の必要要件
!　持続可能な生活に必要な新しい社会的パラダイムを適用
すること。

!　公平な資源使用に志向した政治的経済的システムを国際
的国内的に確立すること。

!　環境問題の新しい解決を絶え間なく追求する技術システ
ムの確立。

!　地方、国内、国際レベルで統合的政策を推進できる全地球
的な協働体制の確立。

出所:v,p.３２９.

!"#$%&'()*+,-./012

①　ツーリズムは、他の経済的活動と平等の地位にあるもので
あって、持続可能な経済発展の１つの分野である。

②　ツーリズムを他の経済諸部門との関連においてとらえ、分
析し、モニターするために、ツーリズムについて適切な情報
ベースがなくてはならない。

③　ツーリズムの発展は、社会の持続可能な発展と両立した形
で行われなくてはならない。

出所:v,p.３２７.



にしたものであることを求めるとともに、他方では、ツーリズム

について社会の全体的な発展の一部として適正な発展が図

られることを求めるものとなる。少なくともそれは、マスツーリ

ズムの禁止などツーリズムの一面的な制限を主張するもので

はない。

　ただしこれは、ツーリズムについて、持続可能な発展の観

点から時と所により多様な形や内容があることを基本的スタン

スにするものであるから、時と所によりマスツーリズム的な大

量ツーリズムを否定し、小規模な、例えばコミュニティ基盤

ツーリズム等が可とされることもある。しかし、すべての場合

についてこうした形のツーリズムを主張するものではない。

　持続可能なツーリズム論は大要以上のようなものである。

ところで他方、ツーリズムは、これをその物自体においてプロ

セス的にみると、自宅（準じる所を含む）における準備活動段

階→観光地への移動段階→観光地の滞在段階→帰宅のた

めの移動段階→帰宅後の総括段階に大別され、しかも各段

階の行動内容はかなり質的に異なり、観光客満足も段階ごと

に異なることを大きな特徴とする。これは観光のシステム性と

いわれるものであるが、観光は、通常の物品購入の場合と異

なって、このことを強い特徴とするから、ツーリズム研究の原

点はここにおくべしとする主張が早くから展開されてきた。

「ツーリズム・システム性・パラダイム論」である。ツーリズムの

システム性そのものについてはすでに別稿で論じたので（参

照文献π）、ここでは、その学説史的研究を展開している２００９

年のネットー（!"##$%&'(')参照文献!）の論考を中心に考察する。

Ⅵ!"#$%&'()*+',(-./0'1

　ネットーの所論は、結論を先にしていえば、ツーリズム研究

において理論がないといわれるのは、パラダイムといってい

いものがまだないためであるという認識にたって、現段階に

おいてツーリズム研究のパラダイムとなるものは、一般システ

ム論に立脚した「ツーリズム・システム性」（!"#$%&'(&)&!*'）で

あると規定し、その立場においてこれまでのツーリズム研究

を考察し、次の４段階に大別されうることを主張するもので

ある。

　まず、ツーリズム・システム論がパラダイムになる根拠とし

て、根本的には２点が挙げられている。第１にシステム的

研究は、ツーリズム研究で広く普及しているばかりか、研究

分野を広くとることができ、理論の有効性が大きい。第２に

それは、ツーリズムという現象のダイナミックさを最もよく説明

できる。ただし、この点については、ツーリズム・システム論

でも包括できない要因等のあることが認められるとしている。

ツーリズム・システム論というパラダイムからみた４段階の主

な特徴は下記のごとくである。

!　パラダイムであるツーリズム・システム性論という観点を

特に意識する以前の研究（!"#$!%"%&'()%*'+,!-%.#）!"この段階

では、一般的には、ツーリズムは１つの実体（!"#$#%）をなす

領域であることが認識されながらも、いくつかの学問の研

究対象となるものという見解がとられ、ツーリズム全体に適

用されうる１つの方法があるという考えは希薄であった。

ツーリズムの学際性は認められるが、１つの統一的方法に

よりそれが説明されうるものという考えはまだとられてはい

ない。

!　ツーリズム・システム論という観点で研究を行っている段

階のもの（!"#$%&'(&)&!*'(+,-&*）!　この段階の論者として挙

げられているものにまず１９６７年のクエルボ（!"#$%&'()*!!

!"#$%&"'&()*+５０）の試みがある。そこではすでにシステムという

言葉が使われ、ツーリズムは旅行代理店、観光地への交

通、ホテル、ガイド、レストラン等、土産物などショッピング

施設等から成る１つのシステムとして明確に提示されてい

る。クエルボでは、ツーリズムは何よりもコミュニケーション

のシステムとしてとらえられているが、一方、ツーリズムを

１つの事象（!"#$%&'(%&'&）として把握し、人間行動のシス

テムとしてとらえたものも紹介されている。

　　ネットーの所論では言及されていないが、これに入るそ

れ以後の論考には、一般的には、１９７８年のピザム

（!"#$%&'(）、１９９０年のレイパー（!"#$"%&'(）、とりわけ２００８年

のニール（!"#$%&'('）／ガーソイ（!"#$%&'()）の試みなどがあ

る。それらについては別稿で論じたので、文献等もそれを

みられたい（参照文献π）。そこにおいて、少なくとも観光客

満足についていえば、ツーリズム・システム性論が本来の

観光客満足理論を提示しうるものであるという私見を提示

している。

!　次の新しい段階への移行段階にあるもの!"これに入るも

のとしては、例えば２００３年のモリナ（!"#$%&'()*!!"#$%&"'&()*+５３）

の見解が挙げられている。モリナはツーリズムについて、

近代以前のもの（!"#$%&"'()）、近代のうち、概ね１９９０年代

までのもの（!"#$%&'）、１９９０年代以降のもの（!"#$%$"&'(#)）の

３者に分け、現代のツーリズム、すなわちポスト・ツーリズ

ムについて分析を試みているといわれる。また、ここに入

る論者には、アスカーニオ（!"#!!!"#$%&'!"#$%&"'&()*+５４）のように

ツーリズムは１つの学問分野（!"#$%&'$&"()"*(+,%#-）をなすも

のとしているものもある。しかしネットーは、アスカーニオら

の主張には学問的立証がないと評している（!"#$５４）。

!　ツーリズム・システム論を超えたり、それに代わるべき新

しいアプローチを提起しているもの（!"#$%"!&&'(!)*"&*!+$）!"

それには、本稿でとりあげているトライブとともに、批判主

義的理論の主張者としてネチャール（!"#$%&'()*)+,!"#$%&"'&

!"#$５４）らも挙げられている。ネチャールの主張は「批判的

認識論」（!"#$#!%&'()#*$(+,&,-.）で、ツーリズムの再帰的解釈

的批判（!"#$"%&'"()*+(&*,"!-!",),&'"(.!&,&/0!）に志向したものと

いわれる。ポストモダンの枠組みでツーリズムをとらえよう

とするものとしてはトリゴ（!"#$%&'()()(*+!"#$%&"'&()*+５５）が挙げら

!"# !"

!"#$%&'()*#+%,& !"



れている。トリゴはツーリズムとレジャーを新しい社会モデ

ルのもとに提示しているといわれる。

　この段階に入る論者にはそれ以外に種 な々ものがあろう

が、少なくともトライブらと並ぶものとしてはマッカンネル

（!"#$"%%&''()*）が挙げられるべきではないか。マッカンネル

はすでに１９８９年の著（参照文献!：２!"#$"%）で、ポストモダンも

視野に入れ、モダン（端的には２０世紀的後期資本主義）からポ

ストモダンには革命（!"#$%&'($)）がおこるとして、それには

通常いう意味での革命とツーリズムとがあるとしている。

　ここでいう革命とは、かれのいう社会の全体的なあり方、

すなわち多様な社会文化的全体（!"#$"#%&'%()&*+$,,-(-.'$)/

!"#$）の変革（!"#$%&'$('$&'）をいうが、この革命で図書や文

化は一新され、街も新しいモデルで作り直される。それま

で埋もれていた古いもので見直され脚光を浴びるものがあ

る一方、それまでもてはやされていたもので失墜するもの

もある。これはツーリストの好み・意識（!"#$!%"&$#'$$）に基

づくもので、ツーリズムはモダン社会を変革する革命の有

力な形態である、というのである（!"##$１０!１３）、いわば

「ツーリズムによる革命論」である。その際かれは、こうし

た考え方の理論的源泉としてヴェブレンや!"マルクスを挙

げており（!"##$１２!２３）、その著の書名を“!"#$!%&'()*+$,$

!"#$%&"'()$'*$+&"$,"-./("$012..”とすることによって、ヴェ

ブレンの“!"#$!"#%&'$%($)"#$*#+,-&#$./0,,”（１８９９年!小原敬

士訳『有閑階級の理論』岩波文庫）の今日版たらんことを示してい

る。

　以上で概括したツーリズム・システム論は、ツーリズムのプ

ロセス、その構成要素における違いに根本的視点をおくもの

である。これに対して、こうしたプロセスのなかで進む内容

に視点をおくと、ツーリズムは何よりも人 （々ツーリスト）が出発地

（多くは自宅）から観光地に移動すること（往復）を特徴とする。

観光の根本をなす旅行は、本来、移動を根本的メルクマール

とする。そこで、ツーリズム研究の基本を移動におくべしと主

張する「移動性（!"#$%$&'）パラダイム論」が有力な考え方とし

て登場している。これにも多くの論者がいるが、２００９年それ

をまとまった形で提示したものにハンナム（!"##"$%&'参照文献

!）がある。ここでは、ハンナムはじめ諸論者の所論に依拠し

て、移動性パラダイム論の特性を考察する。

Ⅶ!!"#$%&'()

　ツーリズムの隆盛を含めて、現代社会の全般的特徴を人

間および物財の移動性に求める見解は、アーリ（!""#$%&'参照文

献η）やクレスウェル（!"#$$%#&&'()*参照文献!）などにより、ツーリ

ズムを超えた社会学的研究のパラダイムの１つとして精力的

に展開されている。それは現代社会全体をとらえる有力な

キーワードの１つである。

　この場合、移動性は、例えばアーリでは、組織された資本

主義（!"#$%&'()*+$,&-$.&/0）から組織揺らぎの資本主義（!"#$%&

!"#$%&'()"*$+",$-.）への移行にともなって（詳しくは参照文献κ）、人

間や物財の土地拘束性が弱まり、流動的、可動的になったこ

とをいうものであり、一言でいえば、土地への埋め込み離れ

（!"#$%&$!!"'(）、場所移動（!"#$%&'()(*+）をいう。長時間にわた

り一空間に拘束されることが弱まるから、空間の一時性（!"#$

!"#$%&'$"(）であり、時間の空間化（!"#$%#&%'#$%()*）でもある

（!"#$１０２）。

!ハンナムによれば、この場合、移動性には３つのレベルが

ある。第１は、物理的に移動するという純粋な意味での動き

で、経験的領域のレベルである。第２は、移動により考え方

や価値観なども変わるという意味のもので、思想的レベルの

ものである。その眼目は、移動の自由があってこそ人間の

自由（!"##$%&）は実現されるというところにある。近代におけ

る自由な人間は移動に自由があってはじめて現実のものと

なったとみる。この意味で移動をとらえると、移動はさらに高

次のレベル（第３のレベル）のものとなる。

　ここでは、移動こそ人間性を具現化したもの（!"#$%&!%）で

あり、精神性（無形性）と有形性（肉体的移動の側面）とを統合し

たプロセスとして把握されるものとなる。この第３のレベルの

ものが移動性・パラダイムの前提をなす。

　ツーリズムに視点をおいた場合、その移動は何よりも、ツー

リズム先で定住するものではなく、出発点（多くは自宅）に帰っ

てくることを特色とする。この点からすると移動は、移動先で

の定住を前提とする移住と、ツーリズムのように移住ではな

い、単なる旅行とに大別される。

　後者は、前者と区別される場合には、ノマド（!"#$%&周遊

者）もしくはノマドロギー（!"#$%"&"'(）といわれるが、移住が再

住所化（!"#"!!$#%!$&'$(&#$%)）であるのに対して、ツーリズム等は

住所離れ（!"#"$$%#&$%'(%)'#%&*）という特色をもつ。従ってツーリ

ズムは定住性（!"#$%&$'(）を克服するのに有効なものである。

定住性とは１つの国や地域の社会的側面や歴史的文化的

側面を含めてそれに浸り、その優先性に固執したりするもの

である。それ故、ツーリズムはホスト国（地域）対ゲスト国（地

域）の対抗性をなくすにも有用なものと位置づけられる。

　ただしこの場合、移動性パラダイム論の根本的主張は、

ツーリズムと他の移動とが本質的には区別されないものとす

るところにある。ツーリストを移動者一般としてとらえ、そうし

た移動性進展による社会の特性を究明する。そこで移動性

論議には次の３点の論議が含まれるものとなる（!"##$２!１１）。

　第１に、例えばツーリストの増加の反面には、ツーリズムに

行けない人たち、すなわち非移動性（!""#$!%!&'）の増加があ

り、移動性は非移動性と対（つい）をなすものではないかとい

う問題である。第２に、移動性は技術的にはテレビや携帯

電話等の映像通信技術の進歩と一体のものであり、それによ

りバーチャル・ツーリズムが進展するが、それは実際のツーリ

ズムにどのような影響を与えるのかという問題である。第３

!" !"#$%&'()*#+%,&

!"#!"



に、移動性の進展は大気汚染など地球環境悪化が伴うから、

結局、「ツーリズムの終焉」（!"#$%&$'%()*+,）を招くのではないか

という問題である。

　「ツーリズムの終焉」という言葉は、もともと１９９４年アーリら

により、組織揺らぎの資本主義への移行にからんで、マス

ツーリズムに典型的にみられるような集団で観て廻るような

ツーリズムは終わったという意味合いで用いられたものである

が（!"#$２５９!ζ!!"１４７）、移動性パラダイム論でも無条件的なツー

リズム振興論が主張されているのではない。

　

Ⅷ!!"#$%&'()*+,-.,/0

　以上からもわかるように、ツーリズム研究の方法論的立場

は実に多様である。こうした状況に対して、近年では２００７

年、チャンバース（!"#$%&'()*+）は、現時点で観光学研究の

切り口となるパラダイム（!"##$%&'()&(*+,-,)$&.）といえるものとし

て、次の５つのものがあるとしている（参照文献!）。

　第１は、ツーリストの「本物・実物志向」（!"#$%&#'('#)）にかか

わるもので、１９７３年マッカンネルにより、それは結局「演出さ

れた本物・実物」を出るものではないことが主張されたが（参

照文献!"#参照文献!に収録、詳しくは参照文献τ）、それを契機にツーリ

ストの見るものは果していかなるものかが論じられ、最近では

ツーリストは「何かを見ること」よりも「ゲームを楽しむこと」に

重点があるという主張がなされているものである。

　第２は、アーリの１９９０年の著（参照文献ε）を代表的所論と

するところの、ツーリストでは「見る目」（!"#$）が違うことを主

題とするものである（核心部分は参照文献σ、τで考察）。これは影

響力が大きいものであるが、ツーリズムではそれ以外に、物

的なものや肉体的なものが重要な位置を占めるという反論が

あり、アーリでも前掲著書の第２版（２００２年）で修正を行って

いる（ε!!"#$%&#'()'(*#'+#&),-'.-/(/),0'1234２３６）。

　第３は、１９７７年スミス（!"#$%&'(）らにより提起された「ツー

リスト!先進国住民、ホスト!発展途上国住民論」（参照文献!）

を骨子とする「ホスト・ゲスト論」（!"#$#%&'(%)*+#$）である。先進

国と発展途上国との経済的依存関係を中心的論点とするも

のである（核心部分は参照文献ρ、σで考察）。　

　第４は、１９８０年バトラー（!"#$%&'()*)）が提示した観光地ライ

フサイクル説（参照文献!）を中心的論点とするものである（詳し

くは参照文献μ）。

　第５は、１９９３年プーン（!""#$%&）により提起された「古い

ツーリスト、新しいツーリスト論」（参照文献!"参照文献μで言及）を契

機とするもので、１９６０年代・１９７０年代のマスツーリズム全盛

時代と今日とでは、ツーリストの性格が変わっていることを出

発点にして、ツーリストの動機や行動等を主たる論題とするも

のである。

　チャンバースの以上の試みは、現時点で強い論点となって

いるものだけに絞られたものである。チャンバース自身こうし

た性格のものであると断っており、さらにこうした分類の試み

は必然的に歴史的に限定されたもの（!"#$%&"'()*'%+$"+,-+$）であ

り、かつ、ある文化に限られたもの（!"#$"%&##'(!)*$+*,-*$）である

としているが（!"#$２３４）、一般的なパラダイムの整理としては、

対象が狭く、不充分なものである。今日の観光学研究の方

法論的理論的諸方向としては、少なくとも一般的には、例え

ば経験理論と批判（もしくは規範）理論との区別が必要である

し、持続可能ツーリズム論やコミュニティ基盤理論等もそれ相

当な位置を認められるべきである。

　その一方、２００５年には、ツーリズム研究をモダン理論

（!"#$%&'()）とポストモダン理論（!"#$%"&'()*$+）に分ける試みが

ユリーリィ（!"#$%&'()*参照文献δ）によって提起されている。ただ

し、そこでいわれているモダン理論とポストモダン理論は、少

なくとも現在のツーリズム研究では、概念的かつ時期的に明

確に区別することが困難で、概括的な区別しかできないとユ

リーリィが断っているものである。そのうえでかれは、モダン

理論とポストモダン理論との違いの一例として、ツーリストと

非ツーリスト（日常的生活従事者）との区別の問題を挙げ、モダ

ン理論では両者の区別は必要であり、可能なものとされてい

るが、ポストモダン理論ではそうした区別はできない時代と

なっており、理論上も区別は必要がないと主張されるもの（区

別の消滅：!"#$%&'()*$(+%&,-!"#!+..")"&(+/(+%&）になっているとしてい

る。ポストモダン理論の有力な主張者であるアーリやラッシュ

（!"#$%&'）も、区別の消滅をポストモダンの第１のメルクマール

として挙げている（ε!!"７５!!"）。

　観光学研究における理論的方法論的整理の試みは以上に

尽きるものでは毛頭ないが、少なくとも以上のような現状をみ

ると、アメリカ経営管理論について１９６０年代クーンツが、そ

れをジャングル状態と評したことを髣髴させるものがある（参

照文献!）。クーンツはアメリカ経営管理論を６つの方向に整理

している。それに倣ってチャンバースやユリーリィの試みを参

考にして、主として本稿とこれまでの拙稿でとりあげてきたも

のを対象に整理をすると、概ね以下のような分類ができる。

ただし、クーンツのそれが根本的には方法論的観点からの整

理ではなく、多分に便宜的なものであったと同様に、これも方

法論的に厳密なものではなく、便宜的なものである。

　まず、学問方法論の土台をなす認識論的原理を問うもの

と、モダン・ポストモダンのように時代思想的相違に立脚する

ものとは、方法論的レベルがそれ以外のものとは異なるから、

これらを３大種別として、そのうえにたって区分すると、パラ

ダイム的なものとしては以下のようなものがあるといえる。

　［Ⅰ］!認識論的原理の違いによる分類

　　!　現実理論

　　　!　実証主義理論

　　　!　解釈主義理論

　　!　批判理論

　　　!　批判主義理論

!"# !"

!"#$%&'()*#+%,& !"



　　　!　倫理的道徳的（規範的）理論

　［Ⅱ］!時代思想的な違いによる分類

　　!　モダン理論

　　!　ポストモダン理論

　［Ⅲ］!問題のとらえ方の違いによる分類

　　　!　観光原理論

　　　!　持続可能ツーリズム論

　　　!　統合的ツーリズム論

　　　!　ツーリズム・システム論

　　　!　移動性論

　　　!　観光客行動論

　　　!　コミュニティ基盤観光地コラボレーション論

　　　!　観光地ライフサイクル論

　以上のシェーマに入っていないもののうち、例えばトライブ

の２００９年前掲編著で３大領域の１つとして挙げられている

「美」の問題、あるいは「本物・実物志向」については、文化

的観光（!"#$"%&#'$("%)*+）として大きな分野を占めるが（参照文

献τ）、文化的観光等は、観光の形態（!"#$）による区分で

（!"#１０）、それにはさらに、例えばエコツーリズム、周辺地観

光、農村観光、都市観光、山岳観光、サハリ観光、海洋観

光など種 な々ものがある。

　また、依拠する既存学問分野の違いの問題がある。これ

はアプローチの違いとして表現しておきたい。例えばサービ

ス（論）的アプローチ、経営（学）（マネジメント）的アプローチ、

経済（学）的アプローチ、社会（学）的アプローチ、地理（学）

的アプローチ、芸術（学）的アプロ－チ、自然科学的アプロー

チ等である。なお、チャンバースの挙げたホスト・ゲスト論は

経済（学）的アプローチの問題であるし、プ－ンの観光客論

は観光客行動論の問題である。

　観光学は、本来、これら諸アプローチを統合したものであ

るが、これらの諸アプローチがあることは否定されるものでは

ない。そういう意味からも、本稿で提示した前記［Ⅰ］、

［Ⅱ］、［Ⅲ］で前提にしているものは、これらの諸部分的アプ

ローチを統合した観光学それ自体の方法論的理論的諸方向

である。

　ただし本稿では、パラダイムとアプローチという言葉を厳密

に用いているのではない。ちなみに、今日最有力のパラダイ

ムとみられる持続可能ツーリズム論についても、それは実際

にはうわべだけの「ベニヤ板持続可能性」（!"#""$%&'&()*#)+*,*(-）

に終わっており、パラダイムの確立（!"#"$%&'()*%+,）といえるも

のではく、「パラダイムもどき」（!"#"$%&'()*$&+）程度のものにす

ぎないという見解もある（ι!!"３５）。

　こうした観点からいえば、上記［Ⅰ］、［Ⅱ］、［Ⅲ］で挙げ

た区分は、現時点ではパラダイムというほどの広がりも、学派

というほどの固まりもないものである。しかし、これにより現在

の観光学の諸研究方向を展望する１つの試みにはなってい

ると思料する。
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