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【要約】近代の観光はマスツーリズムによる大衆化から，パーソナルツーリズムによる個人化の次元へ

と進化変容を遂げてきた．インターネットは観光の個人化を加速させるだけでなく，オフサイトの情報

行動とオンサイトでのリアルな行動とを複合化させた，新たな観光体験を創出している．本研究では，

ソーシャルアクティビティと呼ぶべき新しい参加体験型ツアーに着目し，参加者の観光行動と参加者間

の相互行為からその特性を考察する．アーリの観光論，イリイチのコンヴィヴィアリティ（自立共生）

の概念などを援用しながら，既存の大衆化や個人化の次元とは異なる，ソーシャルツーリズムとでも呼

ぶべき新たな現象について考察する． 
 

【キーワード】コンヴィヴィアリティ，ピアトゥピア，ソーシャルツーリズム，知識共有，経験価値 
 
1. はじめに	 
観光の情報化とインターネット上の様々なサービスの登場に伴って，従来とは異なる新しい観光体験

が可能となり，観光の可能性は大きく拡大してきた．なかでも観光分野のソーシャルメディアの発展，

さらには個人所有の空き部屋のシェアサービス airbnbに代表されるピアトゥピア（peer to peer）サービ
スの登場により観光をめぐる情報行動の領域が拡大し，オフサイトでの情報行動とオンサイトでのリア

ルな行動とが複合化された，ソーシャルツーリズムとでも言うべき新たな観光行動のモデルが登場して

いる．本研究ではこうした現象の１つとして，ソーシャルアクティビティと呼ぶべき新しい参加体験型

ガイドツアーに着目して参加体験のフィールドワークを行い，その観光行動のプロセスや参加者間の相

互行為を調査分析する． 
ここで言うソーシャルアクティビティとは，筆者が次のような条件に基づき定義したカテゴリである．

インターネット上で一般的にアクティビティと呼ばれる体験型ツアーの中でも，①いわゆるプロの観光

ガイドではない俗に insider と呼ばれる事情通，地元通が案内し，②8 名以下程度の小グループ編成で，
③比較的長い時間（少なくとも 3時間以上）をかけてまち歩きや食べ歩きなどの体験を行い，④観光コ
ンテンツの質だけでなく，参加者間の相互行為やガイドのリーダーシップやファシリテート力を含めて，

良質な経験の「場」が提供されたことがソーシャルメディア上で高い評価を得ている．世界最大の観光

ソーシャルプラットフォームサイト TripAdvisor では，世界中の都市のアクティビティの情報を提供し
ているが，人気の観光都市で上位にランキングされるアクティビティの多くがこのような特性を有して

いる．観光ソーシャルプラットフォームの発展とともに，ここ数年の間に急速に台頭してきたものとみ

られる．英語によるサービスがデファクトスタンダードであるため，英語力が必要とされるのが参加障

壁である．このツアーに参加する人々の目的はサービスを受動的に享受することではなく，能動的に感

応し行動し相互にコミュニケーションする中で，経験価値そのものを共創することにあるように見受け

られる．サービスの境界は曖昧で，内容や時間の範囲は容易に伸び縮みする．ガイドと参加者の主客関

係は容易に転倒し，ホスピタリティは分担されようとする． 
本研究では，観光社会学のアーリらによる近代/ポスト近代の観光に関する理論的枠組みに照らしなが

らこの新しい事象がどう位置づけられるか，あるいはどう逸脱しているかを考察するとともに，従来の

                                                             
1 観光の世界ではソーシャルツーリズムは，社会的弱者を排除しないツーリズムという意味で使われているが，本論文に
おいてはソーシャルネットワーク，ソーシャルメディアという言葉と同様，社会的相互行為を目的とする（あるいは促進
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観光社会学の概念では説明しきれない側面について，イヴァン・イリイチが提唱したコンヴィヴィアリ

ティ（自立共生）という概念を援用して考察を深める． 
2. 先行研究と背景	 
2.1 観光論のポスト近代	 
	 観光という言葉の意味は広く多様な意味合いで使われている．長い歴史上，人間の文明文化と不可分

なものとして存在し，今日も広く使われている．観光社会学において 20 世紀の観光は，ジョン・アー
リの「観光＝非日常へのまなざし」というパラダイムのもとで捉えられてきた（Urry, 1990）．資本主義
社会の対概念としての「余暇」という時空間で，新しい体験や学びを求める観光や，現世を忘れ自己を

取り戻すリゾート的な観光が発展してきた．豊かな経済を象徴する消費対象としての観光＝マスツーリ

ズムは，グローバル化する資本主義の下，いまや先進国のみならず世界中の途上国の人々にまで広く普

及し，世界の著名な観光地に訪れる人々は急速に多国籍化している．観光は産業化され，ローカルな文

脈から切り離されてグローバルに結合され，人々の移動は加速されてきた．人々はメディアを介して世

界中の情報や表象を得ることができるようになり，表層的にせよ国際問題や都市文化を語り合う「通俗

的コスモポリタニズム」を発揮する存在になった．さらには世界遺産ブームに典型的に見られるように，

観光地は消費の対象を超えて，人々の知的価値観や審美眼に照らされる認知の対象へと昇華している．

今日の観光者は，あらゆる場所や人や文化への知的好奇心や開放的な態度や社会的省察の能力を発揮し，

観光向けの範囲外の地域への好奇心とリスクを担う覚悟があり，観光の記号論的表象のアイロニーに対

して冷静かつ客観的に接することができる（アーリ，2003）．  
	 表１は，アーリによる資本主義とツーリズムの変容過程のモデルである．「脱組織資本主義は，ツー

リズムの種別性が曖昧になっていくにつれ，ツーリズムが多くの現代的な社会的，文化的経験を取り込

み，新たに組織化していく画期的時代であるように思われる」（アーリ，2003；p.243）と論じられる．
しかし 1970~80 年代にはすでに見られたポストフォーディズムや多品種少量生産をメタファーとしな
がら，個衆化の次に来る「脱差異化」の時代が思弁的に論じられているだけで，ポスト近代の観光を象

徴するような具体的現象への言及や実証的議論が伴っていない． 
 

表１：資本主義，ツーリズム，旅行（アーリ，2003；p.242） 
社会形態	 旅行形態	 

プレ資本主義	 組織された探検	 

自由主義的資本主義	 富裕者による個人的な旅行	 

組織資本主義	 組織されたマスツーリズム	 

脱組織資本主義	 「ツーリズムの終焉」	 

 
	 アーリはさらに，インターネットやモバイル技術の時代における観光と移動の新しいパラダイムを，

ジンメルの「共在（コ・プレゼンス）」という概念を援用し，旅における顔を合わせた対面性，そこで

交わされるまなざしと言葉の直接的な相互行為の重要性などについて論じているが（アーリ，2015），
ポストツーリズムの時代の具体的な観光の姿は提示されてはいない． 
	 一方，観光は単なる日常―非日常，仕事―余暇，経済―消費という見方だけでは説明し切れないもの

があり，訪れた場所やコミュニティに同化しようとする行動，現地の人々との交流や共同体験への志向

も無視できないとする見方もある（Wearing et al, 2010）．日本でも「旅は道連れ」という言葉に端的に
示されるように，共在的な社会性そのものは，近代以前の聖地巡礼などの素朴な観光の時代から見られ

たものである．共在への志向は，脱組織資本主義により分断され失われたものではあるが，それだけで

新しい何かを示唆するものではない．アーリ（2015）はフラッシュモブズやアラブの春，ディアスポラ
といった，インターネットとリアルを架橋する新たな社会的集合現象の可能性に言及するが，ここでも

観光の領域でそれに匹敵する何が具体的に起きているかまでは言及していない． 
	 観光社会学のポスト近代をめぐる議論は思弁的で，現実の観光サービスや観光行動がどう変容してい

るのか実証的な分析がなされていない．ツーリズムの終焉に関する議論においても，大衆化から個人化

へのマーケティングシフト以上のことは提示されていない観が否めない． 
2.2 情報メディアと新しい観光 
	 メディアの発展は，観光の大衆化，個人化の時代にそれぞれ影響を与えてきた．いまや観光行動の主
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要な情報源は，ガイドブックからインターネットに置き換わった（図１）．インターネットはガイドブ

ックでは到底カバーできない多種多様な情報へのアクセスを可能にし，観光のセルフカスタマイズを促

進する．航空券，現地での滞在先や交通機関，コンサートやレストランの探索から比較，予約まで，イ

ンターネット上ですべて済ませられるようになった．例えば，パリのオペラ座のコンサートチケットは

タブレットとクレジットカードでいつでもどこからでも予約・購入でき，電子チケットは印刷すること

なく，入口で表示するだけで入場できる．世界の有名観光都市を訪れる観光客の間では，このような情

報行動がごく当たり前のものとなりつつある．マスツーリズムに飽き足らなくなり，個人的差異化への

欲求を志向する観光者に，自分好みにカスタマイズされた観光体験を可能にする．インターネットはも

っぱら観光における情報行動を進化させ，観光の選択肢や利便性を飛躍的に向上させ，観光の個衆化あ

るいは個人化を促進している． 
	 モバイル端末と GPS情報を用いたいわゆるジオメディア観光というジャンルも登場している．一種の
ゲーム性を加味しつつ観光イベント的に活用する事例もあり，観光をリアル／バーチャルな集団的社会

行動として演出する新たな手段となっている．オープンデータを絡めた観光アプリケーションのハッカ

ソンが開催される例も実際にある．しかしこれらも現状では従来のオリエンテーリングやトレッキング

を携帯端末や GPSで拡張させたものの域を出ていない． 
	 アニメや映画などの舞台になった土地を巡る旅＝聖地巡礼と呼ばれる新しい観光は，インターネット

とソーシャルメディアを媒介としながら自然発生的に広がった現象として興味深い（増淵，2009）が，
やがてこのブームに追随し，専門雑誌やポータルサイト，パンフレットなどが作られ，いつのまにかコ

ンテンツツーリズムといわれる１つのジャンルとして観光産業化している（岡本，2014）．新しい聖地
巡礼の本質は，与えられた情報を辿るのではなく，その作品をマニアックに読み込んでいるファンにだ

けしか分からないような発見や出会いへの喜びにある．聖地巡礼ブームは，観光者がただメディアから

の情報を受容するだけの存在ではないことを知らしめ，インターネットとソーシャルメディアによる観

光の新しい可能性を示唆したが，コンテンツツーリズムという消費文化に置き換えられた（北林，2014）． 
 

 
図１：宿泊観光旅行における情報源（日本）	 （日本観光振興協会，2013） 

 
2.3 ソーシャルプラットフォームの台頭 
	 ソーシャルツーリズムとでも呼ぶべき新しい観光の現象は，観光に特化した一連のソーシャルプラッ

トフォームサイトの発展とともに，姿を表している． 
	 観光ソーシャルプラットフォームの代表例として TripAdvisor がある．いまや世界中のユーザが利用
するマルチリンガル（自動翻訳機能付き）なユーザ生成型コンテンツサイトである．2015 年前期現在，
世界 45 カ国に展開，520 万件以上のホテル、レストラン、観光名所について 2 億 5,000 万件以上の
クチコミ情報を掲載している．月間ユニークユーザ数は，2013年 4月の 2億件から 2015年前期には 3 億 
7,500 万件と２年間で２倍近くも増加している．観光地や観光に関してユーザ同士が情報共有や意見や
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評価の交換を行う観光ポータルとしてグローバルスタンダードとなっている． 
	 さらには，個人所有の空き部屋を提供する airbnbのような民泊仲介サービスが登場している．世界の
果ての見知らぬ個人とピアトゥピア（個と個）で繋がり、有償ではあるがもともと商品ではない個人の

所有物を，一時的にシェアするという体験が可能になった．airbnb に提供されている世界中の無数の部
屋は，どれもこれも「所有者が今そこに暮らしている」かのような調度品がしつらえられている．新品

でピカピカに整えられた部屋ではなく，本棚には読みかけの本が，台所には使い込んだ鍋や食器が並べ

られている．利用者は現地で所有者とランデブーをして鍵の受け渡しを行い，あとは住んでいるように

滞在すればよい．擬似的にではあるが，非日常空間へ参与する気分を味わうにはもってこいの機会であ

る．部屋が清潔でなかったり，リネンサービスがきちんと行われていなかったり，所有者が約束違反を

したり不親切であったりすれば，直ちに airbnb上のユーザ評価に反映される．サービスの普及拡大に伴
って，明らかに商業目的の物件も一部あるようだが，全体からみればほとんど目立たない． 
	 さらに本研究で着目するのが，ソーシャルアクティビティと呼ぶべき新しい参加体験型のツアーであ

る．この新しいタイプのアクティビティは，個人や零細企業などいわゆる観光産業とは無関係な主宰者

がやっているものが多く，TripAdvisorのユーザ評価ランキングが信頼できる選択手段となっている． 
	 こうした一連の新しい現象について，踏み込んで調査分析している文献はまだほとんど見当たらない．

次章では，筆者自身の直接的な参加体験のフィールドスタディにより，その実態を調査分析する． 
 
3. フィールドスタディ 
	 筆者は，2014年 10月パリ，2015年 7月パリ，リスボンにおいて，観光をテーマとするソーシャルメ
ディア型のプラットフォーム TripAdvisor で紹介されているアクティビティと称された体験型ツアーの
中から，評価上位の食べ歩きツアー３プログラム2に参加した．また airbnbによる滞在先を利用し，この
体験行動も比較調査対象とした． 
具体的には，2014~15年にかけてパリ，リスボンで観光をテーマとするソーシャルメディア型のプラ

ットフォーム TripAdvisor で紹介されているアクティビティと称された体験型ツアーの中から，評価上
位のツアー３プログラムに参加し，その事前~事中~事後の一連の体験を観察・分析した．この新しい

タイプのアクティビティは，個人や零細企業等がやっているものが多く，TripAdvisorのユーザ評価の参
照が信頼できる選択手段となっている．ガイドはいわゆるプロの観光ガイドではなく，「Insider」と言
われる特定テーマや特定地域の世界に精通した人間で，従来型ツアーとはひと味違うマニアックな知識

や体験を提供する．ガイドは良質なコンテンツ提供するだけではなく，チームの良きファシリテーター

としての役割を担い，参加者全員が相互に親密な会話を交わし，体験をいっそう楽しいものにすること

が目的化される．参加料金は飲み物や食べ物を含めて 6 千円~1 万円程度である．ツアー終了後，参加
者は TripAdvisor に体験談と評価を書き込み，歩いた場所の詳細情報をメールでやり取りしたり，写真
を交換し合ったりする．こうした情報共有・知識共有が活発かつ親密に行われれば行われるほど，

TripAdvisorの評価も相乗的に高まり，より良質な経験を求めるユーザを集めることにつながる． 
	 ここではまず，これらのインターネットやソーシャルサービスを利用した観光の事前準備から事後に

わたる一連の情報行動を含む観光行動を，従来型のインターネット利用，airbnb 利用，ソーシャルアク
ティビティ利用の３つのプロセスモデルとして描出し比較する． 
3.1	 3つの観光行動モデル 
	 図１~３に，①インターネット利用による従来型の観光行動（図２），②airbnb 利用による観光行動
（図３），③新しい体験型ツアー＝ソーシャルアクティビティの利用による観光行動（図４）について，

それぞれの行動過程を類型化した．ネット上の行動（バーチャル）／現実社会での行動（リアル），個

人行動（パーソナル）／社会行動（ソーシャル）と 4類型化し，行動過程がどのような変遷を辿って推
移しているかを分析し一般的なモデルとして描出した． 
	 ①従来型のネット利用による観光行動 
	 いまやインターネットを効果的に活用して観光の計画や準備を行うのが，観光行動の一般的モデルと

なっている．事前の情報収集，予約，現地での滞在，行動は，基本的には個人行動である．旅行代理店

等のウエブからも予約できる従来型の現地ガイドツアーは，基本的にはプロのガイドが複数のプライベ

                                                             
2 パリ：インデペンデントなグルメ情報サイト Paris by Mouthのライターが案内するサンジェルマン食文化ツアー及びビ
オワインツアー／リスボン：個人運営の Eat and Drink Walkが提供するシアードグルメツアー． 
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ートツアー客に対応する１対多のビジネスモデルであり，多対多の社会行動を重視するものではない．

旅行終了後のみ，観光の話題で友人と交流したり，Facebookやブログを通じて話題を投稿したりする過
程で，社会行動が見られる． 
	 ②airbnb利用による観光行動 
	 次に airbnbという個人間の空き部屋シェアサービスを利用した場合の行動過程においては，検索から
予約，決済の過程はウエブ上で自動的に行われ，取引成立すると初めて貸手と借手の間でメールのやり

取りが行われる．現地での利用は基本的には個人行動で，前後の鍵の受け渡し時に直接対面して挨拶を

交わしたり，場合によってはお茶や朝食を出したりという交流もあるが，一方でキーボックスやプロの

仲介業者を介して間接的に済ませる場合もある．義務以上の交流の度合いは，貸主のホスピタリティに

応じてケースバイケースであるが，airbnb の場合，観光者への必要以上の干渉に繋がりうる社会行動は
推奨されていないし，実際にも積極的には行われていないと推察される．airbnb は専用のメール機能も
搭載しているため，相手のメールアドレスを意識することなくやり取りすることができる．利用後はウ

エブ上で相互評価を投稿し合うことがルール化されている．そのため，投稿が義務感からなのか自発的

なものなのかは客観的には判別しづらい． 
	 ③ソーシャルアクティビティ利用による観光行動 
	 新しいタイプのアクティビティは，個人や零細企業等がやっているものが多く，ユーザ評価が閲覧で

きる TripAdvisor を通じての探索が信頼できる手段となっている．同サイトは仲介せず，以降はアクテ
ィビティ提供者のサイトへ移行し，基本はメールで数回のやり取りを行い，予約や待合せ場所の確認な

どを行う．なかにはウエブベースの予約・決済を提供しているところもある． 
	 現地では，地下鉄の駅，広場など，公共の場所で集合する．事前に互いの顔は分からないが，ガイド

側が声かけするなどして，参加者が集合する．ここからが独特の行動過程となる．第１に，ガイドはい

わゆるプロの観光ガイドではなく，「Insider」とも言われる特定テーマや特定地域の世界に精通した人

 
図２	 従来型のインターネット利用の観光行動	 

 
図３	 airbnb 利用の観光行動	 

	 
図４	 ソーシャルアクティビティ（体験型ツアー）利用の観光行動	 
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間で，従来のツアーとはひと味違うマニアックな知識や体験を提供する．第２に，まず参加者全員が自

己紹介し，ツアーを通じて親密な会話を交わすことで，体験をいっそう楽しいものにすることが目的化

される．ガイドは良質なコンテンツ提供だけではなく，チームの良きファシリテーターとしての役割を

担う．ツアー終了後，参加者は TripAdvisor などのソーシャルプラットフォームに自発的に体験談と評
価を書き込んだり，歩いた場所の詳細情報を直接メールでやり取りしたり，写真を交換し合ったりする．

終了後の交流がホストを介した１対多になるか，多対多になるかは，ケースバイケースである．ツアー

中に懇意になった者同士で，引き続き観光や食事を共にしたりするケースも少なくない．いずれの行動

もすべて参加者の自発性＝内発的動機に基づくものである． 
3.2	 ソーシャルアクティビティのエスノメソドロジー 
	 以上のように，ソーシャルアクティビティは，観光者自身の自発的な参加意欲に基づいて，ネットを

介した社会行動と，観光の現場でのリアルな社会行動との双方を活発化させようとするものであること

が見えてきた．従来のネット利用の観光，airbnb 利用の観光は，いずれも観光行動の個衆化・個人化へ
の欲求を満足させる選択肢提供には大いに寄与しているが，人間同士の直接的な相互行為を促進するた

めのツールとはなり得ていなかったのに対して，ソーシャルアクティビティは，一方で通常のツアーで

は得られないようなマニアックな情報や体験を得たいという個人的動機を満足させつつ，他方でより大

きな特徴として，旅先での偶然の巡り合い，共に体験し共感すること，さらに言えば共に居心地の良い

時間と経験を創造することが目的化されている．では具体的にどのような相互行為や社会性が発現して

いるのか，フィールドから発見された印象的な出来事を描き出していく． 
3.2.1	 日常への内部からのまなざし 
	 ソーシャルアクティビティの特徴の１つが，従来の観光が外部からの非日常的なまなざしを基軸にし

たものだったのに対して，insiderであるガイドの手引きにより内部者の視点で日常的なまなざしを基軸
にしていることである．待ち合わせは地下鉄の出入口，パン屋やカフェの前，市場の入口のような，雑

然としたなにげない場所が指定される．見知らぬ者同士，声を掛け合って落ち合う．定員はたいてい最

大 8名程度に設定されており，付かず離れず集団行動できる規模が意識されている． 
	 ツアーの行程には，ガイドが普段から親しくつき合っている商店やカフェ，バー，レストランが配置

されており，多くの場所にはさほど長居せず，名物のパンやチーズやワインなどを立ち食いやつまみ食

いし，店主やスタッフと気軽に会話し，食文化やワインの背景にあるこだわりや日常のストーリーを共

有する（写真１）．ビオワインツアーでは，パリで最もホットなグルメストリートを巡り，ワインバー，

ワインショップ，ワインレストランを梯子して，それぞれの店でビオワインへのこだわりを聞きながら

お勧めワインのテイスティングを重ねる（写真２）．リスボンのツアーも同様で，食通の地元っ子の案

内で，歴史的商店地区であるシアードの新旧様々な店や市場を巡り，なかには旧い建物をリニューアル

してまもなく開店するというワインレストランを訪ね，オーナーから開店の意図や苦労話を聞いたりも

する（写真３）．いずれのツアーでも，日常というにはディープ過ぎるほどの，内部者のまなざしが共

有されることが意図されている． 
 

写真１/２/３	 insiderが日常への内部者のまなざしを提供する 
 
3.2.2	 積極的参与と主客の転倒 
	 最大の特徴と言えるのが，参加者の積極的参与の態度である．英語圏の旅慣れた旅行者の間では，ソ

ーシャルアクティビティがすでに定番の観光行動として普及しており，リードユーザの間では参加意欲

を発揮するに値するツアーが好んで選ばれ，高い評価が付くという傾向が見られる．ひとことで言えば，
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期待されるのはツアーコンテンツの質に加えて，ガイドのチームビルディングのセンスと，積極的参加

意欲を持った他の参加者たちとの出会いである．TripAdvisorの評価機能が，そうしたツアーに出会うう
えで大きな力になっている．そうした自然発生的なルールがユーザの間であらかじめ共有されているた

め，集合場所で落ち合ったその瞬間に，多くの言葉を語るまでもなく「積極的なまなざしの互酬性」に

よりチームビルディングは始まっているように感じられる． 
	 例えば，パリのビオワインツアーの集合場所に行ってみると，すでに 4名の参加者とガイドのアーロ
ン（アメリカからパリに来てワインの記事や本を書いている）がそこに居て，参加者たちは彼らよりも

若いアーロンに「それでパリで生活は出来ているの」「食べていけているの」などと生活の心配をする

会話を交わしていた．この出だしから象徴されるように，参加者たちは一方ではガイドの専門知識に耳

を傾け積極的に情報を引き出すが，チームの会話全体においては，ガイドとの間の主客関係を積極的に

取り払い，対等に話をする雰囲気を創り出そうとする．一般的な観光ツアーと異なり，ガイドはお決ま

りのストーリーはほとんど語らず，むしろ参加者の会話や質問を引き出すための話題提供に徹している．

これは他のツアーでも同様である．リスボンのツアーでは，個人でツアーを運営するフィロメナに対し

て，イギリス人のビジネスマンの参加者が親身になってマネジメントへのアドバイスを行っていた．そ

こではサービスをする側とされる側という境界が消失している．従来の観光における主客関係を転倒さ

せようという，ある種の省察的な態度が発揮されているようにも見受けられる． 
3.2.3	 身体とまなざしの経験の共有 
	 いずれのツアーでも重視されているのが，長時間一緒に歩き回ることである．参加したツアーの所用

時間はパリがどちらも３時間超，リスボンが５時間であった．歩いている時間とスポットに立ち寄って

いる時間が，ほぼ同じくらいの感覚である．観光地を巡る点から点へのガイドではなく，線や面＝路上

や都市空間の空気や景観そのものに対して，意味的な解説を伴わない身体的な経験と日常的なまなざし

を共有する時間が重視される．共に歩くことは最も原初的なコミュニケーション行為として社会学でも

様々に論じられてきた．ほどほどの距離を取り合い，お互いにぶつからないように，それでいて危険が

及ばないように気を配り合う身体的コミュニケーション行為であり，時に目配せや笑顔，会話などを交

わしながら歩行が進められる．歩行は小集団へのメンバーシップを形成する一番の早道なのである． 
	 ところで後日予想もしなかったことであるが，パリのビオワインツアーの途上で，同時多発テロが起

こった．ツアーが立ち寄ったワインバーの２軒隣りのカフェレストランで自爆テロが起こり，多数の死

傷者が出た．このツアーは毎週金曜の夕方から夜にかけて実施されており，同時多発テロも金曜の夜で

あったため，歩いた街路や店の光景，一緒に歩いた人々の姿が走馬灯のように頭をよぎり，背筋が凍る

思いをした．ツアーではこの通りの店主たちと会話をしていたため，まさに人ごとではないという思い

を強く持った．ガイドのアーロンに安否確認のメールをしたところ，すぐに返事が帰ってきて，たまた

まボージョレヌーボーの取材で東京に来ていること，そのためテロ当日ツアーは休みだったことなどを

知らせてくれ，心から安堵した．感傷的で表層的ではあるが，このツアーがもたらす経験の特殊性――

場所に対する身体的・視覚的記憶や情動的思い入れのようなものを想起させる出来事であった． 
3.2.3	 共在性と情動性 
	 上述してきたように，ツアーは観光そのものを目的とするというよりも，参加者同士の共在性（コ・

プレゼンス）に重きが置かれている．旅先での共在的な体験そのものを目的視している参加者も少なく

ない．共在性の特徴としてアーリ（2015）は，ゴフマンの議論を参照しながら，情報フローの豊かさ，
参加者からの絶え間ないフィードバック，身体やまなざしを伴う情動的なコミュニケーションを挙げて

いる．グローバルなネットワークの弱い紐帯により偶然あるいは宿命的に共在したメンバーの間で，ま

さにそのような濃密なコミュニケーションが交わされる．ツアーのコンテンツに関する話題から，他の

観光地の話題，メンバー個々の仕事やプライベートなどの身の上話まで，カフェやレストランでしばら

く座っている時間には，ともかく絶え間なく情報がやり取りされる．参加者はある時は良き話し手とし

て，ある時は良き聞き手として，ある時はお皿やコップや食べ物を回したりする気配りを働かせる者と

して，あうんの呼吸でメンバーシップを発揮する．身の上話には深く頷き，問いかけにはできるだけの

情報を返し，目の前のワインや食べ物が美味しかったり景色が美しかったり店主の話が面白かったりす

れば，互いに感嘆の声を上げ合ったり笑い合ったりする（写真５）．他者をスポイルしない程度のうん

ちくやこだわりの意見を披露したりもする．この相互行為のバランスが崩れないように気配りをするこ

とがガイドの重要な役割である．なんら気配りの必要がない場合には，リーダーシップの多くをゲスト

に譲ってしまう場合すらある．通常の観光ツアーであれば，ガイドの仕事放棄と取られかねないが，こ
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のツアーではまったく気にかける者はいない．専門知識を必要とする時にのみガイドの機能を発揮して

もらいさえすれば良いのであって，それ以外の多くの時間は，ガイドもまた共在するメンバーの１人で

ありさえすればいいのである． 
	 共在性そのものは 2.1 でも述べたように，「旅は道連れ」的な愉しみとして昔からあったものといえ
るが，この新しいソーシャルアクティビティでは，共在性は観光という主目的の付随物としてではなく，

共在性の経験それ自体が目的化とされていることが大きな特徴であるといえる． 
	 この共在性の余韻は，ツアーが終わった後もしばらく続く．なかには滞在中に他の参加者とランチや

ディナーの約束を取り交わしたり，ガイドが提供する別のプログラムに参加したりする者もいる．また

どのツアーでもメールを通じてガイドから参加者に当日訪ねた店や場所の詳しい情報が送られたり，参

加者同士で写真をシェアし合ったり，TripAdvisorに評価や体験を投稿し合ったりといったオンラインで
の社会行動が見られる．例えば，リスボンのツアーで一緒だったイギリス人のマダムは，筆者とアメリ

カから来た家族の娘さんとがお菓子を頬張っている写真を TripAdvisor のツアー紹介ページにアップし
「可愛らしいお嬢さんと日本の素敵な女性と出会った」というコメントを投稿してくれた（写真６）． 
 

写真４/５/６	 積極的参与に基づく共在的経験 
 
4. 考察 
	 以上，ソーシャルアクティビティと呼ぶべき新しい観光行動について，観光社会学の枠組みを一定の

手掛かりとしながら，体験に基づく記述と分析を行ってきた．ここで観光社会学の文脈だけでは捉え切

れない面，大衆から個衆へ，個人化へといった単線的な文脈では見えてこない側面について，社会思想

家のイヴァン・イリイチが論じるコンヴィヴィアリティ（自立共生）3という概念を援用しながら，考察

を深めてみたい． 
	 イリイチは，産業社会や近代社会の諸制度・諸体制の進展とともに奪われた「人々が自立共生する権

利」「人々が自立共生的な道具を用いる権利」の復権を一貫して論じている．ここでいう道具とは，人々

が生きていくための様々な手段や制度のことを広く含んでいる．イリイチにとって近代の人間は，自分

では修理も組み立てもできない製品化された道具やアパート，高度な分業の果ての医者や技術者などの

職業的専門家への依存なしに生きられない，「強いられた受動性」「強制的消費」から逃れられない状

況に置かれている．本来，人間のためにあるはずの道具や制度が，いつのまにか道具や制度のための人

間という関係に逆転してしまっている．「目的がそのために選ばれた道具に迎合するようになるとき，

使用するものはまず欲求不満を覚え，結局はそれを使うのをやめるかしなければ，気がおかしくなって

しまう」（同書；p.177）． 
	 インターネット，ソーシャルメディア，パーソナルファブリケーションといった，専門家と非専門家，

マスコミと一般市民などの間の情報の非対称性を転倒させる新しい自立共生的な現象は，イリイチのコ

ンヴィヴァリティの復権という観点がフィットする．アルビン・トフラーの提唱したプロシューマ化す

る大衆という概念も自立共生的である．新しい日常性の提供を標榜するカフェやホテルをめぐる「サー

ドプレイス」（社会的包摂を可能とする，家でも仕事場でもない第３の居場所）の新しい議論（オルデ

ンバーグ，2013）もまた，開かれた居場所の復権という意味で，コンヴィヴィアリティに繋がる． 
	 ソーシャルアクティビティに見られる新しい観光行動も，観光者が単なる消費者であることを主体的

に拒否し，観光における目的と道具の関係を見直し，地域社会のリアルなかかわりの中での自立共生的

                                                             
3 コンヴィヴィアリティは，辞書では陽気さ，友好性などの訳語が当てられるが，邦訳書では翻訳家の渡辺京二氏がイリ
イチの意図を汲んだ意訳として「自立共生」という言葉が用いられている（イリイチ，2015）． 
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な共創体験としての共在性を志向する現象と見なすことができるのではないだろうか．そのようなコン

ヴィヴィアルな観光に対して，ここでは「交歓する」観光という訳語を当てたい．イリイチ的な観点に

立てば，資本主義の延長線上のポスト資本主義，近代の延長戦上のポスト近代においてなお受動的な消

費者であることに飽き飽きした人々が，倒置した価値の諸関係を是正したいという主体的な意志を持ち，

交歓する観光を共に創り出そうという社会的活動が，このソーシャルアクティビティあるいはソーシャ

ルツーリズムというべき新しい観光行動の中に顕在化しているといえるのではないだろうか． 
 
5. まとめ 
	 本研究では，インターネットやソーシャルメディアの登場と共に変容する観光行動に着目し，観光社

会学の枠組みの下，ソーシャルアクティビティという新しい観光サービスを中心に調査分析を行うとと

もに，イリイチのコンヴィヴィアリティという概念を援用して観光社会学の枠組みだけでは見えてこな

い新しい観光行動が示唆するものについて考察した． 
	 ソーシャルアクティビティは，それ自体まだ境界が曖昧な現象であり，こうしている今もサービスの

急速な新陳代謝や進化変容が続いている．変化の激しいインターネットやソーシャルメディアの存在や，

不安定な国際情勢を背景とする観光サービスや観光行動は，注意深く継続的に経過観察していく必要が

ある．本研究の成果もまた，ある瞬間的断面を切り取ったものに過ぎなくなる可能性もある．本研究で

は，そうしたリスクを自覚しつつ，できるだけ普遍性のある要素を抽出し，妥当な枠組みに照応して分

析や考察をするよう努めた．今後の課題として，さらに本研究でソーシャルツーリズムと称した現象の

動向を捉え，本研究の妥当性を検証しつつ，新たな観点へと拡張していくことを目指していきたい． 
	 本論文では，あえてソーシャルツーリズムという言葉を用いてきたが，冒頭の脚注で述べたように，

ソーシャルツーリズムはすでに「社会的排除のないツーリズム」という別の意味で使われているため，

独自の用語定義が必要とされる．オルデンバーグの論を引いて「サードプレイスツーリズム」と言うべ

きか――適切な用語定義も課題である． 
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