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観光経験の現象学的考察 
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(兵庫医療大学) 

はじめに 

 観光が社会に与える影響は年々大きくなってきている。日本では 1998 年の「国民

の祝日に関する法律の一部を改正する法律」により、2000 年からいわゆるハッピー

マンデー制度が施行され、観光を振興する方針が明確になった。さらに 2003 年に当

時の小泉首相の下で観光立国宣言がなされ、同年には観光立国担当大臣が任命され

た。また 2007 年には観光立国推進基本法が成立し、その前文において観光立国を実

現することは「我が国経済社会の発展のために不可欠な重要課題である1」と謳われ

ている。そして 2008 年には観光庁が発足し、観光立国の実現に向けて邁進している。

こうした施策のもと訪日観光客の数も 2000 年には 475 万人ほどだったのが、2018 年

には 3119 万人にまで増加している2。このような傾向は日本に限ったことではない。

国連世界観光機関(UNWTO)の Tourism Highlights2018 によれば世界全体でみてみる

と、1990 年には国際観光客到着数は 4 億 3500 万人であったが、2017 年には 13 億

2600 万人にまで増えている。観光客の増加は、当然経済的にも大きな意味をもつ。

例えば世界の GDP の 10％が観光とそれに関連する産業によってうみだされている。

また、10 人に 1 人が観光に関連する職業に就いているといわれている3。観光の影響

はただ経済成長にとどまるものではない。観光客が移動することで消費されるエネ

ルギーの問題があるし、観光客が何を見、食べ、どのような場所に宿泊するかは地域

 
1. 観光立国推進基本法 

2. 日本政府観光局、「年別 訪日外客数，出国日本人数の推移」

(https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/marketingdata_outbound.pdf  2019 年 12 月 14 日確認) 

3. UNWTO, Tourism Highlights2018(https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876 

2019 年 12 月 14 日確認) 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876
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の文化を変容させる力を持っている。また、観光客が大量に訪れることで、地域の自

然環境に過重な負荷がかけられて、自然が破壊されることも起こりうる。 

観光のインパクトが増大するのに伴い、1970 年代になると人類学や社会学の中か

ら観光研究が登場してきた。当初、観光に関する研究はそれほど真面目なテーマとは

思われていなかったようであるが、現在の観光の社会、経済、文化に与えるインパク

トの大きさ故に、観光研究も一定の市民権を得るようになってきている。また 1990

年代頃から観光に関する倫理的研究も登場しはじめる。1999 年には世界観光機関の

第 13 回総会において「世界観光倫理憲章」が採択されている。そして 2000 年代に

はいって観光倫理学(Tourism Ethics)という分野が成立しつつある。 

翻って、我が国では観光に関する倫理学的研究はほとんどない4。しかし、観光の

インパクトの大きさを考えるなら、日本における観光の倫理について考察すべき時

期に来ている。とはいえ、観光という現象自体きわめて複合的であり、何をもって観

光というのかということもそれほど明らかではない。そこで、本稿では観光現象の中

核にあるであろう、観光経験とは何かということを現象学的に考察することで明ら

かにしてみたいと思う。 

 考察は以下のように進んでいく。まず（１）先行する観光の現象学的研究について

考察し、その問題点を明らかにする。（２）フッサール現象学の枠組みに従い観光経

験の意味の分析と（３）意志行為としての観光経験について考察する。 

1 観光の現象学的研究 

（１）観光経験の現象学 

 まずは観光の問題に現象学的手法を導入して解明しようとしている研究を概観し

てみよう。その嚆矢となるのは、エリック･コーエンの「観光経験の現象学5」である。

 
4. これまで観光をテーマにした倫理学的考察をあげるなら以下のようなものがあげられ

る。紀平知樹、「持続可能な開発の実践としてのエコツーリズム」、『ビジネス倫理学』所収、

ナカニシヤ出版、2002 年。木村勝彦、「観光の倫理的考察に向けて：グローバリズムと開発

の視点から」、『哲学･思想論叢』、28、2010 年。原一樹、「D.マキァーネル著『観光倫理』に

関する批判的分析―ツーリストサイトと観光者の考察からドゥルーズ＝ガタリ哲学へ―」、

『研究論叢』、90、2018 年。谷川嘉浩、「コンテンツツーリズムから<<聖地巡礼的なものへ

>>―コンテンツの二次的消費のための新しいカテゴリー」、『フィルカル』、3(2)、2018 年。 

5. Erik Cohen, Phenomenology of Tourist Experience, Sociology13(2), pp. 179-201, 1979 (エリッ

ク･コーエン、「観光経験の現象学」(遠藤英樹訳)、『奈良県立商科大学｢研究季報｣』、第 9 巻

第 1 号、1998 年、39 頁−58 頁。). 
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この論考は観光研究においてたびたび参照されているように、観光学の古典のひと

つでもある。この論考でコーエンは「現象学的に言えば、観光経験の様々なモードは、

観光者と「中心」の関係のあり方に依拠しているのだといえよう」(下線は引用者に

よる。Cohen1979, 180)として、現象学の観点から観光経験のさまざまなモードを剔出

しようとしている。その際、類型化の手がかりとなるのは、観光者と「中心」との関

係である。 

 「中心」とは、M・エリアーデの概念であり、宗教的なコスモスの中心ということ

であり、それは「すぐれて真正な領域、絶対的リアリティの領域」(Eliade1971, 17)で

あると考えられ、「巡礼の旅に方向性と形を与える」(Cohen1979, 180)のである。こう

した「中心」は宗教的な意味でのみ考えられるものではなく、社会も「中心」をもつ

とコーエンはシルスの説6をひきながら主張する。コーエンはこの「中心」という概

念をさらに「精神的な中心」(Cohen1979, 181)へと拡張し、それを裏側から考察しよ

うとする。 

 

現代人は、社会の絶対的な価値に従うとされているのだ。もちろん、そういっ

た服従は緊張や不満を引き起こすことになるだろうが、これらは、「パターン維

持」や「緊張処理」のメカニズムによって克服される。「緊張処理」のメカニズ

ムの中には、人びとが安らいで息抜きできるレジャーやレクリエーション活動

が含まれており、そういった活動は日常とは分離した状況下で営まれる。すな

わち、それは「リアルな」生活ではありえず、シュッツ流の現象学的な用語を

用いるとすれば「限定された意味の領域」なのである。そういった活動は、中

心の価値が要求するものとは逆のものから構成されているけれども(たとえば

「労働」に対して「遊び」)、人々の中に生じた緊張を緩和するという点に限っ

て「機能的」であり、長期にわたり「中心」に対する忠誠心を強化してくれる

のだ。(Cohen1979, 181) 

 

 こうして彼は「観光経験のモードに関する現象学を展開し、現代人と「中心」の関

係のさまざまなあり方に、それらモードを関連づけて」(Cohen1979, 182)いこうとし、

「観光経験の現象学的な類型論を展開」(Cohen1979, 183)する。彼が提示する観光経

験の類型は、次の 5 つである。（１）レクリエーションモード、（２）気晴らしモー

ド、（３）経験モード、（４）体験モード、（５）実存モード。 

 
6. E. Shils, Center and Periphery, in Center and Periphery: Essay in Macrosociology, University of 

Chicago Press, 1975. 
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 レクリエーションモードの観光において、観光客は旅行を楽しむ。このレクリエー

ションモードの観光者も、宗教巡礼者と似たような「中心」への希求をもっているが、

その意図や意味は世俗化されているという。気晴らしモードの観光とレクリエーシ

ョンモードの観光との決定的な違いは、前者はそもそも「意味を探そうとしない」

(Cohen1979, 185)という点にある。なぜ意味を探さないかといえば、彼らは「中心を

喪失した人々」(Cohen1979, 186)だからであり、ただ「無意味な日常から逃れ」るた

めに観光する。これら 2 つのモードと比べると、以下の 3 つのモードは、「意味の深

さにおいて異なったレベルにある」(Cohen1979, 186)とコーエンはいう。観光の経験

モードとは、「他者の<生>に意味を見いだす」(Ibid.)ような観光である。すなわち、

「自己の社会の外部で意味を新たに探求する」(Ibid.)試みであるといえる。これは、

自らの属する社会から疎外されたり、あるいはその社会に対して無意味さを意識す

るようになることによって生じてくる。体験モードの観光もまた自らの社会に対し

て意味を見いだせず、その代わりになるものを探し求めているという意味では、経験

モードと同じである。しかし経験モードの観光が、他者が真正な生を送っていること

を楽しんでみているのに対し、体験モードの観光では、そうした真正な生に、完全に

ではないにしても、関わろうとする。現代でいえば、農業体験などを行うアグリツー

リズムがこうした観光に該当するであろう。最後の実存モードでは、「自己の社会や

文化の主流とは異なった中心に完全に関わる」(Cohen1979,190)ような観光であると

される。その中心は、自らが「選び取った」(Ibid.)ものであり、その中心を受け入れ

ることは、ある種の「宗教的回心」(Ibid.)に近いものであるとコーエンはいう。以上

観光の 5 つのモードの概略を見てきた7。彼の観光モードの類型論は、観光に関する

多元的な視点を提供したという意味で観光研究に新しい展望をひらいたといえる。 

 さてしかし、コーエンは観光モードの類型論を現象学的に行っていると自ら述べ

ているが、一体何をもって現象学といえるのだろう。それが問題である。 

彼は、「中心」への関係によって観光モードの類型化を行っており、そこにシュッ

ツの名前を見いだすことができる。しかしコーエン自身は何をもって現象学という

のかについては明示しておらず、彼の提示した 5 類型が、中心への関係のあり方と

して「現象学的に」妥当なのかどうか判断する手がかりは与えられていないといわざ

るをえない。 

 
7. 観光者はこれらのモードのうちひとつしか持っていないわけではなく、複数のモード

を併せ持つこともありうるとコーエンはいう。 
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（２）質的研究のための方法としての現象学と観光研究 

 コーエンの論文を皮切りにして、観光現象に対して現象学的方法を用いて分析し

ようとする研究が現れてくる。それが本格的になるのは 1990 年代頃からである。こ

こではまず観光研究において研究方法としての現象学を巡る論争をサーベイしてい

る論文をとおして現象学的研究の動向を以下で確認しておこう8。 

現象学的研究の増加は、観光研究において見落とされてきた観光客の経験に光を

当てなければならないということに気づいたことによる。そして観光学における現

象学的研究のいくつかを見てみるなら、フッサール現象学を用いて観光経験の本質

構造を記述しようとするものや、ハイデガーの解釈学的現象学を用いて、観光経験の

意味を明らかにしようとするもの、あるいは観光経験を明らかにするために記述的

現象学と解釈学的現象学のどちらが適切かという方法論を巡る議論、さらには現象

学的と称する研究が本当に現象学的なのかといったような論文も見いだすことがで

きる。しかし研究方法としての現象学に対して明確な定義を与えているものを見い

だすのは困難である。というのも、現象学的と称する研究者たちは、ハイデガーやフ

ッサールといった現象学的伝統の創設者たちとの結びつきを主張するにもかかわら

ず、そうした哲学者たちの思想について主張することはほとんどなく、｢彼らはアイ

デアの寄せ集めの上に立って」(Szarycz2009, 48)いるからである。 

現象学という哲学的伝統の間にも幾分かの相違があるといわれることについては、

現象学者の多くは概ね受け入れることができるだろう。しかし、何をもって現象学と

いうかはある程度明らかにすべきことでもある。例えば現象学的といわれる研究に

たびたび見られるフレーズとしては、｢～の理解を得る」、｢～の本性を探求する」、

｢～の観光客のパースペクティブを吟味する｣などであり、つまるところ、｢～とはど

のようなものか(what it is like～)」や｢～はどのようであるか(how it seems)」というも

のをあげることができるが(Szarycz2009, 49)、こうしたフレーズを使えば現象学的と

呼べるのだろうか。 

ここでは遺跡(heritage site)の意味を現象学に問うている論文を取り上げてみよう9。

著者たちは「現象学的研究の基礎は個人が経験している現象という観点からの考察

 
8. 以下の現象学的観光研究の動向のまとめについては次の論文に負っている。Gregory S. 

Szarycz, Some Issues in tourism research Phenomenology: a commentary, Current Issues in Tourism, 

12(1), 2009. このほかに現象学的とされる論文をサーベイしたものとしては、以下のものをあ

げることができる。Thomas Pernecky, Tazim Jamal, [HERMENEUTIC] PHENOMENOLOGY IN 

TOURISM STUDIES, Annals of Tourism Research, 2009. 

9. Barbara A. Masberg and Lois H. Silverman, Visitor Experiences at Heritage Sites: A 

Phenomenological Approach, Journal of Travel Research, 34(4), 1996, 20-25. 
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のもとで、その現象の構造を発見することである」(Masberg and Silverman1996, 20)10

とし、また「イベントの原因ではなく、意味を探求する」(Ibid.)ものであるという。

こうした現象学理解を踏まえて、研究者たちは 60 人の大学生たちにインタビューを

行い、以下のようなキークエスチョンを投げかけながら、彼らのもっとも最近に遺跡

を訪れた時の記憶を記述するように依頼をしている。 

 

「遺跡」という言葉はあなたにとって何を意味するか、説明してください。 

あなたが最後に訪れた遺跡は何ですか？ 

その遺跡はどこにありますか？ 

あなたの訪問をできるだけ詳しく記述してください。 

あなたはその訪問から何を得ましたか？(Masberg and Silverman1996, 21) 

 

こうした問いから、例えば「遺跡」という言葉の意味については「遺跡とは歴史的

な場所であり、そこに有名な人々が住んでいた。(男性、23 歳)」や、「遺跡とはたく

さんの歴史が詰まった場所である。(女性、20 歳)」といった回答や「文化的、そして

/あるいは歴史的に重要な何かがそこでおこった場所。(女性、30 歳)」といった回答

を引き出している(Masberg and Silverman1996, 22)。そしてそれらの回答を踏まえて著

者たちは、「学生たちは遺跡を自然や作られた環境(built environment)と考えているわ

けではない。ある人は文化について考えている。そしてより重要なことは、多くの人

が遺跡の定義として歴史について考えており、それは研究者たちがその言葉の定義

において普通は明確にはしていない点である」(Ibid.)という。さて、ここで問題は、

こうした研究のスタイルが現象学的であるとはどういうことか、ということである。

個人が経験している事柄からその意味を取り出すというプロセスは彼らが理解して

いる現象学の探究方法に沿ったものである。しかし、現象学的にいって意味とは何か

ということが明確には述べられていないし、それゆえにここで導き出された結論が

現象学的な「遺跡」の意味といえるかどうかを判定することは困難である11。そこで

 
10. この後者の引用自体は Seamon の論文からとられている。David Seamon, The 

Phenomenological Contribution to Environmental Psychology, Journal of Environmental Psychology 2, 

1982, 119-140. 

11. 近頃、ペリーは Phenomenology as Qualitative Research: A Critical Analysis of Meaning 

Attribution において、現象学を「哲学としての現象学(PP)」と「質的研究としての現象学

(PQR)」という 2 つのタイプに分けて、多くの研究者がこの両者には関連があり、質的研究

としての現象学の方法は、哲学としての現象学から導き出されたものだと考えているという

指摘をしつつ、しかし「わたしはそれは正しいとは考えない」(Paley2017, 2)とし、さらに

「PQR を理解するために PP を理解する必要はない」(Ibid.)とも述べている。今後こうした研

究の方向を追求することも必要ではあろうが、ここでは主流の、哲学としての現象学と質的
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次に、現象学的分析がテーマとすべき意味とは何かということを考察しよう。 

2 観光経験の意味 

 観光という現象には広告会社や旅行代理店、あるいは観光地による演出という問

題や、観光に出かけるための移動の問題、そして観光客を受け入れるホストの問題、

そして観光客自身の経験などきわめて多様な要素からなる現象である。したがって、

観光経験を現象学的に考察するといっても、それらの要素すべてを一気に考察する

ことは困難である。そこでここでは観光の質的研究でとられている方向、つまり観光

客の経験に焦点を当てることにする。また出張である地方に赴き、仕事の合間にその

地方の名所へ観光に出かけるということも除き、ここではただ観光に出かける目的

で家を出発し、観光地を訪れるという場面に限定して考察をすすめていきたい。 

（１）フッサール現象学における経験の意味 

 フッサールの現象学において、経験といえば志向的経験が問題である。そして意識

の志向性とは、意識は常に何かについての意識である、あるいは、意識は常に何かを

何かとして意識するという意識の特性を言い表していることは周知のことである。

この意識の志向性と密接に関わるのが意味の問題である。『論理学研究』の第一研究

「表現と意味」において、彼は意味(Bedeutung)と対象の区別を行った。 

 

意味(内容)と対象の区別の必然性が明らかになるのは次のような場合である。

幾つもの表現が同一の意味を持ちながら、しかも異なる対象を有しうるし、ま

た異なる意味を持ちながら、同一の対象を有しうるということを、諸々の例を

比較することによって、われわれが確信する場合である。…たとえば、イエナ

の勝者とワーテルローの敗者、等辺三角形と等角三角形がその例である。(XIX, 

53)12 

 

 意味と対象の関係を説明するなら、「意味の中で対象への関係が構成される」(XIX, 

 
研究としての現象学の間に関連があり、後者の方法は前者から導き出されているという理解

を引き受けて考察をすすめていきたい。そうすると、現象学的にいって意味とは何かという

ことが問題である。John Paley, Phenomenology as Qualitative Research: A Critical Analysis of 

Meaning Attribution, Routledge, 2017. 

12. フッサールの著作からの引用は、本文中に Husserliana の巻数とページ数を示す。 



紀平 知樹 観光経験の現象学的考察 

8 

59)といわれたり、「表現は対象を、表現の意味を媒介にして表示する」といわれたり

する。そしてこの関係を作用の面で考えるなら、「意味作用とは、そのつどの対象を

思念する一定の仕方である」(XIX, 54-55)ということになる。さらに第五研究におい

て、作用性質と作用質料という術語が導入され、作用質料が対象への関係を可能にす

るものであるとされる。もう一つ重要な区別としては、意味賦与作用と意味充実作用

の区別である。わたしが何らかの表現を読んでいる場合、それはたんに思念されてい

るだけであるが、そこに書かれていることを実際に目の当たりにした場合、その志向

は充実される。 

『論理学研究』のあと、『イデーン I』において意味の概念は体験全般にまで広げ

られ、統握意味とよばれていたものがノエマ的意味とよばれるようになる。『イデー

ン I』においても意識は「ノエマ的意味を介して「その」対象へ関係する」(III/1, 297)

とされ、意識、意味、対象の関係は大きくは変わっていないといえるだろう13。 

 フッサールの現象学において、経験の意味といえば、意識の志向性において対象へ

の関係を構成するような意味のことである。観光研究においても観光するものと観

光対象の関係が同様の構造で捉えられている。マキァーネルは観光対象を以下のよ

うに定義している。 

 

［観光客/視覚対象/徴表］ 

              観光対象(MacCannell2013, 41: 47)14 

 

この図式をフッサールの志向性の理論に当てはめてみるなら、観光客の位置には

意識が、視覚対象には対象が、そして徴表のところに意味があてはまる。観光客が、

観光対象へと向かうのは徴表を介してであるとするなら、観光客の意識は、徴表を介

して観光対象へと向けられているといえるし、徴表において観光対象への関係が構

成されるともいえる。この徴表とは、具体的には観光のガイドブックであったり、パ

ンフレットや土産物であったりなどの形態をとる。そうしたものを介することであ

るものが観光対象となるのである。 

 
13. ノエマ的意味を巡って、かつてギュルビッチ、ドレイファス、フェレスダールらの中

でさまざまな議論が行われたが、ここではそうした議論には関わらないことにする。 

14. Dean MacCannell, The Tourist A new theory of the leisure class with a new introduction, 2013, 

University of California Press (ディーン・マキァーネル、『ザ･ツーリスト 高度近代社会の構造

分析』(安村克己他訳)、学文社、2012 年。). 
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（２）観光経験 

 観光とは何かという問いに対していくつかの回答が提出されてきているので、こ

こでは闇雲に観光とは何かということを問わずに、すでに提出されている観光に関

する定義を手がかりに観光経験とは何かということを考えてみよう。 

 観光研究における観光のテーゼとして以下の６項目を挙げることができる15。（１）

観光とはあるところから別のところに出かけること。それはまた（２）出発地点に戻

ってくることがあらかじめ予定されている。そしてそうした移動は、（３）余暇時間

において行われるものである。それが観光者にとっては余暇であるという意味で、

（４）観光経験とは非日常的な経験であり、観光者がふたたび日常の生活に立ち戻る

という意味で、（５）観光とは一時的なものである。さらにわれわれが観光に出かけ

るとき、われわれは観光地について何も知らずにその場所に赴くのではなく、（６）

前もってそこで何が見られるのか、あるいは何が食べられるのか、何を購入すること

ができるのか等といったことをガイドブックやインターネット上の情報などによっ

てあらかじめ知っている。これらの要素を踏まえて、観光経験について考えてみよ

う。 

 わたしは京都に住んでおり、奈良の東大寺にある大仏を日帰りで見に行くという

例を考えてみよう。今回が初めての奈良への観光であれば、家を出る前に奈良まで行

く交通手段について調べたり、奈良の東大寺が奈良駅からどれくらいの距離にある

のかを調べるだろう。他方で、そこに行こうとする以上、わたしは東大寺とはどのよ

うな寺院か、その中にある大仏像がどのようなものなのかあらかじめ知っていたり、

あるいはあやふやな情報をガイドブックなどであらかじめ補完しているだろう。そ

してその大仏を目指して家を出発し、何らかの交通手段を用いて東大寺に到達する。

東大寺の門をくぐり長い回廊を他の観光客と一緒に進んでいく。そして大仏殿の正

面にまでたどり着くと、そこから大仏殿へと続く歩道を進んでいき、大仏殿に接近す

る。そしてついに大仏殿の中に入ると、真正面に鎮座する大仏が目に飛び込んでく

る。今わたしは、奈良の大仏の前に立ち、それを見ている。すなわちわたしは知覚と

いう仕方で、いま目の前にあるものを奈良の大仏として統握している。わたしは昨日

 
15. 以下のような文献から次の 6 つのテーゼを導き出している。Daniel J. Boorstin, The 

Image A Guide to Pseudo-Events in America 50th Anniversary Edition, 2012, Vintage Books (『幻影

の時代 マスコミが製造する事実』、東京創元社、1964 年). Dean MacCannell, The Tourist A new 

theory of the leisure class with a new introduction, 2013, University of California Press (ディーン・マ

キァーネル、『ザ･ツーリスト 高度近代社会の構造分析』(安村克己他訳)、学文社、2012

年。). John Urry, The Tourist Gaze3.0, 2011, SAGE Publications Ltd.. ヴァレン・L・スミス、『ホ

スト･アンド･ゲスト：観光人類学とは何か』(市野澤潤平他訳)、ミネルヴァ書房、2018 年。 
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の夜、奈良に関するガイドブックで読んだその大仏を今、直にこの目で見ている。ガ

イドブックにおいてさまざまに説明されていた大仏が、わたしの目の前にあり、その

螺髪や白毫、印の結び方などが説明通りわたしの意識に現れてきている。これは志向

が充実されたということになる。そして大仏像の周りをぐるっと周り、大仏殿をあと

にすると、帰宅の時間まで他の名所旧跡、古刹などを訪れるだろう。そしてその間に

お茶を飲んだりしながら景色を眺め、帰宅の時間になれば京都にむけて出発する。 

 さて、ここでわたしが奈良の大仏を今目の前にしているという場面だけを考えて

みよう。わたしは目の前にある大仏を、奈良の大仏として知覚している。そしてそれ

はすでにわたしがガイドブックなどで読んださまざまな特徴を備えた大仏として目

の前にある。昨晩、ガイドブックを読んでいるときには空虚であったわたしの志向

は、今や充実されたものとなっており、物と知性の一致という意味での真理をいま経

験しているといえる。しかし、わたしの観光経験、あるいは奈良の大仏を観光対象と

してみるという経験は、わたしの日常的な
、、、、

知覚経験の説明で尽くされるものであろ

うか。 

（３）知覚と見物 

 ここで日常生活における見ることを知覚とよび、観光において何かを観ることを

見物とよぶとしよう。そうすると、見物は知覚によって説明できるのかということが

問題になる。 

 わたしが通勤で家を出て、職場に行くことを考えてみよう。わたしは出勤しようと

する時点で、すでにどこに行くべきか、そしてその日の予定をある程度把握している

はずである。午前中には会議があり、そのあと授業が 2 つある。そしてそのうちの 1

つは医療倫理の講義であるなど。そして予定されていた会議や講義をこなす。授業の

ために教室に行く前には、その日の授業内容がすでに頭に入っていたり、その教室に

何があるか、誰がそこにいるのか等といったことはあらかじめわかっている。そして

実際に授業時間になり、教室に向かうと、わたしがたんに思い浮かべていただけの教

卓が実際に知覚される。言い換えるならわたしが空虚に志向していた事柄が実際に

充実される。そして職場ですべきことが終了すれば帰宅の途につく。 

 観光と通勤とを並べてみたが、両者で何が異なるのだろうか。例えば観光は、ある

場所から別のどこかに移動するという経験を含んでいるが、それは出勤するという

経験においても同様である。何かを知覚するという経験はどうだろうか。観光にとっ
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て見物という経験は不可欠であろう。そして旅行(travel)ではなく観光(tour)16において

は、われわれは何を見物するかを前もって知っている。われわれが出勤する(あるい

は登校するでもよいが)場合、自分の勤務先で何が待ち受けている(知覚される)のか

はあらかじめ知っている。そうであるとするなら、すでに知っている対象を見るとい

うことは見物に特有の事柄であるともいえない。それどころか、「未知性は既知性の

一様態である17」というフッサールの言葉を考慮するなら、あらゆる知覚はすでに知

っているものを見ることに他ならないともいえるだろう。 

 このように考えるなら、観光と通勤との相異とは、日常性と非日常性の違いである

ということがいえる。したがって、移動とはたんに空間内を移動するということを意

味しているわけではなく、むしろ、日常性から非日常性への移動である18。したがっ

て、観光とは非日常性において生じる経験であるといえる。そしてその中で行われる

見物という経験もまた、非日常的な状況における知覚であるといえる。もうひとつ知

覚と見物の違いをあげておくなら、見物とそれが生じる観光という経験は意志行為

であるが、他方の日常生活における知覚は必ずしも意志と結びついて生じるわけで

はないという点にあるといえるだろう。以下では、観光が意志行為であるという点に

とくに注目して考察を行う。 

3 パリへ旅する：意志行為の現象学 

 わたしたちが観光に出かけるとき、観光にでかけようという意志的な決断を下す

ことになる。したがって観光とはひとまずは意志の行為であるということができる。

そうするとここでわれわれが参照すべきテクストは、Husserliana XXVIII 巻としてま

とめられている『倫理学と価値論講義 1908-1914』である。1914 年に行われた「倫理

学と価値論についての根本問題に関する講義」でフッサールは「意志の現象学」につ

 
16. ブーアスティンによれば、旅行(travel)とは、骨折りや労苦などといった意味を持つ

travail と同じ言葉であったという。旅行者は、さまざまな危険や艱難辛苦を乗り越えていく

人、あるいは「一生懸命に仕事をしている人」(Boorstin2012, 85: 97)だったのである。それに

対して観光を意味する tour はラテン語の tornus という言葉から作られたという。そしてこの

語は円を描くのに用いる道具を意味するギリシャ語に由来する。したがって、観光とは
、、、、

、元
、

の場所に戻ってくることがあらかじめ予定されている行為
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

である。 

17. Edmund Husserl, Erfahrung und Urteil, Felix Meiner Verlag, 1972, S. 34. 

18. 本稿では検討することは出来ないが、例えば日常的な通勤においてもその中に非日常

性を見いだし、そのことによってある種の観光経験が成立することもありうるだろう。 
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いて語っている19。そしてその例として、｢パリへ旅する｣(XXVIII, 107)という決断が

あげられているのでそれを確認してみよう。 

（１）意志行為としての観光 

第 15 節の「行為意志と未来のものへとむけられた決断意志」というタイトルのも

とでそれは論じられている。 

 

 「パリへ旅する」という決断のうちには、パリへの旅が現実的になるという

ことが含まれている。そしてそのことは旅を行為的に遂行することのうちに生

きている行為意志においてようやく高まっていく。しかし未来の旅あるいは未

来のパリでの滞在は、最初から確実なものではないし、もともとから確実なも

のとして意志されているわけではない。むしろ反対である。すなわちそれが前

もって確実なものであるなら、そのことが意志されることもないだろう。それ

はもともと確実に存在しているかわりに、意志の確実性によってようやく確実

なのである。意志の確実性としての意志は、意識にとっての未来に対して存在

の確実性を与えるという仕方で未来を定立する。その意識は、それが存在する

だろう。だからそれにあわせてわたしがそれを意志するというのではなく、む

しろわたしがそれを意志するので、それは存在するようになるのである。言い

換えるなら、意志は創造的な「かくなれ！」である。そして意志の定立とは現

実化の定立である。しかし現実化とは、ここではたんに現実的になることを意

味しているのではなく、むしろ現実にすること(Wirklichmachung)であり、現実

化の能作である。このことはしかし、まさに意志の意識の固有性のうちでその

源泉を得るという根源的な出来事であり、ただそのように理解されるものであ

る。 

ここでわれわれは作用面への関連について述べなければならない。すなわち、

未来の存在の信念の上に意志作用がもとづけられているという代わりに、むし

ろ未来の信念は意志作用からくみ出されてくるのである。そして意志作用は、

行為の意志作用であり、それゆえに現実化を遂行するあらゆる位相においてこ

 
19. この意志の現象学についてはすでに様々に論じられており、本稿を作成するにあたっ

ては以下のものを参照した。吉川孝、『フッサールの倫理学―生き方の探求』、2011 年、知泉

書館。榊原哲也、ケアの志向性―フッサールからのアプローチ―、東京大学大学院人文社会

系研究科・文学部哲学研究室論集(31)、pp. 18-37, 2012。八重樫徹、『フッサールにおける価値

と実践』、水声社、2017 年。西村ユミ、榊原哲也、『ケアの実践とは何か 現象学からの質的

研究アプローチ』、ナカニシヤ出版、2017 年。 
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の今―実在的なものは原的に創造されたものとして性格づけられるし、作られ

たものとして性格づけられる。そして相関的に知覚現出と知覚の確実性は意志

作用から生み出されたものという性格を持つ。その他の知覚は受動性、その受

動性のうちでわれわれはまさにそこにあるものを受け取り、そこにあるものに

われわれがむけられる、そういう受動性の性格を持つ一方で、ここで登場して

きている知覚は、つまりすべての能動的な行為の位相の知覚は、創造する主観

性からくみ出されたものという性格を持つのであり、その対象は創造的な「か

くあれ(fiat)」によって存在する。このことはしたがって、創造する定立として

の意志の定立の無二の固有性なのである。(XXVIII, 107) 

 

 ここでのフッサールの記述を整理してみよう。 

 「パリへ旅する」という決断は、パリへの旅が現実的なものになるということが含

まれているが、それはあらかじめ確実なものとして含まれているわけではなく、実際

にパリへの旅を行うことで現実的なものとなるのである。そして意志において特徴

的なことは、何かがあらかじめ確実に存在するからそれを意志するのではなく、むし

ろ意志することによって、それが存在するようになるということである。そのような

意味で、意志は創造的なものである。そして先にパリへの旅が実際にそれを遂行する

中で現実的なものになると述べたが、正確に言えば、意志はそれを現実的なものにす

るのである。従って意志とは現実化の能作である。相関的に、意志されたものは意志

によって創造されたものである。 

 さらに作用面で、意志と他の経験を比べてみると、基づけ関係が異なる。というの

も他の知覚においては、受動性のうちであるものを受け取るのであるが、意志におい

ては知覚現出や知覚の確実性が意志作用からくみ出されてくるからである。従って、

他の知覚と比べるなら、意志における知覚はすぐれて能動的、あるいは創造的なもの

である。それと相関的に意志における対象もまた、創造された対象という点で、他の

知覚の対象と異なる性格を有する。 

 奈良の大仏がどのようなものであるかをわたしの意志が創造しているということ

をもう少し詳しく説明しておこう。なぜ奈良の大仏が見るべき価値あるものなのか

は、観光という状況の設定においては前もって構築されているかもしれない。そして

わたしはそうした状況設定、あるいは徴表を様々なメディアを通して得ている。しか

しわたしがその大仏を見るべきだと考えるのは、そうした徴表のすべてによってで

はないかもしれない。例えば、奈良の大仏はそれが古くからの歴史を刻まれてきたこ

とによって見るべき価値があると考えるかもしれないし、あるいは『東海道中膝栗
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毛』の中の逸話によって、いちどはみてみたいと思うかもしれないし、あるいはみう

らじゅんの『見仏記』の中の東大寺の大仏に関する描写を読んで、見るべき価値を見

いだすかもしれない。そういう意味で、奈良の大仏が見るべき価値があると考えられ

る理由は人によって異なるだろう。したがって、観光対象は見物人による能動的な意

味づけがなされている。もちろんこうした能動的な側面は通常の知覚にもありうる

であろうから、意志の創造性のみで見物の独自性を説明するだけでは十分ではない

だろう。しかし他の知覚とは異なり、意志における意志対象の知覚はすぐれて能動的

なものであるということは注目すべき事柄である。 

（２）意味の再創造(re-creation)としての観光 

「奈良へ大仏を見物しに行く」というわたしの意志はいまだ空虚である。わたしが

そのように決断すれば、わたしは奈良に行くための交通手段を考えたり、奈良で大仏

を見物する以外に何をするかなど様々な思案をめぐらせることになる。そうした意

志が徐々に充実化されていくのは、わたしが実際に電車で行く場合であれば切符の

手配をしたり、あるいは食事の場所を予約をしたりする過程においてである。すなわ

ち奈良に大仏を見物しに行くという意志に従って、様々な手配をする中で、その意志

が満たされていく。フッサールは「未来へと向けられた意志は、ある種の意味では創

造的な志向であり、そしてこれは遂行する行為において「充実化」される」

(XXVIII,109)という。充実化は同時に、意志が意志したことを現実化していく過程で

もある。 

 意志されたものは、意志が実際に遂行される中でまさに現実的なものとして存在

するようになるといわれていた。しかし、この意志の最終的な目的となっている奈良

の大仏についてはどうであろうか。 

 思念されたものが、思念されたとおりに意識に与えられるとするなら、フッサール

自身も支持していると考えられる物と知性の一致として伝統的に認められてきた真

理の条件を満たしている。 

こうした図式を観光する意志と観光対象との関係にも適用して、観光対象が観光

する意志の通りに今目の前にあるなら、それは真なる観光対象といえるというべき

だろうか。意識の志向性という議論からすれば、観光する意志と観光対象との関係

は、意味によって媒介されている。そしてこの場合、観光対象の意味は、わたしが前

もって読んだガイドブックなどの情報から作られているといえるだろう。そして今

わたしが目の当たりにしている奈良の大仏は、ガイドブックなどを通して形成され

てきたわたしにとっての意味としての奈良の大仏そのものであるとしよう。そのと
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き、わたしの観光する意志は満たされたといえるだろうか。もしもそれによってわた

しの意志は満たされたというのであれば、けっきょく意志と意志された対象との関

係も、他の知覚の経験と同じようなものになってしまうだろう。しかしフッサール

は、意志においては他の知覚とは異なるということを主張し、意志の創造性という特

質をあげていた。それでは、意志の創造性とは何か、最後にこれが問題である。わた

しが奈良へ行くという意志を持ち、それに従い、電車の切符を手配し、実際にそれを

手に入れる。そのようなプロセスを一つ一つふまえることで意志は現実化の能作と

いわれるようなものなのである。とはいえ、意志の創造性とは現実化に尽きるものな

のだろうか。意志は奈良の大仏に対してどのような創造性を発揮しているのだろう

か。電車のチケットと違い、奈良の大仏そのものは、わたしがそれを見物に行こうと

意志しようとしまいとそこに以前から実際に存在していたし、この先も存在するだ

ろう。そういう意味で、当然ながらわたしの意志は、「奈良の大仏そのもの」を創造

するわけではない。それでは、奈良の大仏について何が創造されるのかといえば、そ

れは意味にあたる部分ということになるだろう。そして意志の創造的な働きは、奈良

の大仏を目の前にして、あらかじめ構成されていた奈良の大仏の意味に対して、新た

な意味を付け加えることで、奈良の大仏に対して創造的な働きを行っているといえ

るのではないだろうか。すでに知っていたものがそのままそこにあるというような、

すなわち再生産であるような知覚によって観光の意志は満足させられず、むしろす

でに知っていた意味での観光対象に対して、新たな意味を付け加えたり20、あるいは

その対象に対してまったく新しい意味を生み出すことによって、観光体験は満たさ

れるのではないだろうか。そういう意味で、意志行為としての観光経験は、意味を再
、、、、

創造
、、

(re-creation)す
、
る
、
ことだといえるのではないだろうか。また、そうであるなら、志

向―充実という図式で真なる観光対象が経験されるということもいえないだろう。

観光における真正性という問題が観光研究の一つのトピックとなっているが、その

問題については稿を改めて論じたい。 

おわりに 

 最初にも述べたが、観光研究における研究手法として現象学がもちいられるよう

 
20. 例えば、写真からは伝わってこない大仏殿のなかのひんやりした空気を経験すること

で、私は大仏に対して、写真で見るよりもさらに荘厳な威厳という意味をづけ加えるかもし

れない。逆に、実際に見物してみると幻滅してしまうといったような意味づけを経験するこ

ともあるだろう。 
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になってきている。しかしそれらの研究において現象学がどのようなものとして理

解されているのかがあまり明確ではない。とくに経験の意味を現象学的に問うとい

われるときに、その意味が何なのかが明らかではない。今回は、フッサールの意識の

志向性の議論の中で定式化されている、意識と対象を媒介するものを意味とし、それ

を観光経験の中に見いだそうとした。そして観光自体は、意志の現象学のなかで議論

されるべき経験であり、それは他の経験と異なる特性を持つ。それが意志の創造性で

ある。その点に鑑みるなら、観光とは意味を再創造する経験である。そしてその再創

造に非日常性が関わるであろうと予測されるが、その関係については今後の課題と

したい。 

 観光とは非常に複合的な現象であり、今回は観光経験に注目をした。しかし、わた

しがどこかに観光に行くと決断するとき、わたしは無からそうした決断を行ってい

るわけではない。むしろ様々な意味に誘引されて観光に行くという決断を行うので

ある。観光業者やホストにとっての観光という観点をとれば、観光客にとっていかに

魅力的な意味を作り上げるのかということが観光経験の重要な点になるだろう。観

光とは、観光客だけで成立するわけではなく、観光客を受け入れる多様な環境の中で

成立しているのである。したがって観光客の経験にだけ注目していても不十分であ

り、観光客の経験をさらに精緻に検討するとともに、ホストにとっての観光経験をも

考察していく必要がある。 
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