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１．研究の背景と目的
（１）観光の有用性の再考
　コロナ前、観光立国推進基本法に基づく観光庁の設立や日本
政府の公式目標である「明日の日本を支える観光ビジョン」に
象徴されるように、観光は主に経済政策の一環として捉えられ
てきた。失われた20年から脱却が望まれる中で、特に「サービ
スの輸出産業」であるインバウンドは経済成長をけん引する産
業として注目され、観光 GDP は飛躍した。また観光があらゆ
る地域で地方創生の切り札として期待されたのも、その経済効
果を期待されてのことだった。1973年の観光基本法施行当時、

「観光が国民の経済の発展に寄与することが知られていない」と
指摘されていたことを考えると１、近年のインバウンドの成長は
観光の存在感を押し上げる役割をはたした。
　しかし、コロナ禍で観光は不要不急の対象となり、経済一辺
倒で語られてきた観光の社会的有用性は、一時的にせよコロナ
によって粉砕された。観光の有用性に揺らぎが生じ、特に観光
に従事する人びとにとっては存在意義を問われる状況を経験し
た人は多い２。また大学においても志願者数の減少に直面した多
くの観光系学部学科では、職業教育としての観光教育に一定の
軌道修正を迫られた。
　ポストコロナでの観光再生の課題は、経済や産業に偏った観
光の理解を是正することであるように思われる。観光学を基礎
から学んだ人がまだまだ少ないこともあろうが、改めて観光の
もつ多様性と可能性に光を当てることが、観光の社会的有用性
に磨きをかけることになる。観光学は、観光に従事するひとの
ためだけではなく、観光をする人、そして観光に関与しない地
域住民のためにもある。観光学は本来それくらい広い視座で観
光現象を捉えている。

（２）ツーリスト・リテラシーの視座
　現代の観光は、多くの人びとが当たり前のように経験を重ね
ることができるが故に、その効用や技能は意識されずに「透明
化」されている。そのため定量化され見えやすい経済の側面だ
けが、観光の有用性として認知されやすい。それに対して山口

（2021）はメディア・リテラシーの概念を援用し、透明化された
観光の効用や技能を可視化する方法としてツーリズム・リテラ
シーという概念を提示した３。山口は、観光を単に「楽しみのた
めの旅行」や「ひとときのレジャー」に限定するのではなく豊
かな可能性を秘めた文化的営為として観光を捉え、帰りが予め
規定された近代観光の再帰性に注目し、人や社会を変える「開
かれた螺旋」として観光現象を捉えた。観光の効用や技能につ
いて、教員の経験則や精神論として主観的に語るのではなく、
学術的な考察と実証的な方法に基づいた観光教育の必要性に言
及し、従来の「第二層：観光業のための観光学（メディエーター
のリテラシー）」一辺倒から「第一層：観光者のための観光学

（ツーリストのリテラシー）」、「第三層：観光地のための観光学
（コミュニティのリテラシー）」という三層から成る新たな観光

教育の構想を示している。この三層の観点から観光教育を概観
すると、観光系の人材を育成するための第二層は多くの科目が
配置され充実している。第３層も近年「観光まちづくり」に代
表されるように観光教育の機会が増加し、それらを名称に掲げ
る学科や専攻も増えつつある。しかし、第一層の「観光者のた
めの観光学」は未発達で、よりよい観光者になるための技能は
体系化されているとは言えない。
　観光者のための観光学の側面では、島川（2020）は、観光は
自由を体現した活動であり、自由を求めるリベラルアーツの対
象として観光を再考することを主張している４。2018年観光ホス
ピタリティ教育学会でも「観光ホスピタリティ教育の拡がりと
可能性」と題したシンポジウムで観光教育におけるリベラル
アーツの可能性についても活発な議論がなされた５。山口も社会
心理学者 E・フロム（1952）の自由をめぐる論考を援用して、
従来の観光が「～からの自由（freedom）」である「行き」を重
視してきたが、これからの観光は「行き」と同じくらい「～へ
の自由（liberty）」である「帰り」にも注目すべきであり、観光
の楽しみを推進力とした教育と研究の実践の中にツーリズム・
リテラシーの目標があると述べている６。
　E・フロムのいう自由とは、解放ではなく自らに由って立つ
自由である。従って、社会の姿を理解することなしに自由に生
きることなどありえない７。それを観光に当てはめれば、観光経
験が固定観念に縛られずに自由に世界を読み解く技芸になるこ
とを示唆する。
　リベラルアーツとしての観光学の一面は、観光系学部学生の
多様な就職先との関係からも明らかであろう。OS の基盤がな
いまま、有用なアプリケーションの構築は不可能である。その
意味でもリベラルアーツとしての観光学は探究されるべき価値
がある。いずれにせよ観光学の射程を観光産業の職業訓練のた
めの学問とするのは、観光が有する可能性を十分に活かし切れ
ているとは言い難い。
　ツーリズム・リテラシーの着想について山口は、「一生に一度
できるかどうかの近代以前の旅とは異なり、好みに応じて何度
でも行けるほどに世俗化され、また一般化された近代の観光で
は、一人の観光者は前の観光の観光をもとに次の観光を計画し、
そして次の観光の体験はその次の観光へ活かされる」と述べ、
観光を閉じた円環（ループ）ではなく開かれた螺旋（スパイラ
ル）として捉えることを提示している８。これは主体が自分自身
をも対象化して作用をおよぼす自己準拠的な意識と行為である
A・ギテンズの再帰性の議論を参考に、観光の螺旋を構想して
いるものである９。つまり、「行き」や「目的地」を重視した観
光から「帰り」や「わたし」をも射程とした観光が、自分で自
分を対象化して人を変える作用となり、そうした螺旋が他者と
つながることで社会を変える可能性を構想するものである。
　こうした議論を踏まえて本稿は、観光を個人の「静的円環

（static loop）」ではなく他者との相互作用を内包した「動的螺
旋（dynamic spiral）」であると定義して、観光が人や社会を変
える作用について探究する。

観光の動的螺旋の相互作用とふりかえりによる
ツーリスト・リテラシーの技能

駒沢女子大学 観光文化学類 准教授 鮫島　卓
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　また本稿では、没個性で比較優位に基づく経済学的視座では
なく、固有価値を重視する文化的視座から観光の有用性につい
て検討するものである。観光経験は誰一人として同じものはな
く、また同じ人が同じ場所へ訪れても同じ経験を再現できるも
のではないという前提に立って観光を再検討する。観光が単な
る楽しみを越えて、観光者の世界を観る眼を変え、自己変容を
促す力があるとしたらそれは何か。また観光に社会を変える力
があるとしたらそれは何か。観光を個人の趣味や余暇活動とし
てだけではなく、人を、社会を変える文化的技芸として捉える
ならば、新たな観光の有用性を提示できるのではないか。こう
した観点において、観光の可能性はいまだ十分に語り尽くされ
ていない。

（３）観光者の変容に関する先行研究
　観光が人を変える何らかの力があるということは、古くから
語られてきた。たとえば「かわいい子には旅をさせよ」という
言葉にもあるように、旅には何らかの学習機能があるとする考
えや、また「旅をすればするほどアイデアが沸く」、「移動すれ
ばするほど創造性が高まる」など主観的な経験則から観光の効
用について語られる記述が見られる。
　また海外旅行先でビジネスの種を発見し、イノベーションを
実現した企業は多く、観光経験と創造性には何らかの関係があ
ることは指摘されている10。鮫島（2018）は、ニトリ、ドトー
ル、JINSの３人の創業者が海外旅行先で発見したビジネスの種
から事業化するまでのプロセスを調査し、固定観念の脱却、棲
み込む経験、偶発的な主観的閃きなどの共通点を抽出して、創
造性をもたらす旅行中の要素を導き出した11。
　他にも旅行で得られるコンピテンシーに関する研究がある。
まず Pearce & Foster（2007）によると観光経験によって上昇
志向や社交性に関するジェネリックスキルは向上するとした研
究12や、旅行回数が増加するにつれてジェネリックスキルが高ま
り、４回以上国際旅行をすると高いレベルでのジェネリックス
キルの改善を知覚したとする旅行経験とジェネリックスキルの
関係性を示した Scarinci & Pearce（2012）の研究もある13。ま
たワーキング・ホリデイを長期間実施したグループの方が短期
間実施のグループよりもジェネリックスキルが高い結果が出た
とする滞在期間による影響を示唆する Tsaur & Huang（2016）
の研究もある14。ジェネリックスキルの指標は調査によって異な

るが、いずれも被験者の自己評定に基づいた研究成果である。
　これらの研究は、ジェネリックスキルに反映される行動特性
を自己評定によって明らかにした研究で、旅行経験や長期間の
滞在などが個人に影響を与えるものとして捉えている。これは
観光経験による個人の変容を分析したものではあるが、いずれ
も個人の中での閉じた静的螺旋としてとして観光経験を捉えた
ものである。
　観光研究ではないが、他者との相互作用を内包した観光の「動
的螺旋」を示唆するものに、海外体験学習の効果について研究が
ある。子島と岡島（2015）は、海外体験学習は、「誰かが何かを
教えてくれる」という環境から離れて「非日常的な体験」の中
で、感情・情緒的な側面が重要視されることにあるとし、参加し
た自分が抱いた感情について他者と話し合うことが、実は学習対
象にきちんと向き合う契機をもたらすと報告している15。また体
験学習におけるふりかえり（reflection）による他者との相互作
用の重要性を示す研究もある。Kolb（1984）は、学習を結果で
は な く プ ロ セ ス と し て 捉 え て、具 体 的 な 体 験（concrete 
experience）から、内省的な観察（reflective observation）、抽
象的な概念化（abstract conceptualization）、そして能動的な試
み（active experimentation）という経験学習モデルを提示した。
その中で、Kolb は内省的な観察（＝ふりかえり）が、経験する
ことを学びに変える重要なステップとして位置付けた16。
　また、Moon（2004）はさらに学びを促進するふりかえりの役
割について以下の点で質の高い学習プロセスの一端を担うと同
時に、学習行動自体にも影響を及ぼすと述べる。第一に「知的
な余地」を拡大させる（slows the pace）。第二に学びの当事者
であるという意識（sense of ownership）。第三に「メタ認知

図１　観光の動的螺旋（ツーリズム・スパイラル）の概念図
出所：山口（2021）をもとに加筆

具体的な経験 

抽象的な概念化

内省的な観察 能動的な試み 

図２　Kolb の経験学習モデル
出所：Kolb（1984）をもとに作成
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（meta-cognition）」を促す。
　KolbやMoonの研究をふまえて和栗（2010）は、ふりかえり
を「したこと・起こったこと・そしてそれに対する自身や他者
の反応とそれらが与える影響などを内省すること」とし、記述
や議論において構造化された設問を用意する効果的なふりかえ
りのモデルを提示している17。「体験すること」を目的とせずに、

「体験から学び、次の体験をよりよくする」ためにふりかえりが
必須となる。
　ふりかえりを観光経験に置き換えれば、観光経験中（タビナ
カ）だけではなく、観光経験後（タビアト）にも観光者の変容
の契機があることを想定できる。ツーリスト・リテラシーの観
点から見れば、ふりかえりとは、「わたしを観る」という内省的
観察であり、観光の螺旋における再帰的行為にあたることが推
察される。従って、ふりかえりは、次の観光経験をよりよくす
る観光者のリテラシーの技能のひとつとして、重要な価値な価
値を持っていると思われる。
　さらに観光経験のふりかえりを他者との相互作用による学習
機能として捉え、ふりかえりによる観光者相互の変容を明らか
にすることができれば、観光が社会を変える一端を垣間見るこ
とができる。

（４）研究の目的
　本研究では、観光者がふりかえりによる他者との相互作用に
よってどのような意識の変容が起きたのかを明らかにするため
に、下記の２つの分析を行う。
　第一に観光経験前と観光経験後で観光者が選ぶ写真の比較に
よって観光者の暗黙知の変容を可視化することを試みる。暗黙
知とは、M・ポランニー（2003）の暗黙知と形式知の区別によ
っている18。暗黙知とは、言葉や数字では表現できない経験にも
とづく主観的な知識であり、形式知とは論理的言語によって他
人に伝達できる客観的な知識を指す。M・ポランニーが「我々
は語れる以上のことを知っている」と述べたように言葉で表現
できる知識は、知識全体の氷山の一角にすぎない。その意味で
誰一人として同じものがない文化的営為として固有性を保持し
た観光経験は、言葉だけで言い尽くせないことが多いだろう。
　ブーアスティンによる観光の「疑似イベント」19や J・アーリ
の「観光者のまなざし」20の指摘は、いずれも観光行動を起こす
前から観光経験に至る「行き」を重視した観光者のまなざしの
分析である。観光の「帰り」も射程に入れたとき、つまり「わ
たし」を内省化する「ふりかえり」を観光経験後に組み入れた
ときに、観光経験が疑似イベントや同質的な観光者のまなざし
の呪縛を解き放つ可能性があることを仮説として設定する。観
光経験とは、他者と同じ経験をしているようであっても、実は
観光者各々が異なるものを見ていることを明らかにし、観光経
験が個人の固有価値を持つものであることを明らかにする。
　そこで本稿では、観光者のまなざしを表す暗黙知として写真
に注目した。観光者が抱いた観光経験前の観光地のイメージと、
観光経験中に撮影した写真の中から印象に残った写真の比較を
通して、観光者の暗黙知としての潜在意識の変容の可視化を試
みる。
　第二に観光者の他者との相互作用による意識の変容を明らか
にするために、観光経験後に観光者同士によるふりかえりを行
い、その直後に対象者に対して質問票調査を行う。
　本稿では、観光の円環行動のうち「帰り」に着目し、観光経
験を個人の静的円環（static loop）ではなく他者との相互作用
を内包した動的螺旋（dynamic spiral）として捉え、観光経験

後のふりかえりに着目して観光者の変容を明らかにする。それ
により、ツーリスト・リテラシーの技能のひとつとして、ふり
かえりの有用性について提示することを目的とする。

２．調査研究の方法
（１）調査研究の対象
　本研究は、駒沢女子大学観光文化学類ゼミ所属の３年生・４
年生計23名を対象に行った。

（２）調査研究の方法
　本研究は2021年６月から７月にかけて「観光文化ゼミ」の授
業において行った。３年生と４年生に分かれて事前授業を行い、
７月に筆者引率の下で、合同で川越市一番街（蔵の街）を訪問
し、１組２～４名のグループに分けて自由に散策をさせた。そ
の翌週に学年ごとに分かれてふりかりの授業を実施した。川越
蔵の街の訪問経験は、初めて11名（47.8％）、２回目６名（26.1％）、
３回目３名（13％）、４回目１名（4.3％）、５回目以上２名（8.7％）
であった。調査の方法および分析方法は下記の二点である。
　第一に写真コラージュ法による被験者の潜在意識の可視化を
試みた。写真コラージュ法とは、対象者自身が言葉では上手く
説明できないイメージや意識を、視覚情報（絵・写真）に置き
換えて解釈をする定性分析手法である。事前授業で、学生に「あ
なたが最も川越らしいと思う写真」をインターネット上で探索
させ、その中から３枚を選び課題提出させた。その後、実際に
川越を訪れ、グループに分けて約５時間の自由行動をさせた。
翌週の授業でふりかえりとして「あなたが観光中に撮影した写
真の中で最も印象に残った写真」を３枚選ばせ、その内容をも
とに対象者全員に発表させた。発表の際には、和栗（2010）の

「ふりかえりの深度」と「ふりかえりの３ステップ」を活用し
て21、議論が深まるような下記の設問を予め用意して発表させ
た。また聴き手にも発表者に対する意見を発言するように促し
た。

ふりかえり発表の内容
□選んだ写真が何かを詳しく説明してください。
□ 写真を選んだ理由を具体的に説明してください。
　 （ただ興味がわいたからではなく、なぜ興味がわいたのか、対象

の魅力や自分自身の心の動きなど）
□ 観光経験前と経験後に自分が選んだ写真を比較して考えたこと

を説明してください。

図３　ふりかえりで用いた発言準備シート

　２つ目の調査法は、ふりかえり後に書かれた被験者の自由記
述を対象にテキストマイニングによって、ふりかえりによる相
互作用の可視化を試みた。ふりかえり終了後直ちに、対象者全
員に「観光経験前と経験後に自分が選んだ写真を比較して考え
たことを自由に書きなさい」、「今回の観光経験であなた自身が
変わったと思うことは何か」、「最も印象に残った他者の写真と
発表は何か。その理由とあなたの考えを自由に書きなさい」、「今
回学んだことを次の観光経験にどのように活かしたいか」の４
つの質問を設け、自由記述の質問票調査を実施した。分析ツー
ルは樋口が製作・公開しているKH Coderを用いた22。分析手順
として、それぞれの設問毎に自由記述から語を抽出し、類似語
をまとめるなどテキストデータの前処理を行った上で頻出語の
出現パターンの似通った語を共起ネット－ワークとして描き、
調査対象者の意識の可視化を試みた。出現数による語の取捨選
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択に関しては最小出現数を４、描画する共起関係の絞り込みは
描画数を90に設定した。

　これらの研究方法を採用した理由としては、調査対象者のサ
ンプル数が量的調査にそぐわない点と質的調査による分析の方
が、暗黙知としての潜在意識の変容についても拾い上げること
ができると考えたからである。

３．調査結果
（１）写真コラージュ分析
　まずインターネット上で各個人毎に選んだ川越に対してイ
メージする写真３枚を集め、観光経験前の写真群をコラージュ
した。次に観光経験中に撮影した写真から各個人が最も印象に
残った写真３枚を選び、それをまとめて観光経験後の写真群と
してコラージュを試みた。コラージュする際には、写真の傾向
を明らかにするために同種類の被写体の写真を近接させて配置
した。また被写体の種類の出現傾向の規則性を確かめるために
３年生、４年生の学年ごとにわけてコラージュ分析を試みた。

No
観光経験前 観光経験後

被写体種別 出現数 被写体種別 出現数
1 蔵造りの街並み 20 観光者 9
2 おさつチップ 14 スターバックス 7
3 縁結び風鈴 12 大正浪漫夢通り 4
4 鯛みくじ 8 蔵造りの街並み 4
5 スターバックス 4 蔵造りとマンション 4
6 和装 4 熊野神社 3
7 COEDO ビール 1 おさつチップ 3
8 川越祭り 1 郵便局 3
9 うなぎ 1 日本酒 3
10 花手水 1 時の鐘 3
11 芋 1 菓子屋横丁 3
12 いも恋 1 亀屋 3
13 川越プリン 1 洋風建築 2
14 ボンネットバス 2
15 どろぼうばし 2
16 標識・看板 2
17 地元商店 2
18 住宅 2
19 喜多院 2
20 縁結び風鈴 1
21 団子 1
22 自動販売機 1
23 鯛みくじ 1
24 道路標示 1
25 ソフトクリーム 1

図４　観光経験前後の出現被写体の比較

　観光経験前と観光経験後の写真の被写体を種別数ごとに集計
すると、観光経験前の13種から観光経験後は25種へ多様化した。
学年ごとに分けて集計しても、両学年ともに観光経験前の写真
群の被写体は「蔵造りの街並み」「おさつチップ」「氷川神社の
鯛みくじ」「氷川神社の縁結び風鈴」の４種類に偏って出現し
た。つまり観光経験前には、多くの被験者が同質的なまなざし
で観光地を見ている傾向が読み取れた。上位４要素以外の被写
体の出現は訪問歴のあるなしに関わらず見られたため、写真被
写体の種類の偏りやばらつきの傾向と訪問歴の高低との相関関
係は認められなかった。
　観光経験後に出現した被写体の特徴として、観光経験前の４

大要素の出現数が大幅に減少する一方で、学生自身が被写体と
なる人物が映った写真が最も多くなった。また観光経験前の写
真群では蔵造りの街並みの写真の中でも小江戸川越のシンボル
である「時の鐘」が数多く出現したが、観光経験後は「亀屋」

「菓子屋横丁」「時の鐘」「街並み」のほかに、「蔵造りと洋館」
や「蔵造りとマンション」など異質な組み合わせも出現し、蔵
造りの街並みの写真自体も多様化した。

（２）自由記述のテキスト分析
　次にふりかえり後に実施した質問票調査による自由記述を対
象にしたテキスト分析の結果を述べる。

①自己変容に関する記述
　「観光経験前と経験後に自分が選んだ写真を比較して考えた
ことを自由に書きなさい」と「今回の観光経験であなた自身が
変わったと思うことは何か」の２つの設問の自由記述から観光
者自身の意識の変容について分析した。テキストマイニングに
よる共起ネットワークの結果は図６の通りである。
　表出頻度で最も多かった順に並べると、「写真」、「見る」、「観
光地」、「自分」、「人」が特出していた。自己変容を読み解くた

観光経験後

図５　観光経験後の写真コラージュ（３年生14名分）

図６　自己変容に関する自由記述の共起ネットワーク
（129文、45段落、総抽出語数4,083語、異なり語数648語）
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めに表出した語の中から「自分」、「人」、「変化」、「経験前」、「経
験後」、「気づく」、「変わる」に注目してどのような文脈で用い
られているのかを KH Coder の KWC コンコーダンスのコマン
ドで記述を抜粋すると下記のようになる。

〈抜粋〉
・ 観光経験前はインスタグラムでよく見る写真ばかりを選んで

いたが、実際に行ってみると自分だけしか気がつかないよう
な小さな日常の風景の写真を撮っているなと感じた。

・ 観光経験前はインスタ映えの写真を中心に選びましたが、観
光経験後の写真では、自分独自のアングルで撮れた写真なの
で思い出として強く残ると思いました。

・ 観光経験前は、初めて訪れることもありインスタグラムでよ
く見る写真を選びました。観光経験後は、実際に自分の目で
見た発見や会話ができて印象的だったお店の写真を選びまし
た。

・ 観光経験前は有名な観光地の写真を選びましたが、事後の写
真ではゼミの仲間と楽しくしている写真を載せました。行く
人によって同じ観光地でも楽しみ方がそれぞれあるのだと気
づきました。

・ 喜多院に向かっている最中に、地元の人が道案内をしてくれ
ました。人の優しさや温かさを実感しました。

・ ゼミの人たちと心の距離が近づいたと思いました。観光のお
かげで、授業前の雑談も活発化し、川越の思い出話が出来た
ことが変化したことだと思います。ゼミの話し合いも発言す
る人が増えた気がしました。

・ 観光として楽しむだけではなく、街をしっかりと見ることや
石碑から歴史を学ぶ中で、どのようにその街が観光地として
発展してきたのかという経緯や背景を知りながら観光を楽し
む視点を持つことができたことが、今までの自分と変わった
ところだと思いました。

　このように、ふりかえりによって観光「経験前」と観光「経
験後」の「写真」が可視化されたことで、観光経験前の同質的
な観光地のイメージから多様で「自分」らしい個性的な観光経
験へのまなざしの変容を対象者自身が自己認識している記述が
多く見られた。また、同行者や地元の人びととの交流の経験が
写真のエピソードとして記述され、写真に人物が表出している
点も観光経験前と観光経験後の相違点である。そして観光「経
験前」は一目見て何かがわかる写真が選ばれたのに対し、観光

「経験後」は「自分」の経験に基づく「印象」が選ばれる基準と
なり、説明がなければ理解できない写真であるという記述があ
ったことからも観光経験の固有性が読み取れる。

②他者との相互作用
　「最も印象に残った他者の写真と発表は何か」、「今回学んだこ
とを次の観光経験にどのように活かしたいか」の２つの設問の
自由記述から他者との相互作用による意識の変容を分析した。
テキストマイニングによる共起ネットワークの結果は図７の通
りである。

　表出頻度で最も多かった順に語を並べると、「写真」、「印象」、
「行く」、「人」、「残る」、「見る」が特出していた。他者との相互
作用を読み解くために表出した語の中から「人」「自分」「他の
人」「発表」「学ぶ」「共有」「気づく」「発見」に注目してどのよ
うな文脈で用いられているのかを KH Coder の KWC コンコー

ダンスのコマンドで記述を抜粋すると下記のようになる。

〈抜粋〉
・ 観光中ずっと一緒にまわっていたのに、選んだ同行者の写真

が何一つ同じ写真がないのが不思議でした。同じことをして
いても人によって感じるものや印象に残ることは違うことが
認識されました。

・ 観光客向けというより地元住民向けのお店を見つけ、店主の
方もとてもいい人だったということを他の人の発表で聞き、
以前大阪旅行に行った際に個人店のお好み焼き屋さんに行っ
て、店主の人と話をした経験を思い出しました。

・ 同じ観光地でも人によって楽しみ方、感じ方が人それぞれで
あることが分かりました。これから観光に一緒に行くときも、
友達と考えをシェアすることで新しい発見があるのではない
かと思いました。

・ 他の人の発表を聞いてそんなものがあったのかと気づき、同
じ川越を見ているはずなのに人によって多種多様な経験があ
ってとてもおもしろいと思いました。これからの旅では今ま
でスルーしていたものにも意識して見ることで新たな発見が
できるのではないかと感じた。

・ 自分から積極的に地域の方と話すことを次の観光で活かした
いと思いました。他の人が印象に残る写真の中でも地域の方
と話したことでもう一度訪れたいと発言していたため、地域
の方とつながりを持つことでまたまた訪れるきっかけを作る
ような観光をしたいと感じました。

・ ふりかえりで写真の発表を行ったことにより、自分自身が気
づかなかったような場所やモノも知ることができ、二倍、観
光地に行った気持ちになりました。

　このように、ふりかえりによって「他の人」と観光経験を「共
有」することで、「人」それぞれの「違う」多様な観光経験の視
点に触発され、「気づき」がうまれたとする記述が多いことがわ
かる。また、他者の発表を聞くことで、二重に楽しめたとする
記述や、再訪意欲も見られた。また他者の発表が、今回の自身
の観光経験のふりかえりに留まらず過去の観光経験を思い出す

図７　他者との相互作用に関する自由記述の共起ネットワーク
（121文、46段落、総抽出語数3,834語、異なり語数641語）
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記述も抽出された。さらに、次の観光のための新たな技法習得
への意欲が生まれるきっかけとなっており、ふりかえりによる
互いに経験を語り合うことが、観光者同士の相互作用を促して
いることが読み取れる。

４．考察
　本稿では、観光経験のふりかえりを他者との相互作用による
学習機能として捉え、ふりかえりによる観光者相互の意識の変
容を明らかにすることを目的に、観光経験前と観光経験後に選
択された写真を対象としたコラージュ法と、ふりかえり後の質
問票調査の自由記述を対象としたテキストマイニングの手法で
分析を行った。
　写真コラージュ分析では、観光経験前と観光経験後の変化と
して、写真の被写体の種別が13種から25種へ大幅に増え、経験
後に多様化したことがわかった。経験前が同質的な観光地に対
するイメージを持たれる傾向がある一方で、経験後には観光者
の経験に基づいた写真が選ばれ、経験前に比べ個性的で多様な
コラージュが実現した。このことから、同じ観光地で経験して
も人によって見ているものが違うことがわかる。その意味で観
光の「行き」は同質的な疑似イベントかもしれないが、「帰り」
に着目すれば観光は多様で固有価値をもつ文化的営為となる。
　ふりかえり後の自由記述のテキスト分析では、観光経験を共
有することが観光者相互に新たな気づきを与え、「観る目」を変
えるきっかけとなっていることがわかった。その気づきによっ
て、単に直近の観光経験をふりかえるだけではなく、遠い過去
の観光経験を思い起こすきっかけとり、さらに次の観光への意
向にも影響していた。
　このように、ふりかえりは観光の再帰的行為となって、他者
との経験の共有が観光者相互に影響を及ぼしている。ふりかえ
りとは、観光経験後の観光者のまなざしの差異を活かした「わ
たし」と世界を知る再発見の学習機能だと言える。一生に一度
ではなく何度も観光経験を積み重ねる現代観光を、個人の閉ざ
された静的円環としてではなく多くの人びとの相互作用による
動的螺旋として捉えるならば、いわゆる「タビアト」の活用に
よって観光の可能性は広がるのではないだろうか。
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