観光における人と環境との関係

直井 岳人

的な観光に関する研究（以下、海外

観光研究とする）において認識され

ている。例えば、多くの観光の概論

（ 1990
）
書で取り上げられる Leiper
のモデル（図１）では、観光は、出

発地から観光地へと旅行者が出発し、

出発地に戻ることで生じる現象だと

されており、観光現象の生成におい

て観光者と観光地が接することが

欠かせないことを示している。また、

者の動機や欲求であるプッシュ要因

うに、人が観光旅行をする状況にお

から生じる現象である」と述べるよ

する側と観光者を受け入れる側の双

との関係を研究することは、観光を

このような観光における人と環境

会に深く根差したものだと言える。

けるそれとは異なるものの、人間社

）
。観光における
Oppermann, 2002
人と環境との関係は、日常生活にお

てどのような意味を持つのかを明ら

のどのような特徴が、観光者にとっ

者を誘致する側にとっては、観光地

重要だと考えられる。さらに、観光

る人と環境との関係に関する研究は

用するという観点から、観光におけ

このように、観光者にプラスに作

と Jenkins
（ 1993
）
ている。 Walmsley
が「観光は人と環境との任意の関係

心理学的海外観光研究でも、観光
うした非日常性が及ぼす、自らの既

）と、観光地
（発動要因、 push factor
が観光者自身の成長につながる可能

成の価値観との矛盾といった不均衡
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はじめに
私たちは自然、人工物、他者との

いてもそれは同様である。場所は観

方にとって有益な示唆を提供する可

かにすることで、その観光地の課題

性を指摘している。

光者が訪問するからこそ観光地とな

能 性がある。観 光 者は、日常 環 境

と潜在的な魅力を見いだすための手

（Leiper, 1990）
を筆者が一部和訳

）で訪れたとい
を遠足（ excursion
う落書きが残っている（ Weaver &

り、人は訪れる観光地があるからこ

を一時的に離れ、そのことで、日常

がかりを得ることができると考えら

出発旅行者

人間関係など、さまざまな環境（場

そ観光者として行動することができ

の生活では満たされない欲求を、新

れる。

帰宅旅行者

観光目的地

通過地域

旅行者出発地

所・空間）と常に関わりながら生き

る。また、このような観光現象の歴

奇な経験をすることによって満たそ

要性は、欧米を中心に発展した学術

このような人と環境との関係の重

史は長く、例えばエジプトのピラミ

）は、こ
2006

うとすると考えられるが（佐々木、
）
、宮原と宮原（
2007

ッドには、紀元前一二四四年に、と
ある人 物 が 兄 弟 とメンフィス（ 古

図1 観光基本システム（A basic tourism system）
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自体の特徴を示すプル要因（誘引要
ントに役立つ研究への貢献の可能性

の属性（観光地イメージが何ででき

りに盛んに行われている（ Beerli &

Martin, 2004; Chew & Jahari, 2014;

（ Echtner &
ているか）の洗い出し」

ほか 2014
）
。
Qu,
観光研究ではその時々で異なる複

響」に関する研究など、さまざまな

など）
、
「観
loglu & McCleary, 1999
光地イメージが再訪行動に及ぼす影

は異なる点である。こうした非日常

の点が日常環境に関する研究領域と

数の非日常環境を想定しており、そ

など）
、
「観 光地
Ritchie, 1991, 1993
イメージが出来上がる仕組み」
（ Ba-

について考える。

人と訪問地環境との関係に関す

人と環境との関係に
関する海外観光研究

）の関 係（ Klenosky,
因、 pull factor
）がしばしば言及され、潜在的
2002
観光者（観光へ動機づけられた人）は、
訪問地を決定する際、自らのプッシュ
要因（例：リラックスしたい）と適
切に対応するプル要因（例：静かな

ことは非常に難しく、観光地イメー

環境に、人がたまに一時的に接触す

見られるものの一つに「観光地イメ

人と環境との関係に特に深くかかわ

ジの研究では、もっぱら、目前にな

研究がなされてきた。

ただ、後 述 するように、海 外 観

ージ」がある。観光地イメージは、

ると思われるものに、観光地イメー

る海外観光研究のテーマとしてよく

光研究においては、観光者が現地を

人が観光地に関して持つ、印象、感

ジを、物理的な特徴である

山村）を考慮すると言われている。

訪れて目にするであろう観光地の具

情、知識、想像、期待、信念といっ

cognitive

く、メディアなどの情報を通して認

識される大ざっぱな「心理的環境」

を対象としている。こうした普段接

りなく思い浮かべることは多くの人

触のない観光地の詳細な特 徴を偏
（例：美しい、落ち着く）に分
nent
類して分析する研究がある。これら

もっとも、十 分 な 知 識や 経 験が

にとって難しく、観光地イメージは
）を人がどのように
原 ・宮原、 2006
感じるかという、人と環境との関係

なくとも、曖昧なイメージを基に観

の研究は、人が認識する場所の物理

して「出発前の観光者は実際に目の

性を表していると言える。このよう

的特 徴としての「心理的環境」
（宮

aﬀective compo-

る場面を実証研究において切り取る

体的な特徴を分析したものは少ない。

た、心理的な概念であることが多く

（例：人、建 物）と、感 情
component
的な質に関係する

観光地イメージ研究のなかでも、

そのため、どのような特徴を持つ観

の定義により指摘されている（ Law-

のように感じられるのかという、観

son & Baud-Bovy, 1977, Crompton,

光地がどのような観光者にとってど
光者と観光地の両方の特徴に鑑みた

）
。
1979 ; Baloglu & McCleary, 1999
また、観光地イメージ研究を概観し

具体的な観光地マネジメントに資す
る知見が十分に生み出されていない
本稿では、まず、人と観光地の関

前にはない観光地をそのイメージで

な研究では、当初は

）
事実を反映しない（ Gartner, 1996
と述べる研究者もいる。

係に関わる海 外 観光研究、特に観

評価する」こと、
「観光地イメージ

ほ か（ 2002
）は、 観 光
た Gallarza
地イメージ研究が注目される背景と

光地イメージに関する研究を概観し、

が観光者の行動や観光地選択に影

ように思われる。

当該分野における研究の意義と課

響する」ことを挙げている。海外観

か明らかにしようとする試みには意

ジがどのような役割を果たし得るの

が生じる過程において観光地イメー

観光地イメージの特性や、観光現象

にしているとも言える。したがって

人が観光旅行に出かけることを可能

光地を選択することができることが、

題について考察する。また、人と環

に特化したものが多かったが、
ponent
の抽出
その後、 aﬀective component

と Mcを分析する試みも、 Baloglu
（ 1999
）に よ る 研 究 を 皮 切
Cleary

や測定の試みが見られ（ Walmsley &
）
、近年では両者の関係
Jenkins, 1993

cognitive com-

境との関係に関する日本の建築環境

（ 1975
）の研究が
光研究では Hunt
観光地イメージ研究の始まりだと言

工学分野の研究に着目し、当該分野

ほか、
われることが多いが（ Gallarza
）
、それ以降、
「観光地イメージ
2002
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味があると考えられる。
しかし、人と観光地との関係は必
発展させたものである。

とラダーリングという二つの手法を

を抽出することを目的としてしばし

そこに暮らす人々の価値観との関係

環境心理学において、環境の特徴と

レパートリーグリッド発展手法は、

キャプション評価法の観光研究への応用

レパートリーグリッド発展手法と

重要な観点である。また、そのよう

することは、観光の意味を問う上で

み出す観光者にとっての価値に注目

って、観光者と観光地との接触が生

また観光現象の本質である。したが

観光地に実際に人が足を運ぶことも

また、ラダーリングは、
「ものごとの

ー等の回答から導き出す手法である。

それらを区別する理由をインタビュ

真や現物）を調査協力者に比較させ、

）を基
景となる考え方。 Kelly, 1955
に、複 数のものごと（ 例：名 前、写

ラクト（人がものごとを区別する背

益な結果を提示している。

し、主に個人差を抽出する観点で有

ける建築環境の評価の構造を提示

グリッド発展手法は、日常環境にお

いことが特徴である。レパートリー

の写真を対象として用いる研究が多

ば使用されており、場所（日常環境）

ド（ Botterill, 1989; Botterill & Cromp-

外観光研究では、レパートリーグリッ

におけるその応用例は多くない。海

も有効だと考えられるが、観光研究

と人の感じ方の関係を洗い出す際に

観光地の物理的環境の具体的な特徴

レパートリーグリッドは、コンスト

な観光者と環境との接触の場におい

属性（特徴）は、特定の目的を達成

）は、 調
ま た、 古 賀 ほ か（ 1999
査協力者に自身が撮影した写真の

ずしもイメージの領域にとどまらず、

て、建物がどのような形をしている

する手段である」という手段目的連

との関係に関する研究を行うことは、

ある）を、インタビューによって導き

のどの渇きが癒され、報われた感が

間の関係（例：炭酸味がさわやかで、

とっての価値観（例：報われる）の

のどの渇きが癒される）とその人に

が人にもたらす結果（例：さわやか、

）に基づき、もの
el; Gutman, 1982
ごとの特徴（例：炭酸味）と、それ

ン評価法は、調査協力者に評価する

を参考に作られている。キャプショ

示はレパートリーグリッド発展手法

もらうよう教示するが、これらの教

じられたのか」の観点から記述して

のようなところが」
「どのように感

手法では、撮影理由を「何の」
「ど

法という方法を提唱している。この

る限り、観光客と住民の景 観評 価

ション評価法に関しては、筆者の知

るには至っていない。また、キャプ

の詳細な特徴と人との関係を抽出す

に見える対象を示すなどして、場所

しており、調査協力者に具体的に目

観光地や観光スポットの名前を使用

る。しかし、その多くが対象として

）のどちらか一方を
Klenosky, 2002
手法として採用したものが散見され

）とラ
2003; Walmsley & Jenkins, 1993
ほ か、 1993;
ダーリング（ Klenosky

er & Buttle, 1989; Pearce, 1982; Pike,

ton, 1987, 1996; Coshall, 2000; Embach-

のか、どのような人たちがどのよう
鎖モデル（

観光地マネジメントの観点からも意

出す手法である。

場面の選定を任せる点でレパートリ

）
の比較を行った、伊藤・山口（ 2012

撮影理由を自由記述してもらい、そ

なことをしているのかといった、観

味があると思われる。

レパートリーグリッド発展手法に

ーグリッド発展手法とは異なり、対

このような人の特徴と環境の特徴

の内容を分析するキャプション評価

との関係性を明らかにすることを目

おいては、調査協力者に複数のもの

象となる環境に関する、人々の制約

）の研究、後
の研究や植田ら（ 2012
述する筆者自身の研究を除いては、

means-end chain mod-

的に、日本の建 築 環 境工学 分野で

ごとを比較させ、彼らが感じる違い

の少ない自由な意見を引き出す 手

光地の具体的な構造と人の感じ方

開発された手法の一つに、レパート

を洗い出し、それを出発点としてラ

その応用例は見当たらない。
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日本の建築環境工学の
知見の応用

リーグリッド発展手法が挙げられる。

法として有効だと考えられる。

）と 日
筆 者 ほ か は、 欧 州（ 2006

ダーリングを行うことが多い。この
方法は、日本においては主に建築 ・

）によって
これは、讃井と乾（ 1986
提唱された、レパートリーグリッド

18

人学生三十人へのインタビューを行
新たな知見

工学的手法により得られる

に研究する意味がある。

現象を、建築環境工学の枠組みを基

できない懸念材料である。ただ、筆

われる観光の特性を考えると、無視

で、個人の主観の影響が大きいと思

う 課題がある。これは自 由裁量的

にして協力者の数が少数になるとい

に関する評定を要求するため、往々

ない。このように、非日常環境と出

ったケースがこれに当たるかもしれ

町並みの在り方に思いをはせるとい

暮らしを感じ、地元の人にとっての

転車で駆け抜ける子供に住民の今の

的な町並みを訪れた人が、そこを自

本（ 2007
）の観光地としての歴史的
町並みの写真を刺激としたレパート

った。その結果、人の存在、商業的
レパートリーグリッド発展手法や

正性、有名性、活動性といった感情

リーグリッド発展手法を用いた日本

要素、車両などの場所の特徴が、真

さまざまな価値観に気づくことがで

会うことで、人は自分のなかにある

キャプション評価法は、調査協力者

）の結 果
者ほか（ 2006, 2007, 2011
は、調査協力者が、同じものごとに
対 して、
「 求 める もの

）が
き、それが 宮 原 と宮 原（ 2006
述べる、観光を通じたその人自身の
人

に、長時間、管理された状況で場所

他者顕示欲求と複雑に関係する可

によって良い悪いとは

活気がある

や、他人に何かを見せたいといった
能性が示唆されている（図２）
。例

成長につながるのかもしれない。

化させる可能性がある

っても自分の行動を変

ことで、同じ場所であ

境をそのつど解釈する

（ 2002
）
している。 Ooi
は、観光者は訪れた環

な関係に関する示唆を提供する可

こうした人と環境とのフレキシブル

注意深く見て評価してもらうことで、

地環境あるいは疑似訪問地環境を

用いた研 究は、調 査協 力 者に訪問

いった建築環境工学における手法を

このように、レパートリーグリッ

と述べている。例えば、

能性がある。

点で、有益なツールになり得る。ま

徴を洗い出す可能 性があるという

者が好ましい印象を持つ観光地の特

にとっても、これらの手法は、観光

目指す人々（例えば、観光事業者）

観光者による地域の魅力の発掘を

ド発展手法やキャプション評価法と

古い家々を観て楽しも

価 をする可 能 性 を示

決めつけられない」評

えば、彼らの結果によると、他の人
の存在は、リラックスできないとも、

プラスの関係
マイナスの関係
並ぶ

活気があって話のネタになるとも感
じられる可能性が示されている。ま
12

落ち着く

5

古い
5

18
6
10

）は、キャプシ
た、筆者ほか（ 2011
ョン評価法を用いて、学生および建
築・まちづくり関係者の、彼らが住

珍しい
6

んでいない歴史的町並みにおける写

5
9

真の撮影理由の内容を分析している。
その結果、案内される観光、探索的

う と保 存 された歴 史
（注）
「プラスの関係」は「…であれ
ば…である」、
マイナスの関係
は「…であれば…でない」とい
う関係である。また線のそば
の数字は、何人の人が二つの
言葉を結びつけて答えたかを
示している。例えば、
「人」の
存在は19人から「活気があ
る」
と感じられ12人から「落ち
着かない」
と感じられている

な観光のどちらを求めるかで、彼ら
が着目するものとその解釈が異なる
可能性が示されている。
これらの研究が旧来の同種の手法
を用いた研究と異なる点は、日常と
は異なる環境に関する、プッシュお

5

13
9
5

人力車に
乗りたい

6

景色を見たい
リラックス
したい
日ごろ
疲れている

9

観光地的

7

非日常性を味わいたい

19
8
6

来るべきところ来たと納得したい

12

買い物が
したい
11

誰かに見せたり
話したりできるものを
手に入れたい

6

有名なものが見たい
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よびプルの両要因に関わる項目が抽
出されたことであり、ここに、観光

図2 筆者ほか（2007）の結果：人の評価に関わるもの

）が含まれる可能性がある。
2010
さらに、レパートリーグリッド発

観光資源となり得る対象」
（十代田、

から人を呼ぶようなものでなくとも、

が難しい、
「顕著でなくとも、全国

などの情報で訪問前に察知すること

た、そのような魅力には、メディア

力を特 定できる可 能 性がある。ま

観光者が実際に行ってみて分かる魅

選定するため、これを用いることで、

激を与える可能性がある。そのよう

きた学問分野に対し、新たな知的刺

と環境との関係性を中心的に扱って

係に関する研究は、日常における人

環境における観光者と環境との関

と考えられる。その一方で、非日常

る知的貢献の可能性は非常に大きい

げてきており、その観光研究に対す

人との関係を研究する術を磨き上

学における研究は、環境の複雑性と

えられる。日本の、特に建築環境工

観光研究と建築環境工学などの

展手法やキャプション評価法といっ

うに評価されるのかを明らかにする

他領域が知的情報交換を行うことで、

な、他領域への知見の発信が観光研

ことができるため、歴史的建造物等

新たな観光地の魅力の発掘につなが

た手法は、既存の観光地の特徴がど

の物理環境への手入れを過度に行わ

る知見や、人と環境との相互関係に

究には求められている。

ない、ターゲットとする観光者の特

関する、それまで接近し得なかった

のような欲求を持つ観光者にどのよ

徴を絞った観光振興のための手がか

知見が生まれるのではないかと考え

られる。
（なおい たけと）

直井岳人（なおい たけと）
首都大学東京都市環境学部／大学院都市環
境科学研究科准教授。大阪大学で学士号（人
間科学）
、英国サリー大 学で観 光 経 営 修 士号
）と博士号を取得。専門は観
（ with Distinction
光学で、
「訪問客による観光地評価」に関する

実証研究に主に取り組む。 The 18th CAUTHE
International Research Conference, Best Re受賞。
search Information Exchange

りを提供することも期待される。

今後への期待

非日常環境における人と環境と

の関係を研究対象とすることは、人

の可能性（心理学的要因）と、外部

から観光者によってさまざまな価値

が見いだされる環境の可能性（観光

対象化）の双方の拡大に資すると考
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