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〈書評論文〉

旅におけるつながり
― 移動的世界における観光、テクノロジー、一体感 ―

Jennie Germann Molz,
Travel Connections:

Tourism, Technology and Togetherness in a Mobile World
（Routledge, 2014）

額　田　聖　菜

1　はじめに

本書は、インドネシアのゲストハウスにおける著者のバックパッカー時代の記憶から始

まる。数人のバックパッカーが談笑するなか、Markはひとり黒いパソコンの画面に向かい、

モデムを介して彼の旅行記を更新していた。彼は目の前に居る人々に背を向け「つながり

を断って（disconnect）」いた一方で、遠くはなれた家族や友人と「つながって（connect）」

いた。

1994 年当時には奇妙に見えたMarkの行動は、通信技術が発展した今では世界中で見ら

れ、大きな流行になっている。本書では、このようにパソコン、インターネット、携帯電話、

ソーシャルメディアを用いた旅や観光の実践である、「インタラクティブな旅（interactive 

travel）」が扱われている。現代の旅行者は携帯電話やインターネットを用いて、ブログを

更新したり、写真や動画を投稿したり、他の旅行者とネットワークを創ったり、観光地を

案内される。これは、私たちが日々の中で他者や世界とつながる方法が大きく転換したこ

とを示している。旅行者は、旅の途中でソーシャルメディアやインターネット上のソーシャ

ルネットワークなどのモバイル技術を用いて、どのようにして人や場所とつながったり、

つながりを断ったりするのか。本書では、より移動が活発化する世界において優勢になり
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つつある社会生活の一形態としての「移動的社会性（mobile sociality）」について論じら

れている。

本書の概略は次の通りである。1章は序論であり、2章では移動的社会性を捉えるため

の独自の方法論がうちたてられている。3～ 7章では観光における 5つの鍵概念である「景

観」、「まなざし」、「ホスピタリティ」、「真正性」、「逃避」について、インタラクティブな

旅の事例を交えて再考されている。特に 3～ 5章では、各章にてインタラクティブな旅の

事例紹介がなされている。そして 8章は結論として、パフォーマンス的転回の視点から現

代の社会性について考察されている。

2　本書の構成

2-1　序論：移動的世界における観光、テクノロジー、一体感

今日、交通技術の発展によって人々は世界中を飛び回り、遍在的なインターネット接続

によって何百万もの人々が、冒頭のMarkの旅行記のようなウェブサイトを更新している。

パソコンやスマートフォンといったデジタル機器をバックパックに入れて旅することを意

味する「フラッシュ・パック（flashpacking）」という語も誕生している。このように私

たちは、人・メディア・データ・商品・リスクなどあらゆるものが行き交う「移動的世界

（mobile world）」に生きている。観光は社会を映す鏡であり、旅・観光・バックパックは

そうした移動的な社会の象徴であると同時に現代における問題の象徴であると筆者は指摘

している。従来の観光研究では、J.アーリの「観光のまなざし」、V.スミスの「ホスト―

ゲスト論」、D.マッカネルの「真正性」などの概念が造り出されたが、これらはすべて移

動論的転回（mobilities turn）以前に造られたものである。本書の目的のひとつは、これ

らの観光研究において優位を占めてきた概念を近年の技術革新に光を当てて再考していく

ことである。

著者は、移動的社会性の理論分析を方向付けたものとして、A.ヴィッテルの「ネットワー

ク社会性」と Z.バウマンの「リキッド・ラブ」を挙げている。「ネットワーク社会性」とは、

リキッド・モダニティの概念に着想を得たものであり、現在の社交性は、空間的に近い共

同体に基づいたものではなく、空間的に広範囲の人とのテクノロジーによるネットワーク

に基づいたものとなっており、刹那的で、一時的な関係である。こうしたネットワーク社

会性はインターネット上の関係だけでなく、対面の関係も変化させる。人間関係は商品化

し、「つながり」を通貨とした市場経済のようになるとヴィッテルは指摘している。この

ようにヴィッテルやバウマンは、テクノロジーに媒介されたコミュニケーションに対して
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否定的であるが、著者はインタラクティブな旅はオルタナティブな経済を作り出し、結束

を促し、人や場所とのつながりを強化すると考えている。本書のもうひとつの目的は、こ

のように旅とコミュニケーション技術が組合わさることで生まれた、一体感や社会性の新

しいあり方を明らかにすることである。

2-2　方法論：移動的バーチャルエスノグラフィー 

インタラクティブな旅は、デジタル面、物理面の両方において移動的であり、これまで

の社会科学において伝統的に用いられてきた定点的な方法を利用できない。そのため著者

は、いくつかの調査技法を組み合わせた、「移動的バーチャルエスノグラフィー」を用い

ている。これには（1）物理的にもバーチャルにも多地点的である点、（2）対象に没入す

るのではなく追跡し、また自身も移動し、コミュニケーションし、ネットワークを創ると

いう移動的な参与観察である点、（3）移動的な部分だけはなく、パソコンの前に座ること

やテクノロジーの基盤といった静的な部分にも注目する点、（4）研究のための方法である

と同時に研究対象になるという再帰性の 4つの特徴がある。再帰性とは、つまりインタラ

クティブな旅における観光の移動性、モバイル技術、ソーシャルネットワークは、分析の

対象であると同時に移動的バーチャルエスノグラフィーにおける調査の道具となっている

ことを示す。

本書では、事例として 3つのインタラクティブな旅のパフォーマンス、（1）デバイスを

介したウォーキングツアー、（2）旅ブログとフラッシュ・パッカー、（3）カウチサーフィ

ンが取り上げられている。これら 3つの事例の調査対象者たちは、白人の若年層で、中産

階級の職業人もしくは学生であり、北米や西欧の豊かな国のパスポートを持つ、比較的同

質な集団であった。これは雪だるま式サンプリングの使用も一因となっているかもしれな

いが、移動的世界における権力の配置を示していると著者は指摘する。

2-3　デバイスを介したウォーキングツアーと「景観」

3 章では、徒歩が主流の都市観光において、モバイル技術の進展により可能になった「メ

ディアを介したウォーキングツアー（mediated walking tour、以下MWツアー）」を取

り上げる。これは、GPSなどの位置情報機能を用いることで、さまざまなツアーや観光地

を舞台としたゲームを楽しむことができるものである。この章では、アメリカ合衆国ボス

トンやケンブリッジにおけるいくつかのモバイルガイドの利用経験、そしてそれらのモバ

イルガイドの開発者たちへのインタビューを通じて、「景観」を再検討している。

モバイルガイドは、ただ歩くだけでは知ることのできなかった情報やナラティヴへの接
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続を可能にし、「デジタルによる景観」を形成する。それにより、旅行者は「物理的な景観」

と合わせてハイブリッドな地理を見ることになる。

開発者たちへのインタビューから著者は、モバイルガイドの商業的な活用と市民的な活

用という対立する二項の緊張を見いだしている。開発者たちはモバイルガイドに広告など

を載せる一方で、知識を与えることでその土地の抱える問題に関心を向けさせ、旅行者を

市民の立場へと変化させる。こうして旅行者は有名で人気のある観光地ではなくまなざす

だけの「場所の消費」ではなく、「舞台裏」を含んだ街を垣間見ることになる。開発者た

ちが想定するモバイル技術による未来の観光は、知的で持続可能な「スマートツーリズム」

である。

2-4　フラッシュ・パッカー・旅ブログと「まなざし」

4 章では、フラッシュ・パッカーと旅ブログが事例として取り上げられる。数ヶ月に渡

る旅ブログのフォロー（following）、写真やビデオ、読者との間で交わされるコメントの

記録、そして旅ブログを行っているフラッシュ・パッカーへのインタビューを通じて、旅

ブログにおけるまなざしと社会性について考察している。

「観光のまなざし」は、単なる個人的な視線ではなく、他者や場所に特定の意味を持

たせるような、社会的に構築され、システム化された実践である。この観光のまなざし

は、モバイル技術やソーシャルメディアと結びつき、「メディアを介した観光のまなざし

（mediated tourist gaze）」という新しい社会性を生み出している。

媒介された社会性は、離れたところから共有すること、離れたところから気遣うこと、

フォローすること、協同（collaborating）の 4点に象徴される。フラッシュ・パッカーは

旅ブログにおいて、逐次デジタル画像やナラティヴを更新することで自身の旅を共有し、

自身もまたメディアを介した観光のまなざしの対象となる。自国の家族や友人、さらに見

知らぬ人までが、そのブログをフォローすることで、旅行者に感情的に寄り添い、旅のド

ラマに参加できるようになる。共に移動しているように感じ、バーチャルな一体感が生ま

れるのである。また、ブログのコメント欄を通して、読者と旅行者は離れていても対話し、

協同することができる。

2-5　カウチサーフィンと「ホスピタリティ」

5 章では、ソーシャルネットワークサイトである「カウチサーフィン（以下 CS）」が取

り上げられている。CSは、寝るための「ソファー（couch）」を必要とする旅行者（サーファー）

と、それをいとわないホストを結びつけるためのインターネット上のホスピタリティ交換
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ネットワークである。CSは 2003 年に登場した後、急速に人気を獲得し、2011 年夏の時

点で世界中に 300 万人以上が登録している。この章では、CSのウェブサイトやメンバー

のプロフィールの確認、バーチャルな共同体への参加といったインターネット上での調査

と、サーファーやホスト経験、そして「カウチサーファー」たちへのインタビューといっ

た対面での調査を通して、従来のホスト―ゲスト論を再考し、新しいホスピタリティのあ

り方を示している。

CSの分析からは、友人ではなく、見知らぬ他者と交流するための戦略が示されている。

CSではインターネット上で知り合いつながった両者が、実際の世界でも対面しつながる

ことになる。見知らぬ他者とつながることは、近代社会の特徴でもあるように、リスクで

あるが、カウチサーファーたちは、互いに物質的に離れていても、同じ価値観・考え方を

共有する人々であることから、信頼関係を築くことができる。そして、通常 1、2 泊もし

くは数時間といったつかの間の面会であるのだが、その中で深い関係を築くことができる

と著者は指摘している。

CSでは、ホストとゲストは常に入れ替わるため、二項対立であった両者の違いは曖昧

になる。また、社会的なつながりをモノとして見なすという消費主義的傾向はあるものの、

CSではお金を介さない、寛容さと信頼といった非商業的な交換が行われており、市場経

済とは異なるオルタナティブな経済が成立している。

2-6　「真正性」にまつわる不安と希望：表現、商品化、再魔術化

1970 年代に D.マッカネルは、人が旅行するのは「真正性の探求」のためであると主張

したが、それに対して D.ブーアスティンの「ステージ上の真正性」や J.アーリの「ポスト・

ツーリスト」などの概念が提唱された。6章では、これまで議論されてこなかった、テク

ノロジーの進展が与えた影響から「真正性」を再考している。

C.マーヴィンが指摘しているように、新しいテクノロジーが登場する際、希望と不

安という 2 つの対立する言説が生まれる。テクノロジーの発展により、真正性に関し

ても、不安と希望が生じていると著者は指摘している。不安の原因は、「偽りの表現

（misrepresentation）」、「商品化」、「つながりの分断」にある。インターネット上では、

自分自身や今居る場所について表現することが可能である一方、それを偽ることも可能で、

簡単に情報を操作することができる。また、人々は商品化されていないものを真正なもの

と考えるが、インターネット上では商業化されているか否かを判断することは難しい。さ

らに、「真正な」旅は地域文化につながることを連想させるが、旅の途中でデジタルデバ

イスを用いることは遠くに居る家族や友人とつながる一方で、今居る地域からのつながり
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を断つことになるのである。その一方で、インターネット技術は、「踏み固められた道」

から外れることと人類の一体感（uniting humanity）を取り戻すことを可能にするという

希望をもたらす。例えば、MWツアーは具体的で感情的な出会いを生み出すように設計さ

れており、より真正で「個人的」な体験を提供している。CSにおける出会いも個人の成

長をもたらす真正なものと考えられている。さらにインターネット上では物理的な距離を

越えてつながることができるため、人間のつながりやグローバルな団結、小さな世界といっ

た幻想を、真正だと感じる傾向が見られる。つまり、テクノロジーと移動性に形作られた

近代は、自己・他者・自然からの疎外をもたらした脱魔術化した近代から、つながりや共

同体という幻想を抱いた、再魔術化された近代への変化といえる。

2-7　「逃避」：近代からのプラグを抜くこと

7 章では、近代からの「逃避」としての旅行について再考されている。従来、旅とは日

常生活からの逃避であり、「小さな部屋からの脱出」と表現されるように、労働からの逃

避であった。そして、旅は「迷子になる」、つまり決められた道から外れて逃避し、自ら

選択することで自己を発見する、「自分探し」であった。しかし、現在では、テクノロジー

によっていつでもどこでもつながれるようになり、インタラクティブな旅行者は、移動と

いう物理的な面での逃避は期待していても、デジタルな面では人々とのつながりを求めて

いる。旅の途中で遠くに居てもつながっていることは、2－ 6 で述べたように疎外や孤立

からの逃避であり、近代からの逃避なのである。

いつでもどこでもつながれる一方で、「プラグを抜く」という表現が示すように、インター

ネットの使用や習慣を制御できない中毒状態に対する危機感も存在する。テクノロジーの

おかげで、旅行中であっても、人々はいつ、どこで、誰とつながるか、つながりを断つかを「選

択」することができる。このように、旅は近代社会の制約と疎外からの逃避であると同時に、

選択・自由・自己決定という近代性を包摂していると著者は主張する。

2-8　結論：移動的社会性のパフォーマンス

旅の中であってもつながっていたいという昔からある願望により、旅行者は常に新しい

コミュニケーション技術を最初にパフォーマンスする人々であり、今日においてはモバイ

ル技術、デジタル技術を用いてインタラクティブな旅をパフォーマンスしている。J.ラー

スンの「アフォーダンス」という概念が示すように、インタラクティブな旅、一体感、移

動的社会性は新しい技術によって引き起こされたものである。新しい技術の登場は社会の

変化への希望と変化により失うものへの不安をもたらすが、コミュニケーション技術の進
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展による、メディアを介してネットワーク化した移動的な社会生活への変化も、希望と不

安をもたらしている。

1990 年代から観光理論の中にパフォーマンス的転回（performance turn）が見られる

ようになったが、これは E.ゴフマンのドラマツルギーからヒントを得たものである。観

光は表象的にまなざすだけではなく、物質的で、身体的で、社会的なパフォーマンスへシ

フトしている。インタラクティブな旅はまさにパフォーマンス的転回によるものであり、

移動途中でも共に居ること（doing togetherness）はすなわち、移動的社会性のパフォー

マンスである。

著者は、インタラクティブな旅の主要な特徴として、（1）出会いの具体化：インター

ネット上のつながりが、実際に出会い、共になにかをすること、（2）パフォーマンスの場

（performing place）：場所が身体的な出会いを構成し、その出会いによって場所は構成さ

れること、（3）消費と生産：場を消費するだけでなく、共有し、コミュニケーションをす

ることで生産すること、（4）非日常と日常：旅行者は新しい環境においてもメールを確認

したりブログを更新したりするように、慣れ親しんだルーティンやありふれた活動を再生

産すること、の 4点をあげている。

新しい技術が可能にする（afford）パフォーマンスは多様で予想外で、しばしば矛盾し

ている。また、従来観光は明確な二項対立（生産と消費、日常と非日常、ホームとアウェイ、

本物と偽物、仕事と余暇）により定義されていたが、リキッド・モダニティにおいて、こ

れらの概念は分離し、境界が曖昧なまま共存している。移動的社会性も、この方向性にあ

るものであり、著者は、現代の移動的社会性の中心を次の 3つの対立する二項における緊

張関係に要約している。（1）市場経済とモラルエコノミー：商品化と共同体化の両方を含

んでいる、（2）静と動：バーチャル、物理的な意味の両方において静と動が混交している、

（3）強制と選択：旅行者はつながることを強いられ、またつながりを断つことを選択する。

これらのハイブリッドな社会技術的状況とさまざまな曖昧さと複雑さが、移動的社会性の

本質である。このような現代における人類の一体感におけるリスクと恵みを受け止めると

き、移動的社会性は結束や所属する感覚を満たし、人と場所により意義深いつながりをも

たらしうると、著者は肯定的な可能性を指摘している。

私たちの周りで展開する移動的社会は、旅や観光に限定されるものではなく、私たちの

日常生活を形作るものである。インタラクティブな旅は日常生活からの「逃避」にはほど

遠いが、現代社会を構成する「旅におけるつながり」の深遠な象徴である。
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3　おわりに

著者の J. G.モルツは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ホリークロス大学の社会学

の准教授であり、観光、移動論、グローバル化、テクノロジーといったトピックについて

研究している。本書では移動論的転回を、特に通信・ネットワーク技術の観点から観光研

究に導入し、既存の理論的枠組みを再考したものである。移動的現象をより正確に捉える

ため、著者は自身で方法論を確立し、その記述に 1つの章をあてており、著者が特に力点

をおいていると言える。

日本の観光においては、本書で取り上げられたMWツアーや CSはなじみが薄いが、旅

行計画におけるインターネットの役割の増大や、外国人観光客からの公衆Wi-Fi設置に対

する強い要望からも、観光において大きな変化が生じていることは明白である。今後、日

本においても更なる通信技術の発展、浸透により、インタラクティブな旅がパフォーマン

スされるようになるであろう。

著者は、通信技術を介したインタラクティブな旅を非常に肯定的に描き、評価している。

しかしながら、著者自身も指摘しているように、非経済的要因から生じるインタラクティ

ブな旅を実践しているのは、少なくとも現在、白人の裕福な人々に限定されている。ホス

ト―ゲスト論において特に指摘されてきたように、観光における南北格差を乗り越えられ

たとは言い難い。T.ファイストは、「モビリティは人類学者が言うように全人類に共通の

ものなのだろうか」（Faist 2013: 1644）と疑問を投げかけている。また、T.ファイストは、

移動論的転回で評価される移動者（mover）はより大きなグローバルな市場主義によって

生じているのではないかと批判している。本書においても、限られた旅行者だけがインタ

ラクティブな旅を享受しているのではないか、モラルエコノミーは成立していると言える

のかという点に関して、更なる議論が必要であったと思われる。

日本において移動論的転回を扱う研究者はまだ少数であるが、グローバル化が進む世界

において今後ますます「移動」がキーワードになることは明白である。移動的な社会にお

けるインタラクティブな旅を新旧の理論と事例の厚い記述から捉えた本書は、先駆的な存

在である。
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