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１．はじめに

　ツーリズム研究の歴史は決して浅くはないが，近年多くの分野から新規参入

が試みられ，そのすそ野がにわかに広まった。その結果，一口にツーリズム研

究といっても，研究目的や内容は多岐に渡り，現在ではすこぶるバラエティに

富んだ研究領域となっている。アプローチや方法論についても同様で，一部で

ある程度共通するものも見られるが，いうまでもなく，研究のベースとなって

いる各分野にはそれぞれ独自のアプローチや研究方法論が存在するため，これ

また各種のものが散見される。

　とはいえ，どのようなテーマで，またいかなる切り口で研究に臨むにせよ，

ツーリズム研究にあってはツーリストこそが主役であり，彼らの行動や意思決

定に影響を与える要因の解明が主たる論点になっていることには変わりはな

い。もとより，それは個々のツーリストの心理的要因に負うところが大きいが，

そうであれば研究者はより直截かつ確実にその要因に迫るアプローチを探究す

る必要があろう。具体的には，ツーリストと同じ視座に立って，個々の事象が

持つ意味を解き明かすことが必要であり，いわゆる質的（定性的）・解釈主義

的なアプローチが有効と考えられる。しかも，研究対象をツーリストの行動や

ツーリズム研究への
当事者アプローチの適用

伊　藤　嘉　博

早稲田商学第 451・452合併号
2 0 1 8 年 3 月



2 早稲田商学第 451・452 合併号

106

意思決定に絞るなら，ツーリズム研究は，だれもが当事者としてツーリストに

身を置くことができるという意味において，きわめて恵まれた立場にあること

を指摘しておきたい。

　もっとも，質的（定性的）・解釈主義的アプローチと呼ばれるものには各種

のものがあり，それぞれ特徴が異なっている。本論では，とくに当事者アプロー

チに着目して，ツーリズム研究の新たな展開の方向性を展望することにしたい。

２．当事者アプローチの系譜と意義

2．1　解釈的アプローチの発展形としての当事者研究

　前述のように，ツーリズム研究のバックグラウンドとなる研究領域は多岐に

わたるが，なかでもマーケティングに派生する研究（ツーリズム・マーケティ

ング）が主流といってよいであろう⑴。周知のように，マーケティングの研究

領域には，消費者の購買行動を心理的側面から探究する消費者行動論もあるこ

とから，当該分野の研究成果をツーリズム研究に援用しようとする試みも，一

つの有力な方向性を成すものとみてよい（南，1996，武井，2002）。というのも，

ツーリストはいわば旅行という商品を消費する購買者ととらえることができる

からである。

　ところで，消費者行動論にあっては，およそ1980年代あたりから研究アプ

ローチないし方法論をめぐって論争が勃発した。それまで絶対的な信頼を集め

てきた定量的・実証主義的アプローチに対峙するものとして，定性的・解釈主

義的アプローチの有効性が提唱されるようになったからである。

　ここで，解釈主義的アプローチ（以下，解釈的アプローチ）とは，行為者（生

活者）が事象に付与する意味の解釈プロセスに着目して社会現象の解明を目指

す社会学の流れを組む理論的アプローチの総称である。解釈的アプローチの最

─────────────────
⑴　たとえば，Kotler（2003）を参照されたい。
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大の特徴は，現実世界（リアリティ）をけっして客観的に実在するものではな

く，そこで生活する人々が事象に意味を付与することによって生まれた社会的

構築物であると考える点にある。すなわち，人々は環境や条件あるいは他者の

行為に単に反応するのではなく，それらの意味を解釈し，みずからの行為に付

与する意味にもとづいて反応すると考える（Blumer, 1969, p.2）。研究の方法も，

実証主義的アプローチでは，仮説 - 演繹的方法，すなわち観察や実験，調査な

どを通じて客観的で予測可能なデータを収集し，普遍性のある因果関係を明ら

かにすることを目指すが，解釈的アプローチは，予測ではなく，生活者ないし

社会の構成員が暗黙のうちに共有する意味世界を研究者が解釈して，人々の発

言や行動の意味を読み解き，理論化するというプロセスをとる。そのため，仮

説を実証するという手続を経ないため追試は不可能となる。代わって，解釈的

アプローチでは，むしろ仮説の設定や変数の操作的定義，有意性の統計的検証

といった研究者に固有の論理操作を交えずに，まさにそこで生活している行為

者の立場に立って，彼らが対象および行為に付与する主観的な意味を理解する

ことを目指す。

　もっとも，解釈的アプローチには，シンボリック相互作用論（symbolic 

Interactionism）や，エスノメソドロジー（ethnomethodology），さらには現

象学（phenomenology）などをベースとするさまざまな系譜があり，けっして

一括りには論じえない。だとしても，実証主義的なアプローチに代わって解釈

的アプローチを試行しようとする動きはけっして先のマーケティング分野に

限ったことではなく，経営学の様々な領域においてもみられ，今日いわゆる定

性的・質的アプローチと呼ばれるものの多くはそうした解釈的アプローチに多

大の影響を受けているとみてよいであろう。事実，定性的・質的アプローチに

おいて近年主流となりつつあるエスノグラフィー（ethnography），ナラティ

ブ・アプローチ（narrative approach），グランデット・セオリー・アプロー

チ（grounded theory approach：GTA），アクション・リサーチ（action 
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research）などは，いずれも，解釈的アプローチの派生形ということができる。

　このうちエスノグラフィーは，民俗学や文化人類学でよく用いられるアプ

ローチで，研究対象となるフィールド（生活空間）に研究者自身が深く入り込

み，彼らの日々の行動を観察する。このアプローチは，前述のマーケティング

領域に限らず多くの経営学分野で活用されているが，その多くは本来のエスノ

グラフィーが志向していた長期間かつフィールドへとの深い関りをもつという

よりも，短期間の観察やインタビューを中心とするものである⑵。近年では，

これに代わり，研究者が対象者と１対１で面談式のインタビューを行い，対象

者の心理を深く探ろうとする深層インタビュー調査もしばしば実施されるよう

になってきた。

　このアプローチの発展形といえるのがナラティブ・アプローチである。これ

は，臨床心理学をベースとする新しい方法論で，インタビューにおける語り手

の口調や態度といったものを分析の対象として，語りの形式や流れを追跡する

とともに，文脈（コンテクスト）と照らし合わせることで，語り手の心理状態，

さらには語り手自身も気づいていない深層心理を汲み取ろうとする。なお，ナ

ラティブとは「語り」を意味するが，ナラティブ分析では行為としての語りだ

けではなく，その集大成としての「物語」にも注目する。というのも，人々は，

その生活空間において日常的にさまざまな出来事を自身の体験としてストー

リー化している。それゆえに，物語には現実が反映されているというのが，こ

の分析の基礎にある考え方だからである⑶。もちろん，その物語は一人ひとり

異なる。そこには，個人の期待や欲望が色濃く反映されているからで，ナラティ

ブ分析は，語り手の内面に迫り，その深層にある人々の動機や欲求を探り，さ

らには彼らがおかれている状況を理解しようと試みる。
─────────────────
⑵　こうしたアプローチは，一般にフィールドリサーチあるいはフィールドワークと称され，経営学
分野における質的研究の中心に位置づけられている。当該アプローチの詳細については佐藤（2002）
を参照されたい。ただし，本書の内容はどちらかというとGTAに近いものとなっている。

⑶　詳しくは，野口（2002）および（2009）を参照されたい。
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　ナラティブ分析では，研究者の解釈を加えずに，語りをありのまま伝えよう

とするのが一般的である。それだけに，聴き手である研究者には語りを引き出

す能力が問われることになる。また，研究目的や研究者の着目点，語り手との

関係によって，語りは影響を受け，さまざまに変化する。さらには，インタ

ビューや会話のどの部分を切り取って，どういう文脈に絡めて表現していくか

ということに関しても，研究者の高度な判断が必要になることもある。換言す

れば，ナラティブ分析は語り手と聴き手の相互作用の産物といってもよいであ

ろう。

　つぎに，GTAは1960年代に Glaser＝Strauss（1967）によって提唱されたア

プローチで，フィールドに出向いてインタビューを行い，そこから収集した

データを詳細に分析し，理論（仮説）を導き出す。とはいえ，多変量のデータ

を収集するわけではなく，一つ一つを念入りに分析するというアプローチをと

る。一般に，解釈的アプローチは分析およびデータの処理方法を具体的に示す

ことはなく，どのように解釈するかは研究者の判断に委ねられている。GTA

では，この分析のステップが詳細かつ厳密に定められている点が大きな特徴と

なっている。ただし，GTAはその後さまざまな変容をとげて今日に至ってお

り⑷，その特徴を厳密に表現するのは困難といわざるを得ない。

　アクションリサーチは，Lewin（1946）によって提唱されたもので，研究者

がフィールドに入り込むという点では先のエスノグラフィーと同様だが研究者

とフィールド内の人々が共同で作業するという点が大きく異なる。すなわち，

エスノグラフィーでは参与観察が中心で，研究者がフィールドになんらかの影

響を与えることは厳に慎まなければならないとされる⑸。換言すれば，フィー

─────────────────
⑷　たとえば，分析の進め方等をめぐって提唱自身も，その後大きく見解を分かつようになった。詳
しくは，Strauss＝Corbin（1990），Glaser（1992）を参照されたい。あわせて，Corbin＝, Strauss
（2008）も参照されたい。
⑸　Parker（2004）は，エスノグラフィーや GTA，さらにはインタビュー調査とアクションリサー
チの違いを詳説しており，たいへん興味深い。
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ルドをあくまでもありのままの状態に保つことが使命となるからである。他

方，アクションリサーチでは，研究者が積極的にフィールドに介入し，その状

況に変化を与え，それを観察するというアプローチをとるから，一種のフィー

ルド実験を志向しているといってもよいであろう。ただし，研究者の関わり方

は多様であり，自らは助言を与えるのみで，現場の改善や変革のプロセスには

直接タッチしないといったものから，さしずめコンサルタントのように積極的

に関与する⑹場合まで幅広い。

　以上のように，解釈的アプローチの派生形として経営学領域で近年注目を集

めるいくつかの研究方法に言及してきた。ただし，それらはいずれも，解釈的

アプローチの派生形と目されるがゆえに，共通な批判にさらされてきた。すな

わち，分析の際に研究者の主観が入り込む余地が多分にあり，恣意性が拭えな

いことに加え，分析から得られた理論を一般化することも困難だといわざるを

えないからである。他方で，それらは純粋に解釈的アプローチとは認識しづら

い面も持ち合わせている。

　たとえば，エスノグラフィーでは，フィールド世界に影響を及ぼすリスクを

回避するために，詳細なインタビューを実施することはまずない。また，解釈

的アプローチは生活世界の内部者の視座に立つのが基本だが，そこでは研究者

はあくまででも調査対象である社会集団の外部者の立ち位置を堅持する。アク

ションリサーチでは，研究者は一時的に内部者となるが，長期間その立場にい

るわけではないし，ナラティブ分析でもその点は同様である。その意味では，

経営学分野における近年の定性的・質的アプローチでは，内部者ないし生活者

の立場から事象を考察するという解釈的アプローチ本来の姿勢は薄らいできて

いるといえなくもない。さらに，GTAにあっては，データの分析方法を厳密

─────────────────
⑹　その代表格といえるが，Kaplan らによる一連の著作（cf. Kaplan＝Norton, 1996, 2000）である。
なお，彼は自らの研究スタイルをイノベーション・アクションリサーチと命名し（Kaplan, 1998），
その後このアプローチは管理会計の研究方法論に大きな影響を及ぼすこととなった。
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に設定するなど，実証的アプローチを意識した改良が加えられていることか

ら，解釈的アプローチの有効性を唱える議論が活性化する一方で，いわば狙い

の定まらないその方向性を根拠に，限界を唱える議論も跡を絶たない。

　おそらく，類似の議論はツーリズム研究に絡めても同様に出現するものとみ

て間違いないであろう。それでも，この種のアプローチの適用を検討する意義

は大いにあると筆者は確信している。

　すなわち，多くの研究分野，とりわけ経営学領域において，研究者は研究の

対象となる事象と直接対峙することのできる当事者にはなりえない。換言すれ

ば，ごく限られた研究分野だけがこの栄に浴することができ，前述の消費者行

動論はその典型であろう。そして，ツーリズム研究もまたそうした数少ない可

能性を有する分野といえるのではないだろうか。研究者は，いつでもツーリス

トになることができる。日頃研究の対象としているツーリストと同じ視座のも

とで，事象に自ら立ち向かうことができるはずである。とすれば，その得難い

機会を生かす方法を考えるべきではないか。筆者が，解釈的アプローチに着目

する理由はまさにその点にある。

　それでは，具体的にどのようなアプローチがツーリズム研究において有効に

機能するのであろうか。たとえば，他の経営学分野と同様に，エスノグラフィー

やGTAといった，現在主流となりつつあるアプローチのみでよいのか，それ

ともこれらとは異なるアプローチの可能性を探究すべきであろうか。

　くりかえし強調するに，少なくとも消費者行動論にあっては解釈的アプロー

チの適用可能性について，これまでにかなりの議論の蓄積が認められる。そし

て，そこから得られた知見の多くは，ツーリズム研究においても当てはまると

考えられる。それゆえに，ここでは議論の重複を避ける意味からも，解釈的ア

プローチの視座に立ちながらも，従来の議論とは一線を画する新たなアプロー

チに着目することにしたい。「当事者研究」と呼ばれるアプローチがそれであ

る。以下では，このアプローチの特色に言及しながら，既往の解釈的アプロー
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チとの違いを明らかにしていくことにする。

2．2　当事者アプローチの意義

　当事者研究は，2001年に精神障害持つ人々の就労支援や生活支援を行う北海

道の「浦河べてるの家」で始まった（石原，2013，p.13）。この研究の特徴を

一口で説明するのは困難であるため，まずはべてるの家でどのような活動が行

われてきたかを述べることにする。

　浦河べてるの家では，発達障害などの精神障害を持つ人々（当事者）が自分

が抱える問題について，同じ問題を共有する仲間と共に継続的に話し合い，そ

の問題の背後にある意味を考え，理解するとともに，その成果を発表するとい

うことを繰り返す。まさに，そのプロセスこそが「研究」であり，自らの苦労

や経験をその対象として，自分を語り，自分を再発見していくことになる（石

原，2013，p.48）。このことから明らかなように，当事者研究の特色は，自ら

の体験や問題を，これらを共有する仲間とともに研究し，発表の機会を通じて

それらを共有しない人々に対して自分自身を語る営みだという点にある。とり

わけ，自らを語るという行為はすこぶる重要であり，その意味では当事者研究

は自分自身を対象とするナラティブ分析であるといえなくもない。

　もっとも，当事者研究には絶対的に決まった方法は存在しない。それだけに，

条件が整えば，当事者研究はだれでも，そしていつからでも実施することがで

きる（石原，2013，p.44）。その条件とは，研究の成果を発表する場と仲間た

ち（共同研究者）の存在に他ならない。この条件の下で，当事者の側は自らの

経験を可能な限り細部へと分節し，読者に理解可能な，そして共有可能な言葉

で語ることを通じて読者の体験に歩み寄る。ただし，読者の側も同様なプロセ

スによって自らの体験のリソースの中から当事者のそれと細部で照合可能なも

のを見つけ出す努力が必要となる。ゆえに，当事者研究とは体験を持つ者と持

たない者との相互の歩み寄りを前提としているアプローチなのである（石原，
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2013，p.51）。

　このような当事者の視座に立つ研究アプローチは，われわれの生活社会を構

成する人々が日常の中で目に触れ，あるいは体験する事象に対して付与する主

観的な意味の解明を目指す解釈的アプローチ全般が本来もつ特質でもあり，そ

の点で当事者研究は解釈的アプローチの原点回帰ともいえるのではないかと筆

者は考える。なお，同様に当事者の視点を重要視する研究アプローチには，ほ

かに自己エスノグラフィー（auto-ethnography）もあり，当事者研究はけっし

て特異な研究方法論を提示するものではない。

　自己エスノグラフィーは，文化人類学から生まれたアプローチで，自伝や回

顧録のように，自分自身の体験を自らの語りを通じて表現しようとするが，「批

判的・分析的・解釈的な検討」を行うという点でそれらとは異なるものだとい

う（沖潮，2013，p.159）。同様に，自らを研究対象として個人的な体験をシス

テマティック（分節的）に分析し，発表ないし記述するという点で，それは当

事者研究となんら変わらない。事実，「研究方法論としての『自己エスノグラ

フィー』の意義は，読み手が語り手の経験を通して考え，『自らを自省する』

ところにある」（伊藤（精），2015，p.25）というから，これは当事者研究と類

似というよりは，ほぼ同じアプローチといってよいだろう。そのことから，以

下本論では両者を統合して「当事者アプローチ」と呼ぶことにする。

　ところで，当事者研究もまた自己エスノグラフィーも，解釈的アプローチが

辿ったと同様に，はたしてそれが科学に値するものなのかどうかをめぐり，

数々の批判にさらされてきた。なかには，「素人による非科学的な営み」といっ

た熾烈な批判もあるようだ（石原，2013，p.55）。たしかに，科学的であるこ

との根拠が，研究成果の「普遍性」や「再現性」であるとするなら，当事者研

究は科学には当たらないといわざるをえないであろう。だが，こうした議論に

対して河野（2013）は「成長する存在と人間を支援する知は，没価値的な科学

（客観性や普遍性が要求する－括弧内引用者）をモデルとすることはできない」
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と主張する（河野，2013，p.101）。それは，おそらく解釈的アプローチを支持

する人々と共通する認識といえよう。ただし，そもそも科学とは何であり，わ

れわれが施行すべき研究の方向性はどうあるべきかといった議論をここでする

つもりはないし，その必要もないであろう。というのも，少なくとも経営学分

野にあっては質的研究アプローチはすでに市民権を得ており，多くの研究者は

実証主義的なそれとは異なる別のアプローチの必要性を少なからず認識してい

ると考えられるからである。

　そこで，ここからはこの当事者研究をツーリズム研究に適用するうえで，当

該分野にどのような知見が新たにもたらされるのかを検討してみたい。

2．3　当事者アプローチの可能性

　ツーリズム研究における当事者アプローチとは，いわば体験型のリサーチで

あるといってよい。前述の消費者行動論が，研究者自身も研究対象である消費

者の一人として向き合うことができるがゆえに解釈的アプローチの適用を模索

したように，ツーリズム研究においても同様に，研究者はツーリストとして自

らを研究対象に同化させることが可能である。そうしたことのできる研究領域

は限られているから，くりかえし強調するように，その可能性を探究すること

は意義深いといえるのではないだろうか。

　実際，自らがツーリストという立場に身を置くことで，インタビュー等では

把握困難であったことが発見できる可能性は高い。筆者の経験を語るなら，そ

れは一昨年とある有名旅館を対象とした体験型リサーチを実施した時のことで

ある。このリサーチは，当事者アプローチといえるような構造化されたもので

はなかったが，多くのWeb サイトの口コミで高い評価を得ている当旅館のホ

スピタリティの高さを確認することが主たる目的であった。

　前述のように，同旅館は口コミの総合評価で高評価をあげ，近年業績も向上

している。ただ，中には辛辣なマイナス評価を下す口コミもあり，その多くは
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従業員のサービスに関するものであった。同旅館訪問時に代表取締役社長にイ

ンタビューしたところ，マイナスの口コミにはとくに神経を配り，サービスの

改善に全力を傾けていると自信をのぞかせていた。実際に同旅館に宿泊してみ

ると，設備は評判どおりデラックスであり，料理も申し分のない内容であった。

懸念していたサービスに関しても，とくに不満は感じなかった。ただ，唯一気

になったのが下記の出来事である。

　それは，各客室の入り口から座敷に通ずる廊下に設置されていたスリッパに

関する経験である。そこには，予め消毒済みの紙のラベルがかけられていた。

宿泊客は使用に際しそのラベルを取り除くことになるのだが，その後のラベル

の扱いは人によって異なる。みずから，ごみ箱に捨てる客もいれば，そのまま

廊下の隅に放置する客もいるであろう。筆者の場合は後者であった。結局，こ

のラベルは筆者がこの旅館を旅立つその瞬間まで同じ場所に放置されたままで

あった。その間，中居はもちろん，布団の上げ下げのために部屋に出入りする

男衆たちの誰一人としてそのラベルに気を留めなかった。宿泊客からすれば，

これはごみだが，旅館の従業員にとってはそうではないのだろうか。おそらく，

同旅館ではこのラベルの扱いを従業員教育の中でとくに問題とすることはな

かったのかもしれないが，宿泊客に気持ちよく過ごしてもらうにはどうすれば

よいかを普通に考えれば，結論は自ずと定まるのではないだろうか。じつに小

さなことだが，そんなちょっとしたところに各旅館のサービスやホスピタリ

ティに対する真の姿勢が投影されているように，筆者には思えた。

　次の事例は，箱根にあるとくに外国人に人気のある高級旅館でのことであ

る。筆者らが宿泊したその日も国内よりむしろインバウンドの宿泊客が目立つ

盛況ぶりで，こうした状況に対応するためであろうか，外国人の従業員の姿も

目にした。当然ながら，他の従業員も語学が堪能かと思いフロントで確認した

ところ，これを肯定する回答が得られた。だが，われわれが宿泊した際に利用

したプールの従業員はほとんど英語が話せない様子であった。国内の宿泊客に
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してみれば，温泉に来てまでプールには入らないといった向きが多いものと想

像するが，外国人は違うようで，実際われわれを除けばプールの利用者はイン

バウンドの宿泊客だけであった。

　このプールは屋内に設置されているものの，屋外にはジャグジーも備えられ

設備面では申し分のないほど素晴らしいものだった。プールの入口で，利用者

はまずシャワーを浴びることを促されるが，その間に従業員はプールサイドの

デッキチェアにタオルを敷きつめて，宿泊客が快適に過ごせる環境を整えると

ともに，宿泊客のオーダーに応えて飲み物をサービスするというのが主な業務

となる。だが，外国人の宿泊客はほとんどは，プールの入口を入るや否やシャ

ワーも浴びず，またタオルも敷かれていないデッキチェアを占拠する。本来な

ら，われわれに対して従業員がとったものと同じ対応を彼女はとるはずだが，

結果的にはそれを実践することはなかった。いや，正確にいえば，実践しよう

とした場面はあったが，システムを利用者に十分に説明できずに，途中で断念

したというのが真相である。

　外国人の利用が経常化している高級旅館で，かつ彼らの利用頻度が高い施設

に語学の堪能な従業員を配置する，このいわば当たり前の発想がなぜできない

のか，筆者らには不可解に思えてならなかった。

　さらに，もう一つの事例を示そう。筆者らの研究グループは，ここ数年サー

ビス・リエンジニアリング⑺を視野に某ビジネスホテルの協力を得てアクショ

ンリサーチを実施してきた。具体的な検討項目はサービス VE（value engi-

neering）の実施およびサービスABCD（attribute-based cost deployment）と

称されるサービスコンテンツの作り込みと改善に向けての行動計画と予算の編

成を支援するためのツールの活用の効果を見極めることである。後者の活用に

あたっては，宿泊客がビジネスホテルに求める顕在的および潜在的なニーズ

─────────────────
⑺　サービス・リエンジニアリングについては，伊藤（嘉）（2016）を参照されたい。
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と，ホテル側が提供可能なサービスコンテンツの双方を識別し，両者の相関関

係を多面的に分析していく必要がある。その際，とくに宿泊客の潜在的ニーズ

については，ホテルの従業員がまさに宿泊客の身になって，これを掘り起こす

作業に取り組むことになる。ただ，実際には従業員という立場で日々宿泊客と

接している人々にとって，宿泊客として思考することは，自身がしばしばその

立場で実際に他のホテルを利用する機会が多々あるならば別だが，それほど簡

単なことではなかったようだ。

　すなわち，従業員が識別した顧客のニーズやコンテンツは概ね的をえている

ように思われたが，出張等で地方のホテルを利用する機会の多い同ホテルの社

長だけは若干これに違和感を覚えた。それでも，一応識別された項目をベース

に分析を行い，サービスおよびホスピタリティの改善に向けた同ホテルの重点

施策が決定した。それでも，いよいよ実施に踏み切ろうとした直前に社長の発

案で，再度宿泊客にニーズの確認とホテル側が識別したサービスコンテンツの

評価を依頼することが決まった。というのも，ちょうどそのタイミングで，得

意客が団体で同ホテルに宿泊することになったからであり，これを好機ととら

えた社長はその得意客３名を含む全11名の宿泊客に先の作業を願い出た。懇意

にする社長からの頼みということもあり，彼らは喜んで時間を割いてこれに協

力した。もとより，こうした展開になろうとは，前述の支援ツールの適用を提

案したわれわれ研究グループにとっても，全く想定外であったが，最終的には

非常に興味深い結果が得られた。

　すなわち，ホテル側が宿泊客の視点に立って識別した57項目のサービスコン

テンツのそれぞれの重要度（５ポイントスケールで評価）を宿泊客11名の平均

値と比較したところ，31の項目については大きな差は認められなかったもの

の，７つの項目には３ポイント以上の乖離が認められた。とくに乖離の大き

かった項目は，フロントの対応・気配り，浴室・トイレの清潔さ，レストラン

の併設，禁煙ルームの設置，防音性であった。この比較を踏まえて，社長が乖
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離の最も大きかったフロントの対応・気配りについて従業員に尋ねたととこ

ろ，「対応や気配りは当然のことなので，あえてサービスとして認識していな

かった」との回答があったという。浴室・トイレの清潔さも同様で，この点一

つとってみても，当事者の身になって思考することと，実際に当事者となるこ

ととは違うことがわかる。なによりも，両者では前提条件が異なる，たとえば，

実際にお金を払うとなれば，自ずと評価は厳しくなるであろうし，意識的では

ないにせよ，細かい部分にも目が届き，コストに見合った価値があるかどうか

気にするようになるものである。

　実際，体験してみないとわからないことは多い。しかも，それらはその場に

居合わせない限り，決して知ることのなかった事柄であったかもしれないので

ある。もちろん，上記の事例はいずれもたんなる体験談の域をでるものではな

いかもしれない。しかし，仮により構造化されたアプローチに仕立てたうえで

その場面に臨場すれば，これまで気づくことのなかった真実および実りある成

果が期待できるのではないだろうか。筆者が当事者アプローチに期待するのは

まさにその点にある。

　それでは，どのようにしてそれは可能となるのであろうか。以下，この点を

検討していくことにする。

３．当事者アプローチの課題

3．1　研究アプローチとしての妥当性

　ツーリズム研究への当事者アプローチの適用に向けて，その具体的な実施方

法をどう展望すべきであろうか。当事者アプローチには，もとより明確な方法

論は確立されていないだけに，いわば試行錯誤で検討していかざるをえないか

もしれない。しかしながら，どのような形でこれに臨むにせよ，その過程で研

究者は幾度となく壁にぶつかり，その都度湧き出てくる疑問ないし課題に応え

ることを余儀なくされるであろう。
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　まずは，精神医学分野で台頭してきたアプローチを経営学の分野に適用する

ことがはたして妥当か否かということが問題となるかもしれない。じつは，医

療分野を中心に発展してきた研究方法論は当事者アプローチに限らない。前述

した解釈的アプローチの多くもまた，医療や看護の分野での適用をその端緒と

している。それらのうち，ナラティブ分析やアクションリサーチはすでに経営

学においてかなりの適用事例がみられるし，とくに後者に関しては筆者自身に

もこれまで幾多の実践経験⑻がある。残念ながら，当事者アプローチについて

は経営学領域における適用事例は見当たらないが，社会学の領域では散見され

るようになってきていることから，そう遠くない将来，当該アプローチを用い

た事例研究が出現するものと期待できよう。

　つぎに，多くの解釈的アプローチが辿ってきたように，当事者アプローチも

また主観性にかかわる批判を免れないものと考える。とくに，当事者研究と親

和性が高い自己エスノグラフィーに関しては，それはおよそ理論とはいえず，

所詮は自伝ないしは物語の域を超えるものではないとする見方すら存在する。

そこまでは至らないまでも，自らを当事者の立場におくことの意義は理解でき

るが，たんに自身の感想を記述するだけなら口コミと変わらないのではといっ

た批判が出るのは容易に想像がつく。それゆえ，ここで展望する当事者アプ

ローチが目指すべきは，一個人の体験を超えて理論にまで昇華したものでなけ

ればならないはずである。では，どうやってこの理論化をはかればよいのであ

ろうか。

　一般に，解釈的アプローチでは「他者の主観性への自己同一化」といったア

プローチを模索する。具体的には，自ら他者の自我の世界に入り込み，他者の

意味構造を理解しようと努める。そして，最終的には事象に関する，いわゆる

「間主観的な」意味の理解を目指すのである。ここで，間主観的あるいは間主

─────────────────
⑻　たとえば，伊藤（嘉）（1999）を参照されたい。
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観性とは現象学の祖とされるフッサール（H. Husser）の用語で，複数の主観

の間で共通に成立するということを意味している。そして，その意味において

客観的ではないものの，たんに主観的でもない，その中間に位置づけられるも

のと考えればよいであろう。もっとも，具体的にどのような方法を通じて，わ

れわれは事象のもつ間主観的な意味に到達することができるのであろうか。た

とえば，それは他者への感情移入を通じてなのか，それとも体験を共有するこ

とによってなのか，多くの解釈的アプローチは，この種の疑問に必ずしも明確

には答えてはいない。

　当事者アプローチは，解釈的アプローチ，とくに現象学の発展形と目されて

きた。そこで，この現象学におけるエポケー（epoché）という概念が上記の

疑問につながるヒントとなるかもしれない。すなわち，われわれは日常的に目

の前に広がる世界やそこで起こる事象を暗黙のうちに自明のものと受け止め

る。現象学では，これを自然的態度と呼び，括弧にくくって判断を停止する必

要があると説く。これがエポケーという行為であり，自然的態度こそが解明す

べき問いと位置づけて，その答えを探究すること（現象学的還元あるいは超越

論的還元と呼ばれる）を求めるのである⑼。それは，なぜわれわれはそれらを

自明のものと受け止めるのか，なぜわれわれはある事象にたいして共通な理解

に到達するのかを問い直すということに他ならない。

　ただし，その際主観的な意味の世界に没入してしまうと，われわれの経験世

界が個人の主観的な意味連関には還元できない客観的な構造をもつということ

が，しばしば見過ごされてしまう恐れもある（山口，1982，pp.139-140）。す

なわち，「われわれはいかに自由に主観的に行動しているようであっても，実

は買物をする場合でも，映画を観る場合でも，他者と取引をする場合でも，そ

のような客観的構造の文脈に自らを位置づけることによって，社会的に行動し
─────────────────
⑼　ここでは，エポケーについてシュッツ（A. Schutz）の解釈にもとづいて記述している。詳しくは，
Shutz（1962，邦訳 pp.201-214）を参照されたい。
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ている」（下田，1984，p.136）からである。それらは事象や行為に対するわれ

われの認識に様々な拘束力を及ぼしている社会的なルールといってもよく，わ

れわれが対象を意味的に概念化し類型化する際に，これを規定ないし支配して

いるのである。それゆえ，こうした社会的なルールに関連づけて理解されると

き，“意味”はもはや主観的ではなく客観的（間主観的）なものとなりうる。

そして，かかる意味こそが当事者アプローチにあっても，本来の対象となるは

ずである。換言すれば，「人々が日々の状況の中でいかにこのルールを適用し，

これまでとは異なる仕方でそれを解釈し，このルールを革新していくか，その

具体的なあり方を明らかにすること」（山口，1982，p.167）こそが課題であり，

またそうでなければ，当事者アプローチは操作性に優れた理論を打ち立てるこ

とはできないと，筆者は考える。

　もっとも，操作性が必要が否かといった点についても議論が必要かもしれな

い。当事者アプローチは，問題解決を目指すものではないといった見解（石原，

2013，p.31）もあるからである。経営学分野，とりわけツーリズム研究になぞ

らえていえば，当事者アプローチは，直接的にはともかくも，間接的には魅力

あるサービスコンテンツの作り込みやホスピタリティの改善に寄与することが

求められるであろう。たとえば，それは当事者研究がいわゆる治癒とは一線を

画しながらも，実際には治療的効果をあげたり，あるいは精神医学における研

究や臨床実践に影響を与える（石原，2013，p.55）のと同じ理屈である。

　それでは，操作性に優れた理論化を図るにはどうすればよいであろうか。じ

つは，現象学や解釈学ではときに対象の主観的な意味と文脈との関連に注目す

る。とくに，解釈学においてその傾向が強く，研究者の認識は行為者のそれと

は同じ地平の中には存在せずに，常に一定の隔たりをもった高次の認識でなけ

ればならないと考える。この点は他の解釈的アプローチとは決定的に異なるも

のである。さらに，解釈学を方法的に支えるのは，人々の認識を支配し，これ

に客観的な意味を付与する前述の社会的な慣行やルールへの着目であり，それ
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らは他の解釈的アプローチにあっては見落されがちな視点といえるかもしれな

い。

　いずれにしても，社会的な事象や行為に対するわれわれの認識は，その意図

や動機とは関わりなく，社会的な慣行やルールによって制約され，それゆえに

われわれは他者と相互に理解し合えるのである。同様に，われわれの行為も他

者によって共有されるパブリックな慣行やルールに従っているからこそ有意味

であるといえる。とはいえ，こうした社会的慣行やルールの多くは，通常は行

為者に意識されることはない。それでも，紛れもなくそれらはわれわれの理解

を規定し，行為を方向づける陰の力ともいうべき存在なのである（伊藤（嘉），

1987，p.41）。

　こうしたルールに着目するとき，社会的な事象や行為のもつ意味は必然的に

多元的なものとなる。たとえば，それらは，客観的意味（objective mean-

ing），表現的意味（expressive meaning），考証的ないし明証的意味

（documentary or evidential meaning）として分類できる⑽。まず客観的意味

とは，対象が自らの構造的法則にしたがって提示する直接的な意味であり，た

とえば「電車で500キロ移動した」とか，「飛行機を使ったので２時間で現地に

着いた」といったように他に解釈の余地のない客観的な事実のみがつづられて

いる場合にわれわれが受け取る共通な認識をさす。つぎに表現的意味は，事象

や行為に対して行為者が付与する主観的かつそれらを通して行為者が表現しよ

うと意図する意味である。たとえば，「長い距離を移動したが，飛行機を利用

したため疲れることはなかった」といった文脈から読み取れる意味がそれにあ

たる。すなわち，当該ツーリストは，移動に快適性を優先したために，飛行機

を利用したのだと推測できる。このように，行為者の内的世界において形成さ

れる心理的動機が表現的意味に当たる。
─────────────────
⑽　この分類は，マンハイム（K. Mannheim）による。なお詳しくは，山口（1982，pp.158-160）な
らびに下田（1984，pp.293-295）を参照されたい。
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　最後に考証的ないし明証的意味は，先の二つの意味とは根本的に異なり，観

察者ないし研究者によってのみ把握され，事象や行為の背後にある本質を証拠

だてるような意味である。ただし，こうした意味に到達するには追加的な情報

が必要であり，先の事例になぞらえれば行為者の生活習慣や移動の目的，予算

制約など様々な要因を考慮することが必然となり，それによってはじめて，

ツーリストの今回の移動が彼の普段の行動スタイルを反映する行為であったの

か，それともそれを逸脱した特別な行為であったのかを解釈することができる

のである。

　このように，事象や行為の考証的ないし明証的意味の理解に到達するために

は，われわれの意味理解を根本的に支える構成原理に目を向ける必要がある。

当該構成原理には，各種の社会規範や制度，さらには社会に固有の文化から生

活様式に至るまで，実に様々なものが識別されるが，それらを分析の軸に位置

づけることによって，当事者アプローチは前述の操作性を手に入れることがで

きると筆者は考えている。

3．2　当事者アプローチの研究プロセス

　当事者アプローチを実践するための検討事項は他にもある。当該アプローチ

は，自らの体験をベースとしたケーススタディである。体験中，研究者は事象

に直接さまざまな働きかけを行うことになるので，対象そのものに影響を与え

ることになる。結果次第では，研究対象である自らの行動や思考にも変化を及

ぼす可能性もある。それだけに，研究者と当事者との二面性をどうコントロー

ルするかという問題を考える必要がある。

　結論的にいえば，体験中すなわち当事者でいる間は，研究者から独立して一

生活者（ツーリスト）になることに徹することが有効にも思えるが，実際には

それはほぼ不可能であろう。くわえて，われわれが探究しようとする対象は当

事者の主観的な理解そのものではなく，その背後にある考証的ないし明証的意
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味だからである。ただ，体験中すなわちその行為に臨場している瞬間に，ただ

ちにそうした意味に到達することもまた困難である。そのため，通常はしかる

べき時間を経た後に自身の行為を振り返り，体験した種々の事象やサービスに

対して，自らが付与した意味について考証ないし明証を行い，その結果をもと

に理論へと仕立てあげることが要求される。

　なお，その際当事者研究がそうであったように，当事者アプローチも共同研

究が望ましい。理想は共同研究者もともに同じ体験をし，それぞれの経験とそ

れに自らが付与した意味について議論を交わすことで，その体験について間主

観的な理解に，より早く，またより確実に到達できると考えられるからである。

この間主観的な理解こそが，当事者アプローチの成果となる理論にまとめ上げ

られるわけだが，その際には読み手が感情移入できるように言葉を紡んで物語

に仕立てる必要がある。たんに事実を記述するのではなく，読み手にとって理

解や感情移入が容易な文章に仕立てることが重要である。

　すなわち，当事者アプローチよって得られた理論は，だれもが容易に理解し，

可能であれば未経験の読者にもその情景が脳裏に浮かび，かつ当事者と同じ感

情が沸き立つようなものであることが理想である。感動を呼び起こす素晴らし

い小説に出会ったときを想起してもらいたい。小説はフィクションだが，それ

が多くの読者に感動を与えるのは，ときにそれがノンフィクション以上に事象

の本質を説得力ある形でわれわれに伝えてくれるからである。もとより，それ

は語り手の感情（主観的意味の産物）が成せる業であり，それが読者の，深層

心理にある共通の意味世界を刺激するからに他ならない。もとより，虚偽の記

述をすることは慎むべきだが，語り手の感情に裏付けられた修飾が加えること

で，読者の意味世界は大きく変容することもありうる。その顰に倣えば，何を

語るかよりもだれが語るかが重要であり，当事者アプローチにあっては，研究

者は優れた語り手とならなくてはならない。

　ところで，当事者アプローチを推進するうえで，ある種もっとも重要な論点



21ツーリズム研究への当事者アプローチの適用

125

はインタビューとの併用の是非に関するものである。これまで，筆者らの研究

グループはいくつかのホテルや旅館，さらにはレストラン等の飲食店を対象に

当事者アプローチを意識したリサーチを実施してきた。その多くは，宿泊時ま

たは利用時にインタビューも併用して実施するというものであった。時間や研

究資金が限られていることから，研究者としては体験リサーチと同時にインタ

ビューを通じて多くの情報を入手したいと考えるのは当然で，かつ合理的とわ

れわれも考えてきた。しかし，インタビューを申し入れたことにより，時には

宿泊料金の値引きや差入れ等の特別なサービスを受けることもあった。くわえ

て，そうした追加的なサービスを受けることがなくとも，一般のツーリストで

は知りえない情報を得ることで，研究者が対象に付与する主観的な意味に変化

が生ずるといった懸念は残る。そのため，昨今では意識的にインタビューと体

験リサーチは切り離し，一定の時間間隔を置いて望むことにしている。

　なお，その場合も，事前のインタビューは避け，体験リサーチ後の追加的な

情報収集という形で実施するようにしている。代わって，事前の情報収集につ

いては，一般のツーリストの場合に準じ，旅行情報誌やWeb サイトの口コミ

などに限定するというスタンスで臨んでいる。さらに，体験リサーチ以降はで

きるだけ他の研究者と協議の時間を設け，各々感じたことを率直に語り合いな

がら，共通の理解に至るまで検討を重ねていく。これにより，個人の体験は研

究者間での間主観的な意味合いを有するものへと変化する。ただし，合意でき

ない項目が生じた際は，自身の心情や生活環境など，事象に対する個人の主観

的な意味付けに影響を及ぼすさまざまな要因に遡って分析・検討を行ってい

く。そして，こうしたプロセスを経て一定の共通認識に到達したら，これを物

語に仕立てる努力が必要となる。この最後の作業は，共同で行ってもよいし，

個人で実施してもよいが，ここでの「研究は本質的に言葉によって行われる」

（池田，2013，p.128）がゆえに，上記の物語は専門家集団を超えて，広く一般

の読者にも理解が容易で，かつ説得力のあるものにする必要がある。
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　かくして，当事者アプローチでは，研究者は行為に臨場する際には当事者と

同じ地平の上に立ちながらも，より高次の立場から生活者（ツーリスト）が自

然的態度のうちに見逃してきた行為ないし事象の意味の分析を心掛けなければ

ならない。とはいえ，あくまでその研究対象となるのは一部の専門家だけが取

り扱うことができる特殊なものではけっしてない。それは，いわば日々の生活

の中でわれわれが接している行為や事象であることを，ここであらためて強調

しておきたい。

4．結び

　本論は，サービスやホスピタリティの改善を志向するツーリズム研究の新た

な地平を拓くものとして，当事者アプローチ適用の可能性について検討を行っ

てきた。当該アプローチは質的・定性的な研究方法論に属し，経営学や社会学

の領域において，およそ1980年代以降繰り返しその有効性が議論されてきた解

釈的アプローチの新たな派生形とみなすことができる。

　具体的には，研究者自らがツーリストとして，研究対象となるサービスや事

象を自ら体験し，それらに付与した主観的意味の根源に着目した分析を行うと

いうアプローチがそれである。すなわち，自らを当事者の立場に置くことで，

自己分析が可能となり，事象に対して個々の当事者が付与した意味は主観的で

ありながらも，そこに至る道筋を鮮明に描きだすことができる。それによって，

同じ文脈を辿れば，多くの人々が事象に対して同様な意味付けに到達すること

ができると期待できる。だが，自らを当事者に置くことがメリットを持つ一方

で，当事者ゆえに当たり前すぎて見逃してしまうという自明性の問題も起こり

うる。そのため，自分自身で自らの体験を論理的に分析することは困難であり，

他者と共に共同で事象の解釈に取り組むことが重要となる（伊藤（精），

2015，p.28）。

　さらに，上記の道筋を論理的に説明するための枠組みとしての物語も不可欠



23ツーリズム研究への当事者アプローチの適用

127

である。当事者アプローチが，言葉を大事に，そして理論を物語に仕立てるこ

とを強調するのはそのためである。これ無くして，自らの経験の意味を他者に

理解してもらい，これをもとに他者が同様な事象に対峙した際の反応を予測

し，それに応じた対応を検討するといった応用力のある分析は不可能となる。

　いうまでもなく，サービスやホスピタリティの質に関する評価は，人の主観

によるところが大きい。しかも，同じサービスに対して感動する人もいれば，

一方で強い不満を抱く人もいる。当事者アプローチは必ずしも問題の解決を志

向するものではないが，上記の差異がなにゆえに生ずるのかを論理的に説明す

る手がかりをわれわれに提供してくれる可能性は大いにあると筆者は確信す

る。それゆえに，多くの批判にさらされることを覚悟のうえで，本論を綴った

次第である。
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