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我々は世界をいかに把握しているのか
ーーダークツーリズムの知識科学に対する貢献ーー
井出明†1
概要：観光学における新しい旅の概念であるダークツーリズム（Dark Tourism）は、あえて戦争や災害をはじめとする
地域の悲しみの記憶を観光対象としているため、旅人の価値概念や世界観を根底から覆す潜在的な可能性を有してい
る。本報告では、ダークツーリズムという方法論に基づいて地域に接近する場合、当事者がこれまで有していた世界
に対する認識がどのように変化するのかという点について、知識科学の視座を踏まえた考察を試みる。
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How Do We Grasp the World?
--Contribution to Knowledge Science by Dark Tourism-AKIRA IDE†1

Abstract: Dark Tourism is a concept of new journey in tourism study to memorize memories of regional sorrows such as war and
disasters as tourism resources. Therefore, it has a possibility to renew the sense of values and world view of every tourist. In this
report, approaching the area based on the methodology of dark tourism, I will try to consider how the perception of the world which
belongs to every person would change from the additional point of knowledge science.
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1. 地理的距離と世界の把握
我々が自分の周りの世界を把握する際には、現実的な距
離空間に基づいて理解を積み上げていくことが多い。筆者

あるのに対し、シンガポール便は約 7 時間なので、実際に
この 2 都市を東京から訪れたことがあれば、メルカトル図
法に体感として違和感を覚えるはずである[1]。
しかし、見慣れた地図が潜在意識に刷り込まれるためか、

の居所である大阪を起点に考えると、東京は東に約 300 マ

特に海外旅行経験もなければロンドンとシンガポールに対

イル、福岡は西に約 300 マイル、札幌は北東に約 650 マイ

する距離感は、
「遠いヨーロッパと近いアジア」というレベ

ル、沖縄は南西に約 750 マイルというイメージで位置と距

ルで把握されることが多いのではないだろうか[a]。

離を認識しているのではないだろうか。

このエピソードは何を意味しているのか考えてみたい。

世界地理になるとこの認識は怪しくなってくる。日本人

端的に言えば、現実の世界は、緯度や経度や距離といっ

が通常接する世界地図は北半球を上にしたメルカトル図法

た客観的情報を持っていながらも、我々は周囲の世界を、

の世界地図なので、緯度と経度は正しく把握できたとして

自分の理解できる方法で、自分を中心に理解しているに過

も実際に移動する 2 点間の距離と地図上の線分の長さの感

ぎないという認知のリアリティを表しているように思われ

覚は必ずしも一致しなくなってくる 。例えば、東京とロン

る。こうした認知の現実に驚愕したり、愕然とすることも

ドンの距離は約 6200 マイルであり、東京とシンガポール

あるであろうが、そのギャップに関して可視化する方法は

は約 3300 マイルほど離れている。ところが東京を起点に

あまり検討されてこなかった。本稿では、観光学そして特

ロンドンとシンガポールを比べて見ると、実測の距離は 2

にダークツーリズムの方法論に基づいてこの世界の認知の

倍も離れていないが、メルカトル図法の地図上で計測する

可視化を試みる。

と東京と両者を結ぶ線分の長さはおよそ 2.5 倍強の違いと
なる。滞空時間を比べてみても、ロンドン便が約 12 時間で
†1 追手門学院大学
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ルカトル図法を本来の意義では理解していない。日本から見た相対的な位
置関係を理解する手がかりとしてこの地図を手がかりにするケースが多い

a) メルカトル図法は、元々は目的地に対する経線からの角度の正確性を担

のではないだろうか。

保した図法であるが、一般に我々は方位磁石を使って航海しないため、メ
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2. 観光学の方法論とダークツーリズム
2.1 目的地の選定
我々が観光に行きたいと思った場合、目的地はどのよう
に選んでいるであろうか。

3. 実践例
筆者は例年、五反田で東浩紀博士が主宰されるゲンロン
カフェにて、年に数度の講演を行っているが、年末のプレ
ゼンは必ずその年に訪れた訪問地を俯瞰する構成にしてい

観光の区分には様々な考え方があり、代表的な観光学の

る[8]。前章までの論考を踏まえて、2016 年に筆者が訪問し

教科書ではエコツーリズム、文化観光、アグリツーリズム

た先を場所の性格とともにリストアップしたのが表 1 であ

などが例としてあげられる[b][2]。エコツーリズムのファン

る。

は、自然環境や景観を楽しむため、たとえば世界自然遺産
に登録されている縄文杉の屋久島や白神山地、そしてラム
サール条約に登録された釧路湿原などをセレクトして廻っ
ていくであろう[3]。文化観光を好むものは、京都・鎌倉・
金沢などのいわゆる「古都」としての趣を持つ目的地を選
ぶことが予想される。エコツーリズムの旅行者にとって京
都・鎌倉・金沢等は相対的に縁遠い場所であり、一方文化
観光の旅行者にとっては屋久島・白神山地・釧路湿原など
はあまりなじみのない地域であるといえる。換言すれば、
上記の例示地域の絶対的な位置関係や距離に関係なく、個
人ごとに身近に感じられる場所と縁遠く感じられる場所が
あり、我々の世界の把握に関する認知は個人ごとに異なっ
ていることがわかる。

1

2.2 ダークツーリズムの視座
ダークツーリズムとは、災害や戦争といった人類の悲し
みの記憶を巡る旅を指す[4]。地域に、ネガティブな側面か
らアプローチをするため、従来は意識されなかった地域の
まさに暗部を自覚的に取り扱うため、地域の全体像を多角
的に掴むことができる[5]。このダークツーリズムの視点で、
複数の地域を鳥瞰的に眺めてみると、それらの地域に対し

表 1 は訪問地に私が感じた印象を一言で表した言葉を添

て我々が持つ俯瞰的なイメージが全く異なる側面から現れ

えているが、これはダークツーリズムの専門家である私が、

る 。

その土地への訪問動機を考えた際に湧き上がったキーフレ

たとえば、ロサンゼルスも大阪もその国の副首都のよう

ーズである。このキーフレーズを元に、訪問地相互の関係

な側面を持ち、第一拠点となる都市を遠方でカバーする機

性を表した概念マップが図 1 である。この概念マップは、

能を有している。しかし、あえてこの二つの都市の悲しみ

ダークツーリズムでしばしば言及される｢悲しみの記憶｣の

を探ると、そこにはディアスポラの地としての共通項を見

承継を基盤的理念とし、東日本大震災を出発点に組んだも

いだすことができる。ロサンゼルスは中華系・日系・コリ

のである。ツーリストは、行きたい場所があればどんな無

アンと言ったアジア系はもちろん、アルメニア人やユダヤ

理をしても行くため、こうした場所の関係はトポロジカル

人など多種多様な民族が共存している街である[6]。一方、

に存在し、相互の距離はあまり意味を持たない。要するに、

大阪は巨大なコリアンタウンを抱え、特に鶴橋は日本有数

ダークツーリズムの観点から、東日本大震災を思考の基点

の移民街と言って良い[7]。このように、一見関係が薄いと

においた場合、世界をこのように捉える人間（筆者）は確

思われる二つの場所を、あえて地域のネガティブ情報から

かに存在しているわけであるし、筆者自身、確かにこのよ

俯瞰することで、二地点の共通項や相違点が見えてくる。

うに世界を把握したのである。

これはダークツーリズムがもたらす新しい発見であり、ダ
ークツーリズムが非常に優れた対象へのアプローチ手法で
あることを気づかせてくれる。次章ではより大規模にこの
方法論を展開してみる。

b) ただし、こうした区分は絶対的なものではなく、エコツーリズムとし
て訪問した先で、地域の文化に深く触れるというケースもある。あくまで

ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan

相対的な区分であることには注意したい。

2

Vol.2017-CH-113 No.9
2017/2/4

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report
可視化することにも成功している。

さらに、実際の距離が離れていても、ある地点から別の
地点に何らかのコンテクストに基づいて誘客することも可
能なことが推定できる[c]。
この可視化された概念マップは、現時点でどのような有
用性を持つか未知数であるが、新しい旅行商品の開発等で、
今後大きなポテンシャルを持ちうるであろう。

5. 電子上の可視化と今後の展望
図 1

東日本大震災を基準にしたダークツーリズムの概念

マップ

ここまで、情報の意味概念からダークツーリズムの強力
さについて触れてきたが、この手法は電子化されることに
よってより扱いやすくなる。図 3 は、プレゼンテーション
ソフト prezi による概念マップの表現例である。

次の図 2 は、パリを基点にして同じ場所をダークツーリ
ズムの観点から再構成した概念マップである。元々2016 年
の旅を包括的に振り返ろうとした際に、講演の依頼が東日
本大震災の復興に関係するものであると思ってしまい、東
日本大震災を基点に概念図を作ってしまった。ところが先
方からの依頼はフリーであったことに後で気づいたため、
2016 年の旅についてなじみ深いパリを中心に組み立て直
している。相互関係は図 1 と一部重なりながらも、相互に
異なる部分が現れ、ダークツーリズムに基づく世界の認識
が必ずしも完全なトポロジーを保障しないこともまたわか
る。

図 3：ヒロシマからフクシマへの Prezi による表現
これは広島（ヒロシマ）を基点として、フクシマの記憶
をどう伝えるべきかという論点を考えるために作成した概
念マップである。個別の場所同士を線でつなげるとともに、
リンク機能によって一瞬で別の目的地に飛ぶことができる
ため、我々の場所の認知システムがトポロジカルであるこ
図 2 パリを中心としたダークツーリズムの概念マップ

とをより認識しやすいというメリットを持っている[9]。こ
こでは、ヒロシマの被爆の記憶をフクシマにつなぐ道とし

4. 実験の成果と考察
上記の実験からいったいどのような示唆が得られるので
あろうか。

て、長崎（ナガサキ）や第五福竜丸を経由させたり、チェ
ルノブイリを踏まえた記憶の承継や、さらには直接的に広
島とフクシマをつなぐ可能性があることを示している。二
つの場所を概念的につなぐ経路が複数あることを示してお

まず、我々は確かにこの世界の片隅に生きてはいるのだ

り、これは場所という客観データをコンテクストで処理し

が、そこから見える世界は人によっても、また同じ人であ

ていることから、今後は知識科学における知識情報処理の

っても見る視点によってかなり異なることもまた同時にわ

分野での発展が期待されるかもしれない。

かってくる。そしてある人のまさに世界観なり、価値観を

c) 世界遺産にも登録されている紀伊山地の霊場は、参道自体が文化的価

し、相互の観光誘客とマーケティングを展開している。

値を有するとされているが、同じコンテクストで世界遺産に登録されたス
ペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路の関係自治体と連携
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