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国際 ツー リズム をめ ぐるネパ ール地域像
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本論文 は,ネパールについての,国際 ツー リズ
ムの展 開を座標軸 とした地誌的研究である｡ 通算
約 2年 間にわたって, ツー リス トエ リアで繰 り広
げ られるローカルな人々の活動 について観察,徳
き取 り調査 を行 い,本論文 はその調査結果の記述
分析 (
第 3部) を中心 に,4つの部 か ら構成 され
ている｡記述分析の背景 となるのは,ネパールの
社会的状況,及 び中核 一周辺連関における国際 ツ
ー リズ ムの展 開状況 (
第 1部),ネパ ールにおけ
る国際 ツー リズムのナシ ョナルなレヴェルでの展
開状 況 (
第 2部 ) で あ る｡ 結語 となる第 4部 で,
第 3部で検討 した国際 ツー リズムについての ロー
カルな個別具体的な事例 を相対化 し,そ こか ら描
き出 される国際 ツー リズムをめ ぐるネパール地域
像 を,従 来の地域像 とは また別 の像 を結 ぶ よう,
複眼的 に,かつ動態的に描 き出す ことを試みるこ
とで本論文 を閉 じた｡
以下では,次 に示す論文構成 に沿って内容 を概
略 してい く｡ なお,末尾の初出誌一覧 に記 した拙
稿 は,それぞれ本論文の部分 に相当する｡
論文構成
第 1部 序
第 1章 研究の 目的 と方法
1
. 1 研究の 目的
1
.2 研究の方法
.3 論文の構成
1
第 2章 ネパールの地域像 と社会的状況
2.1 は じめに
2.2 ネパールについての地誌的研究
2.3 ネパ ール国家の形成 と社会範噂
2.4 まとめ
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3.4 国際 ツー リズムの中核 一周辺連関
3.5 まとめ
第2部 ネパールにおける国際 ツー リズム
第 4章 国際 ツー リズム‑の包摂 と受容
一秘境 か らシャングリラの再構築へ‑
4.1 は じめに
4.2 国際 ツー リズムの費明期
4.3 ツー リズムの展 開
4.4 シャングリラ ･イメージの再構築
4.5 商品化 に揺れるヒマ ラヤ
4.6 まとめ

第5章 ツー リズム政策 と開発 をめ ぐる問題
5.1 は じめに
5.2 ツー リズム開発 とその背景

5.3 ネパールにおける国際 ツー リズムの展 開
状況
5.4 ビジ ッ ト ･ネパ ール ･イヤー 1
998の実
施 とその効果
5.5 まとめ
第 3部 ツー リズムの展 開
第 6章 場所のツー リズム化
‑首都 カ トマ ン ドゥの タメルを事例 に‑
6.1 は じめに
6.2 場所の商品化
6.3 地名か ら探 るタメルの来歴
6.4 カ トマ ン ドゥの都市的発展
6.5 ツー リス トエ リアの展 開
6.6 まとめ

第7章 ホテル産業 をめ ぐる企業家の活動
7.1 は じめに

7.2 国際 ツー リズム と企業家
7.3 ネパールにおける企業家 とホテル産業
7.4 カ トマ ン ドゥにお け るホテル産業 の展

第 3章 周辺 における国際 ツー リズムの展 開
3.1 は じめに

開

3.2 周辺 における国際 ツー リズム

7.5 タメルにおけるホテルの集積 と企業家

3.3 世界 システム下 にお ける国際 ツー リズ
ムの展 開

7.6 ホテルの経営状況
7.7 まとめ
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第 8章

ツー リズムにおけるインフォーマルな経
済活動 と社会構造変化
‑ ガンダルバの路上活動 を事例 に‑
8.1 は じめに

8.2 ガンダルバ をめ ぐる社会的状況
8.3 ｢出稼 ぎ｣ への経緯
8
.4 ｢出稼 ぎ｣の 日常生活
8
.5 まとめ

第 9章 ツー リズム と文化の商品化
‑ チベ ッ ト人難民 と楽師カース ト,ガンダル
バ を事例 に‑
9.1 は じめに

9.2 ネパールにおける社会的状況
9.3 文化の商品化
9.4 土産物販売 をめ ぐる文化の商品化
9.5 まとめ
第4部 結語
第1
0章 結語

の過程で創 り出 されて きた階層的な社会範噂であ
るジャー トが有効 であることを示 した｡ この作業
は,ネパール社会 を概観するだけでな く,第 3部
の記述分析 のための準備作業で もあった｡
続 く第 3章では,地域像 を描 く座標軸である国
際 ツー リズムの展 開状況 を,ウオーラーステイン
の世界 システムにおける中核 ‑周辺連関において
検討 した｡ この作業か ら,ネパ ールが世界 システ
ムにおいて何重 にも周辺化 されていることが確認
された｡ この周辺化の契機 となる国際ツー リズム
の展 開は,地域 を世界 システムにツーリス トエ リ
アとして包摂 してい く過程で もある｡その過程で,
国際 ツー リズムの展 開によって包摂 された地域 に
資本主義の浸透 を促す と同時 に,ローカルな人々
の価値観や活動 を変化 させていることを指摘 した｡
しか しなが ら, この過程 はグローバルな力が地域
を一方的に包摂す るかたちで進行するのではな く,
ローカルな人々の受容や抵抗 を同時 に生 じるもの

序 としての第 1部では,本論文が依拠す る概念
的枠組みの検討 を行 なった｡ まず,第 1章では本
論文が ネパールにおいて国際 ツー リズムの展 開を
め ぐって繰広 げ られる現象か ら,ネパール地域像
を描 こうとす る地誌的研究であることを表明 した｡
ネパ ールは 20世紀半 ばに公式 に ｢開国｣した｡
それ以来,主 に欧米諸国や 日本か らの登山家や研
究者, ツー リス ト等 によってネパールの地域像が
構築 されて きた｡近年, この ようにグローバルな
レヴェルで構築 されて きたネパール地域像 に対 し,
ネパール人の学者か らロマ ンティシズムに対する
批判 とい うかたちで異議 申 し立てが行われるよう
になった｡その背景 にあるのは,カース トや民族,
宗教,居住地等 によって社会 を分節化す るジャー
トとい う社会的範噂が混清 しているネパールの現
在の多民族的状況である｡ すなわち,多民族的状
況 において,特 にヒマラヤに居住するモ ンゴリア
ンに外 国人の 目が向けられ,モ ンゴリア ンの文化
が ネパ ールの地域像 に投影 されて きたの に対 し,
高位 カース トの人々は看過 されるか,あるいはモ
ンゴ リア ンを抑圧す る もの として措 かれて きた｡
この ことが,高位 カース トの人々に不満 を抱かせ
るようになったのである｡ ネパールの人々の活動
を方向づける社会的背景 としての多民族的状況が
いかに形成 されて きたのか,その過程 を歴史的に
検討 し,ネパール社会 を分析する視点 として,そ

である｡ つ ま り両者の相互作用の結果,地域 は創
り出されるのである｡ この ようなローカルなレヴ
ェルでの地域の創 出過程 は,第 3部の具体的事例
についての記述分析が例証する ところである｡
ナシ ョナルな レヴェルにおいてネパールの国際
ツー リズムについて検討 した第 2部では,ネパー
ルが ツー リス ト ･デスティネーシ ョンとしていか
に創 り出 され,その過程でネパ ールがいかに対応
して きたのかに焦点が定め られる｡ まず,エ ヴェ
レス ト登山を契機 に始 まったネパールの国際 ツー
リズムの展開過程で,グローバ ルな言説 を通 じて
シャングリラ ･イメージがネパ ールに重ね られて
きた経緯 を歴史的 に概観 した｡現在では,ツー リ
ズムに限 らず開発が進むにつれ環境破壊が深刻化
している｡ その楽園的なシャングリラ ･イメージ
にネパールの国際 ツー リズム ･イメージが規定 さ
れているが為 に,困難な状況 に直面 している｡ つ
ま り,環境破壊が深刻化 している今 日,シャング
リラ ･イメージにふ さわ しくない としてグローバ
ル ･レヴェルでそのイメージが否定 されているの
である｡ これに対 して,ネパールはシャングリラ
を恰 も本質的な もの として再構築 し,商業的に利
用 しようとしている段階にあるのだが,その試み
が グローバル ･レヴェルに達 していないのが現状
0
である (
第 4章)
この ような困難 な状況 に直面 してはいるが,ネ
パール政府は一貫 してネパールの基幹産業 として
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ツー リズム産業 を位置付 けている

易や宗教 とい うような自らの文化 を適応 させ なが

は,国際 ツー リズムに限 らず,外国が経済的,知
的,技術的援助 を通 してネパールの開発政策 に関
与 して きた.今 日ではネパール政府が主体的に開
発計画を策定 しているが,その計画の中で外国資
本 を積極的に導入することを試みるなど,対外的
な関係 を却 って強化 している｡他方,環境破壊等
の問題 に対 して持続可能性 とい う観点か ら,保全
地域や国立公 園が数多 く設置 されて きた｡ その結

らその文化的再定義 を行 ないつつ,企業家 として
成長 して きたことが明 らかにされた｡ この ように
国際 ツー リズムの展 開過程で析 出 された タメルの
企業家は,一方的に国際 ツー リズムに包摂 される
のではな く,それを利用 しなが ら自らの空間を創
り出 しているのである｡

莱,従来そこで生活 をして きたローカルな人々の
行動 を規制す る事態 も生 じている｡ グローバルな
国際 ツー リズムの展開 とは無関係 に生 じているわ
けではない環境破壊等 のローカルな問題群 は,結
局はローカルな人々の責任 に帰せ られている状況
にあるといえる (
第5章)0
本論文の中心 をなす第 3部では,特 に首都 カ ト
マ ン ドゥにあるツー リス トエ リア, タメルにおけ
るローカルな人 々のツー リズムをめ ぐる活動 に着

マルな経済活動 を行 なう楽師カース ト,ガンダル
バの ｢
出稼 ぎ｣者 に着 目し,その活動実態 を記述
分析 した｡ ガイネ とい う呼称 が汎用 的であ るが,
彼 らはカース ト的な差別的偏見が染み付 いたガイ
ネを名乗 ることを避 け,ガンダルバ を名乗 ってい
963年 に法律 で禁止 される
る｡ そのガイネ とは 1
まで不可触 に位置付 け られて きたカース トを指示
す る名称であ り,現在で もローカルな対人関係 に
おいて不可触の扱い を慣習的 に受 けている｡ 村 々
をガンダルバ に特有の四弦弓奏楽器サ ランギを弾
き語 りなが ら生活の糧 を得 ることを主な生業 とし
て きたが,近年,ツー リス トエ リアの路上でサ ラ
ンギを土産物 として外 国人 ツー リス トに売 るよう
になった｡外国人 との直接的なや りとりや資本主
義的な活動 を通 じて,彼 らは行動様式や価値観 を
変化 させて きた｡具体的には,楽器 として弾いて
いたサ ランギを商品 として売 り,生産するように
な り, これ らの行為 を通 じて, ヒン ドゥー的なヒ
エ ラルキカルな社会 における価値観 とは異 なる資
本主義的な価値体系 を受入れるようになった｡そ
して, (
元)不可触 カース トとしてではな く, ま
た別の人生 を送 る可能性 を彼 ら自身が感 じ,実践
しつつあることを指摘 した｡

目し,人々がいかに国際 ツー リズムの展 開に対応
しているのか,実態 に即 してそこに見出される現
象 を記述分析 した｡ まず, タメルが ツー リス トエ
リアとして形成す る過程 を,場所の商品化概念 を
援用 しなが ら明 らかに した｡国際 ツー リズムの展
開に伴い場所が ツー リス トエ リアとして商品化 さ
れる過程で,特 に近年, タメルに伝 わる伝説等が
グローバルな レヴェルで読替 えられ,外国人ツー
リス トに語 られるようになった｡そ して,た とえ
ばシャングリラや ヒッピー とい うようなネパール
に付与 されて きたイメージも取 り込みなが ら,重
層的なイメージをもつ場所 としてツー リス トエ リ
ア, タメルは創 り出され,拡大 を続けているので
ある (
第 6章)｡
そのタメルをツー リス トエ リア として形成 して
きたエージェ ン トについて,ホテル産業 をめ ぐっ
て活動する企業家 に着 目し,彼 ら彼女 らの活動実
態 をタメルにおけるホテル産業の展開に沿いなが
ら明 らかに したのが第7章である｡ タメルのホテ
ル産業で重要 な役割 を果た して きたカ トマ ン ドゥ
を故地 とするネワ‑ル,チベ ッ トに接する山地 に
位置す るマナ ン出身の グル ン,1
959年 を境 にネ
パ ールに移住 して きたチベ ッ ト人 ,2
0世紀半 ば
までネパールで専制政治 を敷いて きたラナ一族等
のジャー トを事例 として取上げ,其々の文化的背
景 を其々の企業活動の特徴 に関連づけて考察 した｡
その結果,参入時期の違い もあるが,た とえば交

フォーマルな経済活動であるホテル産業 に対 し,
第 8章ではツー リス トエ リアの路上で インフォー

続 く第 9章では,第 8章で取 り上 げた と同様 に,
インフォーマルな経済活動 を行 うチベ ッ ト人難民
と (
元)不可触 カース ト,ガンダルバの事例 を取
り上げ,文化の商品化概念 を採用 しなが ら彼 ら彼
女 らの路上での土産物販売 をめ ぐる活動 を検討 し
た｡具体的に行 った作業 は,彼 ら彼女 らが土産物
の販売 を通 じて語 り,振舞 う文化 をめ ぐって読み
取 れるネパールの文化的状況 を切 り取 り,呈示す
ることであった｡その結果,両者 とも,国民国家
ネパ ール とい うナシ ョナルなスケールを前提 とし
て しか文化 を語 り得 ない状況 にあ り,そ してその
状況 は動態的で,複眼的な様相 を呈 していること
が示 された｡そ してそのナシ ョナルな枠組み もま
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た,グローバル化 によ り,かつ またグローバ ル化
の影響 を受けたローカルな人々か ら揺 さぶ られて
いる状況 にあ り,絶対的な ものではない ことが明
らかにされた｡
結語 として,第 4部の最終章ではネパ ール にお
ける国際 ツー リズムの展 開に伴 って生 じている諸
現象 (
第 3部) を相対化 し,そ こか ら描 かれ得 る
ネパール地域像が これ までにグローバルな レヴェ
ルにおいて構築 されて きた地域像,例 えばシャン
グリラ ･イメージ と連動 しなが ら再構築 されて き
たことを示 した｡
国際 ツー リズムをめ ぐるローカルな現象 は,莱
く国際 ツー リズムの展開への,乃至 グローバ ル化
へのローカルな レヴェルでの対応の過程であった
(
第 3部 )｡ また, ロー カルで生 じてい る現 象 は,
グローバルな国際 ツー リズムの展 開によって空間
が差異化,階層化 される過程で生 じている現象に
他 ならない｡すなわち,ローカルな現象 はグロー
バ ルな現象 の また別 の側面 なのである｡ そ して,
これ らの現象は,グローバル とローカルな レヴェ
ルを媒介す るナシ ョナルな枠組み,すなわち国民
国家ネパールのイデオロギーを介 して生 じる もの
であった｡ただ し,その国民国家 とい う枠組みは,
ネパールの人々にとって同様 に機能するような絶
対的な枠組みではな く,む しろ人々の活動 によっ
て揺 るが されて しまうようなものなのである｡
本論文 は国際 ツー リズムを座標軸 としてネパー
ル地域像 を措 こうとする,ネパールについての地
誌的研究であることを目指 した ものであった｡ ロ
ーカルな人々の活動 を,グローバル,ナシ ョナル
なレヴェルで検討する為 に,ウオーラーステイン
の世界 システム論やテイラーの三層の空間的スケ
ールを通底する視座 として援用 した｡当面 はこの
世界 システム論か らネパールを捉 え,国際 ツーリ
ズム とい う座標軸以外か らも, より多様で立体的
な地域像 を複眼的 に措いてい く可能性 を模索 して
い くことを課題 としたい｡
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