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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

1.3 論文の構成

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

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

3.2 周辺における国際ツーリズム

3.3 世界システム下における国際ツーリズ

ムの展開

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1998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

開

7.5 タメルにおけるホテルの集積と企業家

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10章 結語

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

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

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

である (第4章)0

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

- 74-



ツーリズム産業を位置付けている｡｢開国｣当初

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

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

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,1959年を境にネ

パ ールに移住 してきたチベット人,20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

易や宗教というような自らの文化を適応させなが

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｡

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

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

る｡ そのガイネとは1963年に法律で禁止される

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｡

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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