
まざまな記録や証拠を発見・収集しようとする」のであった（今湛1994：

72)。

ホームステイでの文化体験にも、雌仙されたまなざしを確認しようと

する作業がみてとれる。翌年の1957（昭和32）年に滞倣した学生たちの

声を、新聞記事からひろっていくことにする。

日本の芸術文化紹介木を持参した美術科専攻の女ｆ'紫生は、「金沢の彫

刻・絵両．!I｝道などを勉強し、’1水人のI‘I然に対する態陛、ノk活様式を

見ていきたい」と述べ、東洋史を専攻している男子学′'１は、「今まで習っ

てきたことを、こんどは実際に体験して肉付けする｜と述べる。図表２

に見られるように、約１か月の滞在期間中、学′kたちはさまざまな場所

に川かけ、’1本文化に慨れ親しんでいる。’1本の伝統文化として'Yt生た

ちが鵬した堆道は、家元宅に出|('｣いて習うものの、ふつうなI？)３年かか

る′kけ花をたった６回で済ませ、それでも金沢洲ｲI{''１にﾉkけ花農術の心

がわかるようになりたいとまでいってしまう。また柔道を体験する機会

にも恵まれたが、この体験に黍ってはわずか111州lほどで満ませてしま

うのであった（北側折|M1：１９５７年７ノｊ12.16日、北陸祈llIl：ｌり57年７ﾉ１２()１１)。

６生活レベルでの文化接触

ワットは1956年に滞在したホスト宅で、食!'fのときに「このバターは

どうしてこんなに柔らかいの？冷蔵庫に入れるのを忘れたの？」と尋

ねた２１'・ワットは自国アメリカにある砥気冷ﾉ細liiが蚊にあってこう詠れ

たのだろうが、口,|,:人家庭で',Ｅ気冷激叩が水冷ﾉ細IIiとともに．般家腿に

沸及しはじめるのは、昭和3(〕年代の半ば以降のことであった。ホストは

､''i時を振り返って、「冷蔵庫もなく、水洗便所は妙物綿で、お上I婿にいた

だいたインスタントコーヒーを紛蕊のように火切にした時代」と述べて

いる22)。それが、、１１時の|｜本人のﾉk活の燐であ..〕た。

ホームステイにおける兇文化のまなざし|,6，
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ワットは家庭滞花を活』肋の唯軸におきながらも、現実に|~１本の家庭に

人って体験するホストの'k活文化を、自分たちの集閉の価値観を基礁に

して捉えていることがわかる。たしかにここには､異文化に接したときに、

人は|,噸側的ではなくても、知らず知らずのうちに、気がついてみると自

分の文化のフィルターを通して」相手の文化を規定してしまうという自

文化‘'１心主錐がみてとれる（吉岡２０００:３)。

ワットは後にこの１１ｲﾐ滞征を振り返って、苫,!#のなかで、「滞在した家

腿のホストは､伐々の′k活体験を非燃に興味深いものにしてくれたので、

､l揃に抱いていたｲく礎や|Ｈ１題を喜びに変えた。つまり我々 が犯した、そ

れぞれがもつ文化の違いから起こる間違いは大きな問題になることはな

く、しばしばﾉ<笑いのダネにな-’ただけのことであった」と記している。

また、椛威ある符11｝のなかで、Ｉ|本人は滅多に笑わないとあった。しか

し洲化して数Ⅱ後には、日本人は、われわれが知っているどの悶民より

もよく笑うIkI民であると確偏した。日本人は笑わないと書いた著者は、

肺iliにいえば|｣'k人の'荻庭に滞〈I;したことが・度もなかったのだろう」

と述べている（w;1t1.1).､.ｌり67:253.255)。また、翌年に肋れたゲストの’,剛皇

たちは、金沢を離れるにあたって次のようなことばを残している。それ

らは「脳たちが金沢に来たときは、何を期待してよいかわからなかった＞

でもすぐに金沢の熱ｲIijにかかったようでした」や「金沢は学ぶべき多く

の||ｲﾐ文化溌私/どちにM1供してくれました。私たちはいま、新しい11本

脱を排ってアメリカヘルルります」というものであ零ｺた（北側祈聞：1957年８

月８１１)。

この':うにケストた1:』が述べる根底には、ゲストがホストと生活の場

で触れ合う側余が‘ｳ》為からこそ、おﾉﾉ:いがIlfliijに抱いていたステレオタ

イプ化されたイメージとは'''4なる‐ズレ」に髄がついたということが存

在するのである。

ﾛ胆光のまなざし」のlIIziIiilO9廟



おわりに

この論考は、ホームステイを漸勤ｊＩ蝿に慨く組織の柵げる理念や実跳

そのものを'''1ら孫定するものではない。そうではなく、こうした榊造が

生まれる諸要凶を、ホストとケストの双方の背策にある文化とは1,1なの

かを含め、より順く社会的、政治的等の視点から明らかにし、ホームス

テイをより群観的に捉え'１‘〔してみたものである。

５０年前にアメリカから訪れたゲストたちに、｜|本の伝統文化としてり,!‘

せていた茶道や華道をはじめとする文化が、実はいまでも海外からゲス

トを迎えたときに見せているものとなんら変わりがないことも述べてき

た。それは、双方のもつ狩紫は災なるにもかかわらず、ホストとケスト

がともに抱くI1Iil定的なイメージに沿って、「1,,Lせる」「1,↓られる」伝統文

化の強調が、観光文化の様相を誤して、日木理解の不可欠の要素として

固定化されてきたことを意味する。

しかしホームステイでは、あらかじめ枠取られた「異文化」のまなざ

しに規定されつつも、I1il時に僻,';次尤から典文化を捉え為ことで「ズレ｜

が生じることを述べてきた。そして、この「ズレ」の発見には、ホスト

とケストの継続した関係を可能にするという、発展的な契機が内在して

いる。述べてきたように、ホームステイが実施された､'1初は、一部エリー

トによる文化の提示や辛受があったことは'|峡ではあるが、その文化を

実践し、継続性をもたせていくためには、エリートも含めたその地に悪

らす人々 がかかわっていくことこそが大需なのである型１．

鞭什はこれからも、伽光人瓶’､椎の視点からこのホームステイを捉えて

研究し、勝祭を統け、論じていきたい。ホームステイをとおしてのﾉﾉ:い

の文化理解において、「その地にある文化・伝統というものの定義付けは

誰が為し得るものか」をまた、この論考も間うてゆくものである。

ホームステイにおける出文化のまなざし
1６３
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注

1）１９．1{１（昭和15）ｆＩ２７ｊｌ、１Ｋ京においてこのEII.より、アメリカの男女２ｆｉ．J噂つ

計↓ｆｉの大'洲;が来IIして崇庭滞在を経験しているが、１度きりのことであった。
１，５６年のこの金沢での家庭滞庄は、その後、長野ＩＩｉや甲府市などへと広がり、日

本のホームステイの出発点となっていることから、この金沢が実質的に最初のホー

ムステイである

2）小'11苑は、ポストモダン人碩学の代価の厳かで、ど顔と顔の見え為'減Ｉｉ

の期における、生活,ji･の視点や次元から捉えた文化のありようを砿視している刷

韮帝も生活門･の視点からの文化のありようをiK脱しており、Ｍ槻の立場から、ホー

ムステイのおこ厳われる現場こそが、この顔と顔の兇えるﾉ１２活の場であると捉え、

そこでＩＪ‘られる、見せている文化について諭樗を11tねたいと¥えている。

3）ＥＩＬのホーノ､ページ１１【tp://wwwexI》crimcllI‘<〕噸/7()〔h-Illmiwsllr>%11[ｍより引川。Ｈ‘ｋ
‘Wﾙ(はＷｆに‘k為⑪

.Ｉ）ワット｛よ、１８９３年５１１にアメリカのペンシルベニア・ランカスダーで生まれた。

父親は白IWIli･rhごⅨh【『＆SIMlndDどp:um1cn【Storcを紙慨していた。ワットは、成人
後はこの父親の遺産で暮らし、「自分の趣味と生涯をかけた仕砺、つまりこのＥＩＬ

の活動とはI‘りじものだった」と、薪書のなかで述べている

5）（社）１．１ｲI1jI際生活休職協会理ﾂ『､111本茂氏からのWfllI1き取り（2003年６月２〒［I）

によ‘る

6）当時のＡＣＣ卿畠Ｒ,(i､フラーシュム〈l;､$１Ｍ:､｡(;.R,）氏からＷｆ宛の手紙（2(X)3年

１{}ﾉｊ２８Ｈ｛．』･け）による。

7）他は東成郡|ﾉﾘ２簡所、戚都、名古帰、大阪、福岡、新淵、札幌、仙台、神戸、長崎、

怖岡、刑松、llii浜、函館、熊本、広島、松111、岡|||、欣''１，．|ﾋﾉL州。今まど子（20〔〕2）
より。

8）側隙斐流･{望ンダー（2川)2,2)。

9）京部アメ1j力文化･ヒンダーについての迅録でああが（IIuⅡWi：ｌり85)、駐大阪・iull

戸アズリカ総領1F館内アメリカン・センター・レファレンス資料室への聞き取り

調在（2003年６月２０，）によれば、当時ｎ本各地にあったアメリカ文化センター

はどこも同嫌のことがおこなわれていたという。

10）荷川県立雌史11V物館所蔵〔･SIS映両｢I蝋１り5リイ剛〔より

『肌光のまなざし」の雌Ii'１０９竜



11ノ前出、’''水茂氏からのT賭|Ⅲき取り（2003年６月２７日）による。

12）liijII1、フラーシェム氏からＴＩ者宛の手紙。当時の金沢八ｃｃの担､'伽ilmはff川県、

ii1wl:県、常IlI県や新潟県まで及んでおり、これらの地域のlli役所や牧ff秀貝会、

IWil二余‘汎所などと協ノルながら、Ｉｊｉｌ隙文化交流やⅢlj妹祁｢|j，’1米|"金などのＷＭｌ

に職似的にかかわっていたとある。

１３）ＡＣＣと並んで、戦後の対日文化政策として砿要なはたらきをしていたものにフ

ルブヲイト委員会（FulMghtCommissions）がある。１９５７（昭和32）年以降、金沢
でのＥＩＬ受け入れ仙当青とな弓た、当時ﾘi1:W:高校の典語教師であったiiiiIIIの山木

茂氏も、何組織によおW峠ﾉlKであった。

1.1）こうしたＷｌｆ造の－．州は、1957年におこな,|うれたホームステイでの賊子からもうか

がえる。このときの金沢火学英語研究会剛Mの献迎会では、会甜はすべて災語で

おこなわれ、日本人学生たちにとっては異国的塚皿熱だったという（北|K|折|Ⅲ：７

月１７Ｈ)。また、学生たちを迎えたホスト宅のなかには、屈間はホスト家庭の従

文科押攻の女性が行動をともにし、夜はI‘iIじく従禰を話せる税戚を呼び寄せホス

ト宅に術l'1するというかたちがとられた‘釈腿もある。これでは、米111Wの学ﾉ|ｉた

ちのI|ｲﾐ‘Wfの勉強も活かされていない。米11後、共般が|‘1脚にいるときのように

使えるという状況は、学生たちが意図してい厳かつたものであろうが、反面ゲス

トである学生たちにとっては実に心地よい状況ではなかったかと禰省には思われ

る。飛肖(よここに、優位にあるアメリカとそのアメリカに合わせて受け入れてし

まう、水の、ある意味での側式をＩＪ‘るのである。

15）川fi(宝生流はlり01（lﾘ1輪1.|）年から、節：次lIWlL大戦の欺か)lを除いて、金沢

では「定例能」な現在まで統けており、２０Ⅸ)（平成１２）年１２ﾉIの時点でlU881ul

を故え、現庄もひきつづきおこなわれている。７７川県立能楽蝋館長北川邦昭氏よ

り飛者聞き取り（2003年１０月２８日)。

16）当時金沢大学教授、幡田良三氏。ｌ〔)71年に『金津の能楽』の群舞がある。

17），｡wじr,Ｗリ１９３８年生まれのアメリカ人。『敗北を1mきしめて』で(‘Lアメリカで
ピュリッツア批を受lIしてい為｡ﾏｻﾁｭー ｾｯﾂl:ｲﾄ人:'､勝救授､作'蝋。

１８〉ホームステイ剛体のザ・フレンドシップ・フナース・オブ・奈良においての歓迎

行事である。

19）来円後に牧日間のオリエンテーションが必ず実施されていた。他には鈴木大拙、

ドナルド・キーン、ジョン・ウェイリー、Ｉﾉｰ‐チなど[１本に関し-こ,I｝かれている

榊ＩをそのlvlIMi中征113111}いえ、レポ－１､を‘狐していた。IiiiIlI、111本茂氏からの

液粁|Ⅲき取り（2003年６ﾉｉ２７Ｉｌ）による。

2o）東京カレッジ・ウイメンズ・クラブとは、東京在住の大学を卒業したアメリカ人

女性たちのためのクラブのことであり、前出の真木哲子氏はここにも関係がある。

21）前出、山本茂氏への聞き取り（20,13年６月２７口）による。

22）1987年５月Ｉ９Ｅｌ付朝日所IlW1T川版『私の全一’た人｣コラム欄､山本茂氏の符陥記71ド。

23）１９５７（昭、132）年以l端も‘受け入れ先は．知'|『やMII知１１１．、IW11:金細iIf会IjIi，Ｗ易会

ホームステイにおける腿文化のまなざし
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社経営者、大学数授などの室庭であった（消水19鯉：168)二
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１ツーリズム・プロダクトとは何か

ツーリズムは、｜りくな地球的＃↓桃のl雁業として、その経満的効果が強

I洲されてきた。それとともに、このような成催に歩澗を合わせるように、

旅行'-1的地である地域や化民に対して与えてきたインパクトという点に

おいて、この産業に対しては批判的な戸が多く聞かれてきた。シーアボ

ルドは、彼の柵沸,1$『グローバル・ツーリズム（G1‘》b副1．rm1ri瓢､)』の一人

の執鞭荷であるデイヴィドソンが、ツーリズムは社会現象であって、生

産活励ではないこと、そしてツーリズムは維験、つまりプロセスであっ

てプロダクトではないことから、ツーリズムは産業ではない（Davidson

１９９．１:22.28）と捉えていることに対して、ツーリズムを祉会現象および経

験（つまりプロセス）として捉えるべきであることには同意するものの、

ツーリズムは産熊として分類され、そのデータが示されていると述べる

(.rh“b副l‘11994:2）しかしながら、彼は、ツーリズムにかかわる商業活動

がさまざまな分野に及んでいることによって、脆業としてのツーリズム

全体の経済的インハクトに対するIE確な統計データがないことや、旅行

肯（ツーリスト）の定縦として、自宅から離れる時間や距離がどのくらい

であるのかなどについては、機関や研究者によってさまざまであること

などを挙げ、捌光雌撫の樋維|'kのゆえに、「ツーリスト｣、さらには「ツー

リズム」を定侭することの雌しさを指l耐-る。

しかし、ツーリズムを雌菜として捉えた場合、一体、ツーリズムは何

を唯産する産業なのであろうか。ツーリズムが産業であるならばそのプ

ロダクトがｲＭ§するはずである。ツーリズム'よ､商品が洲11鑑(ツーリスト）

のもとに１１|けられるのではなく、ｉｉｌｉ’ＪＭ･が棚1W,のがｲEするj吻所へ凹宅を

離れて向かうことをその特徴とする。ツーリズムというレジャー活動は、

さまざまな分野にかかわるｉｎ岬的な柵造をもつ。そのため、他の産業と

比岐してそのプｒＩダクトの特伽をI|川,W:にできないことが、ツーリズムに

対する捉えﾉﾉを似維にする甥|人Iとなっている。

I胆光のまなざし」の'雌l『ＦＩＩＯ堀



ツーリズム･プロダクトは、サービス（宿泊やレストラン部門、交通部門、

レジ１，－施設などにかかわる)、文化（文化的･芸術的ヘリテージ､ブ･'一クロア、

ページ説ントなど)、特別な地肌的特性（場所やji籾など)、さらには、（｢形

ではない喚素（ホスビダリティ、雰囲気、エスニック的喫素に対する側心、判

仙など）によって成り立つ（Lanfm[1980:24)。これらがプロダクトとして、

消悩用にどのように〃IIT:されるか、そのプロセスにこそツーリズムが他

の熊業と灰別される特性が存企する。ツーリズム・プロダクトとそのプ

ロセスを琴えるうえで、サービスは軍要な要因である。アーリは、ツー

リズムは､特定の社会関係とホスト側の特性を購入することであるため、

ツーリズムにおけるサービスにはジェンダー、階級、人租、年代、数行

などの祉会的な漉素が細り込まれることによって、消Y1iされるサービス

は社会的に榊築されると脂摘する（U江,･1911:52)。

Ｗｌｉ曲荷であるツーリスト（ゲスト）とサービス提供者（ホスト）との社

会関係によってつくられるツーリズム・プロダクトをジェンダーという

洲点から''１１う試みがツーリズム研究においてはじま-’たのは、９０ｲド代に

入ってからでああ。それは、｜ツーリストのまなざし」がどのようなもの

であり、どのような対象に対して向けられているのかを問うことであっ

た。洲'雌帝としてのツーリスト（ゲスト）とサービス提供者側（ホスト）

の|川にみられる川玩作用について論じ為ズウェインは、ジェンダーを「文

化的に榊輔されたアイデンティティのシステムとして、１ルらしさや典ら

しさというイデオロギーにおいて炎現され、労働とレジャー活動、セク

シユアリティ、そして男女間におけるパワーが互いに作用することによっ

て|:金的に附築される関係性（Swainl995:258-259）と定旗する。そして、

彼女は、ジェンダーは文化的現象であり、ジェンダー関係の変化は文化

変祥を引き起こすことから､ホストとゲストの関係は､ジェンダー､階級、

年齢、エスニシティ、人種、ナショナリティなどさまざまな特性に焦点

を当てることによって分析できると述べる。また、レジ.ヤーをジェンダー

の視点から研究するヘンダーソンは、「ジェンダーは社会的に柵築される

ツーリズム・プロダクトとジェンダー
１７，１
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一連の関係であり、その関係は人々の行動をとおして生産および再生産

される」（Hcnd"sonl”4:121）と考える。

このようにレジ･''--洲助におけるジェンダー'11係に関心が向けられる

なかで、観光関連サービス労働をジェンダーという拠点から捉える試み

において共通してみられるのは、ツーリズムの生産とその消費というシ

ステムを支えるセクシユアリティに対する言及である。それは、消費者

の期待は消ｆ１Ｍｆのジェンダーだけにかかｵﾌるのではなく、１１蛾i』fが擁す

るサービス提供将のジヱンダーによっても典な為ことから、ツーリズム

は、その構築、呈示、そして消費というプロセスにおいてジェンダー化

されていることへの指摘である’。

２観光サービス労働とジェンダー

ツーリズムにかかわるサービス労伽は、販売、悩泊、飲食、エンター

テインメント、輸送などがその-}ﾐなものとして繋げられる。ツーリズム

にかかわる雇用をジェンダーという視点から捉えた場合、ツーリズムは

男女両方に職業の選択肢を広げたが、そのアクセスはジェンダーによっ

て異なる様相がつぎのように,虎されている（安柵19,7)。まず、ツーリズ

ム側辿の'貯側については、霧節的でかつ蝿期労働やパートタイムという

労働形態が多い､二と、さらには未熟練労働や低抗金などの特徴が男女に

共通してみられるが、このような不安定な就労形態は男性と比較して女

性により多くみられる。そして、職樋としては、たとえば、男|'kは巡松

手など輸送にかかわる仕‘11:が紗いのに対して、女性はホテルのメイドな

ど宿泊関連の仕事が坐い。たとえば、バリ島においては、女性は宿油施

設や店舗における労働に就くことができるが、ガイドや輸送にかかわる

労働には従那できないという(Long:mdKindonl997)。また、イギリスでは、

女側昌はｿj憐と比校した吻合､パートタイムの仕1):がちく、fIt金が低いこと

｢観光のまなざし」の砿ＩｎｌｌＯ斎



さらには、女性が梢:理職につく比率は低く、マネージャーの多くが男{''１

であり、雁川ijf側がﾜ)女を特定しない助合、低ｌｌｒ金'労働汁として女惟が

ｌｉＩ１川される側向があり、数行やトレーニングは女|'kの地(,I/:向'2に|よかか

わらないという（I>urCclll997)。

ジェンダーによる職業の固定化はホテルにおいて剛縛である（Longmnd

KindOml997;l'urccIll9,7;SillCl;'i［１９９７)。ホテルにおける性別分堆は、つぎの

ような三つのダイブに分馴される。一つは､i‘|I別御I川〕ず雁川されるが、

低綴金で働く女性が雁川されることが紗いため、その結果として性別分

業が生じるような労働であり、異体的にはliI}除やクリーニングなど、直

接ツーリストと接しない労働がその例として砿け'られる。もう一つは、

女性性がﾂ){'1iにアピールするような特定の職価に蛾kが就くことによっ

て|‘'２別分推が4ﾐじるような雁用である。このタイプの職祁には、ホテル

のフロント係などが挙げられる。女性の身体的魅ﾉによって男性群を引

きつけるような労働として店舗やレストラン、またエンターテインメン

トの分野における労働もこのダｲプに入る

ホテルと|‘ﾘ様、遊姻地などのレジャー施設における雌用には、ジェン

ダーによって決められる労働の特性が表出される。たとえば、尚速の乗

り物の操作スタッフには男性が、飲食側連サービスの補助労働には女性

が雇用される傾向について、アドキンズは、蝦り物の操作に関しては身

体的な強さが必漉とされないにもかか』･〕らず、特いり洲'kが脈川されるの

は、雇用者側が巻える「適正性」に拠るが、女性が飲食関連サービス係

として採用されるさいにはそのような「適正性はな<、飲食関連サー

ビスの補助労働は「女性の{l:11:」だからであると指摘するい《1k1,,1”5：

,8.105)。

ツーリズムにかかわる雁用には、性別分業のほかに、社会的分業が女

性間においてもみられるが、そこには、労働の場としてのセクターの述

い（ブ十･一マルおよびインフ９－マル）や棚光関迎施設の規模や働く女性の

年齢、未術・既僻の速い、数ｆｊドなどがかかわる。たとえば、バリノ;ル〈イ

ツーリズム・ブロダク１，とジェンダー
１７ヨ



ンドネシア）やポロカイ島（フィリピン）においては、未婚女性は規模が

大きい施設で、既婚女性は規棋の小さい施設で働くことが多く、求硲

父性のほうが尚い地位であることが報告されているChmn[1り97:Long;lnd

Kindonl997oこのような1ｆ例にもボされているように、数育のある末幡

女性はフォーマル・セクダーで、既幡女性はインフォーマル・セクター

で働くことが多い。そのため、女性の年齢や未婚や既婚の違いは女性の

収入にかかわるin蝶な喚閃となる。オ侭かでも、．怖くて独身が好まれ、女

性の身体的な美が求められるホテルにおいては、ｌｌｉ:肯のほうが観光にか

かわる労働によって経済ﾉJをもつ傾向がみられる。このような女性間に

みられる分業には､年齢や教flfや,k傭･既蛎の迷いのほかに､人樋やナショ

ナリティという喫閃が加わる。

ツーリズムは伝統的な女眺の家'11．労|伽を公の領域に移行させた。その

ため、観光関連施設における女性の雁川は、家事労働の延長である低箇

金の仕事に限定されがちであるさらに、女性は賃金労働と無賃金労働

の差が男性に比核して1ﾘ1雌でなく、侭金労働と家事・育児労働との関係

があいまいな場合が紗いため、家1＃や育児の典拠のほかにツーリズムに

よって生じた対人サービスの増加により、＝蕊労働という過剰な労働負

担を抱える傾向にある。このような傾向は、宿W1施設における家庭的な

対人サービスがili喫視されあツーリズム形態において顕著であるが、典

性の二卿〃側に|H1しては、地域や11{や職雛などによって災な為ことが報

杵されている。たとえば、メキシコ(ﾉ〕プエルト・バヤルダのホテルで仰

ぐ女性は家窄もこなさなければならないが、フィリピンのセブ烏におい

ては家,ｌｆ労側はり)女分111が争いという（(:hnmlり97)。しかしながら、この

二つの地域において典皿してみられるのは、ともに小規模な家族経僻の

宿泊施設における女性労働と家父擬制との密接なかかわりである。その

ため、地域の男性によって、宿油施設における女性の対人サービス労働

は家事や母親の役割というコンテクストにおいて認識されていることや、

ツーリズムにかかわる女性労側に対しては育児や家ﾘｆ労働といった女性

｢jfM光のまなざし」の'脚Ｉ１Ｉ１０ｌｍｉｉ
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の再碓産的役割が強調される傾向にあることが指摘されている（Momscn

lりり4;ＬｅｖｙＩｍｄＩ,erchl991）。

このような'1柳研究には、リ)性玄陥の社会・経済的な僻造と結びつく

ことによって炎出する女性サービス'〃側の特性がツーリズムとのかかわ

りにおいて捉えられ、地域における観光開発のプロセスと地域や文化に

よって異なるジェンダー関係が観光施設の規棋とのかかわりにおいて示

されている。

３地域社会におけるジェンダー関係

一般的に、女ｆ|§はビジネスや川(jllMi会逝小ﾙﾑ桃な帆光側辿施投におい

て見つけることが多い（Cns〔elbcrgKoullmlりり】;(;;lrci:l-Rnmonc〔;11.199ﾖ;Shaw

mndwilliamsl91‘|)。そのため、オルダナティプ・ツーリズムと考えられる

このような観光形態においては女雌のエンハワーメン卜が促進されると

一般的に勝えられている。しかしながら、伝統的な|′k役釧に愛化はみら

れず、かえってホスト社会においては既存のジェンダー関係が強化され

る傾向が指摘されている（Long:u'dKind‘》ｎｌり97;Sc｡【11917)。たとえば、バ

リ島でホームステイの運常にたずさﾙﾌる女性は、日々の労働や運満を狐

》ｌ１しているにもかかわらず、地城内の棚光llM充に対する職志決定におい

て発言権がないという。さらに、小規模な家族経常の術泊施設で働く女

性にとっては、命令系統や勤務形態がIﾘI雌にされている大規模な施設に

おいて雁川されるほうがよいjル合が紗い°それは'貯働生雌が家父長制と

結びついた小塊棋なビジネスにおいて(よ、｜･分な祢辿やMfIWllを僻ること

ができずにいた人々が、たとえば人胤枇なホテルなどにおいては住々に

してよい条件のもとで働くことができるからであるという（Sc｡[tl997:61：

SincMrl997:233)。

地域化民のツーリズムヘのかか‘|〕りかたは・棚ではない。たとえば、

ツーリズム・プロダ ク ト と ? ジ ェ ン タ ー ー

1７５



1７６

地域のヘリテージの櫛理に男女の地域住民がどのようにかかわるのかは

地域によって異なる。そのかかｌつりかたをジェンダーという視点から捉

えることは、ヘリテージとい･ラツーリズム・プ'１ダクトに織り込まれる

地域のジェンダー関係をみることである。そのような拠点から地域のジェ

ンダーを捉えた場合、家'1;:弥側の延艮としての女性悌伽を必典とする似

光振興が地域経済のオルタナティブとして語られることへの疑問がつぎ

のように,ｆされる。

観光ＩＭＩ発の凧桃がジェンダー関係にかかわるとザえるノリスとウ.{－

ルは、つぎのような疑問を投げかける（Norri箭細､（，:1111りり4:65.7())。マス・

ツーリズムに対応する大規模な観光ＩＨＩ発が地域に利維をもたらさないと

して批叩|lの対象とされることから、オルダナティプな伽光りM砧として地

域主導型が推奨され、そのプラス1mが多くの人'ｲによ-ｺてこれまでＩ膿わ

れてきた。しかしながら、はたしてジェンダーがこのような枠組みにお

いて捉えられてよいのであろうかと。そして、二人は文化的バリア、行

政側のイニシアティブの欠如、さらには女性'"側州川の組織的活動の欠

如などによって、女性が地域における脂騨的役割を狐うのを妨げられて

いることを指摘し、ツーリズムにかかわる労働力の多くが女性であって

も、それは女性の政治的な力への接近を意味するものではないと述べる。

これは、地域社会」対「外部の背という柵閃に熊点が､Iｲてられてきた

地域･1昌導型の観光開発が必ずしも地域の女性にと-’て利膝をもたらすも

のではないことや、男性によって撮られている意志決定縦に対して女性

のアクセスが制限されていることを示すものである。

地域杜会におけるジェンダー関係は、ジ柔ンダーにもとづく給与鰻、

家庭生活の急速な変化、女|’|鳶の家小や育児労働と簡金労働という一:71t労

働、さらには家庭内に限定される葱志決定権などによって変化する。そ

のため、ジェンダーは対人サービスが亜要な撒成要素の・部となる地域

のツーリズム・プロダクトのプロセスとかかわるそのMi畷な例が、ア

グリ・ツーリズムやファーム・ツーリズムにおけるサービス労働である

｢胆光のまなざし」の'膿IＩｊｉｌＯ１ｆｉＹ



このようなツーリズム形態における伝統的ジェンダー・ロールは、家族

経桝のような小規模な宿泊施設という枠組みにおいて、女性労働の岬ｋ

産として表出すると同時に、女性が新たなステージにおける社会関係を

築くための機会となっている。このような場合、ジェンダー化された労

働の分業化に変化はない。しかしながら、小規模な経済生産というコン

テクストにおける地域のジェンダー・ロールは、そのような労働が収入

に結びつくことによって、地域の再碓築におけるプロセスに不側｢欠な典

業と恥る°

観光サービス労働は、プロダクトの生産にかかわる労働としてその特

性が決められるが、労働に対する需要はツーリストがＩ．}的地において何

を期待するかによって異なり、変化する。たとえば、イギリス|櫛llW部の

漁村セネンでは、依統雌梁の漁業が凝巡するなかで興ったツーリズムに

おいて、ツーリストと直接接触することが多い地域の女性が地域の人々

とツーリストとの仲介的役割を担うようにな-:》たこと（l〔Cl;ｍｄＩ９９３）が、

そして、スペインの股1,1地域では、ツーリスｌ､と'''1:接擬触する機会が期

川Iした地域の州'kが、ツーリストによってﾙドIIliiされる地域の瓜}脚や)jWiM

(甑、庭、農地など）厳ど、周囲の環境の保護に対する関心を尚めるように

なったこと（CnrCim-Rmmon:1995）が示されているが、このような』!':例は、

郁会とは凪なる地域における生活体験を蝋むツーリストとホストの間に

生じた折たなド|:会関係として捉えることができる。

さらに、メキシコのマヤ族、パナマのクナ族、そしてriT周のサニ族など

の少数民族の例では、その士地のオーセンティックなものを探すツーリ

ストが伝統腫芸品の製作・販売をおこなう女性に対して関心を抱くこと

によって、女性に影響を扉えていることが示されている（Sw汎i11l9り3:Conc

l995)。その影響とは、かつて家庭や地域内での使用に限られていた伝統

乎丁:芸品を観光用に製作・販売することによって、女性の伝統的役卿lと

しての「女の化'|」が経済的価値をもつ労働として捉えられるようになっ

たこと、さらに、伝統Iを崖品に興味をもつツーリストがそれを製作・販

ツーリズム・プロダクトとジェンダー
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光する女性と工上砧,11の購入を通じて交流をもつようになったことである。

地域における労働肺造の維持あるいは変化という点において､観光サー

ビス労側には地域のジェンダー関係が表出される。近年、侭統文化のIり

州IIiiと観光朋発が帝接な関係をもつことによって、地域住民がヘリテー

ジのマネジメントにどのようにかかわるかが重要な問題となっている。

ツーリズム・プロダクトに男女それぞれがどのようにかかわりをもつか。

その冊策および海象をジェンダーという視点から捉えることは、ツーリ

ストが地域を訪れることによって必要となるサービス労働に対するｿ)女

のかかわりかたを、ツーリズムにおける地域文化の呈示という点から捉

えることである。

４ダイナミックな概念としてのジェンダー

人IlIlU1J係をもとに|if築されるツーリズムは、地域、さらに'よ広くグ

ローバルなジ.,:ングー111係によってインパクトを礎Ｕかつ与える（sw:ｌｉｌｌ

ｌ９９５:2‘'7)。ツーリズムという場におけるジェンダー関係は、途上''1|と先

進l】Jという二つのＫ分や国や地域という違いによってのみ分類すること

ができ厳い釧兼代を示す。ツーリズムが形成されるプロセスにかかわる

ジェンダー側係(よ、ツーリストを送りだす社会と迎える社会双ﾉﾉの|‘I:金

仙行によって明確にされる。１i:例研究には、特定の観光サービス労側に

対する女枇のアクセスが社会的セクシユアリティによって制限されるこ

とや、ンエンダーによ-’て異なる役割への則待がボされていた。ジェン

ダー関係はツーリズム・プロダクトが形成されるプロセスにおける．喫

衆であるツーリズムの生産と消費に対する男女の異なる経験を明らか

にするには、ホスト側あるいはツーリスト側がどのような女性か、どの

ような釧'kかという点に注目する必要がある。観光活動によって生じる

人間関係は、社会的・文化的および経済的コンテクストにおいてff,嫌性

｢剛光のまなざし」の'１蟹何１０歳



をもつ。男女の多様な経験は、ジェンダーだけでなく、年齢、人樋､階級、

教育などによって影響を受ける。

ｿ)女洲におけるｊＩｉ(川機会の不平等をツーリズムによって唯じるマイナ

スのインパクトとして捉える立場からは、リ)性優位のジェンダー・ギ.１，ツ

プが指摘される一方で、雇用によって能じる女性の経済的自立や社会的

地位の向上、さらには、新たな役剖雄得などをポジティブなものと考え

る立場からは､それらが女性のエンバワーメン卜として捉えられている。

術}'|施投の迎僻を女|’kのエンパワーメン卜という拠点から見た場合、鵬

家の女性によって所有され、迎営されるギリシャの女性共同組合の活動

については、女性間のネットワークが組織としてうまく機能している例

としてつぎのような点が挙げられている（Cnslclbc噸Kou１，，，１９，１;】､conii《Ｉｏｕ

ｌ”4;I紐1《ovi(Iou:u,《ITurnc瞳1りり5)。まず、111組合の派助に対しては、女性の経

済的自立を可能にしたこと、女性ばかりでなく地域住民全体の雁用機会

の創州にも役ｳ:つことによって地域を活性化させたこと、さらには地域

の文化や１.然遺厳の保雄にもかかわ-’ていることなどである。この組合

の活肋は、組合の女性とツーリストとの対I､披触の機会を‘没けたばかり

でなく、地域女性のアイデンティティのﾙｻ築にも影響を与えているとい

う・オルタナテイブ・ツーリズムの地図に載るようになったというこの

組合の活動は、ツーリズムにおけるオルタナティブという概念をジェン

ダーという視点から問うことの１１t典性を戒す・例として捉えることがで

きる。

これまでみてきた事例には、社会的セクシユアリティが女性の雇用や

ツーリストとの社会的インダラクションを制限する卿ﾉﾘとして作川する

-．方で、伝統的女I§の労働に対･』･る兇'''１:しが女性の維済的rIなやl:会的

地位の向上に結びつくことが示されている。観光サービス労働を静的な

枠組みにおいて捉えた場合、ジェンダー、セクシユアリティ、そして労

働の分業化は互いに強化作用をもつ。しかしながら、ダイナミックな枠

組みにおいて捉えた場合、それらは外的甥UkIによって班化する卿｢能性を

ツーリズム・プロダクトとジェンダー
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もつ。将定の職鴬に対する女性のアクセスが可能になった結果弱まる家

父腿制は、女性労働の変化を生じさせた一方で、消費の増加は労働力の

珊大を促している。

ツーリズムという聯＞におけるジ桑ングー関係が社会的・文化的に

惟築される‘淵柑には、ジェンダーがツーリズムの表出に影響を与える一

方で、ツーリズムがジェンダー関係を変化させる要因ともなることが示

されているそのため、ジェンダーはツーリズムというコンテクストに

おいて、人間関係とともに変化するダイナミックな概念として捉えるこ

とができる。ジェンダーを、ツーリズムに影響を与え、かつその動きに

対応する変数として捉えるリクターは、社会によって異なるジェンダー

や人11iの捉えかたがツーリズム・プロダクトの形成にかかわることを指

摘している（RM,1じrlりり5:87)。

ジェンダー側係は社会によって異なる。そのため、ツーリストによっ

て持ち込まれる坐なる価順システムが伝統的規範に対して影響を与える

結果、ジェンダー関係は新たなコンテクストにおいて変化する可能憐を

もつ。たとえば、ツーリズムにかかわるマヤ族の女性のﾘ例からは、ツー

リストのまなざしの対製となる女性が、伝統的工芸品の製作・販売を通

じたツーリストとの接触を、両者が対等な関係を築くためのプロセスと

して捉えていることがボされている（ｃｏｎｃＩ９９５:325)。しかし、ここで喰

喚なの1J:、ツーリズムによるマヤ文化のlWMIlI化というプロセスに対する

女性の拠な為反応であ論。これは、ツーリズムとジェンダーの関係が、

社会柵造との側述ではなく、社会的状況との関連において捉えられる必

蝶があることを示唆している。

ツーリズムはその附成甥糸として'1i蝶なツーリストとサービス提供杵

との|ＩＩｌに、神別なｉｌ:会関係を生じさせる。しかし、その関係は、ツーリ

ズムという<場＞に特有な関係ではない。ツーリズムは社会関係を拡大

することによって､そこに織り込まれる諸要素の関係性を示すとともに、

対而的な社会的|{Ｍ１:行為によって新たなプロダクトを蛸みだす。

｢胆光のまなざし」の推何１０章


