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1２
章

香港における観光のまなざし

－その歴史と現在に関するノート

芹報知広



２０４

１「観光のまなざし」の歴史性

’990年に出版されたジ』ン・アーリのｒ観光のまなざし』が、私たち

にとって必要不可欠な救科,IFでありつづけている理山に｛よ、多〃面にわ

たって観光研究を引川し、各単を通じて観光現象のもつ興味深い課題を

鋭く提示していることのほかに、雌史や文化に興味をもつ社会,稚的研究

として」1G本的な沸物とな･,ていることがある。

アーリは、脱光を|:公・維沸のなかに位慨づけ、ノ〈衆捌光の成,Iﾉ:を雌

史的に辿っている。その1ド例も、イギリスの実証研究を中心にヅ|川され、

文字どおり地に足のついた縦諭が展開されている。

「観光のまなざし」とい．）慨念は汎用性の高い大きな近典だが、アーリ

の関心は観光の・股叫諭をﾙｆ蕊することにはない。Ｈ頭では、硯光のま

なざしが歴史的につくられるものであること、社会や社会集団によっ

てさまざまに異なることが明言されている１．

ミシェル･フーコーの匪学のまなざしをヒントに、倒光のまなざし」

は端想されていぁ。アーリは､棚光の祉会学を逸脱の社会‘学に綱比すあ２°

社会学にとってマージナルな対象である観光から、社会の中心に位慨す

るものを照らし出そうというのである。逆説的にも思えるが、『伽光のま

なざし』の雌終iWf（輔７lwi）では、他の|《|:会現象が｜仙光のまｵにざし」の

饗索をもつようにな，てきたことが術揃されている、。いまや叫光が社

会の風策をかたちづくる中心となったのだ。

『観光のまなざし論が広まった後、アーリに対する批判のひとつとし

て、「観光のまなざしを解読する.噴体やその身体について扱われていな

いということが指摘されたが、アーリは、その後の議論をふまえて2002

年に出した第２版において、鋪８章を追加し、観光のまなざし論をさ

らに展開している』。

観光を捉える感蝋については、「ランドスケープ」（視如、「サウンドス

ケープ’（聡‘此）のはかに､「スメルスケープ」（唄党)、｜テイス|､スケープ」

｢観光のまなざし」の'肱ｉＩｌＪｌｌ２ｆｉｔ



(味覚)、さらには「触覚の地理学」があることを指摘するう'。また、旅が

もたらす物理的（身体的）近さの亜饗性も指摘している‘。私たちが、地

に足のついた観光研究を肌に合ったものとして感じるのも、おそらくは、

この旅の木質とかかわっているのだろう

本稿は、アーリの「観光のまなざし」に刺激を受けておこなわれた私

の香港をめぐる旅の内省のようなものである。「観光のまなざし」を下が

かりに蒋港を見ることを試み、いままでもいくつか断片のような文峨を

‘I|:いてきたが､それを肉付けする災,棚ＩI究はできていない。今Ii1lもまた、

得港現代社会史研究のためのノートをひとつ州やすような作業に過ぎな

いことを雌初にお断打しておく‘，

２日本人の香港イメージ

待港という場所について、アーリは『帆光のまなざし』第２版の第８

噺で蔚及している。そこでは、孤独を楽しむ旅とは正反対の、染剛とし

ての「観光のまなざし」が含む、宴会旅行（conviviaIily）の行き先のひと

つとして、秀港があがっている．・

たしかに、この第８噺「グローバル化するまなざし」で増加が指摘さ

れる「東洋からの旅行勝たち」を思い浮かべればわかるとおり、蒋港は、

とりわけＨ本人にとって、州艮をｌＩＩ１ばし、さらには羽Ｈをはずす、団体

旅行の代表的な日的地であった。しかし、これもよく知られたことだが、

I|本人が海外旅行をIfl｢１１にすることが可能とたったのは1《)6‘１年以降であ

り、｜IllWiを将飛に‘礎いパックツアーで海外へlMi膿に川かけるようになっ

たのは、1980年代以降に過ぎない。存港へ数、来て、中華料理を食べ、

ブランド品を買い漁るという’1本人|､jl休韓のイメージも歴史的なもので

あろう。

近年香港は、日本人にとって、「孤独な饗会旅行ともいうべ堂、都市

押港における殴光のまなざし
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２０６

の活気を一人で楽しむ旅の目的地にもなっている。番港政府観光局（以前

は｢香港観光協会｣)が近年おこなってきた「香港が効く」というキャンペー

ンや、いまも使われている「勤感都市」（city('rL1化）というコピーは、そ

うしたタイプの|I本人旅行者に合わせて香港のイメージを光りこんだも

のである。仕１fをもつ若い女性が一人、休暇をとって祷港を訪れ、映画

を兄たり、バスに堀ったりして時間を過ごすこともよくある。1990年代

後''4には、おもに'1撫人女性群を対蚊にした足のマッサージをおこなう

店も目につくようになった。都市部の雑踏や|Ⅱ気ガスによる悠典は、ヘ

ルス･ツーリズム(健康観光)とはかけはなれた印象をもたらすが､人によっ

てはたしかに祷港の路上で「癒される」のであろう。

それでは、蒋港の内（拝港観光協会）と外（11,k人）で共{iされる呑港の

イメージは、どのようにつくられてきたのか。その雁史をふりかえって

みることにしたい。

戦前の得港は、ヴィクトリア港を擁し、’''''1とlIIi洋を結ぶ海上交易の

紬節点として、さ熊ざま廠人々 の交流をもた':'した。ifl:港をjlmじて、多

くのIlllIiI人が海外へ赴き、また醤港を経lllしてⅡ'}|'.'した。’'11.IilやⅢ〔I櫛ア

ジアで貿易にたずさわるイギリス人やアメリカ人、また彼らとゆかりの

深いユダヤ人やインド人も、1841年のイギリスのIli価以降、香港をアジ

アでの足がかりのひとつとしながら、広範棚にわたって活動することと

なった

しかし、観光や余暇活動と香港が強く結びつくためには、世界的に都

市文化が花開く、1920年代から３０年代にかけての時代を待つ必要があっ

た。存港を代凝する海浜リゾートであるリバルス・ベイ（館は「シヤロー・
ＱｏⅢ

『ン１－ターー・べイ）が、’'１蝋のホンコン・ホテル〔ﾉ)マネージヘ'一によ-’て

｢発見」され、リハルス･ベイ･ホテルがオープンしたのは１９２０年である。

リパルス･ベイ･ホテルは、その後日木車が1941年Ｉ２ｊ１に占領するまで、

アジア打放のリゾート・ホテルとして外同人旅行1ｊｆをff'く受け入れる黄

金時代を過ごした

｢観光のまなざし」の砿'１１１１２歳



また、この２０世紀前半の時代は、地元の裕福な中同人が近代的な余暇

活動を楽しみはじめた時代でもあった。ｌり１１年の辛亥雑命の後、「精武体

商会」など、ナショナリズムと結びついた中国人のスポーツ・クラブが、

中国国内や海外の華僑社会につくられるようになったが、喬港では1911

年に「中華遊楽会」がつくられている。そして、中華遊楽会の瀞泳部が

１，２１年になって独立し、「華人勝泳会」ができた。この中同人の水泳クラ
ノZ粥ｆ

ブが本拠地としていたのは、現在の北角のLj姉妹逆にあたる拝港烏東拙

の海岸で、竹を組んだ海水浴のための海水瀞場が,没けられ、後にはサッ

カーで著名な「南唯体育会」が立派な施投を築いた帥。

ところで戦前、日本人の集化地には、’1リじくヴィクトリア港に而した
ロファゾャイ

束'がりの海ﾊﾋ地|ﾒ:、湾|fにあったらしい。’1ｲﾐ人’,j:h校のliij身となる水卿1

,1j:の学校が|)'1設されたり、犬jII1牧が戦時IlIに地ﾉt住比のためのｕ本船学

校を開いたりしたのも、この湾仔地|ﾒ:である。Ⅱ本人旅行者向けの宿も

あったようだが、口本人が香港観光の中心になるのは、はるか後の時代

であり、湾仔もどちらかというと'１本人よりもアメリカ人の観光と長ら

く結びついてきた。

戦後初期の香港観光の中心はアメリカ人であり、１９６０年代に入ってベ

トナム戦争が本格化すると、寄港する米耶の兵士たちが重要な香港の客

となった。そのころ日本でも上映されたアメリカ映1曲ｉ「スージー・ウ.ｆ

ンの世界」（1り60年）にも1,,』られるように、湾仔は米兵をｲ{l手にした店が

並ぶ歓楽街を形成した。
｡〃､Iナチ割ｆ

また、観光客相手の店が多い九iiiＩの尖沙IIIlも、このころ輪郭をあらわ

してい論。戦後すぐにつくられ、いまもネイザン・ｎ－ドに1ｍして仔在

感を;J〈すミラマ・ホテルは、もとはスペインのカトリック・ミッション

が経営していた。本来の目的は、典雌''''1|を追われたカトリックの伝道

上たちの宿となることだった。しかし､､【‘iIl測堺の空を支配していたパン・

アメリカン航空が、忠まれた立地と雌令な経桝に11をつけ、１９５３年にホ

テルの哨築を後押しした。その後は、カトリックと側係のない人坪の利

蒋港における観光のまなざし
２０７



２０ｆ

用が増え、1957年にスペイン人の神父から地元の実業家・陽志雲に売却

された'１．

それでは、Ｉ|本人は戦後どのように存港を眺め、そこへ撒きつけられ

ていったのか。おそらく、１１本人の多くは「西洋」を経由して、あるい

は「西洋」というレンズをとおして呑港を認識してきたのであろう。火

宅壮一は、1958年に出版された、ある香港淋入ルポルタージュに寄せた

序文のなかで、「ll1II‘|のﾉkまIしかﾙ〕りによって|i，ｋ海』にとって代‘|)-》た

のが呪住の『番港』である」として、’抑から挿港への蛎換を「犯罪部Ili」

や「魔都」という形容j,lとともに記しているｌＩｌｏ暗黒面に限定はできない

が、戦前の日木人にとってロマンと伺険に満ちた海外への一歩を蹄みだ

す場所が、ｋ海だ-》た。そして戦後、、本人はl:海から引き糊げ、共順

主義雌命によって外雌1人や''1111人がl:海から寄港へと移助し、Ｉ|本人の

海外旅行の対象も上海から香港へと移った。上海は､戦前Ｈ本人にとって、

単なる中国への窓i-Iではなく、外側の都市文化を体現した場所であり、｢洋

行」ということばに代炎されるヨーロッパ旅行の妓初の経山地だった。

、本人の秤港イメージに影柳をいえたアメリカ映幽｢蕪l1lf｣(１９５５年)や、

前掲の「スージー・ウォンの'１１:界」は、香港という東洋の典珠」を卯

台にして西洋人男性と!|１脚人女性が出会うというストーリーをもつ。｜'！ｌ

じくＨ本人の祷港イメージに火きな影僻を与えたブルース・リーの映IIlli

も、代疫作「燃えよドラゴン’（1973《'４）はワーナーとの合作であり、ア

メリカ映画といってもよい。ブルース・リーは、番港出身であり、存港

で子役としても活雌したが、アメリカ合衆国の大学で哲学を学び、｜‘1じ

大学の西洋系の女j急確'kと結僻した。当時の香港映辿i界は、１１本から多

くの技術協力を僻ていたので、１１本と存港のあいだの人的交流は磯んだっ

たが、ブルース・リーの場合はアメリカ経由で日本に受け入れられたと

いえよう。彼が中国の武術の伝統を背負っていただけでは、これほどの

人気をn本で独得することはなかったように思われる。

戦後にヨーロッパではなく、’1'[嫉アジアを旅することを始めた先駆荷

｢観光のまなざし」の１脚''１１２噸



の一人、前川健一は、戦後の日本人の海外旅行と雑誌の特集との関係を

論じるなかで、1980年代の女性誌『アンアン』や『ノンノン』、そして

男性誌『ブルータス』や『ガリバー』のもつ視点を、両洋人の、で世界

を見るという態度だ」と喝破しているilIJIi洋をとおして芥港を見ると

いうまなざしは、戦後の豊かさのなかで、さらに大衆化した。皮肉なこ

とだが、格安航空券を使ってアジア地域へと簡単に行けるようになり、

11:|内でも隣111から出稼ぎやWW学のために来て滞在する人々 を普通に見か

けるようになった１９８０年代から９０年代にかけてのⅡ剃りlに、日本人は香

港を西洋と結びついた特別な場所であるとますます強く意識するように

なったのである。

1980年代よりも前の時代は､行港とｌＩ１ｌｌ､|のあいだには「竹のカーテン」
１Ｐ〃ザＪＩＣレツ

があった。芥港新界地1ﾒ:の淵,1､!；洲というＩｌＩｉ,14との|'.|境に近い湯ﾉﾂ『には、

鵬望台が設けられていて、寄港へ来た外IRI人旅行者は、足を踏み入れる

ことのかなわない中国本上の農村風殿をそこから眺めることが多かった。

しかし現在では、この国境地帯の胤胤が逆砿している。芥港と変わらな

いまでに発展した経済特区・深洲のネオンが、ほとんど何の灯りもない
1Fイォ・

米jlIiの自然保護区のなかで、遠くから燦燦と卸いて見える。昼間にこの

地域を撮った航空写真を見たことがあるが、自然の山1tみや湿地と、高

いビルとがコントラストをなすその柵図からは、どちらが喬港で、どち

らが中廻かわからないほどである。そして、いまや外111人はrl7同水上を

〔'''１に旅行できるようになり、Ｉ)ざわざ展削台から、ものほしそうに幽

境の向こうを眺める必要もなくなった。

１１木人がI|伺の部市を旅行することができ為よ･７になった198()年代初

めのころ、深洲はまだいまの嬰ではなかった。そのころの件港は、ｌｌ１ｌｋｌ

と比べて圧倒的に発展していた肌lljであった｡しかし､日本人旅行者に

とって香港の価値は、経済的な尺度のほかに雁史的な尺度によっても高

められた。１９８４年の中英共同声明によって、１９９７年の龍椛の交待があき

らかにされたからである。返遮までの限られた時間は、ｌ雌後の柿民地」

秤港における観光のまなざし ’ＺＯ９
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としての香港の魅力を高めることになった。

私が呑港にfW学していた1990年代の初めは、返還前の香港ブームと、

円筒やアジア経済ブームの両方に支えられ、紗<のロ本人が存港へ働き

にきていた時期になる。とくに若い女性が稀港に来て仕'f:を探すという

ことが、’1本や祷港で話題になっていた。私のように呑港の社会を研究

する学ﾉkや、香港映画や香港の人気歌手に撒かれて秤港に渡ったＨ本人

は好んで1K火総を学んでいたが、中lIil水|:でIWi苑をしたり、外溌系の会

社で働いたりする１１本人の参くは、ＩｌＩ岡祇や災i冊を使って番港で孫らし

ていた。審港で側く藤い日本人女性からしばしば聞いたが、彼女たちに

とって存港という場所はそれほど重要ではないという。英語を使って外

資系の会社で働きたかったので、シンガポールでもよかったという。そ

して彼女たちは、好んでアメリカ人ビジネスマンと交際する傾向があっ

た。

イギリスの械民地であった香港は、戦後｣をらく｜|本人にとって、もっ

とも隊近な「外'11」だった。そして’997年の1§椎の交替をもって、蒋港

は「巾11;|」になってしまった。直前の「返遡ブーム」から比べて、呑港

を訪れるＨ本人の観光祥は激減したが、それは「I府洋」と結びついた日

本人の存港イメージからすると当然の帰結でもあった。そもそも、日本

で流通した｢返還｣ということば自体､イギリスの側に立った炎現であり、

中圃の側からすれば「何収」ということになろう。

それでは、番港の側は、Ｈ本人をどのように扱ってきたのであろうか。

岡野山純と二I狗唯による研究は、香港観光協会（1957年設立）のイメージ

形成の過侃を概観している'2'・そI'しにもとづくと、香港観光協会の初川

の戦lIlifは、故のうえでもっとも蛎喫な側ｿ6'＃であったアメリカ人なター

ゲットにおこなわれていたという。そして、1971年に日本人の訪問者数

がアメリカ人を抜いて１位を占めるようになり、アジア人観光寡を無視

することができなくなった。1970年代末から８０年代末にかけては、西洋

''７場とアジア市場（11本人と火南アジア人のサブ・カテゴリーをもつ）という

｢観光のまなざし」の帳ImII2東



ふたつのカテゴリーに分けて売り込みの宣伝をしていたという。西洋市

場では111阿的なイメージが強調され、アジア市場では近代的なイメージ

が強捌された。腿村部はアジア人の観光地としてとりあげられることは

なく、アジア人に対して香港の周辺地域が‘;､及されるときは、海浜リゾー

トの一部としてのみおこなわれたという。

中|Ｔｌ的なイメージと近代的なイメージの対比。それは、香港観光協会

が長らく使ってきたキ･1'ツチフレーズ「Bclwccnll;１s【mndMst」に端的に

あらわれているとおり、香港のアイデンティティを公的に表象するとき

のイディオムとして使われてきた。たとえば、政府が制定した文化財保

護の法律に則っておこなわれる遺跡指定の傾向は、この二分法を忠実に

反映しており、そのことは認定に影騨を与える諮問委員の呑港大学建築

学科教授によって公,¥されてもいる剛。

遺跡と観光に関して、呑港では１９９０年代から新たな試みが生まれてき

た。政府、地方雛会（区議会)、財団などが･に猟した、「造跡の道｣、つま

り遺跡兄学のモデルコースの制定である。その鋪Ｉザとなった新界地|ﾒ：
エンｌ]シ電グ４１ジ

の尤朗脈山にある大きな一族の村では､いくつかの伝統建築を結んでコー

スがつくられている。シドニー・チョーンの研究に詳しいが、このコー

スは中国の伝統を求める外国人観光客向けのツアーだけではなく、自身

の内なるルーツを求める芥港都市住民を対蝋としたツアーの日的地にも

なっているＭ}。

また主椛炎榔後の香港では、この「遺跡の道」の問題も含め、孫文に

かかわる雌史の発掘や遺跡の顕彰がよく紬迩になっている。孫文の「遺

跡の道」は、Il1lﾉIi区灰誰会が'''心になってつくられた。中lXi区は、昏港

｣;舟の中心･ヴィクトリアIljにあたる地伏なので、ここにある主な辿跡は、

近代イギリスの械民地統治にかかわるものである。1997年以前の遺跡指

定の傾向では、新界地区が中国人の伝統を代炎するのに対し、再港・ノＬ

龍の都市部は、イギリス捕民地主義の近代を代渋しさえすればよかった。

しかし、IlIIIlのナショナリズムを促進しようとする１９９７年以後の政治の

門湛における観光のまなざし
２１.’
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なかで、孫文が香港烏の中心人物として漉諭されるようになった。

香港大学で灰学を学んだ孫文が、存港という植民地郁市を舞台に革命

巡勤を準備したことは明向な1災なので、その歴史が掘り起こされ、強

綱されることは、それほど奇災なことではない脚父・孫文は、中堆人

民共和国だけではなく、中華民凶（台湾）にも共行された幽民的英雄であ

り、また海外の友人の助けを得て工棚を倒し、蔽命を成し遂げた物語は、

海外の秒くのファンを祥港へ隙きつける核にもなるだろう。しかし、現

〈l;の香港では、係文とはIIT接|Ｍ１係のない場所についても孫文の記念館や

銅像を建設しようという意見がⅡ}ている。

たとえば、２()02年から２()()3年にかけては、係ｲfされることが決まった
〃』卜ヂャｆ

｢||､莱蛎」（枠備なユーラシアンIWi人・側||･′Mtの'111＃）を孫文の博物伽にしよ

うという意処や、「碑港』|功W(物公'''1」にあるキング・ジ:ルージＶ吐の伽,l像

を撤去して、孫文の銅像をfにうという葱兇がＫ談会談員を中心に出さ

れていた。

じつのところ、係文にしろ、侭港励にしろ、香港の近代史はＨ本とも

深くかかわっている香港の歴史は、中凶からイギリスへ、さらにイギ

リスから中国へと韮権が替わる菟幽間の雌史ではない。３年８か月のＨ本

占領期が、そのあいだにはさまっているしかし、香港の歴史を掘り起

こし、それを観光や社会救育に唯かす場合、Ｈ木とのかかわりは中心に

は扱われない。そのため、１１本人伽光'瀞は、香港の側から提,Jくされる西

洋人向けの香港イメージか、アジア人向けの番港イメージか、そのいず

れかに寄り添って呑港を眺めることになり、幸かｲく幸か、日木と香港の

ljM係史に直接'-1をlfllけることはない。１１ｲﾐ人が「西洋」というレンズを

仙りて件港をｊ,Lることには、件港側の州,!iも影郷している。

｢観光のまなざしの振何Ｉ２ｊｆｆ



３ヴィクトリア港の現在

蒋港眼光協会のマークは赤いジ･ヤンクである。このマークはデザインと

して抽禦化されているが、もとにな-』ているのは赤い帆を広げた木造の船

である。観光客向けの絵葉豊のなかにも、商1Ｗビルをバックにしてヴィク

トリア港に浮かぶ船の図柄がある。しかしながら、私はこのようなジャン

クを爽隙に拝港で兇た記臓がない。紗<の旅ｆＪ．,J1･もそうで(よなかろうかI，。

数年前私はＨ本人の香港イメージについて,1$いた短い文章で、ヴィク

トリア港に浮かぶ赤いジャンクを|:のように紹介した。その後、これを

ﾙＩんだＩ,:い友人が、災際に浮かんでいる赤いジ･Ｉ,ンクを見たというhiffli

を伝えてくれた。それから私も気になって、祥港を訪れたときに香港観

光協会のオフィシャル・ガイドを手に取って確認してみたところ、「ダッ

クリン(鴨霊)」という名前のジャンクが秤港観光協会に所有されており、

その船を使ったヴィクトリア港のクルーズもおこなわれていることがわ

かった。

ヴィクトリア港は香港を代炎する場所であり、そこに中国人の貿易を

代表するジャンクが浮かんでいる風瞬は、西洋人が求める伝統的な香港

のイメージに合致する。そして、この・腿のジヘ,ンクが現征も活離して

いることからもわかるとおし)、このイメージは似光秤にいまなお滞要が

ある。

それでは、呑港の住蛇にとってヴｆクトリア港は、どのように認識さ

れてきたのであろうか。もちろん航民｣i1lのｿ制災とともに、この港は'両硬

性を瑚してきたため、｛'1'lilも地敗府|抑の|)|雌とこの場｣ﾘi:は結びついてき

た。しかし、いつぽう前節でﾘ,Lた192(１年代の海水浴場の開発からもわか

るように､中同系住民も積極的にこの場所の|肘碓･利用にかかわってきた。

さらに、海外からの旅行帝にとっての収喚な風於であることから、観光

を喰嬰な産業のひとつとして位佃づけてきた蒋港にとって、ここが直接

芥池における遡光のまなざし
。褐
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に重要な場所であるということもわかる。

ヴィクトリア港は、不断に埋め立てられることで、この都市の発展を

実現してきた。ノL脳の海岸から見て尚脚辿築が建ち並び、夜紫もきれい

な蕎港を代炎する風策も､雌史的につくられてきたものである。しかし、

近年ヴィクトリア港の埋め立ては、虫要な社会問題になっている。その

理山を観光とのかかわりで喫約すれば、珊瑚礁やピンク・ドルフィン（中
慣､「】ザム．

flfrl海豚）などの′k態棚ｿ6の瀦伽I(を椛牲にしてまで開発をする必要がある

のか、あるいは、存港を代挺する風股を僻''12にしてまで交通問題を解決

する必要があるのか、ということになろう。

股近の事件は、新聞報道にもとづくと、次のようである。引退した介

謹.I§である徐艦帆が-剛iVをつとめる「保磁海港協会」は、２()()2年に湾仔

の埋め)>:て計幽に反対し､捌年脈松を起こした｡２０〔)3年８月に出た判決は、

｢海港保護条例」に反しているという理山から政府に開発計画の見なおし

を命じた。しかしそれから間もなく、９月になって政府は先の判決を無視

したようなかたちで、中職の埋め立て工覗を開始した。そこで『保施海

港協会」は、工’１１Fを中止するよう求める．F紙を政府に出したが受け入れ

られず、訴訟を起こすことを決め、Ｍ時に11i民に対して訴訟費用の協力

を求めるキャンペーンを始めた。
Fﾀ'卜･ＦｲII-

香港でもっとも人知のある洲Ｈ１のひとつ『職果11柵』は､2()03年のりｊｊ、

この側迦を大きく取りｌそげた。」Ｗの緋別行政Iﾒ:政府に対して反対の)ｿ：

場をとる傾向のある'‘il紙には、｜保謹海港協会」に対して同情的な記１１:が

多く掲載され、また付録のコラムの多くが、政府の埋め立て政策を愚か

な行為だとする論‘淵を州:びていた。

たとえば､風刺没凹家の]M(r･が帝せた｢水郷｣という勉の一コマ仙曲iは、

｢港を河のようにするのか」という徐滞慎のことばをふまえているが、香

港と九龍のあいだを流れる川を、船頭が漕ぐ小船が通っていくという撒

図をもつ!‘'。その風溌は中凶の脈州を思わせ、上海の周辺に位脱する剛

びた観光都市・雌州に変貌する寄港を順示しているかのようにも批み取

｢観光のまなざし」の帳iｌｌＩｌ２ｊＷ



れる。

また上海とのかかわりでは、陶傑のコラムがおこなっている比較が興

味深い。それは雌境保雄をｷﾐ狼する人ヤがもちだす｢skylinc｣(郡市の輸祁）

という塔･えをふまえて論じられる。ｒ'''１:|の邪｢liの原型・上海をまず例に

出し、｜:海はわずか百年の歴史しかもたないという。それから、パリや

ロンドンを例に出し、都市の「Skylinc」は、有名人のサインと同じで、

何歳になっても災わらないものだと述べる。また､郁市の｢Skylinc｣は､人々

のなつかしい記憶をとどめる切り絵のようなものだともいう。そして、

こうした人悩のわからないいまの番港政府はどうしようもないのだと結

ぶ】ｱ)。

政府の！汁l【I'iは、埋め立てたl:地の上に道路をつくり、渋滞しがちなI|’

雌と瀦仔のあいだのバイパスにしようというものである。つまり、この

こと自体は、交jm問題の合理的解決ということで、観光振興に資する部

分もあるだろう。

この意見を細めたうえで、愚策だと論じる陳也のコラムは「ilI:界砿催

館級の海岸道路」というタイトルが(･1．いているＩ帥。彼の主捜を襲約する

と次のようになる。

仮に中蝋と湾仔を結ぶ「世界級」の湾岸道路ができたとしても、ヴィ

クトリア港をjII1め唯てては元も子もない。Ｋ''1ＬＩｲﾐI:からの旅行舌がNくり

こんだり、フイリピン人のメイドが,I1な広げたりする場所なつくあだ

けだ。対岸の尖沙11ⅡへＨを造れば、コンクリートの扉風のようなもの、

大きな位牌のようなものが視界に入ってくる。これは「世界」クラスで

はなく「世界砿儀館」（香港の蒋箭な郭催場）クラスだ。この道路を兄るだ

けで死にそうだ

この陳也のコラムには、いくつかの箇所に、香港の一般大衆（とくに
アワ勺ﾜｮﾌプか

｢牛頭角順姻」といわれる既婚女性）や1'11.E|大陸から来た‐自由行」（脊港の

既気吋縦として雌近尊人された中は|水･':からの|W人旅行）の旅行者を峰腿した

淀jMがり,i’られる。フィリピン人メイドにしても、火隙からの旅↑,:ｌｌｆにし

再港における遡光のまなざし
２１階



Ｚ１ｆ

ても、香港経済を支える璽要な担い手であるが、彼らの行為を周縁へと

追いやることで、ヴィクトリア港の木､'‘iの姿を守る中心的な芥港の住民

を浮かびあがらせようとしている。

しかし、｜城果'1報」のコラム作顎のなかには、ヴィクトリア港を',):る

迎肋にひそむ、この香港住民の災蘭惟に気がついた人もいる。王岸然は

論蝋のコーナーで、徐嘉慎がいったことば、郊外の自然公刷が亜視され

るのに比べ、ヴィクトリア港はなぜ砿視されないのか、という主張に反

対して、論を立てている!"･

工がいうには、郊外の自然公剛は人々が平等に利用できるものである

のに対し、ヴィクト'１ア港は平聯ではないという。工業地|ﾒ:と住宅地区
クグ１－ON亥！:､ﾘレ『ﾕﾝﾘﾝ

が一・紺になった観』ﾙＩｉ．Ｗ剛ilMl・橘湾などの地域において")強(がi梁され

ていることはいままでも|川迦にされていないが、いったんその彬緋が中

蝋に及ぶやいなや、大きく取り沙汰されるようになるのは、いったいど

ういうことなのか。王は、郊外にある自然公園のほうがヴィクトリア港

より1,盤であり、それにはfﾉ:派な恥hがあるのだと指摘している。

たしかに、別稲で示唆したように、香港における郊外散策の流行は、

1り7()年代以降の労働者の禰利敗縦と|卿係がある2''１．工場労側荷を都心か

ら附離していく香港の郡Ili計|曲iでは、仕事の効率を尚めるために住宅地

|ﾒ:を含めた工業地IXが新たにIﾙ雌されるいつぽう、郊外の公剛が労働者

のために雌附されていった。この問題をさらに肢I}|吋・る邸Miをここでは

もたないが、香港の代表的な観光地・ヴィクトリア港も、その場所だけ

で完結するものではなく、他のさまざまな場所、さまざまな人々（民族・

階級・ジェンダー）とのかかわりで、そのイメージを形成していることは

明らかであろう。

いまや|I|:界の歴史に名立たる侭港ﾙﾙは、本来Ｉ'1国沿岸の小さな!;ｈにす

ぎない。しかし、その鳥とその周辺の景観は近代160年の雌史を通じて

大きく変貌を遂げてきた。そして、それに対時したまなざしも、ひとつ

ところにとどまるものではなかった２(〕03年の虹から秋にかけて‘補題と

｢伽光のまなざし」の1脚''１１２斑



なったヴィクトリア港埋め立てをめぐるエピソードは、その大きな動き

に乗じてあらわれた飛沫のようなものであるが、それに対して人々がお

こなったさまざまな「枕み｣は、私たちが今後の拝港棚光の行〃を読み

とろうとするうえで、興味深い手がかりになる。
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コユＣ

はじめに

韮許はこのエツ･ヒイをハ『ノイで111:いている’・ハワイには、ここ数イド

減ってはいるものの､年間約150万人の日本人観光客が訪れ､その多くは、

定番の４i''1極度のパックツアーや同体である。しかし、ホノルル、とく

にワイキキに住んでいると、定蘇の観光祥の他に、あるいはそのなかに

紛れて、突に多様な「観光群」がハワイを訪れていることがわかる。た

とえば、ハワイの側)K:'＃の､ド敗な超えるリピーダーの妙くは、l7iirさよさ

ハワイ」の町並み等、これまで<まなざし＞を向けることがなかった対

象に、定錠を変えつつ、〈まなざし＞を向けている。また、単なる視覚的

経験としての<まなざし〉から、脱覚だけではなく他の感'脳も使ったＩ体

験」へと、帆光客の側心は食欲に広がる。用水路ドリツアー」人間ドッ

クツアー｣、「散骨ツアー｣、「出雌ツアー｣2'（ウェディングツアーが｣帥加する

なか、このようなツアーがあっても驚くことではない）等のキワモノツアーも

期加しているという。１１本からの観光鱒が激減するなか、いや激減する

がゆえに、こうしたニッナツー')ズムは、インダーネットを戦ﾉﾉに、次々

と作りだされている。

また、短期滞在の観光客の他に、９０日間のビザ免除期間ぎりぎり滞在

するIIlijUlの滞化計も多い。「中lUl」にハ｢ノイで「擁らす」過l賊&･、Ｉ濡

単学校で'職生ビザを取り、学生の牙分でハワイノヒ活を楽しむ汁。夏休

み等長川の休みには、ハワイの私立学校や英語学校が1三催するサマース

クール等に子どもを通わせるために、藩い雌親と小’雅生の大脈がやって

来る。このような観光的喪素をもつ滞花旅行の手配等にもまた、何より

もインターネッ｜､l1Ii報が紗くかか‘|〕っている。もちろん、棚光地におけ

る定義のあいまいな短期｢盾住濁lや目的のあいまいなリピーターの数は、

人同管理体制、航空巡貸、為替相場等によって、容易に変化する。しか

し'１，要なことは、そのような「仙光客」を唯みだすI鹿閃がその脱光群た

ちが住む|'|会やその文化に内ｲl;していることであり、それこそが現代社

｢観光のまなざしＩの'陛回１３蒲


