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アフリカの観光開発における「よそ者」と
「エコロッジ」の役割
― タンザニア、モザンビークを事例に ―
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ま

み
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玉川大学文学部

This paper focused on the roles of“outsiders”and“eco-lodges（EL）
”in tourism development in Africa. Although EL has various
roles in many aspects, it is unfavorable that outsiders like foreign owners of EL still remain strangers in a whole tourism
development process. Outsiders can provide a new and broader viewpoint to the community, however, it is also necessary to be
closer to the local community. This process is called“internalization.”If they have a cooperative attitude, which includes high
empathy towards the community’s shared goals, outsiders are highly likely to be not just “outsiders” but “collaborative
outsiders”in the community. The significance of existence of outsiders depends on the process of internalization, which varies
the extent of their effects on the community and the sustainability of the EL management. To realize the sustainable
management of EL, the collaboration from all actors is indispensable. Effective use of EL will lead to the promotion of Africa’s
tourism development only after such new collaboration style among all actors of EL is established in the community.
キーワード：エコロッジ、観光開発、内在化、協働型よそ者、アフリカ
Keyword：eco-lodges, tourism development, internalization, collaborative outsiders, Africa
１．はじめに

み出す仕組みとして機能する場合もあ

はタンザニア連合共和国（以下、TZ）お

UNWTO（2017）によれば、アフリカ

る。運営がいわゆる「よそ者」の外国人

よびモザンビーク共和国（以下、MZ）か

地域への渡航者は年々増加傾向にあり、

経営者や海外 NGO によるものであるこ

ら抽出し、実践例を通じ考察する。事例

観光効果への期待が大きい。中でもエコ

とで、地域住民にとっては自らの先行投

の抽出に当たっては気候風土を考慮して

ツーリズム（以下、ET）は、各国の豊か

資を必要とせず、その運営に関与するこ

類似した観光資源を有することを前提と

な自然環境や野生生物を主な観光資源と

とも多い。ただし、途上国の観光産業に

し、TZではタンガ州パンガニ県、MZで

し様々な形で展開されている。ETのニー

おける外部者の関与についてはリーケッ

はイニャンバネ州イニャリメ郡の、イン

ズの増加に伴い、その宿泊形態としての

ジ（利益漏出）の問題がしばしば指摘さ

ド洋沿岸部に位置するELを対象とした。

エコロッジ（以下、EL）も増加傾向にあ

れる。これまで EL の発展傾向やその役

研究手法は文献研究及び事業運営者と関

る（Sumanapala et al., 2015）。EL産業は

割についての研究は The International

係者（観光客を含む）への非形式的面接

1980年代から見られるようになり急速な

Ecotourism Society（1995 他）と Wood

（インタビュー）調査、現地で実践される

発展を遂げてきた（Sanders&Halpenny， （2004他）が複数の事例を用いて論じてい

各プログラムへの参与観察によるもので

2001）。その研究は主として定義、環境、

るが、アフリカに特化し深く言及した研

ある。調査期間は、TZ においては2017

優良実践例、持続可能性の評価などに焦

究は見当たらない。今後発展が見込まれ

年８月13日～17日（計５日間）
、MZにお

点が当てられ、各地での事例研究が重ね

るアフリカ観光において、ニーズが確実

いては2018年８月３日～７日
（計５日間）

ら れ て き た（Write, 1997；Osland and

に存在する EL の役割や意義を考えるこ

である。

Mackoy, 2004；Kwan et al., 2010）。特に

とは有用である。
２．エコロッジ（EL）とは何か

経済的側面への影響評価や消費者行動に

ゆえに本研究では観光開発の視点か

関する事例研究は複数見られる（Salama,

ら、アフリカにおける「EL」と「よそ者」

2004；Sumanapala et al, 2015）。

の存在が地域（社会・住民）にもたらす

や定義、ET としての優良事例や効果な

影響を明らかにすることを目的とする。

どに関する議論が重ねられてきた。観光

光産業に関与した経験のない地域内で行

また「よそ者」の地域社会への関与のあ

の発展に伴い、観光客が増加の一途をた

われる場合には、地域に雇用と収入を生

り方についても検討を加える。調査対象

どり観光資源が過剰利用され、元より環

外部者による EL 運営が、それまで観
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ここ数十年以上にわたり、EL は歴史
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境的に脆弱な目的地にますます多くのリ

ことから、EL はエコツーリズムにおけ

会を提供すること、３）解説付きプログラ

ゾート施設が生み出されることになると

る必須要素である」とし、ET の成功は

ムやネイチャー・ツアーやカルチュラル・

いう悪循環は世界各地にある観光地でよ

ある程度はELの実践次第であるという。

ツアー等の教育的な要素を提供すること、

く見られる。典型的な開発パターンは、

Miller（2006）も「もしELがうまく設計

で あ る。詳 細 な 条 件 と し て は Salama

外部者が土地開発を行い、地域住民は観

されていなければ自然環境に有害とな

（2004）が以下のように示している。ELは

光サービス産業に最低賃金で雇用され、

る。地域住民の雇用や支援とならなけれ

当該地域で産出または再利用された建材

開発者に利益が漏出する（リーケッジ）

ば地域社会からの支持は得られない。地

により建設され、太陽光発電や代替エネ

というものである（Salama, 2004）。こう

域社会の関与は ET の成功には不可欠で

ルギー、廃棄物や排水の再利用、食材の

した搾取の構図は宿泊施設に限った話で

ある。（中略）EL が上述の ET の原則を

地産地消がその特徴として挙げられる。
ま

はない。Salama（2004）によれば、従来

含んでいなければ、それはELではない」

た、周囲の環境に調和した小規模施設で

の観光施設の利用は、アクター（地域住

と主張している。Russell et al.（1995）も

あり、当該地域の自然や文化を訪問者に

民と観光客）間の文化的格差、環境問題、

「EL は ET の哲学と原則に見合った自然

提供するものである
（Salama, 2004）
。2002

水や食料の調達、移動手段や周辺環境の

依存型ロッジである」と述べている。こ

年にカナダのケベックで行われた世界エ

過剰利用の問題など、地域を取り巻く社

れらの特徴を基に、EL は昔ながらのリ

コツーリズム・サミットでは、原則と優良

会文化的な諸問題を生み出し、解決困難

ゾートと一線を画している。それは（自

実践例について話し合われ、認証ELの特

なものが数多く存在する。その他にも、

然環境と調和した）設計、
（素晴らしく心

定の質的条件が明らかにされた（Osland

観光地においては観光客によるホスト文

のこもった）食事、
（自然教育的な）活動

and Mackoy, 2004）
。Russell et al.（1995）

化への影響も懸念される。こうした社会

やその他の側面においての違いである

は「EL のような比較的小規模な宿泊施設

的背景から環境を考慮した建築デザイン

（Osland

（ecotecture）が着目されるに至り、eco-

2006）。

and

Mackoy,

2004；Miller,

の運営は、自然・文化的資源の保全と活
用と共に、訪問者に解釈的なプログラムを

EL は往々にして持続可能な経済開発

提供することができ、またそれにより地域

を目標に設定されることが多いが、実際

社会への経済的還元も可能とする」と述

EL の定義については公的な唯一のも

には各ロッジの達成すべき実践目標はEL

べ、経済的効果についても触れている。

のは存在していないが（Miller, 2006）
、各

のタイプにより異なる。例えば、Osland

Wood（2003）による研究結果では、欧州

地での事例や研究結果として様々な表現

and Mackoy（2004）が実施した調査では

における ET 市場の約20－30％が EL での

がなされてきた。それらによれば、ELと

ELはcasual／dedicated／scientific／agri

滞在を希望しており需要がある。
北米では

development の一つとして EL が観光施
i

設分野での存在意義を持つに至った。

いう語はサステイナブル・ツーリズムの

に分類されている。その特徴は以下の通

60％がロッジやキャビンでの滞在を求め

原則を充足する、自然に依拠した施設で

りである。

ており、今や EL が ET 市場の中でも重要

あることを明確化するのに用いられた観

◦casual EL

サービスの整った、アクセ

な宿泊施設のカテゴリーであり、地域社会

光産業の分類であり、自然資源と文化的

スの容易な場所にある。一般的な自然

への様々な影響を念頭に設計、運営につ

経験の経済的価値を支えるものである

観察やリラクゼーションが体験でき

いては諸側面からの検討が必要となって

る。

いる。他方、ELのオーナーは個人、企業、

（Hawkins et al., 1995）。ELは80年代に端
を発し、観光の進展に伴い自然志向型の

◦dedicated EL

特殊な活動に従事した

地域社会、政府、NGOと様々ではあるが、

旅行が増え、新たな人気のある宿泊形態

り、インフラに制限があるためアクセ

ロッジオーナーのような基盤設備の提供

と し て 発 展 し て き た（Kwan et al.,

スしづらい場所に位置する傾向もあ

者に関する議論は、ETの重要な要素であ

2010）。EL はエコツーリストの訪れる自

る。

然地域の中あるいはその近隣で提供され
る宿泊施設及びサービスを意味している
（Osland and Mackoy, 2004）。
ELとETの関係性についてもいくつか
の論考が見られる。Osland and Mackoy
（2004）は、「そのデザインと運営が自然

るにも関わらず十分には進んでいない
調査・教育活動に従事

（Osland and Mackoy, 2004）
。ゆえに、今

するものであり、ゲストには生徒・学

後のあり方については引き続き検討が望

生が含まれる。他のタイプに比べオー

まれている状況にある。

◦scientific EL

ナーはエコツーリストへの教育的機能
３．EL のアクターと「よそ者」

を重視する。
◦agri EL

農業や農場でETを楽しむも

3－1

観光開発の文脈におけるELのアク

環境に影響を与え、その雇用慣行と人材

のを指す。

ター

獲得が地域社会に影響し、ゲストに提供

Kwan et al.（2010）によれば、ELの成

そもそも「観光開発」という語は２つ

するサービスのあり方がエコツーリスト

立条件は、１）自然地域内、あるいは近隣

の意味を含んでいる。観光の文脈から見

への教育や満足感にインパクトを与える

に位置すること、２）地域住民への雇用機

た「観光開発」と開発の文脈から見たそ
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れとでは、その主体の役割も目的とする

光活動におけるホストの受ける社会的・

た（以下、
「よそ者」と表記する）。よそ

ものも異なる。この齟齬を軽減するには、

文化的インパクトを実証的に検証してお

者が持つ「他者のまなざし iii」が地域社

「観光開発」をひと括りにせず、いったん

り、またゲストの経験や動機の多様性、

会を変革する仕組みの一部として機能す

「観光」と「開発」に分けて考える必要が

ホストとゲストの相互関係についても議

る事例は、早くはアーリ（1990）の「観

ある。その上で、それぞれの視座から見

論が展開されている。これまで観光にお

光のまなざし論（The Tourist Gaze）」に

たアクターは一体どのようなものなのか

けるホスト・ゲスト論は個別事例に関す

始まり、これまでにも数多く報告されて

を考えていかねばならない。

る論考と相互関係に関する論考が展開さ

い る（ア ー リ、1990；Smith、1989；鬼

れ常に二元的視点が用いられてきたと言

頭、1998；井上、2002；敷田、2005他）。

主として途上国においての地域開発およ

える。では EL において各アクターはど

古くはジンメル（1908）が「異郷人」

び地域住民のエンパワメントであり、い

のように位置づけることができるのか。

を「今日訪れて明日もとどまる者」と述

わゆる「リゾート地の観光開発」といっ

EL が単なる観光宿泊施設としてだけで

べ、
「すなわち異郷人は実践的にも理論的

た場合に用いられる観光開発とはまった

はなく、地域社会に何らかの貢献をしう

にもより自由な人間であり、彼は状況を

く別物である。多くの場合、途上国にお

るものだとすればそれは開発手法として

より偏見なく見渡し、それをより普遍的

ける「観光開発」はあくまで開発援助を

のアクター、すなわち開発支援者と受益

より客観的な理想で判定し、したがって

目的として観光を活用し、当該地域の自

者の構図が当てはまる。しかしながら、

行為において習慣や忠誠や先例によって

立を促したりエンパワメントを図るとい

Hawkins et al.（1995）も 述 べ て い る 通

拘束されない」とし、その客観性に着目

うものであり、例えば農業開発が「農業

り、EL は観光産業の中の分類の一種で

し た。観 光 人 類 学 に お い て は Smith

を通じた地域開発」であるのと同様に「観

あることを考慮すれば、やはり二元的な

（1989）が「文化の仲介者」として観光活

光を通じた地域（社会）開発」が目指さ

構図の適用はふさわしくはない。

開発の文脈での観光開発の主目的は、

動における文化的ブローカーの可能性を

れている。とくに、地域の社会開発を主

以上から、観光開発の文脈を含めたEL

論じている。環境社会学的視点では鬼頭

目的とすることからコミュニティを観光

のアクターはロッジ運営者（オーナー）
・

（1998）が環境運動の中の「よそ者」の特

資源としたコミュニティ・ツーリズム

ii

地域住民・ゲスト（宿泊客）
、以上の三者

性である普遍性の獲得について触れ、
「地

が導入・実施される場合が多く、その場

が含まれることは明確であるものの、EL

域に埋没した生活では得られにくいより

合の中心的アクターは地域住民であると

という場で展開する観光現象は同時に開

広い普遍的な視点を提供し、ごく当たり

考えられる（中嶋、2008）。そして、開発

発支援の現場でもあり、その役割は１つ

前だから気づかされない自分達の自然と

を支援する者として行政やNGO、あるい

ではない。
同じホストの分類であっても、

のかかわりを再認識するなどの新たな視

は海外からの援助者といった人たちが活

EL の場におけるロッジ運営者と地域住

点を外から導入する」というよそ者の存

動普及の役割を担うことから、その視点

民は「ホスト＝サービス提供者」という

在意義について言及した。よそ者は「他

は途上国における地域の社会開発を目的

語でまとめることはできるが、地域開発

者のまなざし」
をもたらす存在であり（菊

とした開発実施者と受益者という二元的

効果の文脈ではロッジ運営者はある種の

地、2002）
、それは地域社会に正負いずれ

なものとなっているのが実情である。

援助ドナー（提供者）、地域住民は受益

の方向性にも影響力を持つものと捉えら

一方で、観光の文脈における「観光開

（裨益対象）者となるため、
「ホスト」の

発」は、その観光形態がどんな形であれ、

一語でまとめることは不適切である。ゆ

鬼頭（1998）は日本における環境運動

まさに観光のために土地（地域）を発見

えに、EL を通した観光現象は単純なホ

の中でのよそ者の役割について論じてい

し開拓するという、観光というビジネス

スト・ゲスト論のみで論じることが難し

るが、これは発展途上国での開発援助や

を対象とするものであり、その主体的・

いと考えられる。

環境保全の分野にも当てはまるところが
大きい。途上国の開発援助における新た

中心的アクターは観光活動を行う側であ
ると考えられる。観光活動を行う側は、

れている。

3－2 「よそ者」論とかかわり主義

なアイデア（プロジェクト）の導入は、

働きかけを行うという観点から土地計画

また EL は多くの場合、海外事業者な

同時に地域内のよそ者の需要あるいは必

に関わる部分では行政、観光ビジネスの

どが地域内部で展開するケースが多いた

要を意味する。地域社会が外部からの援

経営であれば旅行業界や観光業者といっ

め、そこに存在するアクターは内部者と

助・支援という仕組みを用いて開発／発

たホスト、そして、その働きかけに応じ

外部者に分けることも可能であろう。外

展を望むのに伴い、開発に携わる関係者

る受け手という観点では観光客、すなわ

部者を意味する存在は社会学の諸分野に

としてのよそ者が関わる場面は多くな

ちゲストが当てはまる。最初に「ホスト

おいて、異郷人（異人）
、よそ者、マージ

る。その意味において、よそ者は地域社

とゲスト」という枠組みを用いたのは、

ナルマン、Strangers、Outsiders など多

会開発に不可欠な存在だと言える。

Smith（1977）であったが、そこでは観

様な呼称をもって注目され論じられてき
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よそ者が地域に与える効果は複数あ
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る。敷田（2009）は、「地域の再発見効

しきれない作業や知識を、よそ者が手伝

である。現地アクセスについては最寄り

果」
「誇りの涵養効果」「知識移転効果」

うことも重要である。この場合、
よそ者は

の空港から車で約１時間である。事前手

実用的正統性 、あるいは道徳的正統性

vi

配により空港からロッジまでは車での移

しがらみのない立場からの解決案の提

を付与されるものである」とし、よそ者に

動が可能である。ロッジ名はスワヒリ語

案」の５点を挙げている 。ただし、行

よる地域ガバナンスへの関与における正

で「緑の象」を意味し、地域の特徴とし

き過ぎた「よそ者信仰」や「よそ者期待

当性の重要性についても言及した。そし

て「象」を、また環境配慮のイメージを

論」
には注意が必要である。敷田（2005b）

て、様々な利害関係者が協力して管理す

意識して「緑」を入れたという。このEL

は、よそ者を論じる場合「地域がよそ者

るシステムの主体について、唯一の正解

は環境配慮の側面に力点が置かれてお

を受容する視点（中略）は、地域に入る

はないとしつつも、
「木材生産からレクリ

り、外国人オーナー夫妻（夫がイスラエ

か入らないかを決めるよそ者側に主体性

エーションの場の提供まで、森には多様

ル人、妻がドイツ人）による家族経営型

を認めることだ。しかし、地域側が一方

な機能がある。かかわりの中身も、人に

EL である。地域産出の建材や建築技術

的に受容側であり、よそ者によってはじ

より様々なのだ。地域住民が中心になり

を用い、ロッジの母屋（レストラン・バー

めて変化が起こるとする考えは、やはり

つつも、外部の人々と議論して合意を得

棟）やゲストの宿泊棟をオーナー自身が

「よそ者期待論」から脱していない」と批

たうえで協働（Collaboration）して森を利

建設しており近代的な建築物はない。電

判し、よそ者の関与する地域づくりにつ

用し管理する。そういう「開かれた地元

力は通年、太陽光と風力（写真１・２）

いて、そのポイントを「よそ者が支援す

主義（open-minded localism）
」でなけれ

のみを用い、各宿泊施設には計器（写真

る地域を選択することが多いが、（中略）

ば持続的な森林管理につながらない」
（井

３）が設置されており、ゲストが自らの

地域側がよそ者を主体的に選択するこ

上、2004）と述べた。

電力消費に意識を向けられるよう配慮さ

「地域の変容を促進する効果」「地域との
iv

v

れている。また、
水は極力リサイクルし、

と」だと述べている（敷田、2009）。
こうした地域への関与の主体と程度を
考える上で、井上（2004）が地域社会に
おける森林資源管理について述べた「か

４．現地調査

ゲストの飲み水は施設内で衛生的に濾過

4－1

された水をエコボトル（写真４）に入れ

事例１：Tembo Kijani EcoLodge

（タンザニア）

て提供している。また、ゲストの多くは

かわり主義」あるいはその考えに基づく

Tembo Kijani EcoLodge は、タンガ州

欧米人であり、基本的には日常の快適性

「開かれた地元主義」という考えは示唆に

パンガニ県内にある EL で、2013年に開

を損なわない範囲での設備やサービスを

富む。井上（2004）によれば、
「かかわり

業した。固有種であるアフリカ象が多く

目指しているという。

主義」とは、なるべく多様な関係者を地

生息するサアダニ国立公園にアクセス可

雇用機会については小規模ながら地域

域森林「協治」の主体としたうえで、か

能な場所にあり、ロッジのアクティビテ

住民を５名雇用している。勤務は週６日

かわりの深さに応じた発言権を認めよう

ィとして国立公園へ出かけることも可能

でシフト制を取り、現在、女性３名がハ

写真１

風力発電

写真３

電力計器

写真２

太陽光発電

写真４

エコボトル

という理念である。森林の「協治」は、森
林政策の新しい理念であり、地域住民が
閉鎖的にならずよそ者と協力しようとす
る「開かれた地元主義」
、および森林の利
用・管理への関わりの深さに応じた発言
権・決定権を認めようという「かかわり主
義」によって実のある仕組みとなる。こ
の考えは、決して森林地域に限られたも
のではなく、大きな意味での地域資源管
理の観点、つまり観光資源の管理におい
ても適用できる。
「協治」とは、
「中央政
府、地方自治体、住民、企業、NGO／NPO、
地球市民など様々な主体（利害関係者）が
協働して資源管理をおこなう仕組み」の
ことであり、
関係者の広がりを持つネット
ワークの形態をとって、村落レベルでも
成立が可能である（井上、2004）
。井上
（2004）は、
「地元の人々だけではカバー

（出所：全て筆者撮影）
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ウスキーピング・キッチン補助スタッフ

4－2

事例２：Dunes de Dovela Eco-

写真５

フェアトレード・ツーリズム協

を、男性２名がセキュリティを担当して

lodge（モザンビーク）

いる
（2017年８月当時）。ロッジ開始前に

Dunes de Dovela はイニャンバネ州イ

は円滑な仕事の運営のために事前トレー

ニャリメ郡の Dovela 地区にある EL で

ニングも実施され、人材育成の要素もあ

2012年に本格開業した。モザンビーク政

る。ただし被雇用者には十分な英語運用

府観光庁からは EL 経営のライセンスを

能力が無いため、ゲストとの直接的なコ

取得しており、また南アフリカに本拠地

ミュニケーションが発生する職務内容に

を置くフェアトレード・ツーリズム協

従事することはなく、女性スタッフの一

会 vii からも認証（写真５）を得て順調な

人からは「自分の生活にあったペースで、

運営がなされている。多くが欧州からの

現状と同じ内容の仕事を続けたい」とい

宿泊客で、特にオーナー夫妻がフランス

う意思が確認でき、
「市街地から離れた場

人であることもありフランス出身者 viii が

所で現金収入が得られる仕事があるのは

多い EL である。現地アクセスについて

ありがたい」と述べていた。また、上述

は最寄りの空港からは車で約１時間半か

の通り、英語能力の問題もありガイドウ

かるが事前手配により空港からの移動は

ォークの際のガイドはオーナー自身が担

スムーズに行われるようになっている。

っているが、ロッジで提供されるアクテ

沿岸部の砂地にありながら希少な森林資

ィビティの一つであるヴィレッジウォー

源が残っている土地であるため、バード

ク（ガイドウォーク）で地域内の一般家

ウォッチングを楽しむ滞在客も多く、近

庭に立ち寄ったり、地元の産業である塩

隣地域へのヴィレッジウォーク
（写真６）

づくり施設を見学することで僅かながら

も人気が高い。ロッジ専属のガイドが毎

し、EL 内施設はすべて地域産出の建材

の経済的利益が個人レベルでは生じてい

朝食後にその日のアクティビティの要望

を使用して建築された。建設事業には地

る。地域住民にとっての日常がゲストに

を確認し、ゲストは好みに応じた各種の

域住民50名が参加し、そのうち12名（男

とってはアトラクションとして機能する

ネイチャー・ツアーに参加する。先述の

性10名、女性２名）が建設完了後もロッ

ことをオーナーが理解しており、地域住

通り、ゲストの多くは欧米人であるため

ジのサービス部門で就労を継続し、現在

民とは異なる価値を認識できる他者とし

滞在中は現地の食材を用いた仏料理ベー

は16名（男性10名、女性６名）が就業し

ての存在、即ち「よそ者」として機能し

スの食事がフルボードで提供され、トイ

ている。また、英語を含めサービス業に

ている。その結果、地域住民に協力を仰

レやシャワーなど欧米人の生活水準に配

必要な技術や知識を身につけられるよう

ぎ了解を得ることで村落内のルート設定

慮した施設設計がなされている。

地域住民のための職能向上トレーニング

会による認証

写真６

ヴィレッジウォークの様子

（出所：いずれも筆者撮影）

2007年に EL 建設プロジェクトを開始

が可能となり、ゲストの立ち入りが難し

運営の体制としては、フランス人オー

（OJT 含む）を実施しており、地域住民

い場所や地域住民との接点を生み出すこ

ナー夫妻に加え、多くの地域住民を雇用

のエンパワメントも意識しているとい

とに繋がっている。また、滞在中はフル

している。このELは長年にわたり小規模

う。また、地域産品であるココナッツオ

ボード（全食事付）でオーナー（妻）に

ながら多くの地域住民を巻き込む形での

イルを扱う地元企業やハンドクラフトを

より欧州料理が提供されているが、主に

運営が継続されてきた。開業にあたって

製作する女性地域住民グループとも連携

同地域内の農業従事者より食材を調達し

は地域社会への受け入れを促進するた

し、化粧品や土産物の販売も行っており

ており、地産地消の推進を通じて小規模

め、地域プロジェクトとしての運営を前

（写真７）
、外部者であるがゆえの気づき

ながら地域経済に貢献している側面も確

提にDovela 地区の代表者との話し合いの

認できた。こうした機会の創出は「よそ

機会も持ち、自然地形や風土を生かした

者」による地域の再発見効果によるもの

ロッジづくりを目指すことで合意し、
地域

であり、EL 事業の地域内への定着化が

社会からの要望に応えて地域内の小学校

もたらす継続的効果の一側面だと考えら

に２教室を建設、寄贈した。オーナーは

れる。ただし、この EL は小規模な家族

外国人という不変の「よそ者」性を保ち

経営の形態を取っているため、こうした

つつも、上述のような地域への内在化の

個人レベルの経済的利益以外に当該地域

ための努力を通じて「よそ者」特有の「他

社会への公的な貢献は現時点では無い。

者性」の低減を図り、結果的に地域社会
との融和的な関係構築がなされている。

－55－

写真７

地域企業が作る化粧品など

（出所：筆者撮影）
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が小規模ビジネスとして具現化されてい

５．考察

関与の程度に差はあるものの、これまで

る実例である。

5－1

観光資源としては殆ど利用されてこなか

地域社会への効果

ELとひと口に言っても内容や規模、理

った自然資源を活用する契機を作り、ま

地元出身者で唯一の大卒英語話者である

念に至るまで、EL を構成する各要素は

た地域住民に対して経済的利益の創出が

人材（Osvaldo 氏）をガイドとして養成

多様であり、各施設が観光資源として用

なされているという点、また事例によっ

し 、地域住民にしかわからない当該地

いられる地域社会に対する関与や貢献を

ては業務を通じ地域住民自身の能力向上

域ならではの自然生態系を活用したヴィ

正確に把握することは難しい。とりわけ

やエンパワメントに繋がる可能性を持つ

レッジウォークの実施が可能となってい

EL は滞在施設の核となるものであるが、

という点から、その有益性が認められる

る。Osvaldo 氏によれば「大学卒業をし

ゲストと地域住民との接点はロッジごと

と考えられる。

ていても定職につくことは難しい地域で

に様相が異なる。
タンザニア事例の場合、

英語を使って仕事ができていることには

EL 運営の主眼はその貴重な自然資源の

5－2

感謝している。将来は英語やポルトガル

保護に置かれ、極めて小規模な家族経営

義

語教員を目指しているので、そのチャン

であるため地域住民の雇用はあるものの

5－1ではELの地域効果について述べた

スを考えられるようになったことが貴重

地域全体への利益の敷衍は難しい。ただ

が、他方、海外事業者（移住者）が EL

だ。後進のガイドをOJTで育成して、い

し、地域密着型の小規模運営ゆえに被雇

運営の中心アクターとして存在すること

つかは夢を叶えたい」と述べた。他方、

用者の顔ぶれに大きな変化はなく、安定

で一部には利益の漏出も考えられること

オーナー（妻）の Alex 氏は「自分たち

的な雇用の創出や被雇用者の意思のくみ

等から、別の視点として「観光を用いた

の身の丈に合わない開発はしたくない

上げが為され易いこともその効用として

新植民地主義なのではないか」という批

し、
これ以上の規模拡大は望んでいない。

読み取れた。以上から、地域社会を対象

判も存在する。これは経済的なリーケッ

水や電力なども自前なので大規模な展開

とした利益創出はできないものの、個人

ジに限った話ではなく、文化的側面にも

は実際難しい。そもそも地域の自然に調

レベルでの雇用機会や利益の創出は安定

生じる問題である。例えば、現地の資源

和したロッジの運営ができなければ、こ

的になされていることが明らかとなっ

と文化を尊重するとしながら、いずれの

こに EL を作った意味がなくなってしま

た。

事例においても食事は三食全て欧州スタ

その他、エンパワメントの一例として、

ix

文化変容における「よそ者」の意

う」と述べ、円滑な運営の秘訣について

他方、モザンビーク事例の場合は、導

イルが取られており、現地の食文化をそ

は、
「地域住民との調和と信頼関係に尽き

入時から地域社会全体への裨益を目指し

のまま再現、紹介するようなサービス内

る。
それがあるからこそ続けられている」

ており、地域住民の技術や知識を生かす

容になってはいない。これをどう捉える

と語った。先述の Osvaldo 氏も EL の地

形でロッジ建設を開始している。EL 運

のか。文化的側面への影響力という観点

理的条件に触れ、
「沿岸部の多くは砂地で

営者と地域社会（住民）とがバランスよ

から検討を加えれば、現地の食文化を蔑

あるため使途がほぼ無いに等しい。そこ

く存在している事例である。また、当初

ろにする行為とも捉えられかねず ET や

に価値を見出し、また住民も建設プロジ

の建設メンバーの多くが現在のロッジス

サステイナブル・ツーリズムの原則に反

ェクトに参加することで、収入源として

タッフとして雇用され、顧客との共通言

するように映らなくもない。しかし、EL

だけでなく環境の希少性や重要性に気づ

語（英語）を学びながら収入を得るよう

経営が経済活動の側面を持つ以上、ビジ

くことが出来た。とはいえ、仮に地域住

になっていることから安定的な収入源と

ネスとしての持続性も考慮せねばならな

民が環境的価値に気づいても、ロッジ運

して機能し、人材育成の側面でも効果が

い。事業者（オーナー）が外国人である

営の知識やノウハウもなく資金確保も不

あると考えられる。また、地域社会外の

ことも影響し、現時点における顧客はい

可能なことを考えると、この EL の存在

いわゆる「よそ者」が当該地域を EL 適

ずれの EL も概ね欧米人であるという事

は地域にとって計り知れない効果があ

地として発掘することで、地元の自然資

実からすれば価格設定に応じたサービス

る」と語っており、
「よそ者」が関与する

源の価値の大きさが追認され、地域住民

が要求されるのは当然である。
その結果、

メリットの大きさが確認できた。このよ

の誇りと環境保全意識の醸成にも繋がっ

欧米基準のサービスの導入と欧米レベル

うに地域との信頼と協働を前提とした取

ていることがインタビュー結果から明ら

の宿泊施設サービスの提供は顧客満足度

り組み継続の結果、地域環境への負荷の

かとなった。この点からは先行研究で示

の充足に大きく影響を与えることとな

低減と地域経済への貢献が実現されてい

した敷田（2009）の「地域の再発見効果」

る。

る。

や「誇りの涵養効果」
、地域住民のエンパ

持続可能な経営の観点からすれば集客

ワメントについては「知識移転効果」も

効果やリピート性という要素は無視でき

読み取れる。

ないものである。そのように考えれば、

以上から、規模の大小や地域社会との
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て、従来には存在しなかった「EL の導

域社会への効果の発現プロセスの中で、

入」という地域社会にとっての新手法を

よそ者が（完全な、そのままの）よそ者

定着させるためには、よそ者がその価値

のままでいることは望ましくはない。幾

観を地域に合わせた形に多少なりとも変

つかの先行研究で示した通り、より広い

発／発展であり、地域の持つ潜在性を

化させながら導入し、無理のない範囲で

普遍的な視点を提供し、また地域の中に

含んでおり、自然資源そのものや、自

段階的に文化変容（本事例の場合におい

あってなお独立性や客観性の高い存在で

然生態系や地域の社会文化的手法を尊

ては、欧米型のサービスに伴う快適性や

あり続けることも効果の発露には確かに

重する技術様式、組織形態などの適切

満足感の提供を取り入れること）を起こ

重要ではあるが、地域社会に寄り添い、

かつ合理的利用への配慮を含む概念で

すことも必要であると考えられる。そう

その自然、生活、文化といった広い意味

することでELの持続可能性は高まり、ゲ

での地域環境を理解し、協力的な姿勢を

ストの満足度を上げ、それが地域住民へ

有した地域社会に内包されるよそ者にな

であるが、コミュニティ・ツーリズム

の裨益に繋がる。

ることで、他者性が下がり地域内在化が

や頭文字を取った CBT と表現される

従来の地域社会にはない価値観の導入

脚注
ⅰ


Eco-development
は地域レベルの開

ある。
ⅱ

進む。この地域内在化のプロセスを経て


正
し く は Community-based Tourism

こともある。

において、
「よそ者」のまなざしと存在は

いるかどうかが地域の中での「よそ者」

重要である。その意味で、モザンビーク

の存在意義を変化させ、よそ者効果の有

るが、その前提となる視覚様式として

事 例 で は、EL を 運 営 す る 側 は Smith

無や程度、そして EL 運営の持続可能性

の「まなざし」の性格に関しては、アー

に影響するのである。

リ（1990）
『観 光 の ま な ざ し（The

（1989）の言う「文化の仲介者」として上


「観光のまなざし」
には様々な言及があ

ⅲ

手く機能しており、タンザニア事例には

地域とともにある「よそ者」は、よそ

Tourist Gaze）
』の第７章「見ることと

見られなかった特徴を有している。これ

者がよそ者の良さを保ちながら地域内で

見られること」における限られた言及

は直接的には繋がり得ない地域住民と他

共有された目的に向かって共感性の高い

がある。また、アーリは「観光のまな

文化を背景に持つゲストを繋ぐ文化的意

外的存在としても機能する「協働型よそ

ざし」の特性として３点をあげている

義や役割がそこには存在することを示し

者」になれる可能性が高い。また地域資

が、本稿では詳しく取り上げないもの

ている。別の言い方をすれば、よそ者で

源の持続可能性を高めるという観点から

とする。
（詳しくは前掲書を参照された

ある EL 運営者が地域社会の中で他者性

すれば、井上（2004）が主張する「開か

を下げていくプロセスに時間と労力を投

れた地元主義」への道程において、最終

じた結果とも言えるだろう。それは、導

的にはよそ者だけが変化するのではな

て１）技術や技能などの知識の地域へ

入プロセスから一定時間をかけ、ホスト

く、関係するアクターのいずれもが変容

の移入、２）地域の持つ創造性の惹起

内の各アクター間において信頼や繋がり

することを厭わず、互恵的な関係性を作

や励起、３）地域の持つ知識の表出支

といった社会関係資本が段階的に醸成さ

れることが理想である。地域社会の中に

援、４）地域（や組織）の変容促進、

れることで成立したものであると考えら

そのような新しい関係性を構築するにあ

５）しがらみのない立場からの問題解

れる。

たり、EL はよそ者の良さを活かせる拠

決の提案、の５点であると述べられて

い。）
ⅳ

点として機能する可能性を有する。そこ
６．結論

で展開される様々な「協働」を基礎とし、

本研究では、EL が地域社会にもたら

地域発展を円滑に進ませる機能を担うこ

す影響について「よそ者」論を用いなが

とがアフリカの観光開発における EL の

ら検討を加えた。EL はその本来的な機

役割の一つであり、地域社会における存

能である宿泊施設として持続可能性に貢

在意義だと言えよう。

いる。
ⅴ

段として、あるいは人材育成や雇用創出


よそ者が森林の「協治」にかかわるこ

とができるかどうかの議論において、
「人々の自己利益になるかどうか」に基
づくものを「実用的正統性」と呼ぶ。
ⅵ

献するものではあるが、それ以外にも負
の影響を低減することによる環境保全手


敷田（2005a）では、よそ者効果につい


脚注ⅴと同様に、
この議論において「直

接の利益によってではなく、行為が正
しいかどうか」という評価（規範）に

謝辞

基づくものを「道徳的正統性」と呼ぶ。

による経済、社会的側面での地域開発手

本研究は科研費「基盤研究（C）」（課

法として、そして、ホストとゲストを繋

題番号17K02126「アフリカのエコリゾー

リカ共和国を中心に国内外の

ぐ文化的仲介者として等、様々な役割や

トによる地域貢献の可能性 ― タンザニ

responsible tourism を 推 進 す る NPO

用途があることが文献研究及び２つの事

ア、モザンビークを事例に）の助成を受

団体である。持続可能な観光の実現に

例を通じ確認された。ただし、観光を通

け、成果の一部をまとめたものである。

向け、
独自の認証制度を導入している。

じた社会開発手法として捉える場合、地

よって、ここに感謝の意を表する。

加盟にはドイツの開発援助団体の
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GTZの支援があったが、更新費用が高
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