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漁業から観光へ：
スリランカ海浜リゾート開発に伴う在地社会の食文化の変容過程
Fishing to Tourism：Changes of Food Culture accompanied by
Touristic Development in a Coastal resort in Sri Lanka
In discussing the changes of food consumption in the context of tourism, most studies have
focused on tourists’ dietary patterns not the local community. Thus, the purpose of this study was
to examine changes of local food culture accompanied by the transition of traditional livelihoods
to tourism related market economy. Methods utilized were interviews (in depth and informal)
with tourism related and non-tourism related people in Hikkaduwa and Colombo, and participant
observation. Questionnaires were also administered to some of the non-tourism related people.
Before the advent of tourism, Hikkaduwa was a small fishing village, where most people
were engaged in traditional livelihoods such as fishing, coir rope making, lime industry or other
agricultural activities. Most of the people were depended on a subsistence economy, but the people
in lower social strata always led a life filled with poverty. With the introduction of tourism in the
1960s, new employment opportunities arose even for the poor in the local community. Therefore,
they have become economically advanced so as to purchase food items for their main meals, and on
one hand, that has enabled for them to consume a healthy meal, and not to experience starvation.
Findings revealed that transition of livelihoods have affected local people’s food consumption both
positively and negatively.

1 . はじめに
観光研究の中では、伝統的な生業が存在した地域に観光が導入された場合、観光を副業として行
う（ Macleod, 2002 ）
、伝統的な生業での利益が少ないため、観光へ就業を変える（ Fabinyi, 2010；
Leon, 2007 ）
、または、漁業、農業等が第一次産業として成立している殆どの発展途上国においては、
観光と伝統的な生業を連係させるのは相互に利益になる（ Fleischer & Tchetchik, 2005；Hjalager,
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1996；Torres, 2003）と指摘されてきている。本研究の対象地であるヒッカドゥワもスリランカ南部州に位
置している代表的な海浜リゾートで、観光導入以前は漁業、ココヤシ殻繊維業、石灰生産を主要な生
業とする漁村であった。ヒッカドゥワの場合は Fabinyi（ 2010 ）とLeon（ 2007 ）が指摘しているように、
元の生業より観光の方が利益が多いので観光地化されたエリアの住民は皆伝統的な生業を離れ、観
光と関連する就業に就いている。それに、1970 年代からの観光地化に伴いヒッカドゥワ地域社会も経済
的、文化社会的な影響を受け、1970 年代の漁村から完全に変わっていることから、その発展過程と同
様に在地社会の食文化も変容したと考えられる。先行研究をみても観光客の観光地での食の消費に
ついて今まで様々な側面で研究されているが（Bessiere, 1998；Chang, 2010, 2011；Cohen & Avieli,
2004；Kivela & Crotts, 2006；Torres, 2002, 2003 ）
、観光開発に伴う在地住民の食生活の変容・そ
の影響についてはそれほど注目されて来なかった。そのため、本研究は観光開発がサブシステンス経
済に依拠した地域社会に与える社会文化的影響を、住民の食文化の変化という観点から考察すること
を目的とする。特に、ヒッカドゥワにおける観光地化が漁業を中心とするサブシステンス経済から、観光に
依拠することにより在地社会の食文化がいかにして変容しているのか明らかにすることを試みる。

2 . 研究方法
本研究では、観光地化が現地の生業構造に影響を与えるに伴い、在地社会の食文化がいかにし
て変容しているのかを、観光社会学的かつ観光人類学的な観点から論じる。そのため研究方法として
は、文献調査とインタビュー、ライフヒストリー調査や参与観察を中心とした現地調査をとった。ヒッカドゥ
ワでの現地調査は 2014 年の 8 月17日から9 月22日と2015 年の 2 月14日から3 月26日のように、2 回に
渡って行った。そこで、観光事業者およびヒッカドゥワの近隣地域であるペレリヤ（ Pereliya ）の漁民世
帯と内陸部の非観光事業者を対象にして調査を行った。元の漁民や現在でも漁業を続けている世帯
からかつての食生活、材料の入手等を詳しく調べ、観光に参入した以降の食生活パターンの変容過程
について解明した。さらに、在地住民の食文化を変容させた主たる要因が観光か近代化の影響なの
かをはっきり把握するために、スリランカ最大都市コロンボの在地住民の食生活についてもインタビュー
やアンケート調査を行った。観光事業者は 32 人、ヒッカドゥワ内陸部の非観光事業者は 25 人、ペレーリ
ヤの漁民は10 人、漁民世帯の女性は4 人、コロンボに近い都市の住民 20 人とコロンボから離れた町の
住民 35 人を対象にした。最終的に、入手したデータに基づき観光地化に伴うヒッカドゥワ在地住民の食
文化の変容を明らかにした。

3 . 対象地域の概観
ヒッカドゥワは、南州のゴール地区に位置しており、ゴールから 24km 、最大都市コロンボから約
100km 南に位置している。GN 地区（ Grama Niladari Division ）という地方自治体が 97 からできて
いるヒッカドゥワに属する海岸線の長さは約 24km であり、北部で 2.4km 、南部で 4.8kmぐらい内部に
広がっている。ヒッカドゥワ全体の面積は 63km2 であり、人口は 11 万 4814 人、そのうちシンハラ人が

2

11 万 4542 人、タミル人が 217 人、ムスリムが 32 人、外国人やその他の人が 23 人定住している
（Hikkaduwa Divisional Secretary Report, 2012 ）。
ヒッカドゥワで主な観光エリアはワウゥゴダ（ Waulugoda ）、ウェワラ（ Wewala ）、ナーリガマ
（ Narigama ）という約 4km の長さの海岸線であり（ Ratnapala, 1984 ）、現在クマーラカンダ
（ Kumarakanda ）までも観光地化が進んでいる。そこでは、大規模なホテル、小規模なホテル、登録
あるいは未登録のゲストハウス等の宿泊施設が見られる。主な観光施設として、レストラン･ 小規模な店
を含む飲食店、レクリエーション施設と衣類・工芸品などの土産店が挙げられる。さらに、地元住民によ
る事業が盛んであり、地元住民の観光との関わりが非常に強い地域である。海そのものの美しさ以外
に、シュノーケリング、スキューバダイビング、海水浴、サーフィン等のレクリエーション活動がされており、
スリランカで珊瑚礁ウォッチングができる最も有名な地域として認識されている。内陸のアクティビティーと
して、飲食、買い物、ナイトライフ、シーニガマ祠・ガンガーラーマ寺院などの昔ながらの寺社などが挙
げられる。シーフードはもちろん、西洋風の料理でも高い人気を集めた観光地である。

図 1：スリランカ全図、ゴール及びヒッカドゥワの位置
（出所：Department of Town & Country Planning ）

ヒッカドゥワにおける観光は、特に国際観光客を対象としており、ドイツをはじめとしてデンマーク、ス
ウェーデン、日本からの観光客が多い。また、ヒッカドゥワは国際観光客にとって長期滞在型リゾートと
して定着しているので 1 週間ほど滞在するのが一般的である。海が荒れるモンスーン期と並列して、
観光のオフ・シーズンとオンシーズンがみられ、シーズンは 10 月から4 月までだが、ピークは約 12 月から
2 月までとなる。一方、スリランカ人観光客なら、近隣しているシーニガマ祠を訪れ、その後海水浴や
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珊瑚礁ウォッチング等を、楽しむと言うパターンで日帰り旅行を行っている。国際観光客と国内観光客の
消費形態に差が出る主な理由は、ヒッカドゥワが特に、国際観光客を対象とした観光地であるため、普
通のスリランカ人にとって、飲食にしても宿泊にしても、経済的に余裕がないことがあげられる。だが中
流・上流階級のスリランカ人によって週末は静かにヒッカドゥワで過ごそうとする消費形態も見られる。

4 . 観光地化以前の漁業と関わった食生活
スリランカの南岸域は西岸域とは異なり、南西岸から西岸域までは交通の発達が遅れたため、西岸
に存在した大消費地に生産物が直結することはできなかった。そのため、南岸の漁民は各漁村で取れ
た魚は近隣農村で農産物と交換したり、加工魚（干魚、塩蔵魚）を漁の不可能な時期に内陸部の村
に売り歩いたりなどをして生計を立てていた。それが原因でその地域は、階層差のないフラットな社会
構造であった（高桑 , 1988）
。
ヒッカドゥワの観光産業導入以前の社会をみてみると、漁業、ココヤシ殻繊維業、石灰生産は主な生
業であった。それぞれの生業について順に説明すると、まず漁業の場合は、海浜地域において主要な
就業は漁業であり、ペレーリヤ、ワウルゴダの一つのエリア、ナーリガマ北部とドダンヅーワといういくつか
のエリアにのみ漁民が集中していた。それらの地域においても、土地欠如などによりその地域全体では
なく、地域の一つのエリアのみであった。現在観光が発展しているエリアに存在した漁民をみると、かつ
てからヒッカドゥワ ･タウンに近隣している、ワウルゴダの 1km2 ほどの大きさのエリアに集中していた。殆
どの漁民の家はココヤシ葉葺きの小屋であり、道路と鉄道の間の細長いエリア、また鉄道から内陸に並
んでいた。しかし、その土地は政府のものであり、農民は依然として土地所有者ではなかった。ヒッカドゥ
ワ海浜地域の土地の90％ぐらいは富裕層の何人か所有していた。
かつての漁業パターンをみると、伝統的な小型船であるオルーでの漁、地引網魚がみられ、1935 年
頃には漁のシーズンは海中に魚が大量にみられた。
「ハラヤ」
（ Haraya ）と呼ばれる南岸の漁シーズン
は 11 月から4 月までであり、5 月から10 月までは「ワーラカン」
（ Warakan ）と呼ばれる海が荒れるオフ・
シーズンである。南岸漁民は普通北東モンスーン期に母村で漁をしたが、南西モンスーン期には漁民
の大半が東岸、南東岸に移動した。ヒッカドゥワでも大半の漁民は東岸に移動しており、移動先はスリラ
ンカでも長く未開拓地だった。そこで小屋で共同生活をしながら専ら加工魚製造を行っていた。
ところで、1930 年代において南岸域も鮮魚の供給地として形成され、鮮魚を迅速に消費地へ送る
ための中間商人の役割が意味を持ってきて、漁民からマール・ムダラーリ（ Malu Mudalali ）が登場
してきた。マール・ムダラーリと呼ばれる人々は、消費者と漁民の間に介在する様々なレベルの中間商
人、仲買人、輸送・運航専門業者、小売商人というような広域にわたる人々を指していた。魚の商品価
値の上昇や遠距離輸送の可能による、売り上げ率の増加のゆえ、積極的に漁業に従事した人々の中
で、少しずつ貯金して地位が上がった人が結局ムダラーリとなった。彼らの多くは、最初は小型オルー
を所有しており、その後から地引網や大型オルー所有者となった（高桑 , 1988 ）。このように、漁民の
中からマール ･ ムダラーリが登場することによってはじめて、漁業社会においてもフラットな社会構造が
次第になくなり階層差が出てきたのである。さらに、1958 年以降の動力船導入により南岸漁民は両モン
スーン期ともに移動し、また地元の海でも両モンスーン期とも漁をすることができるなど選択の枠が広がっ
た。すなわち、漁民の操業時間と水揚量の増加、従来の伝統漁船に比べ天候に影響されにくくなり、
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出漁する機会が増加した。依然として伝統漁船による小規模沿岸漁撈が行われる一方で、動力船によ
る大規模な漁業も発展していった。
しかしながら、この進展と同時に「どうやってこのような高価なボートを購入するか、政府からの融資
金で購入できても、どうやって返済するのか」と言う複雑な問題に関わり始めた。特にここからは普通の
漁民、消費者と漁民の間に介在する様々なレベルの中間商人（マール・ムダラーリ）と動力船を購入で
きた漁民（マール・ムダラーリも含む場合がある）との間経済的 ･ 社会的に不平等さが広がり始めたの
である。動力船を購入した漁民の中にも、ローンの返済、維持・修理費、ガソリン代などの支払いに苦
慮する者、漁獲量や魚価の不安定性のため、動力船漁業に挫折する者など多数の問題に直面した者
も存在した。これらの所有者はムダラーリに資金面での援助（ローン支払いの肩代り、借金など）を受
け、水揚された魚を全てそのムダラーリに渡す場合も多かった。そのため、普通の漁民にとって漁業の
季節間収入波動は大きく、収入の大きな漁獲期に貴金属を購入し、オフ・シーズンにはそれらや家財道
具を売り、さらには次の漁獲期に返金する約束で、マール・ムダラーリからも多額の借金を行って年間
の生活を支えてきた。それで、安定したマール・ムダラーリとして地位向上できたのはわずかな漁民であ
り、残りの漁民は借金の負担がある貧困な生活を送っていた。
次にココヤシ殻繊維業については、ヒッカドゥワでは 1900 年頃から始まり縄（特に漁業、農業のため
に）
、家庭用品のための繊維の需要により増加していった（ Nakatani, et al., 1994 ）。これは特に女性
の生業であり、90 ％ほどの漁業世帯が従事していた。南海岸の漁村社会において世帯主である男性
だけが働き手であり、女性の役割は妻また母としての家庭仕事のみで、漁業に関する役割は何もしてい
なかった。それで、家事や子育てをしながら自宅でもできる仕事であったことから、ココヤシ殻繊維業は
特に貧困層の女性にとってふさわしい生業であった。
最後に石灰生産の場合は、石灰を作るための珊瑚は海中または内陸でも採掘したが、当時は内陸
採掘のほうが盛んであり、土地を深く掘って採掘していた。ヒッカドゥワでは 5 つの石灰窯が機能してい
た。そこが珊瑚採掘、珊瑚から石灰を作るまでのプロセスに関わる仕事など多くの仕事を与え、多くの
人の生計を立てていた（ Samarasuriya, 1982 ）。漁民も副業として行われていた場合があり、特に海
浜地域に居住している住民の中で低所得層の収入源となっていた。
ところで、漁民の食生活をみてみると、記述したように 1950 年代まで漁民としての労働に食事のため
の魚類か漁獲に農産物を交換するというパターンが多くみられ、地域社会において金銭は流通してい
なかった。それが、ペレーリヤにいる漁民3人と現在観光に参入している元の漁民 5 人のライフヒストリー
調査で詳しく確認できた。その中で現在観光に従事している60 歳の NTFM（ 1 ）1 氏はかつての食のこと
について以下のように述べた。
「僕の父も漁民だった。子供のころからも海岸に来て父がやっていたことを少しでも手伝っていた。そ
の後次第に僕も父と一緒に漁に行ったりして、漁業を続けるようになった。その時今よりも生活が苦し
かった。漁に行けた時はムダラーリから魚でも得たので、どこかで見つかる芋かムダラーリからもらう米と
魚のカレーを作って食べることができた。魚のカレーとおろしたココナツ（grated coconut）
とご飯は私た
ちにとって一番の食事だった。でも、漁に出られないオフ・シーズンの時は、魚も少なくて、ムダラーリか
ら米か借金をもらうことも非常に難しかった。小型オルーでもあったら、今のように沿岸漁でもできたのに。

1 Non Tourism Fisheries Male

5

当時何もなかったので、なんとか子供だけ食べさせて、一日1 食しか食べず飢えた日もあった。」
また、ココヤシ殻繊維業と石灰生産の場合はわずかな現金が入手でき、漁業のオフ・シーズンでは米
やその他の食材を購入するために使用したということも分かった。
このように、次第に物価が上昇する一方漁獲量が減少し年間を通じたこの生活パターンの維持は困
難になっていったが、下級層の貧困な漁民には国際的観光導入までその生活パターンから出る手段は
なかった。

5 . 観光地化による観光産業への参入
前述したかつての就業の場合は、漁業、石灰生産、ココヤシ殻繊維業のいずれにしても、収入はわ
ずかであり、大半が多様な面で経済的に苦労していた。しかし、海浜地域においてそれらの産業しか
あり得なかったので、かつての就業をやり続けるほかはなかった。それにもかかわらず、1960 年代に観
光が導入されてから、観光客が少しずつ訪れるようになり、漁業、石灰生産、ココヤシ殻繊維業のよう
な就業の代わりに、観光という新たな収入源も可能となった。ヒッカドゥワにおける観光地化がヒッカドゥ
ワタウン辺りのワウルゴダから始まり、近隣のウェーワラ、ナーリガマというように、南部に発展していった。
それで、ヒッカドゥワ全体が観光化されているということではなく、上記の地域においても、海岸線に面し
ているエリアのみ観光化されていったのである。ワウルゴダから観光地化がはじまった理由は、そのエリ
アに既に政府のゲストハウスが存在したことによると思われる。その後、ワウルゴダの海岸では、珊瑚礁
ウォッチングもできるようになり、広域なビーチ、サーフィンなどのレクリエーション活動ができる必須条件
が満たされるようになったことによって、だんだんウェーワラ、ナーリガマのような南部に普及していった。
従って、観光が普及したエリアの全ての住民が、かつての生後湯から観光に参入した。現在において
その地域では、1km 内陸部にも観光が普及しておりナーリガマからティラーナガマ（ Thiranagama ）
、
パテュワッタ（ Patuwatta ）
、クマーラカンダ（ Kumarakanda ）にいたるまで、南部に観光エリアが拡大
している。
ところで、ヒッカドゥワでの観光受入れの前段階である1960 年代の前半の観光客はイギリス等の植民
地支配国のエリートが殆どであり、その頃新たな就業機会が開かれたのは地域外の富裕層、ヒッカドゥ
ワの裕福な上層階級とわずかな中流階級のみであった。低所得層にとっては英語で会話ができなかっ
たこと、新しいビジネスのために初期資本がなかったことを原因に就業機会を得るのはなかなか難し
かった。しかし、1960 年代の後半に、ヒッカドゥワを訪れる観光客数が大幅に増加し始め、その観光客
の大半が、ヒッピー・タイプの観光客であり、低価格宿泊の需要が高まり、民宿が増加していった。その
時点から、中流階級また低所得層も観光の利益を理解して民宿や多種の土産店、小規模なレストラン
から観光に参入した。民宿の場合は、自分自身の家で、自分と同じ食事をしながら、一緒に暮らすと言
う宿泊パターンだったので、特別な基本資本は必要としなかった。
一方で、漁民の世帯の場合は初期段階では、ヒッピー・タイプの観光客でも宿泊できるぐらいの家
も所有していなかったので、小型オルーに観光客を乗せて海を少し回るようなことで漁民が観光で
少しでも現金を入手しようとしていた。その後、ヒッカドゥワがグラスボトム・ボート 2 からサンゴ礁を見る

2 船底がガラスになっていて、ボートの中からサンゴ礁が見られる
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地域として人気を集めて以来、そこの漁民は次第にそれに従事し始めた。1960 年代にはエンジンがな
い一隻のボートだったのが、1994年になると43隻に増加した（ Nakatani, et al., 1994 ）。2012 年はそこ
で 58 隻のボートを運用しており、そのうち 1 隻以外は地元住民所有である。その所有者は殆どがかつ
ての漁民である。ボートをローンで購入した人もおり、自分が持っていたオルーを売ったり、まずグラスボ
トム・ボートのドライバーになりその後貯金やローンで購入した人もいる。それに、最近からグラスボトム・
ボートで亀を観にいくのも人気になっている。したがって、多様な面で苦労し、また観光に従事するのも
限定されていた低所得層の漁民にとって、観光の導入から開かれたこのような機会は貧困で覆われて
いた暮らしを少しでも経済的に上達できる有利な機会となったと言える。
現在の観光エリアにおいて漁業に従事していた人が殆どワウルゴダの北部に（ヒッカドゥワタウン辺り）
集中しており、その中で 95 ％も観光へと就業を変化させている。しかしながら、ヒッカドゥワタウンから北
部では、依然として観光の導入は遅れており、その地域の人達はまだまだ漁業を続けている。北部で
観光導入が遅れた理由は、ヒッカドゥワタウンから北部のシーニガマ・ペレーリヤまでは、集落は存在し
なかったこと、南部のほうが、活発的に観光が導入できる条件を満たしていたことにあると思われる。現
在でも漁業を続けているペレーリヤの漁民世帯の話しからも、漁業・ココヤシ殻繊維業などの生業を続
けたいということよりも、観光がその地域まで拡大しないため観光に従事できないということが分かった。
ペレーリヤでココヤシ殻繊維業に従事しているNTFF（ 1 ）3 は以下のように語った。
｢主人が昔から漁民だ。ボートも持っていない。他人のボートで漁にいっている。私は、ココヤシ殻繊
維業をやっている。全然利益にはならないけど、ここの女性にはそれしかやる仕事がない。でも、ヒッカ
ドゥワでは女性でも良く稼げている。この辺にも観光が来たらいいと思う。観光で何か土産とか、縫製と
かなんか商売ができたら、今の10倍でお金がもらえる。こんなに、苦労する必要もない。」
インタビューしたペレーリヤの女性 4 人の中で3 人、漁民 10 人の中で7 人も同様なことを述べた。その
ため、北部のペレーリヤ人達も、南部のドダンヅーワの人達も、選択的に漁業を続けているよりも、元々
そのエリアは観光化されなかったので、必然的観光への参入は少なかったと指摘できる。

6 . 生業の変化に伴う食文化の変容
以上の考察から、ヒッカドゥワの観光エリアにおいてかつての生業が完全に衰退して、観光が主就業
として普及しているということが分かる。そういった生業の変化が在地住民の食生活にいかにして影響
を与えたかみてみると、年齢、従事している観光事業によってもその影響が様々であるといえる。スリラ
ンカの主食はお米で、複数のカレーと一緒に食べるのは一般的である。以前は 3 食ともライスとカレーに
した家族は多かったが、現在は観光とは関わりなく全体的にも1日1 食か 2 食のみライスとカレーにするよ
うな変化がみられる。そのためヒッカドゥワでみられる食文化の変化は、社会全体が近代的になるに伴っ
ての影響か観光地化の影響かを把握するために、非観光事業者と観光事業者両方から昔と現在の
食生活についてインタビュー・ライフヒストリー調査を行った。

3 Non Tourism Fisheries Female
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まず、非観光事業者の場合は、スリランカの経済大都市コロンボの4つの地域 4 の55 人にインタビュー
を行ったところ、年配者11人が、以前は（1950〜80 年代）3 食ともイスとカレーで、色々な芋、豆、青葉、
野菜や果物を簡単に手に入れ、薬品の入ってない新鮮なものだから、現在よりヘルシーな食事だったと
述べていた。現在の食事をみると、殆どの家庭では朝食パン、ホッパー、ストリング・ホッパー、ロティー
などのスリランカ風の軽食、昼食必ずライスとカレー、夕食またライスとカレーか時々麺類、パン、コットゥ
等の軽食（写真：1〜4）になっている。それに、最近週末か一ヶ月に一回ぐらいで外食する世帯も増加
しており、その際中華料理、ピザまたは MacDonald, Pizza Hut や KFC 等で食事するようになってい
る。特に、コロンボに近い都市にいる裕福・上流階級の世帯の場合は高級なレストランでタイ、イタリア
ン、シーフード等の様々な食を味わう場合も存在する。どの地域においても若者のほうが外食を好む傾
向にあり、週に何回か軽食でも外で食べていることは普通になっている。

写真1：主食、ライスとカレー

写真 2：ストリング・ホッパー

写真 3：ホッパー

写真 4：コットゥ

さらに、ヒッカドゥワの非観光事業者が 22 人とインタビューした結果、そこの家庭の食生活パターンは
殆ど普通のコロンボ在地住民に似ているが、食の内容は違うところもあると分かった。例えば、ヒッカドゥ
ワ内陸部にはいまだに農業を生業として続けている人もいるので、コロンボの年配者が述べていたような

4 コロンボ中心と、コロンボから離れた町であるマハラガマ（ Maharagama ）、コッターワ（ Kottawa ）、ホーマー
ガマ（ Homagama ）と言う4 つの地域。
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芋、青葉、野菜や果物など薬品の入ってない新鮮なものも入手できる機会がある。しかし、それも就業・
月給によって変わるものであり、片手間仕事をしている貧困な家庭においてちゃんとしたヘルシーな食事
は消費できない。それに、コロンボ在地住民と同様な軽食を週に3回、4回消費するが、それ以外にレス
トラン等に行って外食するのもあまりみられない。一方、いまだに漁業を続けているペレーリヤの普通の
漁民（ムダラーリになっていない）10 人のうち、7 人が観光に参入したかつての漁民と比較すると貧困な
生活を送っているといえる。その中で、3世帯が現在でも特にオフ・シーズンのときに餓死寸前の経験か、
シンプルな食事だけをしていると述べた。
ヒッカドゥワの非観光従事者に対して、就業を観光に変化させた人の場合も、かつてはきちんとした
収入源がなくて 1日1 食しか食べられなかったというような餓死寸前の経験を述べた人が多かった。特
に、かつての漁民の場合はライフヒストリー調査ができた漁民は 5 人もそう言う経験、または食べても
NTFM 1 氏の事例のようにライスと魚カレーのように一番シンプルな食事だったと述べた。しかし、観光に
従事している現在は餓死寸前の経験はなく、3 食ともきちんと食べているのが分かった。観光に参入し
た元の漁民であるTGBO（1 ）5 は以下のように述べた。
「漁業に従事していたかつての生活は苦しかった。直接お金を入手できる就業じゃなかったから、い
つでも金持ちのムダラーリに頼る生活だった。でも、今は個人事業になっているから、その時期とは違う。
観光客が少ないオフ・シーズンは困るけど、観光での仕事ではちゃんと3 食が食べられる」
また、それぞれの食の内容をみたところ、毎日の食事はライスと魚カレーだったかつての食事から、コ
ロンボの普通の世帯で消費している食事に変わっていることが明らかになった。漁業に従事していた
頃のように、食事のための魚類は給料の代わりにただでもらうパターンは存在しないが、観光へ就業が
変わったことによって、かつてより現金が流通するようになっている。そのため、魚のみならず自分が好
きな物が何でも買えるようになっているため、外部地域の世帯と同様な食を消費することが可能となっ
ている。
普段の食生活について具体的に言えば、観光に携わっている人の多くは男性で、その中で観光エリ
アの中心となる道路側に自宅と店が一緒になっているお土産店、ゲストハウス、レストラン所有者もいる。
それに、グラスボトム・ボートの所有者かドライバー、マリーンスポーツの装備を販売するショップの所有
者、ガイド等になったかつての漁民、その息子達が存在し、彼らの場合は、自宅は少し内陸部に位置し
ている場合が多い。一方、女性が観光に従事している殆どの世帯においても、奥さんかお母さんは毎
日料理するのが一般的である。そのため、内陸部に自宅がある場合も家庭料理を弁当として持ってくる
か、昼食に帰るのはごく普通の生活スタイルとなっている。特に、昼食が外食になっても、カレーライスを
買うのが一般的である。そのため、観光に従事しているヒッカドゥワの住民も外部の非観光事業者と同
様に昼食は必ずライスとカレーにし、朝食と夕食はその他の軽食にすると言える。
しかしながら、軽食の場合は観光事業者と外部の非観光事業者の食生活の間に差があることが分
かった。それは、観光事業者は朝食と夕食は普通のスリランカ人が食べているパン、ホッパー、ロティー、
麺類、コットゥ等のスリランカ風の軽食にするのも多いが、それ以外の外国人向けの食べ物も消費する
ようになっていることである。外国人向けに高級な食事ももちろん存在するが、特にヒッカドゥワが低価
格で旅行する観光客にもふさわしく形成されているビーチリゾートなので、観光に従事している人ならば

5 Tourism Glass-bottom Boat Owner
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手が届く値段である。そのため、外部の非観光事業者は普段食べる機会がないような様々な食べ物が
ヒッカドゥワの観光事業者の食生活に含まれるようになっている。
例えば普通の店で販売しているのは1つか2つの種類のパン、ホッパー、ロティー、麺類、コットゥ等の
軽食だが、ヒッカドゥワの場合は写真 5 のように、それぞれの軽食が何種類も外国人向けに用意してあ
る。それで、全体的に観光事業者は、一ヶ月に一回ぐらいの程度でそのような外国人向けの軽食を食
生活に含ませていると言える。それに、マカロニ、スパゲティ、パスター等の非観光事業者にとってはあ
まり家庭料理にならないような食べ物も夕食として作って食べる場合もある。
一方、観光に従事している若者、特にビーチボーイ 6 などのガイドをしながら、常に外国人と食べ
たり飲んだりする従事者のほうが前述したような観光客向けの食べ物を消費する程度が高いと分
かった。そのような若者は普通の観光事業者でも手が届かないぐらいの高級なシーフード、ピザ、

写真5：
購入できる様々な種類の軽食のメニュー

6 ビーチボーイとは自己のセクシャリティを利用し、長期間にわたりビーチリゾートでバカンスを過ごす外国人女性観
光客との間に親密な関係を形成する人々である。彼らは外国人女性観光客のツアーガイドをしたり性的な関係を
持ったりする以外にも、最終的に彼女らと婚姻し国外移住するのを目指しており、実際に相当数がそれを実現させ
ている。ヒッカドゥワでは、観光に関連するビジネスを始める資本を持たないかつての漁村出身の若い男性がビーチ
ボーイになる傾向がある。
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イタリアンや中華料理を食事にする場合がある。飲み物に関してもスリランカ人はご飯を食べて必ず水を
飲む習慣だが、こういう若者は食後外国人のようにコーラ、ビールかジュースを飲むようになっている。し
かし、この若者でも観光客が多いオンシーズンだけそういう食生活を続けており、オフ・シーズンには現
金を入手する機会や外国人と食事する機会も少なくなるので、普段の自宅の食生活に戻る。しかし、コ
ロンボの若者と同様に観光に従事しているヒッカドゥワの若者も、家族の他のメンバーより週に何回も軽
食でも外で食べているといえる。さらに、平和回復後の 2010 年ごろから観光客の長期滞在パターンは、
予算削減のために家を借りて自炊するような
形になっていることが分かった。最近そのパ
ターンが普及しており、レストランで食事をせ
ず、自分で商店や市場で野菜、果物、魚を
買って自炊するような観光客もみられる。そ
のように外国人は母国の料理を作る際、自
分と親しくなっている観光事業者、特に若
者にごちそうする場合も存在する（写真 6）
。
そのため、そのような機会を通して様々な国
のオリジナルな家庭料理を消費することも可

写真 6：中国人観光客が中華料理を作っている様子

能となっていることが分かる。
ところで、ヒッカドゥワでは 1970 年代から国際結婚がみられ、現在において地元の男性（ビーチボー
イ）と女性観光客との結婚が増加している。結婚後は女性観光客の出身地に移住するのは一般的だ
が、移住後また家族と一緒に帰って、ヒッカドゥワに住み着いて観光に従事している家族も存在する。そ
のような外国人の妻がいる世帯では、外国の料理も家庭料理・食生活に入っているのがみられる。そう
いう家庭において、外国人の妻はもちろん母国の料理を食べたがり、ヒッカドゥワ出身の配偶者も5 年 10
年ぐらい妻の出身地に住み続けたことから、その外国の料理も時々味わいたくなると述べている。たとえ
ば日本人の妻がいる世帯では、週 2 回ぐらい奥さんが夕食に日本料理を作っており、自分たちも日本料
理が好きで刺身、寿司食べたくなった時は 2015 年ゴール市で開業した日本レストランへ食べに行くと述
べた。それに、何年間日本で育った子供の場合も、日本の食べ物の方が好きなので、家庭料理にも日
本食を含むようにしている世帯も存在する。

7. 結

論

本研究はスリランカの海浜リゾート地であるヒッカドゥワを対象とし、漁業などのかつての生業が観光
に変化したことに伴い、在地住民の食文化がいかに変容しているのか報告した。そこで、漁業から観
光へ就業を変えていることで、地域社会はサブシステンス経済から市場経済に変わっていることが明ら
かになった。さらに、その変化は在地住民の食文化に積極的に影響されている部分もあり、伝統的な
食生活パターンに健康的に悪影響を与える部分も現れているといえる。その変化は以下の 3 点で指摘
したい。
一点目は、かつての生業から観光に参入することによる経済的向上により 、餓死寸前の経験はな
く、3 食ともヘルシーな食事を消費していることである。特に、漁業が主要な生業であった時代には、
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動力船等を購入しムダラーリにならない限りは安定した収入は期待できなかった。そのため、マール・ム
ダラーリになれなかった普通の漁民はいつでも借金の負担のある生活を送っていた。食生活の場合は、
普通の食事に魚が無料で手に入るが、他の野菜が食事に含まれることは少なく、貧困で 2 食しか食べ
ていなかったと述べた人も存在した。しかし、観光の導入後、漁民やその子供たちにとって、新たな収
入源が生まれ、だんだん経済的に安定した収入を得ることが可能となった。一方で現在でも片手間仕
事をしているヒッカドゥワ内陸部の住民やペレーリヤにいる普通の漁民のうち、いまだに貧困で毎日の食
材を購入するのは難しいと述べた人も存在する。それと比較すると、観光に従事できた人の場合は、コ
ロンボ在地住民と同様にちゃんと3 食とも食べることができるようになっていることから、観光地化による
経済的向上は、世帯の食生活に積極的な影響を与えていると言える。
二点目は、観光事業者と外部の非観光事業者を比較した際、非観光事業者に普通手が届かない
外国人観光客向けの食べ物は観光事業者の食生活に含まれるようになっていることである。観光事業
者はコロンボ在地住民のようにMac Donald, KFC, Pizza Hutなどまで行って外食する習慣はあまりな
いが、普段の軽食の様々な種類が観光地化された現地社会で入手することが可能となっている。特に、
レストランで販売している外国人観光客向けの食べ物は、ヒッカドゥワの内陸部やペレーリヤの非観光
事業者にとっては、殆ど普段の食生活では入手できない食べ物である。
三点目は、観光客と食事ができるようになる仕事をしているビーチボーイ、ガイドなどの若者の食文化
には顕著な変化が確認できたことである。まず、彼らは普通の観光事業者が消費している観光客向け
の軽食のみならず、高級な食べ物も消費していると分かる。しかし、そういった食事でも、殆ど観光客
が多く訪れるオンシーズンの間のみ消費しているというのは、観光客向けの高級な食べ物を若者が自費
で食べようとしないことも表している。そのようなことからも、観光地化または観光に従事するようになった
ことが、在地住民の食文化に直接的に影響を与えていることが明らかになる。また、普段伝統的な食
生活パターンでみられない食後ビール、コーラ等を飲む習慣は、健康的に悪影響として強調された。水
を飲むのは健康に非常に良いことであり、食後ビール・コーラ、特にアルコールを食生活に含むことは伝
統的な食文化を破壊すると37％の観光事業者 7 が述べていた。
さらに、国際結婚や国際結婚後ヒッカドゥワに住み着いている世帯においては、外国の料理が家庭
料理にも含まれていることが分かった。それは、食文化を変化させる最大な原因として捉えられるが、住
み着いている世帯数は少ないので、そこの変化は地域全体に影響を与えるほど表に出ていないと言え
る。それに、訪れる観光客の宿泊または食生活のパターンの変化によって、それぞれの国の外国人が
作った料理を地元の人でも味わうことができたり、普段の食に含まれたりする傾向もみられた。
以上をふまえ、漁業などのかつての生業から観光に参入したこと、または観光地化による経済的な発
展によって、在地住民の食文化には顕著な変化がみられると指摘できる。特に、国際結婚や観光客の
食生活の変化は、現地社会の家庭料理に至るまで影響を与えているということは、本研究の興味深い
発見として挙げられる。それは、グローバルなレベルでの観光の潮流・観光客の行動の変化に合わせ
て、その現地社会に多様な面で影響を与えていることも表す。従って、ヒッカドゥワにおける国際結婚や
観光客の行動を中心として、外国人の妻か観光客の食生活はその家庭や身近な在地住民の食文化

7 グラスボトムボート所有者・ドライバー 6 人のうち 4 人、土産店所有者 7 人のうち 5 人と、ゲストハウス・レストラン
所有者８人のうち3 人。
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にどれだけの影響を与えているのか、一方、スリランカ風の料理を調理したり、消費したりするようになっ
ていることは、その外国人の妻の食文化をどの程度変容させているのかを比較研究で明らかにするこ
とを今後の課題とする。
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