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香港山事情 
         —カントリーパークとジオパ−ク 

                      46 年卒 金子晴彦 
 

香港へ 

 昨年の 11 月下旬、5 年ぶりに香港を訪れた。現役時代に香港に駐在勤

務された方は針葉樹会にも多いと思うが、その間に香港の山を登り尽く

したという方はあまりいないだろう。その希なグループ（香港山海徑ク

ラブ）の５年に一度の香港での同窓会だ。5 年前には 12 人参加。しかし、

今回は半分の 6 人。企画を立ち上げた 20 年前には誰もが 5 年に一度な

らと思っていた筈だが、加齢と共にそうもゆかなくなってきた。ぼく自

身、岡山の過疎地・矢掛に移り住み簡単には動けなくなり、参加を決め

たのはわずか 2 週間ほど前だった。メンバーには新潟での勤めを終えて

久しぶりに千葉に戻った 51 年卒の加藤さんもいた。 

 香港へは岡山矢掛町の我家の西 60km の広島空港から香港エキスプレ

スなる格安航空で４時間半。十分な余裕をもって予約すれば通常運賃の

半額ほどのチケットを入手できる。しかし、わずか 2 週間前ということ

で今回はその恩恵には浴せなかった。ホテルはインターネットで九龍の

ビジネスホテルに５泊 6 日の予約をした。参加者はそれぞれこうして各

自予約して、幹事が決める２回の登山と夕食会に顔を出すというドライ

なスタイル。現地での連絡が必要なら電話などではなくラインで連絡し

あうのが良いということで、加藤さんと繋がった（これが大変役に立っ

た）。 

 旅の目的は、いわゆる代理店などは全く通さない新たな旅行形態のト

ライ、銀行口座の終活、香港の山の最新状況視察、そしてこの 2 年の間

に矢掛に修学旅行でやって来た香港の小、中学校の現地訪問と盛り沢山

になった。 

 

香港エキスプレス搭乗 

 本格的 LCC に乗るのは恥ずかしな

がら初めて。持ち込み荷物は最大７kg

（これを越えると料金発生）、食事は有

料といった目新しいシステムがどう運
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用されているのかが気になった。しかし、小さなザックと

手提げバッグに絞ったせいもあり計量するわけでもなく、

又事前チェックインをしていたせいで満席の長い列に並ぶ

ことも無く、ゲートでクレジットカードをかざすだけ。ち

ょっと拍子抜け。機内（写真）では有料の食事をとってい

る客もいたが何とカップラーメン。エンタテイメントプロ

グラムは充実していたが、こちらは久しぶりの読書で格段

必要もなかった。結局、かつてフライト中の楽しみとされていた食事や

エンタメは、実は無くても良いことを否応無く認識させられることにな

った。 

 ただし、人間ではない、スマホやパソコンで予約を進める段階では相

手がまるで見えないという違和感に苛まれた。修正がしたい、確認がと

れないなどのたびに一体どこに連絡すれば良いのか迷った。電話をする

とやたらに待たされる。相手が出てもシンガポール辺りにかかったらし

く、たどたどしい日本語で応対されてらちがあかない。いかにも重要書

類風の往年のチケットではなく、自分で印刷した一枚の紙だけでいいと

いう不安感。座席に座るまで、ホテルにチェックインするまで、そして

帰るまで、結局確たる安堵感は持てなかった。 

 香港空港に着陸態勢に入ると、暗い窓外に白く輝く長い帯が並行して

走っているのが見えた。つい 2 週間前から車両交通が開始された香港＝

マカオ、珠海間 50km を結ぶ海上橋だ。建設計画発表当初はまさか？と

思っていたことが確実に実行されている。中国の強引な意志が形になっ

て見えるようで不気味な思いに駆られた。かつて香港に着陸する折りは

いつも浮き浮きとした気分だったが今回は違った。 

 駐機場はメインターミナルの西側にできた LCC 専用ターミナル。そ

こから税関までは滑走路の下を通る電車に乗る。遠い沖に追いやられた

と思っていたのがむしろ時間距離では優位に立っていた。夜 9 時と時間

帯が良かったせいか入関もスムース。到着フロアの MTR

（香港鉄路有限公司）のブースで５年前のオクトパス（香

港版スイカ）を提示して HK$300（¥4000）をチャージ

してもらい、その先のホームで香港島行きエアポートエ

キスプレスに乗る。香港島まで 25 分、通常料金は HK

＄100 だが、シニアは半額（普通の電車はどこまで乗っ

ても HK$1.9=¥25 で、５日間あっちこっち乗り降りし

てもチャージ額の半分も消化できなかった）。香港中環

機内乗客 

11 月 23 日 
ホテルから見る
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（セントラル）駅で地下鉄に乗換え 3 つめの佐敦（Jordan）で下車、９

時過ぎに着陸して 10 時半にはホテルの部屋へ入った。便利さは格段に

向上している（写真 ホテルからの眺め）。 

 かつてライターやボールペンが奢侈品として贅を凝らしていたことが

あったが格安品にとって代わられた。飛行機の旅も今や単なる移動手段

として割り切られ、LCC の国際線シェアはアジアでは実に 52％（日本

は 19%）と、地球人大交流時代を支える主役となっている。  

 

銀行口座閉鎖 

 初日は銀行と学校回り。夏に香港上海銀行から「あなたの口座は過去

５年間利用されていないので 11 月 24 日をもって閉鎖します」との手紙

が届いた。そんな期限があるとは知らなかったのでこれが香港流かと驚

いたが、この同窓会は正にそのタイミングの最終日にあたっており、こ

れも参加の大きな理由になった。香港島の本店に出かけて解約手続きを

した。今後益々伸びるであろう香港経済との関わりを維持するには不可

欠の口座ではあるが、古希を越えたぼくにはその「関わり」はもう期待

できないだろう。勿体ない気もしたが、

処理を終え１階に下る長い空中エスカレ

ーターの上でひとつ断捨離ができたと納

得した。 

 

「香港アルプス」引退 

 次いで地下鉄に乗り銅羅湾（Causeway Bay）へ。香港の山への愛着

から 3 年ほどの時間をかけて、2010 年 4 月に「香港アルプス」なる 351p

にものぼるガイドブックを倶楽部の仲間と共同出版した。全長 600km

におよぶ４大トレイルとその他トレイル、離島、2006 年に誕生した香港

湿地公園、そして 2008 年に誕生した香港ジオパークを網羅したものだ。

日本的ガイドブック特有の、これさえあれば歩けると言った詳細な内容

で、香港駐在員若手家族の１軒に１冊はあると言われるほどの評判を呼

び、半年後には広東語の翻訳版まで出版された。 

 出版から大部たち、改訂の必要が生じたが、その方針について香港の

登山ガイドに転身していた共同執筆者との間での協議がうまく進まなか

った。加えて資金手当の目処も無く、改訂作業は沙汰止みになっていた。

それが昨年の初夏、突然共同執筆者から「新しいガイドブックを出版し

ました」と言うメイルが届いた。本の代わりに、香港の旭屋書店の書棚

香港の銀行 
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に「香港アルプス」と一緒に並んだ新本の写真が添付されていた。その

本を実際に書店で見てみようと思ったのだ。 

 香港そごうは今でも香港人や中国人に大人気で混み合い、11 階の旭屋

まで行き着くのは一苦労。新本はガイドブックなどのコーナーで「地球

の歩き方・香港」の隣に並んでいた。「香港アルプス」の

姿は無かった。 

 その本は 160P と半分ほど

の厚さで「行ってみよう！香

港の四大トレイル」と題して

いる。そして裏表紙に「香港

アルプスを踏襲しているが、

誌面を減らし、香港の歴史や逸話等を増やし、内容を大きく変えたため、

新書とする」と書かれている。ページを繰ると香港アルプスと似た様な

構成。冒頭の「香港の２つの世界」というイントロはぼくの文章そのも

のだ。途端に、改訂版の協議が進まなかったのは共同執筆者が自分だけ

の名前で改訂版を出したかったからだと気付き愕然とした。北京駐在の

折り、中国民航の機内誌にぼくの長城の写真が、写真を渡した知人の名

前で掲載されていて驚いたことがあったがそれを思い出した。何故共同

改訂を拒否したのか。しかも「新書」と称してあれだけ好評を得た「香

港アルプス」を抹殺するのか。はるばるここまで確認に来たのはこんな

実態を予感していたからだったのだと思えた。文章の相当部分は「香港

アルプス」を下書きにしていた。写真は新たなものに差し替えられてい

る様だったが、粗い画面は香港の山の美しさを汚していた。先の出版の

折り、印刷会社の担当から写真の駄目出しをされ、必死の思いで品質ア

ップに苦労したことを思い出した。評判の高い日本製品がダミーの安価

な中国製品に取って代わられたような不快感が残った。ぼくとしては良

き「香港アルプス」時代からの決別の思いで、ＨＫ＄200 を払い「新書」

を購入し、香港そごうを後にした。 

 

香港学校訪問 

 ６年前、矢掛に移住した折、香港の漁農護理署のジオパーク管理部長

の楊さんから、日本の過疎の田舎を香港の小学生に見せたいが受け入れ

られるかとの打診が有った。 

 2008 年に香港ジオパークを立ち上げた楊さんは、新たな公園の意義を

地質学的重要さだけではなく、考古学的、生態学的、文化的、歴史的重

共同執筆した 
「香港アルプス」 

表紙  

 

旭屋書店の「行ってみよう！香港
の四大トレイル」  
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要さにも置き、そのコンテンツの発見と、整頓そして対外発信に注力し

ていた。同時に、日本のジオパーク関係者との協力関係を推進、ユネス

コとの橋渡しに尽力し、糸魚川や阿蘇のジオパークのユネスコ登録実現

に大きな貢献をしてきた。 

 その発展的事業のひとつとして日本・香港のジオパーク地域の小中学

生の交流訪問を企画、熊本から糸魚川に向う途中に矢掛に立ち寄ること

にしたのだ。 

 滞在はわずか半日、そんなことでどんな意味があるのか？と思ったが

とにかく動いてみた。すると思いがけなく地元の小学校の校長先生が「や

りましょう」と手を揚げてくれた。香港の小学生 30 名に対し、矢掛の

里山の５、6 年生 30 名が対応、互いの土地を紹介しあう共同授業、給食、

茶の湯接待、日本昔遊び、サッカーと短時間ながらも交流を深め、香港

の生徒は大喜びで京都へと向った。どんな意味があるのか？との疑問は

子供たちがわずか半日ほどの交流で、言葉の障害を乗り越えて互いに交

流する様子を見て解消した。 

 そして２年前には香港の中学生 40 名が 1 泊２日で矢掛に滞在、再び

地元の小学校で交流を深めた。こうした経験から昨年はアメリカやカナ

ダの学生たちも矢掛に滞在、神楽を堪能するなど文化的交流へも一歩踏

み出すようになった。これも大げさに言えば地球人大交流時代の一つの

流れなのかと思った。 

 その２つの学校を訪問しようと楊さん経由でアポをお願いしたがさす

がに急すぎるから無理と断られた。そこで、せめて学校を見られればよ

かろうと割り切った。 

 ビクトリアパークの南側には巨大な中央図書館がある。駐在時代には

全く縁は無かったが、そこで最新の香港地図を買った。それによればお

目当ての中学校はその向うのブレイマーヒルの山裾にある。陸橋を渡り、

マンション群の中の坂を登ってゆくと制服姿の学生が現れる。まずは幼

稚園、その先へ登って行くと中学校。道の反対側に中国風の大きな門の

ある巨大マンションが建っている。あとから聞けばここは往年の香港の

観光地タイガーバームガーデンの敷地で、門だけ残してマンションにな

っているという。 

 受付で「校長先生はいますか？」と

訪ねる。するとニコニコ顔のスタッフ

が待っていたかの様に飛び出してきて

「早かったですねえ！」と迎えてくれ 新光中学校の校長先生（右端）他
スタッフと執筆者  
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る。約束もしていないので別に早いわけでもないがそんな具合に対応さ

れると嬉しくなる。ほどなく思いがけず校長が現れる。矢掛の小学校で

子供たちとキャーキャー言いながらお手玉に興じていた 40 代の気さく

な女性だ。彼女はぼくを見て「えっ！カネコさん？」と声を上げた。ま

さか会えないと思っていただけにぼくも「オー！」と驚く。実はこの午

後、日本の京都大学の関係者が留学説明のためにこの学校に来る予定に

なっていた。スタッフはそのメンバーが早めに来たのだと勘違いして校

長に来訪を告げたのだった。「いや、ぼくはたまたま香港に来る用事が有

ったので一昨年のお礼に伺ったのだ。学校を拝見できればそれだけで結

構」と事情を説明した。「それは素晴らしい偶然。時間があるので案内し

ます」。校長とスタッフは突然の来訪者を改めてにこやかに迎えてくれた。

香港ならではの柔軟さと迅速さに溢れた対応だ。 

 図書館、教室、プール、校庭と施設を案内していただいた。斜面の上

にマンション群が建ち並びその底にある様な学校。空気はけっして良く

ない。そんな環境でありながら子供たちが溌剌と過ごし

ている様子が印象に残った。それは随所に見られる様々

な新たな工夫のせいもあると思えた。例えばプールは民

間業者に運営を委託しており夜は一般人向けの水泳教室

になってはやっている。親たちもやって来る。陸上トラ

ックの整備された運動場もそうだ。図書館には生徒が作

った世界の国の情報が掲示されている。こんな環境にあ

れば子供たちの目は自ずと外へ、世界へと向かうだろう。

学校には地球大交流時代に生き残れる地球人を育てると

いう気概が溢れている。 

 「矢掛はどうでした？ 又来ませんか？」と問うと「素晴らしかった

が問題は襖破り」と笑いながらの返答。一昨年、子供たちは矢掛の貸切

旅籠と称する 40 畳の大部屋に沢山の布団を敷いて泊まった。はしゃい

だ子供たちは大騒ぎをし、骨董品の様な襖を壊し、修理に 2.5 万円もか

かってしまった。子供たちは日本的旅館での滞在をそれほど楽しんだと

いうことだ。この夏にはジオパーク地区との交流の為に隠岐島を訪問予

定だという。であればその途中矢掛に１泊してはいかがと提案すると検

討したいとの返答だった。まさか会えるとは思っていなかった校長、そ

してまさかの隠岐訪問情報。無理を承知の押し掛け訪問は香港流のマイ

ンドのおかげで大成功だった。 

 

中学校 
グラウンド  
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 気を良くして今度は香港島の西、香港大学の下にある小学校に向った。

30 人の生徒が半日だけ矢掛に寄った学校だ。一度も出かけたことの無い

地域でいささか迷ったが、これ又、商業地区に隣接した狭い場所に無理

矢理建てられたビルだった。 

 玄関を入ると子供と親が群がり集まっている。何ごとかと覗くとホー

ル中央に新幹線を模したビニールボートがありその中に何と日本の着物

を着た子供たちが何人も乗り込んで記念

写真を撮っている。毎月開催するお誕生

会で、月ごとにテーマの国を決め、それ

に見合う演出をするのだそうだ。そして

何と今月の国は日本。又々、何と言う偶

然。受付に「数年前に皆さんが訪問してくれた日本の田舎からから来た

んだが校長先生に会えるか？」と聞くと、上機嫌のスタッフが早速連絡

してくれる。 

 まずは校内を案内していただく。教室の自由なデザインが印象的だ。

いわゆる学習机は壁際に並んでいるだけで中央には楕円形や長方形の大

きな机が置いてある。子供たちは５〜6 人のグループでそ

の机を囲み授業を受ける。学習机は物を置く場所でしかな

い。隅にはシンクがあり、随時使っているらしい。 

 ある教室に入ると丸テーブルを囲んでいた子供たちが飛

んできた。「どこから来たんだ、日本か？」、流暢な英語で

ためらいも無く聞いてくる。何と言う積極さだろう。引き

替え日本の子供たちはどうしてああも遠慮深いというか、

消極的なんだろう。 

 図書館でも子供たちが回りに飛んで来て柔軟体操に自信のある女の子

が床に横たわり、見事な開脚をしてみせる。するとその上

にほかの子が何人もやってきて覆い被さる。いつもやって

いるんだろうが下の子がつぶれるんではないかとヒヤヒヤ

する。眩しいほどの溌剌さだ。 

 3 年前の訪日の折の校長先生は長身の男性に交替してい

た。英語と言うよりは米語を話す若い世代だ。学校の方針

として全世界を意識した教育をしており、毎年５−6 年生が

10 日間ほど、世界のあちこちの国を訪問、既に北極周辺も含め 25 ヶ国

ほどに足を伸ばしているとのことだった。廊下には訪問国の情報が掲示

されている。世界各国のつなぎ役を自任している香港としては、低学年

救恩小学校の 
誕生会イベント  

小学校校舎 

小学校の 
生徒達 
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からこうして視野を広げようとしているのだろう。よく香港の中国化と

言われるが、むしろ中国との交流を含む世界化を目指しているのだと思

えた。古い香港の友人がいずれ中国がついてくると言っていたことを思

い出した。改めて矢掛への訪問を提案したが、先々の予定はかなり前広

に決まっている様で具体化の芽は見えなかったが感触は良さそうだった。 

 

ライオンロック登山 

 香港駐在時代、「垂直の散歩者」と言う写真で香港日本

人会の賞をもらったことがあった。九龍の裏山のライオ

ンロック山（395ｍ）の垂直のフェイスを登るクライマー

の写真だ。結局そこを登る勇気は無かったが懐かしい場

所で、今回の 2 回の登山の初日にそこへ向った。まずは

9 時にＭＴＲ黄大仙の改札に無事集合したが、駅を出た

あとミニバスの乗り場が分らない。およその方向のバス

に乗ればいいと思う組とバス停を探す組で足並みが乱れ、

先発、後発の 2 台のバスに生き別れになってしまった。

危うい所だったが峠の手前で合流、見覚えのある道に入った。 

 ところが今度は早足組と、ぼくと加藤さんののろ足組の間隔が次第に

広がり、ついには早足組が峠の茶店で休んでぼくらを待っているとも知

らず、のろ足組が手前の近道に取り付き、稜線を先行してしまうという

ちぐはぐな事態になった。当然ながらのろ足組は行けども行けども早足

組には追いつかない。自然石の石段の道や、林が切れて眼下に見渡せる

九龍の摩天楼群は懐かしいものの、上の空。 

 4
0 分ほども登ったところでのろ足組は休憩。ぼくは道から下った林の

中で用をたした。戻る途中で見上げると、4 人組が登って行くのが見え

る。ところが道に出ると加藤さんは座り込んだままで、4 人組はすたす

た先の方を登って行く。仔細に見れば、確かにとうに先に行っている筈

の早足組だ。「おおーい」と呼び掛ける。するとメンバーが振り向き、「あ

れっ！」と大声を上げる。 

ぼくらの背後にいた早足組は一人で座っていた加藤さんに気付かず、

また、加藤さんも早足組が後ろから来るとは思いもせず、両者は狭い道

なのに互いに気付かぬままにすれ違ってしまっていたのだ。ぼくが下か

ら見かけなければ又々生き別れになりかねないところだった。加藤さん

は「一体どうしたんだろう？」なんて首をひねっている。久しぶりの香

港、久しぶりのメンバー、記憶の中では知っている筈の山、そして同行

11 月 24 日  
ＭＴＲ駅周辺
からのライオ
ンロック 
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してくれると思っていた地元のメンバーの不参加ということでぼくらの

行動はひどくちぐはぐだった。 

 その後は一団となって慎重に進む。マクリホーストレイルを外れ、ラ

イオンロックに向って登る道は思いがけないほどに急で、思わずこんな

に急だったっけ？と声が上がる。 

 ようよう辿り着いた東峰の上で大休止。眼下に蹌

踉と広がる曇天の九龍の摩天楼群に改めて息を飲み、

次いで西側の主峰に向う。その稜線上の狭いルート

が土曜日ということもあり、上下する登山客ですれ

違えないほどに混雑している(写真)。ドローンを飛

ばして垂直のフェイスを撮影している人までいる。

20 数年前はさすがに山は静かだったが、人口増、空

気汚染と言ったことが深刻化し、山でリフレッシュ

したいという香港人が急速に増えたのだろう。 

 ライオンロックのあとは、真下に街が見えるのだから何処にでも下れ

ると思った。しかし、かつてぼくらは実はこのあたりでは稜線上の道を

進むばかりで、街に下ったことはほとんど無かった。案の定、九龍トン

方向へ下る鋪装道路（龍欣道）の末端まで下ると高速道路や歩道橋と言

う都会の造作に阻まれ、最後は高速道路脇の壁に囲まれた歩道を辿り、

巨大マンションの脇の工事用のパイプ階段を下り、ようやくＭＴＲ駅に

着くことになった。山と町は完全に別の世界なのだ。 １ 時過ぎには飲茶

のつもりが 2 時になっていた。しかも、ハイキング後にふさわしい時代

がかった飲食店などは無かった。日本の駅ビルを思わせるビルの中のレ

ストランではきどっただけでまずい地ビールしか飲めず、夜の北角街市

レストランでの夕食を期待して解散した。 

 この日ぼくらは香港の山をゆっくり懐かしむと言うよりは、自分たち

が年をとり、他方香港はどんどん変わり、相互の距離が大きく開いてい

るということを思い知らされた。5 年前の同窓会とはがらりと雰囲気が

変わっていた。（11 月 24 日、登山開始 9 時半、 11 時 50 分ライオンロッ

ク頂上、14 時ＭＴＲ駅） 

 その夜６時半、改めて集合した北角街市 3 階の屋台風レストランは満

席。空席待ちの長蛇の列ができていた。幹事が前日わざわざここまで来

て予約してくれたおかげで全員着席できた。メンバーは 1 日遅れて来香

した１人が増えて７人での同窓会となった。幹事の指令で食事の予算は

HK$300／人に抑えられ、ガルーパの清蒸料理までは残念ながら手が届

ライオンロック・
ピーク周辺 
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かなかった。 

 

馬の背ドラゴンズバック 

 翌日曜日はかつてアジアのベストハイキングコースに選ばれたドラゴ

ンズバックに向った。地下鉄で香港島

の東端の柴湾(Chai Wan)まで向い、駅

の東にある巨大な階段状の墓地を登り、

コリンソン山（348ｍ）の山腹を周回

する香港トレイルを南へ向う。１時間

ほどで龍の背の様な稜線上に出る。そ

の稜線の東西両側に広がる見事な海の

眺めがこのルートの白眉だ。しかし、

海は灰色で雨が来そうな気配。南から

ひっきりなしに軽装の登山者が続き、すれ違うのに神経を使う。混雑具

合は昨日のライオンロックどころの騒ぎではない。終には同じ T シャツ

を着た銀行社員の一行まで現れた。そして気になるのは稜線上の植生の

背丈。かつては精々膝ほどの高さだっ

たが、今や大人がすっぽり隠れるほど

の高さ(写真)。見事だった眺望は植生

の切れ目でしか楽しめなくなっている。

わずか 20 年でこれほど伸びたとすれ

ば、それ以前は何故低い背丈のままだったのだろう？ 山火事が頻繁に

起きたと言うのだろうか。自然は結構たやすく姿を変えるのだ。 

 登山者に逆らうように下山、稜線からながめた石奥（Shek-O）のタイ

料理屋に向う。予定では下山地点から歩くことになっていたが、たまた

まやって来たミニバスががら空きになり断然乗ることにした。ただし 12

人乗りのところぼくは 13 人目、後ろの方の通路に座り込んで外から見

えない様にして運転手に OK マークを送った。突然の判断だったが全員

揃って行動できた。2 日目になり、久しぶりに団体行動の勘所を思い出

したせいだろうか。 

 石奥に着きタイレストランに入ると

途端に雨が降って来た。ラッキーだ。

注文はかつてと変わらないココナッツ

カレー、焼鳥、そしてビール。あとか

ら考えれば５日の滞在の中で、ここでの食事が最もうまかったというの

11 月 25 日 ドラゴンズバックか
ら大浪湾を見下ろす  

ドラゴンズバック稜線  

背高く生い茂る植生  

石澳のタイレストラン  
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はどうしたことだろう。食事後、波打ち際を歩いたあと柴湾へ向った。

人の多さ、植生の背丈の高さが印象的だった。 

 夜は九龍の火鍋屋。しかし、雨の中、案内のアドレスの場所に行って

も店は見当たらない。あたりの人に聞くとそこだと言うばかり。同じ所

をくるくる回り、まるで迷宮をさまよう悪夢を見ている様な気分になっ

た。メンバーにラインをしようにも wifi が効かない。新しい形の団体海

外旅行はやはり落ち着かない。20 分も過ぎた頃、幾度か通り過ぎたビル

の前に加藤さんがいて「カネコさんここですよ！」と大声をかけてくれ

る。助かった！ 聞けば店は 3 ヶ月前に移転していて、他のメンバーは

ビルの入口にある店の看板を見て、さして迷いもせずに入ったという。

最年長のぼくの目にはそれが入らなかった。加藤さんはぼくがあまりに

遅いので心配して見に出てくれたのだ。悪夢に仏、難行の果てに皆さん

と合流できた。 

 で、まずは爽やかなカールスバーグで乾杯。うまい。改めて店の中を

見回せば、新装開店というだけあって内装はモダン。火鍋や容器も小洒

落ていて、出てくる野菜は品良く皿に収まり、かつての火鍋の野蛮さは

さらさら無い。で、問題はたれ。専用の車輪付きの台車に 20 種類くら

いの様々なたれが並んでいる。勝手に混ぜ合わせて好みの味を作れば良

いのだが、あまり多くて納得行く味ができない。挙げ句はいじくり過ぎ

てやたらに濃いたれになった。長年のご無沙汰で現役の頃のうまい火鍋

を楽しむ勘というものを失っていることを痛感した。 

 2 回の登山と夕食会を経て５年ぶりの同窓会は終了、５年後について

ふれるメンバーはいないままに解散した。 

 

管理、統制された夜の賑わい 男人街 

 まだそれほど遅くはなかったのでホテルのそばの男人街をぶらついて

みた。駐在時代は犯罪も多く、やや遠慮した繁華街だが今や大観光スポ

ットになっていて、車を閉め出し、路

上一杯にみやげ物を売る出店が並んで

いる。暖簾の下がった店には日本のア

ダルトビデオがずらりと並んでいる。

無数のレストランの前にはテーブルが

いくつも置かれ、街市のレストランを

圧倒するお客で賑わっている。香港へ

の旅行者は８年連続世界１位を記録、

男人街の雑踏  

賑わうレストラン  
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2016 年には 2655 万人が訪れている（東京は 927 万人で 13 位）。溢れ

かえるほどの人混みで訪問旅行者数世界 NO1、地球人の大交流時代の象

徴の様な眺めだ。しかし、挙げ句、物価はうなぎ上り、質はおろそかに

なる。ヨーロッパでも大観光地では物価は驚くほど高く、質は低い。大

交流時代に入り、既に成熟した観光地は今や爛熟に向う大きな転換点を

迎えつつあるのかもしれない。 

 翌朝、早起きしたので同じ場所に出

かけてみた。すると無数に有ったテー

ブルや、屋台の姿は消え、香港旗だけ

が翻る整然たる道路が白々と広がって

いた。あの大きな屋台は何処に行った

のか？ 昨夜の宴は夢だったのか？ 制服を着たおばさんが箒で路上の

ゴミをはいている。毎夜、設営しては撤収するという見事に管理、統制

された賑わいが演出されているのだ。 

 

香港ジオパーク 

 

 ５日目の朝８時、漁農護理署のスタ

ッフが車で迎えに来てくれた。今日は

楊さんと香港北東部のジオパークへ向

う。途中事務所で彼が乗り込む。かつ

て中文大学の下の海ぎわに杭が有るだ

けのフェリー乗り場が有ったが、今や立派な屋根掛けがされ、入口の地

図には日本語の案内まで載っている。漁農護理署専用のボートが待機、

ぼくらが乗り込むと早速出発した。 

 楊さんはそもそもはカントリーパークの監督官をしていた。ぼくとは

香港の山を介して知り合い、一緒に香港の山の紹介に励んだ。香港返還

前後からはカントリーパークの山の麓が巨大なマンション群に脅かされ

てゆくのを見て、楊さんは何かもっと本質的な自然対応を考えなければ

ならないと思う様になった。 

 そして、2006 年に香港西北部の中国との国境地帯に自然の緩衝地帯と

して 60ha の湿地公園の開設を担当した。その後海外のジオパークにつ

いての調査を始め、香港の東部に広がる膨大な地域をこのシステムでカ

バーしようと考えた。ユネスコ登録の手続きはなかなかに複雑だったが

持ち前のマニアックな姿勢でひとつひとつクリアし、2009 年に香港北東

11 月 26 日 朝の男人街  

ジオパークに向かうボート内での 
楊さん  

 



 13 

部にジオパークが誕生、2 年後にユネスコ世界ジオパークとして認定さ

れた。英国総督マクリホースのカントリーパーク設置判断（1976 年）か

ら 33 年、香港の自然にとっての大きなエポックとなった。 

 それまでは自然を囲うと言う考えだったのが、ジオパークでは圧倒的

な自然をそのままに維持し、接すると言う、より基本的な姿勢を明確に

したのだ。該当地域は香港中心部からは遠く離れた沿海部に点在し、訪

ねにくいものの、それだけに自然に溢れている。楊さんはカントリーパ

ークが早晩人口圧力で踏み固められてしまうことを予想していたのだ。 

 それから 10 年、楊さんの活動は香港のジオパークだけではなく、中

国を中心としたアジア諸国のジオパーク展開を支援するまでに広がり、

日本では糸魚川、阿蘇などをかわきりに彼の支援でジオパーク登録に成

功するケースが相次いだ。その上で、香港の学生と、日本のジオパーク

地域の学生の相互交流と言った事業を始め、ついでにぼくの住む矢掛ま

で生徒を送って来るようになったのだ。 

 同窓会の前に香港のジオパークはどうなっているのか？と問いかける

と彼は二つ返事で見せたいものがあると言ってこの日になった。 

 

 ボートは吐露湾を東へ向う。20 年前、

右手の馬鞍山の山裾に姿を現したマン

ション群は MTR の線路を延ばしつつ

北東方向へ増殖、間断なく新しい街が

生まれている。香港の土地は全て基本

的には政府のものである。それを開発し住宅街にして販売することが不

動産業社としての政庁の収入の大半を占めている。おかげで香港は年々

膨張を続けて止まない。 

 狭い赤門海峡を抜け、馬料水からほぼ１時間で大陸先端の黄岳角咀へ。

そして一気に波静かなダブルヘブンへ

入ると、そこで香港の雑踏は完全に途

絶える。この静けさこそが楊さんがジ

オパークというシステムで守ろうとし

たものだ。ほどなく、前方に中国本土の沙頭角が見えてくる。 

 最初の目的地は長さ 550m 巾 70m ほどの、香港最小の島＝鴨洲（Ap 

Chau）。ぼくには初めての島だ。9 月の台風で津波ほどの大波に襲われ

船着場の東の海岸沿いの家は部屋の半分を埋め尽くすほどの大量の砂に

埋もれた。住人は 10 人ほどしかおらず、復旧が危ぶまれたがジオパー

馬鞍山裾のマンション群  

ダブルヘブン 
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ク認定されているため優先的に復旧作業がされた。ジオパーク認定を受

けていない域内のほかの島では、認定の意義が改めて認識され、認定申

請を検討し始めるという皮肉な事態になっているとか。 

 浜辺の道標はひん曲がり、一部の住宅、

トイレは壊れて跡形も無い。その先に赤

い角礫岩の岩山が現れる。その一画が過

去８千年の間に波の浸食で断ち切られ、

その先では山の向う側に貫通する穴がで

きていて、沙頭角の貨物埠頭が見える。この地形が鴨頸、そして鴨眼と

呼ばれ、ジオパーク認定の理由になった。 

 昨年４月、島の歴史を記録し、展示する「鴨洲故事館」なる施設が設

置された。ここだと言われて入った海際の旧小学校の教室は、これまで

の楊さんの仕事の集大成の様なものだった。手書きの短文と鴨洲の地図、

そして 10 枚の白黒写真が貼付けられたメモが展示されている。下に懐

かしい白黒フィルムのパトローネが置いてある。楊さんが見つけた鴨洲

の 1960 年代の写真で、この発見が故事館を作るきっかけになったとい

う。お年寄りからの昔話の聴取、膨大な資料の収集、情報の整理整頓、

その発信場所がこの小さな部屋。2009

年に香港ジオパークが誕生して 10 年、

これだけ遠隔の地にこんな施設ができる

までに香港ジオパークは成長しつつある

のだ。 

 船で暮らしていた人々が鴨洲に家を建て、住みだしたのはわずか 80

年ほど前のことだ。最盛期には人口は 1000 人にのぼり、住宅や学校が

でき、大いににぎわった。しかし、1970 年代になると漁業は衰退、人口

は急速に減り、イギリスのニューキャッスルへの集団移民が始り、1980

年代には人口は 100 人を切った。 

 こうした変遷がかつての小学校の教室（1952 年開校、1988 年閉校）

２つほどを使って項目ごとに丁寧にまと

められている。圧倒的な自然を求めてジ

オパークを展開した楊さんたちは、そこ

に住んでいた人々の失われた暮らしの痕

跡にも関心を持つ様になったのだ。香港の、イギリス人ではない香港人

の歴史の再発見ということだ。項目としては、この間に漁業から移民へ

と移った島の歴史、島の生活の基盤だった帆船模型、魚とりの様々な手

鴨洲船着場付近の 
風景 

旧小学校を改装した鴨洲故事館 

館内展示 
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法、行事や慶事、島の方言等がある。古老が歌う民謡のテープも聴ける。 

 長い歴史を持つ日本からすればこの島の歴史は瞬時とも見える。しか

し、ここで暮らし、賑わい、消えて行った人々の存在は明らかに歴史な

のだ。それにふれることは、場所を移動する旅と同じ様に、時を移動す

ることなのだ。大自然と言う場所に移動し、そこで更に時を移動する。

それが人が生きる巾を広げてくれるということに楊さんは気付いたのだ。

楊さんからはいつも通り、何ら詳細な説明は無かった。楊さんはそれを

ぼくが現地で自ら実感できるようこの機会を設けたのだ。鴨眼の不思議

な景観と島の短い歴史が重なりあって、人々の揺るぎない存在を感じる

ことができた。 

 次いですぐ隣のやや大きい島、吉奥（Kat O）へ。埠頭のそばのレス

トランで昼食をとった。いかフライ、マナガツヲ、清菜と昔ながらの香

港シンプル料理。ここでも一時期 4000 人もいたが今で

は数えるほど。食事の際中に島に住むお婆さんが登場。

最近楊さんのアシスタントのマギーがこのお婆さんに取

材、昔語りを聞き新聞に発表した。マギーがその写真入

りの新聞を渡すとお婆さんはいかにも嬉しそうに見てい

る。読めるんだろうか？こうしたジオパークからの情報

発信により、カントリーパークに目覚めた人々は次には

より深い自然に関心を寄せるようになるかもしれない。 

 イギリス総督が指定して生まれたカントリーパークの次なる制度とし

てジオパークは機能するのか？と思っていたが、その２つの制度は楊さ

ん達の努力のおかげで、今や香港に不可欠のパッケージとなっているこ

とを納得して帰路に着いた。楊さんは若く見えるが来年には定年。その

後何をしてゆくんだろう。楽しみだ。 

 

ビクトリアピークも満員 

 ジオパークから戻ると直ちに香港島に向った。かつての仕事場と住居

は香港島に有り、山に次いで懐かしい場所だ。セントラルとビクトリア

ピークの中腹 220m 地点の住宅街を結ぶエレベーターに乗る。15 分ほど

でコンダットロードの終点。その道を西へ、香港大学の裏門のある所ま

で 15 分ほど歩き、そこからビクトリアピークに登る散歩道に入る。駐

在時代、時折ジョギングで頂上を往復した道だ。そこの植生がどうなっ

ているかが気になる。 

 高度 307m地点に 1903年にできたイギリス軍の砲台の跡がある。1941

島に住む老婦人  
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年に日本軍が攻撃、破壊した遺跡だ。眺望がすこぶる良く、毎朝平均寿

命世界一（！）の香港人が体操に余念がなかった。道の脇に細長く、少

し凹んだまるでベッドの様な岩があり、そこに寝転んで海を眺めたもの

だ。そのあたりがどうなっているのか？  

 ところが驚いたことにドランゴズバック同様、そこには植生が生い茂

り、砲台は樹木に覆われ眺望は効

かず、岩のベッドは笹薮の中に紛

れて何処に有ったのかさえ見当が

つかない。ここでも自然は姿を変

えていた（上／2018、中／1998）。 

 さらに登ってビクトリアピーク

の西にある西高山に向い、新しい

巨大な住宅街が生まれたという香

港南部の様子を見た。494m の頂

上から見やると、かつては同じ様

な高さのマンションが並んでいた

一画に、とびきり高い新しいマン

ションが建っていた。 

 下りは、ピークトラムに乗ろうと 15 分ほど歩いてピークタワーに向

った。ところが、そこには観光客があふれ、トラムばかりなく、バスで

も長蛇の列。迷わずオールドピークロードを歩いて下ることにした。狭

い香港にとって、世界一の旅行者数の圧力はさすがに厳しく、既存の交

通手段のキャパを越えてしまったのだ。 

 樹林越しにこちらに倒れ掛かって来る様なマンション群の間を下って

セントラルのランカイフォンに出て、かつてよく通ったカレーライス屋

に寄った。ムーミンの様な顔の主人は変わり、若いフィリピン人がいた。

まだ早いのか客はまばらで、出されたココナツカレーはねっとりと濃く、

残念ながら往時の味は楽しめなかった。 

 

帰国 

 翌朝６時、朝一番のエアポートエクスプレスで空港に向った。LCC の

チエックインは第 2 ターミナル。広大な施設で、早朝のせいもあるのか

ガランとしている。チエックインカウンターの隣に荷物の計量器があり、

表示された重量を撮影している人がいた。７KG 以下であることを申告

する為なのかもしれない。来る時と同様、コンパクトに荷物をまとめ、

2018 年 11 月の砲台跡地  

 

1998 年の同場所  

 

 

香港島南部の新興住宅地  
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例の事前チエックインのおかげでスムースに手続きを終えた。 

 ５泊 6 日と香港にしては比較的長い滞在で見聞したものは多かった。

香港の全体の印象としては観光地としては成熟から爛熟へと移りつつあ

り、様々な面で無理が生じていると感じた。５年後に来るか？となると

にわかにイエスとは言えなかった。しかし、未来へ向けてのエネルギー

は相変わらず強烈だった。 

 広島には 1 時に到着、バスを１時間半も待ち、

家に着いた時には４時半になっていた。そう、

ぼくの家は日本の過疎地の里山の真ん中にある

のだ。翌朝、朝霧の中を小学生たちが一列にな

って学校へ向っている姿が見えた（写真）。今日

は彼らが帰るまでこの道を通る人はいないだろ

う。しかし、このあり様こそが今後日本の貴重な財産になるのかもしれ

ない。 

                              了 

 

     

             香港全図 

11 月 28 日  
矢掛の朝の風景  

 


