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民博共同研究会「ストリートの人類学」 
第 2 回共同研究会（2004 年 12 月 23 日(木) 於 国立民族学博物館） 

 

空間としてのストリート、場所としてのストリート 
――都市の匿名性、または秩序の反復と撹乱の不可分性について―― 

 
 
１．ストリートについての二つの見方 
アンリ・ルフェーブルは『都市革命』の冒頭で、街路（ストリート、rue）を礼賛する意

見とそれに対する反－街路礼賛論の両方をどちらにくみすることなく並べてみせています。

街路礼賛派は、街路が活気あふれる「出会いの場所」であり、使用価値が交換価値に取っ

て替わる場所であり、日常的な秩序から解放される場であると、つぎのように説きます。 

 
街路、それは無秩序なのだ。……固定され、冗長な秩序のなかに凍結された都市生活

の全要素は、解放され、街路のなかで、街路によって、中枢へと流れ込む。それらは

固定的な住居から離れて街路で出会うのである。……街路のなかで、またこの空間に

よってこそ、ある集団（都市自身）は明らかにされ、姿を現わし、さまざまな場所を

占有
．．

し、占有した空間‐時間を実現するのである。このような占有は、使用と使用価

値とが交換と交換価値とを支配しうることを示すものである。革命的な出来事はだい

たい街路で起る。それはまた、無秩序が別の秩序を生み出すことを示してはいないだ

ろうか？ 街路という都市空間はパロールの場所、事物と同様に言葉と記号が交換さ

れる場所ではないのだろうか？ それはパロールが書かれる特権的な場所ではないの

だろうか？ 壁に書かれた命令や制度から脱して、パロールが《野生に》変化し、書

かれうるのは、一体どこだというのか？［ルフェーブル 1974: 29-30］。 

 
 それに対して、ルフェーブルは、街路を資本主義的な消費の編制によって支配されてい

る場だとする反－街路礼賛派の意見をつぎのように描いています。 

 
出会いの場所だって？ おそらく、そうなのだろう。だが、どんな出会いなのか？ そ

れは表面的な出会いにすぎない。街路では、ひとびとは相並んで進み、出会うことは

ない。……街路？ それは商品の陳列場であり、店と店との隘路にすぎない。（刺激的

で、魅惑的な）見世物となった商品は、ひとびとを見世物へと変える。なおそのうえ

交換と交換価値が使用をしのぎ、それを残り滓に還元してしまうのだ。……もし街路

が出会いという意味をもっていたとしても、それは、いまや必然的な還元によってた

だの通りに還元されつつ、また（追いつめられた）歩行者用と（優先された）自動車
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用の通りに分割されて、出会いの意味を失い、その喪失でしかありえなくなってしま

ったのだ。街路は消費のために／によって編制された網目に変わってしまったのであ

る。そこでは、歩行者の往来の速さは、ショーウィンドを眺め、陳列された品物を買

う、という可能性によって支配され、測られる。……街路は、時間を売上げ高や利潤

と同じシステムに従属させる。街路はもはや、強制労働、おぜん立てされた余暇、消

費の場としての居住地、のあいだの強制的移動以外の何ものでもないのだ。 

   ……このように考えることによってはじめて、映像
イメージ

や広告や物品
オブジェ

の見世物――シン

ボルや見世物と化した《オブジェの体系》――によって、街路のなかで行なわれてい

る都市空間の植民地化
．．．．

について語ることができるのである。古い街路を近代化するな

かで明らかになったことだが、環境の画一化は、物品
オブジェ

に効果的な色とかたちをまとわ

せ、それらをみるからに魅惑的なものにしたてあげる。とはいえ、街中で行列――仮

装行列、舞踏会、民俗的祭典――が許されているということは、権力が空間の占有あ

るいは再占有のカリカチュア的なうわべだけしか認めていない、ということなのだ。

だから、本当の占有、つまり実際の《デモ》による占有となると、それは弾圧的な力

と衝突し、沈黙と忘却を強いられるのである。［ルフェーブル 1974: 30-32］ 

 
ルフェーブルのいう街路礼賛派は、「解放区としての街路」派、「祝祭空間としての街路」

派であり、反‐街路礼賛派のほうは「植民地化された街路」派、「管理された空間としての

街路」派ということができるでしょう。そして、ルフェーブルの描く反‐街路礼賛派は、

ストリートを「歩行者の往来の速さは、ショーウィンドを眺め、陳列された品物を買う、

という可能性によって支配され、測られる」ような空間として描いています。そこでの「出

会い」や「異種混淆性」や「祝祭性」は、見世物となった商品の出会いであり祝祭であり、

商品化され価値を計測された「異種混淆性」です。ストリートは、移動・通過するにしろ

多様な人びとが一時的に集まるにしろ、確かに「開かれた空間」としてありますが、それ

が「開かれた空間」であることは、それが解放された場であること、雑多な出会いの場で

あることをかならずしも意味しません。 
また、そのように植民地化されたストリートにおいて、解放区としてのストリートの祝

祭性や境界性・外部性を語ることは、自らが破壊してきたものを破壊した後でノスタルジ

ックにロマン化して語る「帝国主義的ノスタルジア」だと批判されるでしょう。それはジ

ュディス・バトラーのいう「構成的外部」にすぎないというわけです。 
 現在の都市のストリートは、おそらく街路礼賛派にとっても、反-街路礼賛派にとってと

同様に、このような、自分ではない他者がルールを決めた他者の支配する空間となってい

ることを認めざるをえないでしょう。そこで現在の街路礼賛派は、支配された空間として

のストリートから本来の祝祭空間としてのストリートを取り戻す運動をすることになりま

す。その典型が文字通りの「リクレイム・ザ・ストリート（RTS）」という運動でしょう。
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RTS は、1993 年秋にロンドンのワンステッドとハックニーを結ぶ高速道路 M11 のレーン

拡張計画に反対して、その拡張計画で取り壊される予定のクレアモント・ロードに残され

た家と道路を占拠し、そこに塔を立てて、道路でレイブ・パーティを開いたりして、94 年

11 月まで工事を阻止するという運動で注目されました。それは 終的には警官隊によって

排除されましたが、その PTS の運動は、毛利嘉孝さんの『文化＝政治』によれば、その後、

ゲリラ的なストリート・パーティを開いて交通を麻痺させて、一時的にストリートを「自

動車による交通や移動の空間」から「日常生活を楽しみ、創造し、繁栄させる場所」へと

変容させる運動スタイルを生み出したといいます。毛利さんは、RTS について、次のよう

に言っています。 

 
   彼らにとって、ストリートは単なる交通や移動の空間ではない。むしろ問題は、本

来は多様な人間生活の営みの場が、単なる交通や移動の空間として切り詰められてい

ることである。それは、国家と個人、公的な空間と私的な空間が交錯し、互いにせめ

ぎあう政治的な場所であるべきなのだ。［毛利 2003：105-106］ 

 
 「リクレイム・ザ・ストリート」の運動は、本来のストリートを取り戻すという意味で

どこかノスタルジックな外部性の構築というニュアンスを帯びていますが、その核心はス

トリートを「創発的連帯」の場とする運動であるといえるかもしれません。ジュディス・

バトラーは、女性たちのあいだの創発的連帯について、「女というカテゴリーの中身をまえ

もって定めないような連帯」であり、創発的な連帯の枠組みの中では、「さまざまな立場の

女が各々のアイデンティティを表明しうる対話的な出会いの場がもたらされる」［バトラー 

1999：41］と述べています。 
 しかし、創発的連帯は、バトラー自身が述べているように、「しかし、この種の連帯の形

態、すなわちさまざまな立場が創発的に予測なく集合している形態は、まさにその形態ゆ

えに、それをどういうものかをまえもって思い描くことは不可能である」が、「連帯の理論

家は、民主化という動機から連帯を樹立しようとしているにもかかわらず、連帯の構造の

理想的な構造をまえもって示そう――つまり、統一を結果的に保証するような形態を示そ

う――として、知らず知らずのうちにみずからを 高権力者として、そのプロセスのなか

にまたしても嵌め込んでしまう」ことになります。そして「連帯の理論家は、何が本当の

対話形式で、何がそうでないか、また主体の位置を構築するのは何か、さらに重要なこと

は、いつ『統一』に至るかを決定しようと心をくだき、それによって、連帯のダイナミズ

ム――自分で自分の境界を定めるというダイナミズム――を損なってしまう」［バトラー 

1999：41-42］のです。 
この創発的連帯のアポリアは、連帯を効果のあるものにしようとすれば、それはたとえ

ばマイノリティというアイデンティティを基盤とせざるをえなくなって創発的なものでは
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なくなり、それを創発的なものとしようとすれば祝祭における一時的なものになるか、あ

るいはマイノリティにそのマイノリティとしてのアイデンティティを放棄せよとせまるこ

とになってしまうというものです。したがって、このアポリアは、アイデンティティを放

棄せよとせまることなく、アイデンティティ・ポリティックスを無化することが可能か、

アイデンティティを基盤とすることなしに個々の歴史性・記憶・経験の特異性を維持する

ような基盤がありうるのか、そしてその基盤を、マジョリティによる「帝国主義的ノスタ

ルジア」による外部性や周縁的なものの構築、ないしは外部性や周縁的なもののロマン化

にならずに語る方法はどのようなものか、という「問い」につながっていきます。 

 
 
２．条里空間と平滑空間について 
ところで、関根康正さんは、インドの「大通りの端の歩道空間は、『体制と反体制』のせ

めぎ合いと入り込みが日々実践されている境界の場、ヘテロトピアなのであった」［関根 

2004：17］と述べて、つぎのように言っています。 

 
  インドの大都市の動脈である幹線道路の端の歩道で、反－場（非－場かつ場）に明瞭

に遭遇できるというのが面白い。そこは、都市空間の内部に確かに存在するのに、外部

性を帯びているという逆説を演じている。そこに境界すなわちヘテロトピアが現出して

いて、無意識のうちに反都市計画、反ユートピアの実践場となっている。都市空間にあ

って歩道という公的な法的空間は不法占拠者を招き入れやすい空隙となっている。……

その結果、合法空間と不法空間とが接する境界が生まれる。実際、この境界としての歩

道には異様な活気があり、都市計画の期待する意図を裏切るようにこの道端空間を人間

化している。［関根 2004：18］ 

 
ここで関根さんが述べている実践は、ルフェーブルの描く「街路礼賛派」のいうようなス

トリートの解放区・祝祭空間としての外部性を取り戻すということとは異なっています。い

わば植民地化された空間で、そのただなかにある境界性・外部性を、植民地化されているこ

とを否定せずに語るやり方を探っているように思います。関根さんがここで「ヘテロトピア」

というフーコーの用語を使っているのは、そのような境界性と外部性を強調するためだと思

いますが、私はここで強引に、それをドゥルーズとガタリ［1994］のいう、「条里空間」（区

画化された空間）と対比された「平滑空間」（なめらかな空間）と呼びたいと思います。ド

ゥルーズとガタリは、二元論的な図式と批判されることを怖れずに、さまざまな対比によっ

てその区別をしています。支配するための秩序である条里空間では、閉鎖空間を区分してそ

こに直線的かつ固体的事物を配分するのに対して、平滑空間は流体としての事物が開放空間

のなかに配分されるモデルです。ドゥルーズとガタリは、平滑空間について、つぎのように
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述べています。 

 
平滑空間の等質性は無限に接近する点同士の間にしか存在しないのであり、近傍同士

の接合は特定の道筋とは無関係に行なわれる。それはユークリッド的条里空間のように

視覚的な空間であるよりも、むしろ触覚的な、つまり手による接触の空間、微細な接触

行為の空間なのだ。平滑空間は運河も水路ももたない一つの場、非等質な空間であって、

非常に特殊な型の多様体、すなわち非計量的で中心をもたないリゾーム的多様体、空間

を「数える」ことなく空間を占める多様体、それを「探険する」には「その上を進んで

いく以外にはない」ような多様体に一致するのである。この型の多様体は外部の一点か

ら観察されうるという視覚的条件を満たしていない。［ドゥルーズ／ガタリ 1994：427］ 

 
ドゥルーズとガタリは、条里空間ではある一点から他の一点への道筋が計量されうるとさ

れているけれども、平滑空間にはそのような点と点を結ぶ道筋を測定することのできる外部

の一点（超越的な高みの足場）はないといいます。条里空間を一望可能で計量可能なものに

しているこの外部の一点が、サイードのいうオリエンタリストのオリエントを眺望できる超

越的立場と同じ「アルキメデスの点」であることは理解しやすいでしょう。そして、ドゥル

ーズとガタリは、このような条里空間と平滑空間の対比を、さらに思考の形式の対比および

人との関係性のありかたの対比と重ね合わせて特徴づけています。すなわち、条里空間は、

王道科学を代表とする「普遍的思考」という形式によってとらえられるものであり、平滑空

間は、マイナー科学のような種族的でノマド的な思考の形式によってとらえうるものとして

います。そして、関係性の形式、すなわち人と人とのつながりのありかたでは、条里空間に

おける関係性の配分はツリー状のモデルにしたがう組織であり、平滑空間において配分され

るのはリゾーム的な多様体であるというわけです。 
ドゥルーズとガタリのいう条里空間が、ド・セルトーのいう支配的文化の「戦略」に特

徴的な「固有の場所からの一望監視を可能にする空間の分割」によってできる空間である

ことも理解しやすいでしょう。そして、ド・セルトーのいう民衆による「戦術」は、関根

さんが発見したインドの大通りの歩道を不法占拠する人々の実践のように、条里空間に閉

じ込められた人びとが自分たちの日常生活の空間を部分的に平滑空間へと変容させる実践、

つまり平滑空間を身近な空間にひそかに導入する実践ととらえられるでしょう。そのよう

なことが可能なのは、条里空間に閉じ込められながらも、日常的実践において人びとは、

平滑空間に対応する思考の形式や人との関係性のつくりかたを保持しているからです。 
ここで忘れてはいけないことは、平滑空間は、それに対応する関係性の形式、すなわち

明確な境界線で区切られることなく、地下茎のように延びていくリゾーム的な多様体とし

ての「つながり」（これを「共同体」と呼びたいのですが）において生成され、実践される

ということです。ドゥルーズとガタリは、その平滑空間をノマド的な移動性・速度・流動
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性によって説明しますが、あとで述べるように、それは実際に移動しなくても創出されま

すし、条里空間の境界を流動的なものに変容させるには実際の移動による必要もありませ

ん（後で見るように、イリガライは境界を皮膚のような浸透的なものにする実践を「愛撫」

にたとえています）。そこで必要なのは移動性ではなく、日常的なもののやりかたにみられ

る「野性の思考」であり実践知です。そして、重要なのは、それらの知が、人と人との〈顔〉

のみえる関係とその延長によって作られている固定された境界のない「共同体」にささえ

られているということなのです。それは、ツリー状構造をモデルとする思考によってはと

らえることのできない共同体です。そこでは、〈顔〉のある関係性のもつさまざまに異なる

局面――この局面は役割関係や主体のポジションには還元されない――が交叉しあってつ

くられ保持されている錯綜体としての関係性をさまざまな方向に延長してつくられるため、

ツリー構造のような明確な境界や全体-部分の包摂関係をもたないのです。 

 ストリートと平滑空間という話に戻せば、関根さんがインドの大通りの歩道という空間

に見出した人々のさまざまな実践は、条里空間として生産された空間の一部を平滑空間に

変容させている実践ということができると言いましたが、他の例も挙げることができます。

次回発表なさる鈴木裕之さんが記述したコートジボワールのアビジャンのストリート・ボ

ーイたちによる実践もそのようなものとして捉えることができるでしょうし、ポール・ギ

ルロイが「オルタナティヴな公共圏」と呼んだ、落ちこぼれの黒人の若者がたむろするサ

ウンドシステムが置かれたレコードショップやクラブなども、そのような平滑空間へと変

容させた場所とみなすことができると思います。そこでは、レゲエやラップが大音量で流

され、公共圏には参加できない若者たちが一日中だらだらと過ごしながら、冗談を言い合

い、愚痴ったりナンパしたり、酒を飲んだりするわけです。彼らがたむろすることで、そ

こは警察やマスメディアによって反社会的な場所とされるわけですが（実際、マリファナ

やその他のドラッグが流通し、ポン引きが商売をする場所でもあります）、それゆえに誰で

も行けるけれど、彼らが特権的にたむろすることのできる場所となっています。そのよう

な「開かれながら閉じている」という点が重要です。そこは、いわば〈顔〉のある関係に

のみ開かれているのです。 

 
 
３．ストリートにおける匿名性について 

条里空間として生産された空間の一部を平滑空間に変容させている実践というとき、そ

の平滑空間は、条里空間の外部にあるものとして語られるわけではありません。つまり、

バトラーのいう意味での、言語の内部で言語の外部にあるものとして構築される「構成的

外部」として語られているものではありません。それは、平滑空間の上に生産された条里

空間――それは平滑空間を排除する形でなされます――の境界の性格を変容させることで

はじめて出現するような「場所」です。そして、注目すべきことは、平滑空間での〈顔〉
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のある関係においては、固定されたアイデンティティが無化するということです。ただし、

それは公共圏に入るときにはアイデンティティを放棄しなければならないということでの

アイデンティティの無化ではありません。〈顔〉のある関係がもつ還元不可能な過剰性ゆえ

に、ある一つのアイデンティティを基盤とするアイデンティティ・ポリティックスが無化

されるということです。たとえば植民地行政官とネイティヴのあいだ、あるいは教員と学

生とのあいだの友情などの〈顔〉のある関係では、そういった力関係の差異が認識されな

くなるわけではありませんが、そのような単一のアイデンティティの政治が過剰性の中で

崩れていくということがあります。いいかえれば、〈顔〉という特異性を保持したまま、ア

イデンティティが「無縁化」されているという言い方ができるかもしれません。それは創

発的連帯と似ていますが、誤解を恐れずにいえば、〈顔〉のある関係には真正性という基盤

があるという点、そしてそれは新しいアイデンティティ（柔軟で複合的なアイデンティテ

ィ等）の形成などを必要とするわけでもありません。 
 そして、この問題は、公共圏やストリートでの匿名性の問題とつながっているように思

います。ところで、東浩紀さんは、大澤真幸さんとの対談［東／大澤 2003］のなかで、

つぎのように言っています。 

 
  人間には重要なことが二つあって、まずひとつは、所与の条件――僕が男性で日本人

で 1971 に生まれて……といった条件――を引き受けるということです。ラカン風に言

えば主体の刻印をもらうということですね。しかしもうひとつ大事なこととして、そ

の条件を人と取り替えることができると思う必要がある。その交換可能性が働かない

と、社会の前提となる共感が生じない。所与の条件を引き受けたうえで、僕が彼であ

ったかもしれない、私は彼女であったかもしれないという想像力を働かせるというこ

とです。……今までの哲学は、この交換可能性や偶然性を比較的軽視してきたのでは

ないかと思うんです。少なくとも、出発点は、私が私であること、アイデンティティ

を確立することにあって、そのあとで差異の戯れがあるという順序で考えられてきた

と思います。しかし僕はむしろ偶然性のほうを基礎におきたいんですね。……それを

何ステップか進めると、匿名性の議論に行きつく。群衆に包まれて町中を歩いている

とき、自分が右に曲がろうが左に曲がろうが誰にも分からない。誰にも見られていな

いし、群衆のなかの一人でしかない。このような匿名的存在になれたときこそ、人は、

アイデンティティから解き放たれ、交換可能性をもっとも強く意識するのではないか。

［東／大澤 2003：63-64］ 

 
匿名性に支えられた交換可能性がないと他者との共感や連帯ができないというこの議論

は、論理的にはロールズの「無知のヴェール」の議論とほとんど同型だと思いますが、ロ

ールズの議論が具体的な感覚や身体性によるつながりの次元を捨象した「 悪の事態の
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善の改善を目指す」という正義を目的としているのに対して、ここでは現実の都市におけ

る匿名性の問題として出されていること、そして具体的・身体的な次元をも含めたつなが

りへと広がる点で、考慮に値すると思います。そして、その他者への共感と連帯は、創発

的連帯という問題とも交錯しているように思います。つまり、ここで問題となるのは、一

見相反する、〈顔〉のある関係におけるアイデンティティの無化ということと、都市におけ

る匿名性によるアイデンティティからの解放とそこから可能になる他者への共感というこ

ととは、どうつながってどう切れているのかということです。 
 さて、都市の匿名性ということがよく言われますが、それがいったいどういうことを指

しているのかということは、これまであまり考えられてこなかったように思います。ここ

では、都市における匿名性、ストリートにおける匿名性を、条里空間における匿名性と平

滑空間における匿名性とを区別する必要性を述べたいと思います。 
まず、都市の匿名性というときによく持ち出される、見る／見られるという関係の現代

的特徴という話から始めます。シヴェルブシュは、『鉄道旅行の歴史』において、鉄道をは

じめとする近代の交通機関は車窓の外の世界をパノラマ化したとし、車窓のパノラマ化し

た風景の特徴は、「前景」の消失にあると述べています。すなわち、 
 

産業革命前の時代の知覚にあった奥行は、速度によって近くにある対象が飛び去っ

てしまうことで、鉄道では全く文字どおり失われる。これは、産業革命前の旅の本質

的な体験を構成していたあの前景の終焉を意味する。この前景越しに、昔の旅人は通

り過ぎてゆく風景と関係を保っていた。彼らは、自分がこの前景の一部であることを

自覚していたし、この意識が彼らを風景と結びつけていたし、その風景が遥か彼方ま

で広がっていようとも、彼らの意識は風景の中に彼らを編みこんでいたのである。…

…［それに対して］鉄道の速度は、以前は旅人がその一部であった空間から、旅人を

分かつのである。旅人が抜けてしまった空間は、旅人の目にはタブローになる。……

パノラマ的にものを見る目は、知覚される対象ともはや同一空間に属していない。［シ

ヴェルブシュ 1982:80］ 

  
パノラマ的にものを見る目には前景が存在しないということは、自分を含む前景におけ

る顔のみえる他者との相互交流――それには軋轢＝コンフリクトや危険やそこまでいかな

くても異和性が含まれている――がなくなっているということを意味しています。そこで

は、見る主体と見られる対象とが隔離されているのです。そして、重要なことは、この見

る主体と見られる対象のあいだの交通・接触の遮断が、近代社会において「見る」という

ことの特徴となっていることです。 
 鷲田清一さんは、「都市のテクスチュア」というエッセイ［鷲田 2002］のなかで、まず、

渡辺裕さんが『聴衆の誕生』によって明らかにしたような、18 世紀までクラシックの音楽
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会は聴衆たちが演奏者に声をかけたりおしゃべりをしたり酒をのんだりカードゲームをし

たりといった社交の場だったのが、演奏する者と聴く者とが隔てられ、見る者、聞く者同

士の交流も遮断されていったという例を挙げて、近代においてさまざまなところで起こっ

た、見るものと見られるもの、主体と客体の空間的分離と、主体と他の主体との交通関係

の遮断というプロセスが、フーコーの分析したパノプティコン（一望監施設）による管理

と同じだと述べて、現代の都市がパノプティックな都市となっていると述べています。こ

のプロセスは、近代における条里空間の生産のプロセスです。そして、見る主体と見られ

る対象とのへだたりは、シヴェルブシュが「前景」の終焉と呼んだこととパラレルです。

鉄道旅行では、列車のコンパートメントで同室になった「見る主体」どうしは接触可能で

したが、それも見知らぬ者どうしがコミュニケーションしないですむために列車のなかの

読書という行為が発明されることによって遮断されていきます。そして、20 世紀後半にま

ずアメリカ合衆国の都市郊外で発達した自動車での出勤・移動では、隣近所の人たちと自

動車に乗ったままの挨拶が、隣人との身体的接触なしのコミュニケーションとして、つま

り煩わしくないやり方として歓迎されていきます。そのような主体間の接触の遮断はさら

に、家族の中にも個室化という形で浸透していきます。そこでは何よりも主体間の「間身

体的な」交通・接触が空間的な分離・分割という形で禁止され、その上で接触のない安全

で煩わしさのないコミュニケーションがなされています。そのようなものの見方、ひとの

見方は、テレビというメディアで完成されます。それによってわたしたちは他人に見られ

ているということ意識なしに他人を覗き見することにまったく抵抗を覚えなくなっていま

す。 
 鷲田さんは、パノプティック都市の管理のモデルが、そのまま性的欲望のシーンにも適

用できることを示した例として、前田愛さんが路上でもらった性風俗の「のぞき部屋」の

チラシに「逆パノプティコン」を読み取った例を出しています。つまり、のぞき部屋は、

モデルを見る客は個室に入り、見ている自分を見られることなく裸になったモデルの女性

を見ることができる。モデルはどの個室のどの客に見られているかは分からないまま、客

たちの視線に晒されているというように、パノプティコンの看守と囚人を入れ替えた構造

をしていて、見ることなく見られるだけの者と、見られることなく見るだけの者とに分割

する構造はそのままだというわけです。 
 この「のぞき部屋」の構造は、パノプティック都市としての条里空間での匿名性を端的

に表しているのではないかと思います。つまり、のぞき部屋の客は都市における匿名的な

存在の象徴です。その匿名性は、他の主体との空間的分割による交通＝接触の遮断によっ

て成立しています。そして、そこで匿われているもの、隠されているものは、小田という

名前であり、大学教員であり、子どもの学校の PTA 役員であり、家族構成はしかじかであ

り、どこどこに住んでいるという社会的役割の束であり、個人情報というわけです。それ

はのぞき部屋の個室によって守られなければならない。そして、それとは反対にパノプテ
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ィックな監獄では匿名性もプライヴァシーもないと私たちは思っているわけですが、実際

には現代社会では、私たちの個人情報もパノプティックな監獄と同様に、姿の見えない管

理者には筒抜けです。囚人どうしが個室によって分割されていることで互いに匿名的にな

っているだけにすぎないわけです。それらの匿名性が他者との交換可能性を通した他者と

の連帯や共感を生み出すことはないでしょう。むしろ、そのような匿名性とプライヴァシ

ーの理念は、他の主体との接触や交通関係が遮断され、いわば「共謀」が禁じられて孤立

している状態を作り出しています。 
 いっぽうで、それとは違うストリートの匿名性も指摘されています。ふたたび鷲田さん

の本から引用すれば、鷲田さんは、かつては都市のなかに、公的なものと私的なものとが

入れ子構造になっている、公私の別のあいまいな空間が、街の装置としていたるところに

見いだされたといい、そういった空間を〈あわい〉と呼び、「私的なものを囲い込み、それ

を公共空間と明確に分離しようとしてきた都市の近代化施策は、そういう〈あわい〉の存

在を次々と消去してきた。そしていま、その反動として、『軒』『露地』『小路』『界隈』な

どといったノスタルジックなコンセプトが都市プランニングにおいて意識的に再生させら

れつつある」［鷲田 2002：201］と述べています。この〈あわい〉がシヴェルブシュのい

う「前景」とつながっていることは理解できるでしょう。 
 そして、鷲田さんは、つぎのように言います。 

 
   〈あわい〉の感覚とは、個人の身体がその外壁をほどかれ、他者の身体といきいき

と接触し、まじわっているという感覚である。あるいは同じく空間に複数の身体が内

属していることの経験と言ってもいいかもしれない。たとえば、ざわざわした盛り場

では、ある場の感覚がさこにいるひとたちによって分かちもたれている。……あるい

は、都市の公園においても、たとえば桜の季節になると、お花見というかたちで、そ

ういう公共空間に突然私的なものをまじえた路地のような感覚世界が開かれる。……

あるいは海を越えて、パリのポンピドゥー・センターの前にあるあの大広場も、まる

でセンター内でのきわめて個人的な鑑賞経験とコントラストを描くように、ひとびと

が共有する匿名のイヴェント空間を創出する装置となっている。ひとびとが、身体感

覚を交換しながらともに愉しむ大道芸などのイヴェントを引き込む、そういう集客力

のある空間になっているのだ。それらは、だれともなくなんとなくざわついている「界

隈」であり、ひとが私的な存在としてでもなく公的な存在としてでもなく、あいまい

な（ときにいかがわしい）存在としていられる場所なのである。 
   ……河内厚郎氏は、出張で数日間地方都市に出かけたあと、帰阪すると、どんなに

遅くてもまず新地やミナミの盛り場にくりだすという。そして、未知の空間のなかで

そこにしみ入るように入っていけなかった身体（宙づりになった身体）、あるいは異邦

からのゲストとしてつねに他人の視線を感じていたじぶんの身体（見られるオブジェ
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と化した身体）を、そのひとが匿名になれる空間に解き放つのだという。それはわた

したちがパノプティックな都市と名づけた、あの窃視症的な空間のアンチテーゼとも

いうべき空間であり、ここでひとは森林浴ならぬ〈人間浴〉にひたるというのである。

［鷲田 2002：202-203］ 

 
 ここで注目したいのは、鷲田さんが、「じぶんを解き放つことのできる、匿名になれる空

間」としての〈あわい〉の空間がパノプティックな都市の視症的な空間のアンチテーゼに

なっていると言っている点です。このような「間身体的な場」は、見る主体と見られる対

象とのあいだ、見る主体どうしのあいだの身体的な接触を、空間を分割することで遮断す

ることによって生産された視覚的な条里空間を、触覚的な空間である平滑空間へと変容さ

せた空間であるという点で、関根さんのいうインドの大通りの歩道とつながっているので

しょう。そのような平滑空間でのつながりこそ創発的連帯と呼ぶことができると思います。

そして、主体どうしの間の接触を空間的に遮断しない場所での匿名性は、〈顔〉のある関係

性におけるアイデンティティの無縁化による匿名性であるといえるのではないでしょうか。

だとしたら、そのような匿名化の装置は、都市にではなく、〈顔〉のある関係性からなる共

同体にこそあるというべきでしょう。 

 
 
４．撹乱の戦術に対する秩序の再生産という批判 
 ストリートの人類学は、ストリートにおける条里空間と平滑空間との重なり合いとせめ

ぎあいに注目し、管理された条里空間を平滑空間に変容させているような人びとの実践を

語るものになるのかもしれません。ただし、そのような変容はすこしも「革命的」ではあ

りません。むしろ路地とか間身体的な場とか共同体の復権といった、ノスタルジックな響

きのする反動的なもののように聞こえます。そして、それらの実践は、周縁化された人び

とがその周縁性を活用して行なうものであり、そのことが周縁化されつづけるという結果

を招き、けっきょくは秩序の再生産にしかならないのではないか、というわけです。そこ

で、この 後の節で、そのような秩序の再生産という批判について考えたいと思います。 

内田樹さんは『女は何を欲望するか？』［内田 2002］のなかで、「女性的エクリチュー

ル」を唱えたリュス・イリガライの議論について、「イリガライの列挙するような条件を備

えた『女性に有性化された言語』と、伝統的な『男性中心主義的言語観』において女性に

割り振られてきた制度的な『女性語』と、どう違うのかがよく分からない」［内田 2002：
58］という深刻なアポリアがあると述べています。 

 この内田さんの指摘、すなわち「女性的エクリチュールは、男性中心主義的な体制が伝

統的に女性に割り振ってきた女言葉とどこが違うのか」という指摘が興味深いのは、それ

が、周縁化された存在による支配システムの「撹乱」の戦略一般に当てはまるだろうから
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です。たとえば、それは、イリガライから「模倣」という戦術をひきついでいるジュディ

ス・バトラーの「撹乱の戦略」、具体的にはドラッグ（女装）による異性愛中心主義的なジ

ェンダー体制の撹乱の戦略に対して出された、異性愛主義の言語を再生産する反復・模倣

と、それを撹乱する反復・模倣とはどこが違うのかという批判に通じています。 
 もちろん、女性的エクリチュールが「男性中心主義的な体制が伝統的に女性に割り振っ

てきた女言葉」を模倣したものである以上、それらが似ているのは、あたりまえです。イ

リガライは「模倣」を、男性中心主義的な言語や制度を撹乱する「女性的エクリチュール」

の実践と見なして、つぎのように言っています。 

 

初は、たったひとつの《道》しかないでしょう。歴史的に女性的なものに割り当

てられてきた道、つまり模倣です。この役割を故意に引き受けること。それだけです

でに、従属を主張へと転ずることになり、それによって、従属の裏をかく取っかかり

となります。従属状況への異議申し立てが、女性的なものにとって、（男性）《主体》

として語る権利を要求することになる、つまり性的差異の無視を続ける知的なものと

の関係を求めることに、結局は、なってしまうようなこの時にです。［イリガライ 
1987：92］ 

 
そして、イリガライはそのような「模倣」の実践を、伝統的なジェンダー二元論では女

性に割り振られてきたヒステリーに見いだして、「ヒステリーは、黙り、同時に、模倣しま

す。そして、……自分のものではない言語である男性的言語を模倣-再生産しながら、それ

を戯画化し、歪めるのです」［イリガライ 1987：178］と言います。 
イリガライやシクスーの「女性的エクリチュール」論は、本質主義だと批判されること

がある一方で、本質主義的な語りを男根＝ロゴス中心主義に対抗するために戦略的に利用

するという「戦略的本質主義」として評価されています。けれども、イリガライらの戦略

は、支配的なシステムに包摂されると同時に排除される「女性的なもの」が、その根源的

な受動性と撹乱的な横断性によってシステムの裏をかき、それを撹乱することによって自

分たちの独自の経験や身体を語る余地を作りだし、しまいにはシステムそのものを変えて

しまうということを実践的に語ろうというものでしょう。 

イリガライらは、女性は男性中心主義的なシステムによって人類史の 初から植民地化

されている存在だとされているために、そしてまた精神分析学的な性の差異にこだわるた

めに、歴史的な変化や階級や人種といった他の差異が忘れられて、女性的なものの非合理

的な撹乱性や受動的な流動性があたかも女性の不変の特質であるかのように語っています

が、それらの特性は、女性が周縁化されたゆえに女性に備わった「奴隷の美徳」だと解す

るべきではないでしょう。それを「野生の思考」やブリコラージュと呼ぶのは、抑圧され

たゆえの特性ではなく、それがより普遍的な基盤を持つものだということを示すためです。
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イリガライのいう女性的なものは、〈顔〉のある関係性と間身体的な対話性からなる生活世

界の「もののやりかた」の横断性のことであり、個々の身体を主体化しようとする規律訓

練の権力だろうと、もはや主体化などせずに、ゾーニングという空間的管理をする権力だ

ろうと、本質を規定しようとするシステムの戦略をすり抜けてしまうものなのです。 

だとすれば、イリガライが、男性中心主義的な言語の裏をかき撹乱するために、女性に

歴史的に割り当てられた役割である「模倣」を故意に引き受けると述べるとき、この「模

倣」は同じくシステムに包摂されつつ排除された周縁的な存在である植民地のネイティヴ

や民衆による「もののやりかた」として読みかえることができるでしょう。それは、自分

に押しつけられた「女性語」を語るか、それを拒否して中性であることを装っている「男

性語」を語るしかないという二者択一に女性たちが縛られている状況においてなされる戦

術です。その状況とは、どちらにしろ自分のものではない言語である男性中心的言語を模

倣するしかないということを意味します。イリガライたちが「女性的エクリチュール」の

探究によってめざしたのは、そのような二者択一から抜けだすことでした。つまり、西欧

近代の啓蒙主義的合理性による男性中心主義的・異性愛中心主義な言語は、女性に対して、

女性のように話す、つまり非合理的に話すか、あるいは男性の合理的な領域に入って、女

性としてではなく男性として話すかという二つの選択肢しか与ませんが、イリガライらの

戦略は、その選択肢のどちらも避けるということでした。その避け方は、新しい第三の選

択肢を確立することなどではなく（内田さんはそう誤解しているようです）、イリガライが

いうように、「歴史的に女性的なものに割り当てられてきた」方法である模倣によって、「自

分のものではない言語である男性中心主義的言語を模倣-再生産しながら、それを戯画化し、

歪める」というやりかたでした。 
 それに対して内田さんは、自分たちを抑圧している支配的言語を「撹乱する模倣」とい

うけれどもそれは支配的言語を「再生産する模倣」とどこが違うのか、イリガライたちが

明確にしていないと批判したわけです。そこには「撹乱する模倣」と「再生産する模倣」

とが明確に区別されうるし、区別されるべきだという常識的な前提があります。しかし、

女性的エクリチュール論がラディカルであるとすれば、それは「撹乱する模倣」と「再生

産する模倣」とが区別できないものだとすることにあったのだと思います。ようするに、

女性的エクリチュールは、男性中心主義的な体制が伝統的に女性に割り振ってきた女言葉

と同じではないのかという内田さんの批判は、意味-論理をツリー状の構造からのみとらえ

て、反復や模倣による創発性を見逃しているための批判、より一般的にいえば、生じたも

のといえるでしょう。 

後に、イリガライらの女性的エクリチュールの実践が、実際の移動なしに条里空間の

ただなかで平滑空間を生みだす実践だということを見ておきましょう。イリガライは、女

性的なものが「留まりながらの移動性」にあると言います。 
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   あなたはわたしを家のなか、家族のなかに、囲いこみます。断固たる、決定的な壁

のなかに。あなたが持てなかったものを、そうやって移動させ、追放するのでしょう

か？ ひとつの身体のしなやかな外皮を。ひとりの生者の皮膚を。あなたが持つこと

のないものを……。動くことはわたしの住まいかたなのです。可動性のなかでしか、

わたしは休息できません。［イリガライ 1989：27］ 

 
「あなた＝男」が「わたし＝女」を囲いこむ壁は、女を関係性の場の広がりから切り離

すと同時に、男の自己同一性を外部から防衛してくれる壁でもあります。いいかえれば男

は条里空間を生産しているのです。「あなたはわたしに空間を割り当てます。わたしの空間

を、わたしに。けれども、この作業のために、あなたはつねにすでに、わたしの場の広が

りから、わたしを引き離してしまっています」［イリガライ 1989：63］。「あなたの外部か

らあなたを守るこの殻＝避難所は、あなたがこの家をどんな材料でつくったのかと、あな

たにたずねています」［イリガライ 1989：64］。 
内田さんは、このようなイリガライの言葉を引用したあと、そこに「支配／被支配」「定

住／彷徨」「拘束／自由」「運動／停止」二項対立が見られることを指摘し、「『さまざまな

二項対立を作り上げ』その一方に価値のあるものを、他方に価値なきものを配することこ

そが『いわゆるロゴス中心主義と呼ばれる全体主義的原理』である、というのがイリガラ

イの形式主義批判の考え方だったはずである。この考え方に徴した場合、今イリガライが

並べ立てた二項対立図式はどう説明されるのだろう」と疑問を投げかけています。しかし、

イリガライが行なっていることは、この二項対立を転倒させることでも、あるいはその対

立関係を解消してしまうことでもありません。「動くことはわたしの住まいかた」と言って

も、留まるのは「わたし＝女」で、彷徨するのは「あなた＝男」です。つまり、そこで行

なわれていることは、これらの二項対立そのままをひっくり返すのではなくて、「あなた＝

男」が「わたし＝女」に割り当てた空間を隔てる壁を、浸透し流動する生者の皮膚にもど

すことなのです。イリガライは、それを「愛撫」として語っています。 

 
  わたしがあなたを愛撫します、あなたがわたしを愛撫します、統一――あなたのも、

わたしのも、わたしたちのも――つくりなすことなく。わたしたちを分離し、分断す

る外皮は、ごく薄いものとなります。堅固な囲いから、流体に変化するのです。とは

いっても、なくなってしまうわけではありません。わたしたちが融合してしまうわけ

ではありません。わたしたちを階層秩序的に差異のあるものとしていた、場への関わ

りが、性格を変えるのです。［イリガライ 1989：83-84］ 

 
 このように、二項対立を転倒させるのでも解消して一つにするのでもなく、〈二〉のまま、

ただ可動性（身体的な関係性の広がりと揺れ動き）をとりもどすこと、それは、ドゥルー
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ズ／ガタリの言葉を使えば、ツリー構造をリゾームへ、条里空間を平滑空間へと変えるこ

とです。 
 したがって、イリガライが強調している女性的なものの流動性や移動性は、割り当てら

れた空間から壁を飛び越えて離れるという、ポストモダニズム的な脱領土化や越境（男に

割り当てられた「彷徨」）を意味するわけではありません。そうではなく、生活の場に留ま

りながら、その場で自分たちの〈顔〉のある関係性の広がりを確保し、その〈顔〉のある

関係性を見知らぬ人びとにも延長していくための可動性なのです。その可動性は「形式の

枠内にあって硬化しない注意だけが」感じとれるものであり、「たえまのない、しかも理解

の範疇とくらべればつかのまの、可動性」［イリガライ 1989：134］だとイリガライはいい

ます。それは、「定住／彷徨＝女／男」という二項対立の結びつきを転倒も解消もしないけ

れども、与えられた「定住」という位置を模倣しながら、そのなかに移動する他者の声を

浸透させてしまうことと言ってもいいでしょう。その他者の声の模倣――「憑依」はもう

一人の重要な女性的エクリチュール論者のシクスーが女性的なるものの戦略として挙げて

いるものでした。 
他者の声の模倣は、支配的言説における他のひとつひとつのことばをも「二重化」して

しまい、一つの意味＝方向に固定された二元論を流動的な二項対立へと変容させるのです。

そして、そのような日常的実践による流動化や多重化は、生活の場から遊離した机上の遊

びでもなく、また連帯や関係性を危うくするものでもなく、むしろそれらの関係性を広げ

る多重化なのです。 
ここから引き出される結論は、ストリートの中に見出された平滑空間は、定住の家の中

にも見出されるものだということでしょう。わたしたちは「ストリートを取り戻す」実践

とともに、外部性に開かれた家、〈顔〉のある関係性に開かれた住まい方――しかし囲いが

なくなるわけではない住まい方を行なっている実践も見落としてはならないでしょう。ス

トリートを方法として考えるということは、ストリートを歩くのではなく住むこと、家に

留まりながら流動性を手に入れること、そういった実践を視野に入れることが大事だとい

うことになるでしょう。 
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