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民博共同研究会「ストリートの人類学」 
第 6 回共同研究会（2006 年 2 月 17 日（金） 於：国立民族学博物館） 
報告題目：ストリートにおける抵抗の実践？――女性ホームレスの社会的世界 
スピーカー：丸山里美（京都大学）  司会：関根康正氏（日本女子大） 
 
＜発表原稿＞ 
 
丸山里美, 2006, 「野宿者の抵抗と主体性――女性野宿者の日常的実践から」『社会学評論 56-45, 
pp.898-914. 
 
1 はじめに――野宿者の主体性と抵抗への関心 
グローバリゼーションと産業構造の変化によって、先進資本主義諸国のなかでは深刻な貧困が可視化し

てきている。日本でも 1990 年代半ばごろから、野宿者の姿が数多く見られるようになってきた。しかし

80 年代に青木秀男（1989）は、おもに寄せ場の日雇労働者に焦点をあてつつ、仕事につけなかった彼ら

の姿として、すでに野宿者を研究の対象にしていた。青木はそれまでの社会病理学をはじめとする研究が、

寄せ場の問題の把握とその解決を志向していた結果、そこで暮らす人びとの存在を等閑視し、その低位性

を強調することになっていたことを批判し、人びと自身の状況変革へ向けた主体性をとらえることを主張

した。その後 90 年代に入って不況が深刻化するにつれ、失業した日雇労働者たち以外にも野宿をする人

びとが徐々に現れ、寄せ場を中心に広い地域でその姿が見られるようになっていったことから、それまで

の寄せ場研究が、その対象を日雇労働者から野宿者にシフトしていったのは自然な流れだったといえよう。 
それ以降の社会学における野宿者研究では、野宿者の主体性に着目しようとする研究が主流になる。た

とえば中根光敏は、「都市下層の主体的側面へと注目することは、排除のイデオロギーに対抗する新しい視

点を見出す可能性を持っている」とし、その可能性を「『個人レベルでの抵抗』に見出すべき」（中根 
2001:16-17）だと述べている。一方、山口恵子はより日常性に焦点をあて、課せられたさまざまな制約の

なかで行われる日々の「生きぬき戦略」に着目することによって、制約の意味を組み替えていく野宿者の

主体性や創造性をすくいあげ、そこに「『ストリート』の可能性」を見ようとしている（山口 1998）。マ

イノリティの抵抗や主体性に着目しつつ、そこに可能性を見いだそうとするこうした視点は、野宿者を対

象とする研究以外にも広く見られるものである。たとえば松田素二（1996;1998）は、支配や権力に対し

て正面から闘いを挑むような変革志向の｢ハードな抵抗｣だけではなく、押しつけられた状況のなかで弱者

が行う微細な生活実践から読みとられるような屈伏と受容のなかに潜む「ソフトな抵抗」に目を向ける重

要性を、ミシェル・ド・セルトー（1980=1987）らの議論に依拠しながら指摘し、そこに状況変革の可能

性をみている。ここで松田の整理にしたがうなら、中根の立場は「ハードな抵抗」、山口の立場は「ソフト

な抵抗」と同様の視点を持つものだといえるだろう。 
増え続ける野宿者へのはじめての対策として、国は 2002 年に「ホームレスの自立の支援等に関する特

別措置法」（以下特措法と記す）を制定した。この基本方針では、野宿者は「就労する意欲はあるが仕事が

無く失業状態にある者」「医療や福祉等の援助が必要な者」「一般社会生活から逃避している者」の 3 つの

タイプに分類され、それぞれのタイプに応じた支援策が定められている。そして「一般社会生活から逃避

している者」については、強制排除も辞さないことが明記された。この特措法の制定以降、野宿者をとり

まく問題の布置は大きく変化しつつある。つまり、当人が望めばさしあたって野宿を脱出する方途が用意

される1ことによって、野宿を続けている人は自らの意志と責任のもとに野宿することを選択していると解

釈され、「社会生活から逃避している者」とカテゴライズされてしまうことになる。妻木進吾（2003）は

この状況にかんがみて、野宿を続けている人はかならずしも「社会生活から逃避」しているわけではなく、

逆に「労働による自立」という市民社会的な価値が野宿生活の中に構造化されており、「誰の世話にもなら

ず自前で生きていくこと」を志向するために、かえって「生活構造の抵抗」として野宿が続けられてしま

う可能性を指摘した。これは野宿者が市民社会的な価値から逸脱した「他者」なのではないことを示した、

重要な指摘だろう。 
しかしながらこれらの研究では、野宿者の抵抗や主体性を主張するとき、野宿をする主体は一枚岩のも

のとして実体的にとらえられていたということができる。たとえば妻木が「労働による自立」という価値

が構造化されていると述べるとき、想定していた野宿者の野宿以前の生活とは、寄せ場労働者のそれであ
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る。ここではそれ以外の野宿者、つまり、「勤勉な男性寄せ場労働者」的ではないような野宿者の存在は考

えられていない。そればかりか、野宿者を排除しようとするまなざしに対抗するために、野宿者も市民社

会的な「労働による自立」を志向していると主張していたはずが、そう主張することによって、かならず

しも「労働による自立」を志向していないような、それ以外の野宿者の存在がふたたび排除されてしまう

ことになる。したがって本稿では、野宿者の主体性に着目しながら野宿を理解しようとするこれらの研究

に多くを負いつつも、これまでの研究から抜け落ちていたことがらに焦点をあてるために、「勤勉な男性寄

せ場労働者」的ではないような存在である女性野宿者を対象にして、野宿者の生に接近していくことにし

たい。 
 
2 野宿者の中における女性 
野宿者に関する量的調査は、東京都や大阪市をはじめとする自治体レベルで幾度か行われてきたが、

2003 年に行われた厚生労働省によるはじめての全国調査（厚生労働省 2003）で、ようやくその全体像が

明らかになってきた。この調査では 26,295 人の野宿者の姿が確認されている。このうち女性は全体の 2.9%
に相当する 759 人だった2。 
しかしこうした量的調査からは、女性野宿者について、その数以上のことを知ることはできない。そも

そも質問項目が単身の男性を想定して作成されているために、配偶者の存在が経済状況に大きく影響した

り、利用できる制度が男性野宿者の場合と異なるような、女性野宿者の経験をとらえられるようなものに

はなっていない。さらに、概数以外の項目では集計が男女別になされていないために、女性野宿者に特徴

的に見られるような問題や生活形態、野宿にいたる過程があるのかは知ることができない。またその他の

質的研究のなかにも、女性野宿者への言及はほとんど見あたらない。つまり、現在の日本の研究状況にお

いては、野宿者は単身の男性であることが暗黙のうちに前提となっているために、女性野宿者はほとんど

存在しないものとして扱われてしまっているといえよう。 
しかし女性野宿者をとりまく状況は、これまでの男性野宿者を前提とした研究で明らかにされているこ

ととは異なっている。ジェンダー的視点を持つ福祉国家論が明らかにしてきたように、福祉政策のなかに

は賃労働する男性と、経済的に男性に依存しながら家事・育児を担う女性からなる近代家族がモデルとし

て組み込まれており（杉本 2004）、男性と女性とでは援助のプログラムが異なる。野宿者の場合にも、就

労支援を行うための自立支援センターは、単身の男性に事実上利用が限定されている3。女性野宿者につい

ては、男女間の賃金格差4が大きいこともあり、仕事に就いたとしてもかならずしもその収入だけで生活し

ていけるわけではないことから、「労働による自立」は男性野宿者ほどには期待されていないといえよう。

一方、福祉制度については、一般的に男性野宿者よりも利用できる可能性が高いということができる。特

措法には女性野宿者への対策として、自立支援センターのかわりに売春防止法に定められた施設を活用す

ることが明記されており、数ヶ月の利用期限が定められている自立支援センターと比べて、長く滞在でき

ることが多い5。保護施設に滞在している野宿者数の調査（全国厚生事業団連絡協議会・全国救護施設協議

会 2003）によれば、1,556 人の対象者中 122 人（7.8%）が女性であり6、路上における女性の割合（2.9％）

より高くなっていることからも、女性野宿者は男性と比べて福祉施設に滞在する傾向があるといえるだろ

う。こうした公的対応に違いがあるだけではなく、女性野宿者の場合には、野宿生活のなかで必要な生活

技術やつきまとう困難は、男性とは異なるものとして経験されていることが考えられる。 
したがって以下ではまず、女性野宿者の生活世界に焦点をあてて、ジェンダー化されたその諸相をすく

いあげていくことにしたい。ここでとりあげる事例は、2002 年 12 月から 11 ヶ月間行った 2 つの調査に

もとづいている。ひとつは東京都内の Y 公園での参与観察と聞き取りである。Y 公園には 300 人前後の野

宿者が生活しており、そのなかには 10 人前後の女性がいた。そのうち 4 人から聞き取りを行ったが、こ

こでは長時間語りを録音することができた順に、HA さん（17 時間）、TN さん（13 時間）の 2 人をおも

にとりあげる。もうひとつの調査は、東京都内にある NPO が運営する女性を対象とした低所得者向けの

Z 施設7で行った。Z 施設ではボランティアおよび職員として働きながら参与観察を行い、2003 年 7 月に、

16 人の利用者に対して１～2 時間の聞き取りをした。そのうち野宿を経験した人は 9 人おり、ここではそ

のなかで、野宿生活についてもっとも多く語った KS さんをとりあげる8。 
 
3 女性野宿者たちの日常的実践 
3.1 女性野宿者たちの生活史 
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はじめに、この 3 人の女性野宿者の生活史を簡単に説明しておきたい9。 
HA さんは 60 代で、単身で 10 年間野宿生活をしており、Y 公園でテント生活をはじめてから 4 年にな

る。幼少期に両親が離婚し、父子家庭に育った。きょうだいが多く貧しかったことと、幼いころに患った

病気とが原因でいじめられ、学校にはあまり行かなかったという。現在でも彼女はほとんど字が読めない。

小学校卒業後、子守や旅館の女中などをし、20 代後半で大工の夫と結婚、40 代後半で死別。子どもはい

ない。その後はパートで飲食店に勤務、生活保護を受けていた時期もあるが、姉と同居することになって

生活保護は打ち切られる。野宿をはじめたのは、姉に紹介された会社に就職しようと上京してきた際に道

に迷ってしまい、そのうちお金もつきてしまったためだという。 
TN さんは 36 歳で、62 歳の内縁の夫とともに Y 公園のテントで暮らしはじめて 1 年半になる10。軽度

の知的障害があり（療育手帳 4 度）、中学卒業後、養護学校の紹介で縫製工場に就職。生活の細部まで干

渉しようする両親への反発から、20 代になると家出を繰り返すようになる。家出中は売春をして生活して

いた。29 歳のときテレクラで知り合った 12 歳年上の男性と「早く実家を出たくて」結婚。子どもはいな

い。夫は市場に勤め、TN さんはパートで清掃の仕事をしていたが、夫がギャンブルに明け暮れるように

なると、ふたたび家出を繰り返すようになった。家出中に知り合った男性に軟禁されかけていたところを、

刑務所を出所したばかりだった別の男性が助けてくれ、それをきっかけに生活をともにするようになる。

夫とは離婚し、助けてくれた男性とともに友人の家に居候した後、友人の紹介で Y 公園の空きテントで野

宿をはじめた。 
KS さんは 68 歳で、Z 施設に入所して 4 ヶ月になる。中学卒業後に上京、製造業の工場で働く。結婚の

経験はなく、単身でアパート暮らしをしていた。50 歳で退職を迫られた後は、パートで清掃の仕事をして

いたが、家賃を払えなくなって友人宅に居候するようになる。65 歳でふたたび仕事を解雇されると、友人

宅を出て野宿をはじめた。2 ヵ月の間路上や神社の境内で野宿をした後に、偶然出会ったボランティアの

人に教えられて福祉事務所を訪れ、生活保護を受給することになる。しばらく入院した後、ある女性施設

へ入所、その後ふたたび入院し、退院後に Z 施設に入所する。 
 
3.2 生活に埋めこまれた制約と生活戦術 
女性野宿者たちの生活には、野宿をしているために避けがたいさまざまな制約がある。まず食事や住居

など、生きていくためになくてはならないものにも不自由するということがある。とりわけ野宿をはじめ

たばかりのころには、食べ物や寝る場所も見つけられず、 低限の欲求すら満たせないこともある。HA
さんもはじめのうちは何日間も食べられず、眠る場所も見つけられず、寒さにふるえていたと語った。 
こうした物質的な欠乏以外にも、野宿者は強制排除や嫌がらせの危険に常にさらされている。Y 公園で

は当面は野宿を続けることが黙認されていたものの、多くの野宿者はいつはじまるかわからない強制排除

を恐れていた。テントの数や場所、居住人数は公園管理課によってすべて把握されており、毎日行われる

パトロールの際に、テントの建て方や荷物の置き方について細々とした注意を受ける。野宿者に対する襲

撃やテントへの放火は各地で起きており、ときには殺されてしまうこともある。 
こうした暴力の危険は、女性野宿者たちには非常に大きなものに感じられていた。TN さんをはじめ、

もっとも怖いのは夜間にトイレに行くことだと語る女性野宿者は多かった。Y 公園では野宿者の健康と安

全を気づかって定期的に見回りをする人びとがいたが、たとえ善意からなされていても、近づいてくる見

知らぬ人は誰でも、それが男性だった場合には特に、足音だけで怖かったと HA さんは語っている。また

単身で生活している女性野宿者はすべて、男性からの暴力にあっていた。HA さんは何度も男性野宿者か

ら殴られたことがあるという。 
 
「酒売ってるとこね、どこにあるかわかんなかったの。…行って帰ってきたら、…すごかった。ぶん殴

られたりね。…コンクリートの塊でさ。殴られたの。（使い走りを）断ればいいのにね、わかんなかった

からさ、断れなかったからね。行ったはいいけど（道が）わかんなくてね、やっとわかって買ったと思

ったら今度は帰って、どういうふうに行くかわかんなくなっちゃって、そしたら夜が明けちゃったの。

それで金持って逃げちゃったのかってね、皆（男性野宿者）に言われてね、帰ってきたら…、怒られて。

嫌になっちゃうね。…すごかったんだから。…暴力ふるうの。酒癖悪いからね。」〈みんなに、誰にでも

するんですか？〉「だから弱い人、弱い人にやるの。」 
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暴力はジェンダーにかかわらず「弱い」人に向かうと HA さんは語っているが、彼女は何度か性暴力にあ

いかけたこともあるという。これは女性というジェンダーに起因する暴力といえるだろう。また Y 公園に

は、テントでともに暮らす夫から繰り返し暴力を受けており、大怪我をしたこともある女性野宿者もいた。 
このような制約のなかで、さまざまな生活戦術を駆使しながら、少しでもましな日常をつくりだそうと

する野宿者たちの実践も見られる。テントに定住するのも生活戦術の一つである。テントを構えたことで、

人目にさらされながら毎晩寝場所を探す苦労から解放されて安心して眠れるようになり、テントに荷物を

置けるために、自炊ができるようになって体調がよくなり、雑誌拾いの仕事もはじめられたと語った女性

野宿者もいた。 
雑誌拾い以外にも、現金収入をえる方法はさまざまだった。TN さん夫婦の場合には、野球のチケット

を買ってダフ屋に売るという「並び」の仕事を夫がしており、それに TN さんの障害者年金を加えた収入

で生活していた。HA さんには定まった収入源はなく、ボランティアや他の野宿者からの差し入れと、と

きおり訪れるジャーナリストからの取材の謝礼に頼って生活していた。他にも年金収入がある女性野宿者

や、他の野宿者の家事を引き受けることで、食事や小遣いをもらいながら生活している女性野宿者もいた。 
こうした日常の実践のなかには、女性野宿者に特徴的な生活戦術もある。TN さんをはじめ数人の女性

野宿者は、女性のボランティアに頼んで生理用品や女性物の下着などを手に入れていた。男性野宿者のな

かには公園の水道で水浴びをする人も多かったが、身体を清潔に保つことには多くの女性野宿者が苦労し

ており、金銭的な余裕があるときは銭湯に行くが、それができないときには女性用のトイレで髪を洗った

り体をふいたりしていた。洗濯は、HA さんは男性の目が多いところで下着を干すのに心理的な抵抗を感

じるためにコインランドリーを利用していたが、TN さんは公園の水道で洗って人目は気にせず干すと語

っていた。またしばしば見られる生活戦術として、安全を確保するために男性とともに暮らすということ

がある。単身で野宿をしていた KS さんは、信頼できそうな男性野宿者を見つけ、夜はその人の側で眠る

ことにしていたという。 
 

「そこで初めて知り合った。で、私なんか働いてないんだから食べ物ないんよね。（その男性野宿者が）

今日なんか食べた？って来るわけ。何も食べてないって。カップラーメン買ってきてくれて。」…〈じ

ゃあ二人一緒に寝てたりしてたんですか？その人と。〉「その人はこういうふう（縦向き）に寝て、私は

こういうふう（横向き）に。」〈昼間とかは一緒に過ごす？〉「いや、一緒じゃない。朝目が醒めたら別々。」

〈で、夜は一緒に。〉「うん、もうそこへ行って、一人で寝るの怖いから、そんでいればその人そこへ帰

って来るから。」 
 
3.3 野宿生活における創造性と〈共同性〉 

HA さんは、履歴書が書けないために就職に苦労したこと、何とか就職した先でも計算ができないため

にばかにされたこと、キャッシュディスペンサーの使い方がわからずに知人に預金をおろしてもらうよう

頼んで取られてしまったと思っていることなど、読み書きや計算ができない不便から味わった屈辱的な経

験を何度も語り、そのことに強いコンプレックスを抱いていた。とりわけ野宿生活をするにいたった経緯

は、字が読めないということと結びつけて何度も繰り返し語られた。 
 
「こっちに（姉が）昔いた会社があるから、ね、そういうことだったらそこ行けばいつでも使ってくれ

るから、やってくれるから、そこ行ったらとにかく出ないわけ、電話しても。電話すれば出るんだけど、

…こっちから（就職をお願いしに）来たんだから、迎えに来ないわけよ。私（会社の場所が）わかんな

いわけ、左も右もわかんないし、どこだかわかんない、字もわかんないから。…そのうちお金がなくな

っちゃったの、電話代もさ、なくなって、帰るときの汽車賃もなくなって、それでこう野宿の生活にな

ったの。」 
 

HA さんは自分の生活史を多くのボランティアやジャーナリストなどに語っており、それらの話のなか

では年齢や生活史の細かい点に相互に矛盾も見られたが、野宿をはじめた経緯についてのこの話は、いつ

も同じように繰り返されていた。この話は、HA さんがこれまで経験してきた数々の不利益を象徴し、野

宿をせざるをえなかった理由を人びとに了解させる意味を持つものだったということができるだろう。し

かし読み書きができないことは、以前ならば「わかってくれないし、反対にばかにされる」ため、「よっぽ
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ど信用のある人にしか話せない」ことだったという。  
ケン・プラマー（1995＝1998）は、それまで語られなかった語りが生み出されるには、それを受け入れ

る共同体が必要であり、共同体自体も語りを通して構築されることを指摘している。HA さんの語りの変

化も、このような視点から解釈することができる。以前ならば隠しておきたいことだったという読み書き

ができないことは、野宿という場面に埋めこまれ、野宿者の語りとして耳を傾けられるようになって、積

極的に語るべき物語としてあらたに構成しなおされている。このような語りによって、HA さんは彼女に

共感し彼女の困窮状態に思いを寄せる共同体を、まわりに生み出してもいた。HA さんについて書かれた

新聞記事を読んだ見知らぬ読者から、HA さんの学習用にと辞書が送られてきたり、HA さんが読めるよ

う片仮名で書かれた手紙を添えてボランティアの人から日用品が送られてくるなど、HA さんのまわりに

形成された共同体は、彼女の野宿生活を支える物質的な基盤にもなっていた。 
HA さんは野宿者運動にも積極的に参加しており、ここからは食料や日用品だけではなく、ふりがなの

ふってあるビラを読んで文字を勉強したり、「はじめて一人で電車に乗れるようになる」など、学習の機会

をも獲得していた。こうした共同体の中で「いろんなことがわかってくる」ことによって、HA さんはし

だいに「強くなっていった」のだという。 
 
「私 TN さんと同じで内気だったの。あんまりしゃべんなかったの。しゃべんなかった。…落ち込んじ

ゃう方だからね。考え込んじゃう。こういうとこでさ、男の人の中にいるでしょ。いるようになってか

ら強くなった。強くなんなきゃね、こんなんしてたらだめだなあと思って。やっぱり強くなんなきゃだ

めだなあと思って。ばかにされるなあと思うでしょ。で、ばかにされる、ばかにされて、あれだからね、

強く生きなきゃなんないなあって。…いろんなことわかってくると、強くなってくる。一人、男の中に

いるとね、そういうふうにね。…やっぱり一人で歩いてるでしょ。歩いて。黙ってるとばかにされるか

ら、やっぱりね。生きてかなきゃなんないからね、こんなことしてたら死んじゃうからね。…そう思っ

て、そしたら強くなった。」 
 

HA さんのように、Y 公園の野宿者の多くは「社会生活から逃避」しているのではなく、さまざまな人

びととの関係性の中で社会生活を送っている11。日用品や食料を贈与しあったり、KS さんのように他の野

宿者とともに過ごすことで危険から身を守ったり、会話を交わすことで孤独感を和らげるなど、野宿を生

きていくうえでの必要性から形成されているのが、こうした野宿者の共同体の特徴のひとつである。ある

女性野宿者は、野宿をはじめたばかりのころ、寝場所を確保する方法や炊き出しの日時を見知らぬ野宿者

から教えてもらったと語っているように、生活戦術の伝達や情報交換は、それ自体が野宿者の間に関係性

を生起させていく媒体となってもいた。その背景には、「互いを困難で危険な境遇を共有している存在とみ

なす意識」（北川 2001:71）があるだろう。ここで野宿者の共同体として想定しているのは、人びとの行

動を枠づけ個々人が帰属するような、明確な外縁を持った集合体としてあるのではなく、容易に形成され

容易に解消されていく、総じてゆるやかなものである。 
さらにここでいう野宿者の共同体のもうひとつの特徴として、かならずしも同質性を基盤にしていない

ということがある。同じ境遇を共有している野宿者どうしであるからといって、常に関係が結ばれていく

わけではない。同じように、野宿はしていないが野宿者に思いを寄せるような人びと、たとえば、かつて

同じ公園に住んでいた元野宿者や、ボランティア、取材に来た人、近所に住む人、福祉事務所のケースワ

ーカーなどとの間にも、関係性は生みだされていた。 
このように明確な境界をもつ固定されたものではなく、同質性を基盤にするのでもなく、野宿という状

態が喚起するような関係性が実践の中でたえず生みだされていき、その連鎖としてあるような共同体を、

ここでは野宿者の〈共同性〉と呼んでおきたい。 
 
4 野宿を続けること／野宿を脱すること 
 HA さんは今後の生活について、「体力の続く限り野宿を続けたい」と語っている。それは、かつて生活

保護を受けていたときに味わった後ろめたさをふたたび経験したくないという消極的な理由だけではなく、

彼女の野宿生活に対する積極的な意味づけにも支えられている。 
 
「私は（生活保護は）受けない。アパートで一人とかで暮らしてたら寂しいでしょ。ぼけちゃう。ここ
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だとみんなが来てくれるからね。」〈グループホームとかには入りたいと思わないですか？〉「今はね。他

にやること（野宿者運動に参加すること）もいっぱいあるからさ。…他にもやることがいっぱいあるか

らさ、ね。…（野宿する前の生活と比べて）今の方がまだいいよね。ここ来てさ、よかったもん。いろ

んな人がね、あれして（差し入れをして）くれてさ、HA さんって言ってくれるし。…今の方がよっぽ

どいいよ。…こないだもね、持ってきてくれるしさ、みんな持ってきてくれるからね、持ってきてくれ

るから、ありがたいよね。…うれしいよね。…結構みんな持ってきてくれるからね、助かる。ね、うれ

しいよね、あれしてくれてね。ありがたいなあと思って。」 
 

後ろめたさを感じながらアパートで一人孤独に暮らすよりも、HA さんを気遣って「みんなが来てくれる」

野宿生活に、彼女はより大きな喜びを見いだしている。また HA さんが進んで参加しその参加が期待され

てもいる野宿者運動は、彼女にとってひとつの生きがいにもなっている。HA さんが野宿を続けていきた

いと語るときには、このようにかならず他者の存在が不可分のものとして意識されている。これまでさま

ざまな不利益を受け、コンプレックスを抱き続けてきた HA さんは、野宿生活においては、その 大の原

因である字が読めないということを隠さずに語れ、それでも他者に必要とされたり承認されていると感じ

られるのだろう。そしてこうした HA さんの野宿生活は、物質的にも自らの存在意義を確認できるという

点でも、野宿者の〈共同性〉の中でこそ続けていくことが可能であり、また彼女にとって続けていく意味

のあることになっている。 
Z 施設で暮らす KS さんは、野宿生活を脱出して生活保護を受けるようになった経緯について、以下の

ように述べている。 
 
「その人（KS さんが隣で寝ることにしていた男性野宿者）はどっかに一軒家だけどね、6 畳と 3 畳の

部屋 11 月から借りることになったから、嫌でなかったら来るかっていうから、そんな路上よりいいか

らね、はいっつったの。…明日からそのアパートに行くっていう前の日、区役所行ったのよ。そしたら

…体調べて（生活保護を受給するために検査入院）。」…〈何で区役所行こうと思ったんですか？〉「いや、

だからそうやってお弁当買ってくれた（近くに住む）奥さんが教えてくれたの。」…〈で、その人と一緒

に？〉「それで教えられて、あくる日公園に行ってたのね。そしたらそん中青いテント張ってるのいるじ

ゃない。その人におばちゃん、今日いい人に会わせてやるよって言ったの、言ってくれたの。いい人っ

て誰なんだろうって思ってたらね、ボランティアですって。役所へ連れてってくれた。」〈青いテントで

暮らしてる人がボランティアを紹介してくれた。〉「うん。こういうおばちゃんいるんだよったら、じゃ

あ明日来るからって。じゃあ公園の噴水ある方に私いつも昼間座ってたのね。そしたらそこ（ボランテ

ィアが）来て、一緒に行きましょってことで区役所行った。」〈それまで区役所に相談に行けるとかって

知ってました？〉「知らない。だいたいそういうとこ行くの男の人ばっかりだと思ってたからね。」 
 
KS さんはいつも隣で眠っていた男性野宿者に、野宿をやめて一緒に暮らさないかと誘われ、いったんは

受け入れている。しかしその男性と暮らしはじめるという前日、たまたま出会った近所に住む女性、他の

野宿者、ボランティアに教えられるがままに行動していった結果、生活保護を受けて野宿を脱出すること

になった。生活保護制度を知らず、まして女性である自分がそれを受けられると思わなかったと語る KS
さんは、野宿中は一日先の生活の見通しすらほとんどなかったに違いない。そのため、男性野宿者ととも

に暮らすことに決めた翌日に生活保護の受給が決まるというように、一日ごとに彼女の生活は変化してい

った。KS さんは、このように彼女のまわりにたえず生起し続ける〈共同性〉のなかで、ほとんど偶然の

ようにして Z 施設にたどりつくことになったのだった。 
Y 公園で暮らす TN さんに将来の生活の希望をたずねると、さまざまな矛盾する答えが返ってきた。野

宿生活は不便なのでアパートで暮らしたい、一人暮らしをしたいということもあれば、夫と二人で生活保

護を受けたいということもあった。一度は夫婦で生活保護を受けることを望んで、TN さん一人が施設に

入ったこともあった12が、夫のいない生活に急に不安を感じ、2 日で施設を飛び出してきたという。一方

で、野宿をはじめるまで自分には友人がいなかったが、公園に来てはじめて友人ができたので野宿は楽し

いといったり、「野宿は気楽でいいよ」と語ったりしながら、変わらず夫とともに Y 公園で暮らし続けて

いた。あるとき突然、TN さんの夫が「並び」の仕事にたずさわっていたことが明るみに出て勾留された。

TN さんはしばらく他の女性野宿者のテントに身を寄せていたが、Y 公園内で暮らす別の男性野宿者と親
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密になり、公園でその男性との仲が噂されるようになると、噂に耐えられずに一人公園を飛び出してしま

う。そしてその男性野宿者の日雇い労働の収入で、二人でホテル暮らしをはじめた。それ以降の彼女は不

安を埋めるかのように、ほとんど毎日電話をかけてきては、あるときはその男性と結婚してアパートで暮

らすといったり、あるときは夫が拘置所から出てくるのを野宿生活に戻って待つといったり、あるときは

一人で生活保護を受給したいといったり、長く連絡を取っていなかった実家に帰ろうかといったりした。

そして自分の知的障害を理由にあげて、誰かに頼ってしまうと語った。 
 
「障害あるから、一人になるといられないから、誰かに頼ってっちゃうでしょ。頼っちゃうのよ。それ

が怖いから。今だって頼っちゃってんでしょ。それが怖いのよ。一人で待てないから、一人で＊＊さん

（夫）待つことできないから、誰かに頼っちゃうの。…私もしっかりしなきゃいけないんだけど、こう

いう障害あるから。…誰かに頼れればね。誰かに頼るでしょ、男の人に。寂しいから結局頼っちゃう。

結局私男の人になっちゃうから。結局いつも男の人に頼っちゃう。…私障害持ってるから、ここに一人

でいるといろいろ考えちゃうんだよね。…実家には帰りたくても帰れないしさ。帰りたいけどね。心配

かけたくないしさ。」 
 
TN さんが公園を出て 2 ヶ月半が過ぎたある日の電話で、彼女は一緒に暮らす男性の機嫌に左右される生

活が急に不安になり、一人で生活保護を受給する決心をして、男性の留守中に福祉事務所を訪れ、すぐに

施設に入所することに決まって向かっている途中なのだといった。 
 
「もうこの際だから（生活保護を）受けちゃえってふっ切った。…結局自分の生活力つけなきゃしょう

がないでしょ。ほんとは行く自信がなかったの、一人で。…3 食ついてるんだってよ。こんな楽なんだ

ったらもっと早くやればよかった。こんな楽なことないよ。」 
 
しかし TN さんが施設に着いた直後、夫の釈放が近いことを知らせる電話が彼女のもとにある。それを聞

いた TN さんはわずか数時間滞在しただけで施設を飛び出し、公園に戻っていった。そして釈放されてき

た夫と、ふたたび Y 公園で野宿生活をするようになった。TN さんの将来についての語りはそのときどき

で異なる一貫性のないものであり、彼女の行動も、夫や実家、福祉事務所、一緒にホテル暮らしをしてい

た男性野宿者との関係のなかで、暫定的なかたちで「誰かに頼って」いった結果として、野宿を続けたり

野宿を脱したりすることを繰り返すという、一貫性のないものだった。 
以上のことから、HA さんの野宿を続けたいという語りも、偶然のようにして決まった KS さんの野宿

からの脱出も、TN さんの一貫性のなさも、いずれも他者との生成され続けていく関係性を基盤にしなが

ら、その中でたえず暫定的に決まり続けていった結果としてあったといえるだろう。 
 

5 おわりに――断片的であること 
これまでの野宿者研究は、野宿者を更生すべき存在や救済の対象とするまなざしに対して、人びとの主

体性や自立性をみる必要があると主張し、そこに状況変革へ向けた可能性を見いだしてきた。しかしその

ときに、女性野宿者をはじめとする「勤勉な男性寄せ場労働者」的ではないような存在を、見落とすこと

になってしまったことは否めないだろう。さらに、ここで見てきた 3 人の女性たちのような、周囲の人び

ととの関係性に応じて変化する実践は、「排除のイデオロギーに対抗」するために野宿者の「主体的」で「個

人レベルの抵抗」に着目しようとする視点からは、抜け落ちてしまうものである。しかし彼女たちにとっ

ては、主体的な意志にもとづいて野宿を続けることも、意識的にせよ無意識的にせよ生活戦術を用いなが

ら野宿を生きぬいていくことも、福祉制度を受け入れて野宿を脱することも、それぞれたえず生起され続

けていく野宿者の〈共同性〉の中で営まれている日々の実践の、一場面としてあらわれているようなこと

がらだった。ここに、野宿をすることと野宿を脱することの間に明確な境界が想定されるような、野宿者

の抵抗や主体性を読みとることはできないだろう。 
これまでの研究では、野宿者の主体性や抵抗の姿に着目しようとするあまり、一貫した自律的な意志の

もとに合理的な行為を選択していく主体が前提とされてきたのではないだろうか。そのため、周囲の人び

とと取り結ぶ関係性に依りながら、日々変化していく状況に対応する過程であらわれていくような、行為

遂行的な生活実践がとらえられなかったのだろう。しかしときには支配を受け入れ、ときにはそれに正面
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から抵抗し、ときには工夫をこらしつつ支配をくぐりぬけている野宿者の日々の生活のなかでは、主体的

であったり抵抗として解釈されるような行為は部分的なものにすぎない。それにもかかわらず自律的な主

体を想定し、自らの意志にもとづいた行為の結果として野宿をしていると野宿者を表象してしまうことは、

野宿者自身の意志が援助を受ける際の選別の基準となるような特措法が制定された現在の状況では、「排除

のイデオロギーに対抗」しようとする研究者の意図を超えて、排除を正当化する現実的効果をもってしま

うことになる。むしろ、ここで見てきたような女性野宿者たちの実践に接近することに先立ってある、野

宿者の抵抗の姿や主体性を見たいという研究者の欲望が、このような実践のうち、野宿しているという一

時的な場面だけを切り取り、女性野宿者の存在やその生のあり方を見落としてしまうことに荷担してきた

のではないか。 
ディペッシュ・チャクラバルティはサバルタンの歴史を指して、「必然的に断片化されていて挿話風であ

る」（Chakrabarty 1995=1996:100）と述べているが、女性野宿者たちの実践も、長期的な視野にたった

一貫性をもたない、断片的でしかないようなものとしてあらわれていた。つまり、野宿者の〈共同性〉が

存在し続けることを前提に野宿を続けていきたいと語る HA さん、女性である自分が生活保護を受給でき

ると思わなかったが、日々生起していく〈共同性〉 のなかで野宿を脱することになった KS さん、「いつ

も男の人に頼」った結果、野宿生活と野宿からの脱出とを繰り返す TN さんの実践は、限られた資源や暴

力という制約の中におかれ、伝統的に女性に期待されてきた役割に添って行為を遂行しているために、一

貫性や主体性のなさと見えるようなものとしてあらわれている。こうした断片的でしかないような生のあ

り方は、野宿者であり女性であるということで、二重に周縁的な場においやられている女性野宿者たちの

置かれている状況をよく示すものである。しかしこれは、女性野宿者に本来的に固有なものでも、女性野

宿者だけに見られるようなものでもない。むしろ、主体性や合理性の残余としてあるネガティブなものが

伝統的に女性におしつけられてきたことの結果として、女性に顕著に見られるようなことがらとしてあら

われているのだろう。ここで見られるような女性野宿者たちの断片的で一貫しない実践に着目することは、

人びとの生が営まれている日常的な場から、自律した主体であることを欲望する知のあり方を問いなおす

手がかりとなるのではないだろうか。 
 
＜質疑応答＞ 
野村：コンビニから賞味期限切れの食品をもらっている人や、コンビニのトイレを使っている人はいるか。

コンビニのトイレでシャワーを浴びている人もいると聞くが。 
丸山：コンビニから食品をもらっている人はいるが、調査をした公園は毎日炊き出しがあるので、数は多

くない印象を受けた。トイレは公園のトイレを使っていた。 
近森：①公園に来る取材やボランティアの人との間に共同性が成り立っているという話だったが、そうで

はない公園もあるだろう。この特殊な事例でどこまで一般化できるのか。②断片的でしかない生のあり方、

主体性のなさと言っているものは、女性だけではなく男性野宿者にもあてはまる話ではないのか。 
丸山：①自分が見てきた事例以外にあまり一般化はできないが、ボランティアや取材の人が来なくても、

女性野宿者はまわりの男性野宿者と関係をつくって生きる傾向がある。②断片的な生や主体性のなさは、

これまでの知では、女性的な特徴だと考えてあまり対象化されてこなかっただけで、男性野宿者にも当然

見られることだと考えている。 
竹沢：断片的な生を生きている、つまり資本主義の道義を受け入れない人々だからこそ、管理すべきであ

るという行政の対応を作りあげることにならないか。そう仮定したうえで、それに対抗する言説が必要だ

と思う。 
関根： 終章に「断片的であること」とあるが、それではうまく言えていない。断片的と言われているこ

とを断片的と言ってはいけないという主張なのではないか。チャクラバルティの断片という言葉は使い方

が難しいと思う。良心的な結論だが、そのあたりをもっとはっきり言わなければ悪用されてしまう危険性

がある。 
野村：野宿者でもジェンダー、年齢で違うところがあると思った。ギルさんの話に出てくるような男性野

宿者は一人で生きている感じだが、女性野宿者や子どもは共同性をつくりながら生きるというのは確かに

あると思う。ギルさんの話では slightly homeless と言われていたが。 
ギル：場合によってシェルター、路上を往還する slightly homeless は、リバプールでは日本よりずっと多

い。それを自発的というか断片的というかはまた別の問題で、その区別自体が粗っぽい。寄せ場学会では、
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確かに野宿者の主体性を強調することが多く、ロマンティックに描いてきた。しかし対象が寄せ場労働者

からホームレスに変化するにつれて、寄せ場学会での語り方も変化している。好きで野宿をしているわけ

ではないというときに、「野宿を強いられている」という言い方で、主体性をつぶそうとする言い方も目立

ってきている。 
小田：丸山さんが依存的とか断片的などの言葉を使いたいのは、もともと女性とかネイティブは、白人成

年ブルジョワ異性愛男性以外の人々だからだろう。ここで誤解を招かないように言わなければならないの

は、自立的／依存的というのが近代の二元論だからこそ、自立的と対立しない依存的ということが見落と

されてきたということ。趣旨は研究者が野宿者に投影したがる首尾一貫した主体に対する批判で、だとす

れば抵抗という言葉を使わないということになるのだが、全体の印象として抵抗論っぽい。それはどうい

うことなのか。抵抗という言葉を使うのはばかだと、もっとはっきり言えばいい。 
松田：ここで言われている抵抗論は、一般的に抵抗論として議論されているものとはコンテキストが違う。

日本の寄せ場研究では、protest 型の抵抗が主であるという特殊な事情があって、それが今のホームレス

研究にも引き継がれている。丸山さんの研究はベタな調査が 90％以上を占めていて、竹沢さん・関根さん

がコメントしたところは論文用に無理して書いているところ。しかし solidarity without identification と

か、community those who have nothing in common とか、ある種の共同性とか主体性といったものを組

み替えていくという議論、小田さんが言ったような依存を横断した自立性など、そういうことを言うデー

タはたくさんあると思う。アドバイスしてあげて。 
野村：参考文献にあげられている論文に使っている「脱出」という言葉の方がいいのではないか。これは

何からの脱出？自己から、主体からの脱出？抵抗ということではないなら、脱出という言葉は説得力があ

るが。 
丸山：この論文でも同じことしか書いていない。脱出という言葉もあまり深い意味はない。 
小馬：見田宗介さんが、自我は一方的に自分が作るのではなく、相手のまなざしを受けて作りあげるもの

だと言っている。字が読めなかった人がそのことで注目され、人々のまなざしや関係性の中でスターにな

っていて、それが自我のあり方にも深く影響している。関係性の中で与えられた役割を引き受けるという

形で彼女たちの生があり、それと私たちの主体的、創造的、建設的な生き方というのを比較してみれば、

どっちもどっちかもしれないということを書くことが重要。竹沢さんも共同体について書かれていたが、

どこに答えを見つけて書いていくという方法があるのかと思った。私たちが書けるのは、一人一人が創造

していく生の豊かさが、普通そうではないと思われているところにあることを提示していくということで

はないか。 
竹沢：今日聞いていて面白かったのは、野宿者の共同性という言葉。そこをもっと濃密に書いたらいい。 
小馬：必ずしも同一性に依存しない共同性は一つのヒントになるかも。 
鈴木：TN さんの行動に一貫性がないというが、一貫性がないと判断する基準はどこに置かれるのか。丸

山さんの目には断片と映るかもしれないけど、彼女の主観の中では一貫した生なのではないか。 
小馬：したたかな感じがする。 
松田：丸山さんはそこまで深く考えていないだろうけれど、TN さんは一番付き合いの長い人で、お金を

貸す、泊りに来られる、夜中に電話がかかるなど、すごくふりまわされているからそう思うのだろう。 
小田：理論的に擁護しておくと、一貫性があるというのは、啓蒙主義的主体として、真理があって上から

すべてを見下ろすことができ、だからこそ関係から独立している。そういう客観的に見れる主体だからこ

そ真理があり、そういう主体だけが一貫性を持てる。そういう主体がないのは男性でも女性でも同じ。誰

だって一貫性がない。ただどうしてか研究者は、そこに超越論的主体を見出してしまうと丸山さんは言っ

ているのだろう。それをきちんと書かなければ。 
玉置：①「強くなった」という言葉があるが、これは自分の中の内面的なものなのか、外部から与えられ

たものなのか。②女性野宿者の中には男装する人がいると言っていたが、身体的な意味でも女性性を彼女

たちはとりにくいのか。 
丸山：①「強くなった」という言葉はこの女性が語った言葉をそのまま引いたもので、真意はわからない。

②危険を避けるために男装をしている人もいるし、トランスジェンダーの人も結構いる。そういう人は生

きづらく、社会の中で排除されがち。 
内藤：短期的にしかものごとが見られないというのは、私たちの世界からは一貫性がないと見えるが、そ

こからしか立ち上げていけない理論とか実践的プログラムがある。しかしそれを強調しすぎてもだめだと
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すると、人類学者はどこにいけばいいのか。書くことからしか進んでいけないのだが。 
国広：女性野宿者は世間の考える女性的役割を担っている。女性は頼るものだという通念があり、男性が

かばってあげるから女性は頼るが、それがなければたくましく生きていく。主流社会で見られることが周

縁社会でも見られるが、トランスジェンダーという話にもあったように、必ずしも主流社会の縮図という

わけではない。すべてが小さな周縁の中にある、そういう吹き溜まりで調査をしているという印象を受け

た。 
加藤：①TN さんが知人の紹介で公園に入ってきたとあったが、野宿生活への参与の方法。②場所固有の

共同性のあり方はどのようなものか。たとえば先日の靱公園のように強制撤去があったときに、この公園

での共同性はどのように作用するのか。 
丸山：①TN さんの夫の知人が公園にいて、空テントがあると聞いて。彼女自身は人間関係のネットワー

クを持っていない。 
加藤：新規参入や脱出という流動性はあるのか。 
丸山：テントを持っていない層は流動性は激しい。テントは公園管理課で管理されているので、簡単に新

規参入はできない。こっそり入ってくるというのはあるが。 
加藤：公園内におけるネットワーク、つながりとはどのようなものか。いざ立ち退きがあったとき、ある

程度共同して阻止するような動きができるのか、まとまって施設に入るのか、という場所における共同性

は？ 
丸山：②公園に長く定住しているところはわりと似ていると思う。靱公園でも一部の人は別の公園に行っ

たり施設に入ったり、一部の人は残って闘った。予測でしか言えないが、他の公園でも、立ち退きがあれ

ば同じようなことが起こるのではないか。そこにもともどの程度日常的な関係があったのかは、個別の場

所の経験でしか語れないのでなんとも言えない。 
森田：貧困者はものごとを短期的にしか見ないというのはどこの世界でもいわれていること。人々に対し

て一貫性がないという言い方をしてしまいがちなのかを、どう自分で理解していくかは難しい問題で、そ

れに変わるような書き方はなかなか見えてこない。これからの課題。 
西垣：携帯電話があって、メールが入ってくるというのは面白いと思った。人類学者が結節点として組み

込まれている。 
丸山：この調査をしてから 4 年たつが、今でも彼女はメールをしてくる。自分が困ると夜中でも早朝でも

電話してきて、うちにしばらく居候しようとしていたこともあったし、お金も貸していた。まさに私自身

が関係性の中に組み込まれていた。 
内藤：共通の悩みを打破する可能性として、研究者が関わることによって現場も変わる。人類学ができる

ことは自覚的に書いていくことだと思う。発達心理学で形成的フィールドワークというものがあるが、調

査をすることで向こうも変わり、自分も一緒に変わるという見方が参考になる。 
ギル：寄せ場で出会った人で外見が外国人の人がいて、彼だけ私に金を貸してくれと言った。女性野宿者

と丸山さんは、少ない女性同士ということで、関係性・依存が作られたのではないか。 
長谷：ホームレス／ものごいの社会的接点の違いという話があったが、自殺者というジャンルを含めて考

えると、見えてくるものがあるかもしれない。 
関根：①公園という場所性をどうとらえるか。ストリートとの連関でもあるが、どういう空間なのか。②

共同性と共同体という言葉が混同して使われているが、分けて使わなければいけない。男性野宿者との共

同性という問題と、公園に集う人との共同性とを分けて分析すると、データがいきる。それらは細かく分

析する必要があり、共同性という言葉でくくってしまわない方がいい。 
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1 特措法では、「医療や福祉等の援助が必要な者」については医療機関や生活保護制度などを活用した対策

が、「就労する意欲はあるが仕事が無く失業状態にある者」については就業対策が行われることが明記され

ている。東京都では 1997 年から野宿者に対する自立支援事業がすすめられており、就労可能というアセ

スメントを受けた人は自立支援センターで求職活動を行うことになっている。2004 年 2 月の時点で 3699
人がこの自立支援センターを利用しているが、 大 4 ヶ月に定められた利用期限内に就労先を見つけるの

は利用者の約半分で、ふたたび野宿に戻ってしまう人も少なくなく、実際には決して十分な自立支援事業

になっているとはいえない。「就労する意欲はある」とされる人びとが、就労できずに自立支援事業のなか

でふるい落とされていく過程については、北川（2005）が詳しい。 
2 全国調査（厚生労働省 2003）では、性別が確認されなかった人も 1886 人（15.4%）いるため、実際に

はそのなかに、危険を避けようと男性を装ったり身を隠すことが多いといわれている（Passaro 1996:63）
女性野宿者が含まれており、女性野宿者の割合は 2.9%より高いことが推測される。 
3 自立支援センターは女性の利用を明示的に排除しているわけではないが、建物が単身男性用につくられ

ており、女性は利用できないところがほとんどである。しかしごく一部ではあるが、女性の入所が想定さ

れている自立支援センターも存在する。 
4 2001 年の男性の賃金を 100 としたときの女性の賃金は、65.3（厚生労働省, 2002）である。 
5 自立支援センターの利用期限が数ヶ月から半年に定められており、たとえ仕事が見つからなくても退所

しなければならないこと、自治体によっては再度の利用はできないことになっていることは、野宿者に自

立支援センターの利用をためらわせる一つの要因にもなっている。 
6 全国の救護施設・更生施設・宿所提供施設・婦人保護施設に対して行われた調査で、滞在している野宿

者数は 2002 年 7 月 1 日の時点のもの。 
7 Z 施設は野宿者支援を行っている NPO によって 2000 年に設立された。法的位置づけは、第二種社会事

業としての低所得者向けの宿泊所で、福祉事務所の紹介を受けた人が契約にもとづいて入所し、利用者が

支払う 4100 円／日の利用料で運営されている。定員は 17 名で、野宿、DV、知的障害や精神障害、高齢

化などの理由で行き場をなくした女性たちが、アパート、生活保護施設、グループホーム、老人ホームな

どの次の生活の場を決めるまでの間、中間的に利用している。2002 年度の平均滞在日数は 183.9 日、利用

者の平均年齢は 59.7 歳（2002 年度）。ほとんどの利用者が生活保護を受給しており、常駐している職員が
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食事の提供や日常生活支援を行っている。 
8 本稿では語りを、桜井厚（2002）が「対話的構築主義」と名づけているように、語り手と聞き手との相

互作用を通して構築されていくものとしてとらえている。語りは許可がえられる限り録音し、録音された

語りについてはすべて逐語的なトランスクリプションを作成し、どのような状況で聞き取りが行われたか

が明らかになるよう、聞き手の発話も含めて語られたままの形で引用している。しかしこの過程には、聞

き手の認識が必然的に反映されていることは注記しておく。 
9 年齢、野宿年数などは調査当時のもの。 
10 TN さんと筆者との関わりを中心にしながらマルチチュードについて考察したものに、拙稿（2005）が

ある。 
11 ほとんど一切の関係性を断って生活している野宿者もおり、こうした人びとの声に応答することができ

なかったことは、今後の課題の一つとして明記しておきたい。 
12 野宿者が生活保護を受給する場合には、一般の住宅で生活をはじめる前に、生活技術などをアセスメン

トするために施設に入るのが慣例になっている。しかしカップルの野宿者にとっては、二人で利用できる

施設がほとんどないことが、生活保護を受けて野宿を脱出することができない要因になっていることが多

い。そのような場合、比較的生活保護を受けやすい女性だけがまず単身で施設に入り、一般の住宅に移っ

た後に男性が同居する形ならばカップルでの生活保護受給が認められやすいという先例があり、このとき

TN さんは、夫や福祉事務所とも相談してこれにならうことに決めていた。 


