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共同研究会「ストリートの人類学」 

第 8 回共同研究会（2006 年 6 月 25 日（日） 於：国立民族学博物館） 

報告題目： 「ストリートの人類学」という構想 

スピーカー：関根康正（日本女子大学） 
 
 

＜質疑応答部分＞  
関根：発表は、以上です。先ほど配布したのは、一昨日、岩田先生にお会いした際に、最

近先生が京大の同窓会誌に書かれたという一文です。改めて感激したので、みなさまに

おすそわけしたい。およそ自分の発表内容は及ばないが、志にはどこか通ずるものがな

いだろうかと思う。ぜひお帰りになってから、じっくりとお読みください。 
ギル：英語のプリントは、どこのものですか？ 
関根：外大の AA 研の資源人類学の報告書です。もしよかったら差し上げます。泊まった日

航茨木ホテルで丁度ハワイアン・フェスタというのをやっていて、目についたのでパン

フレットを持ってきた。最近トランスナショナルなものに敏感である。本当は私として

は、ハワイに行ったばかりなのでハワイの話をしたいが、今回は、やめておきます。 
ギル：ハワイの話が聞きたいです。 
関根：無理ということはありません・・・時間的にむずかしいかなと・・・。 
松田：アサドは、1 年半前くらいにここ民博に話をしにきたが、その際、議論になったのが、

近代国家が定義する空間における差異の政治の問題。パリにおけるイスラームの女子学

生のスカーフの話をしたと思うが、つまり人類学者としてそういう状況のなかでどうい

う介入が可能かという話であった。とてもおもしろいテーマだったが、実は、結論は肩

透かしであった。関根氏が、アサドに関心をもつのはなぜか。 
関根：あの発表論文には、たしかに結論がないが、それまでのアサドの仕事は、素晴らし

い。 
松田：ただ人類学者が言説的に介入するという中身が、実際パレスチナの問題にしてもサ

イードと一緒にやってきた政治的なコミットしてきたということは、当然あると思うが、

現実にスカーフの問題といった具体的な問題が出て、人類学者としての答えが（出てこ

ない）。つまり関根氏がストリートで、関根氏が考えようとしている西洋の他者の社会に

生きる、そこに生きる自己の実践ということを考えた場合、彼のどこが指針になるのか。 
関根：セキュラリズムを論じる人はたくさんいるが、（アサドのように）あれだけ根本的な

問いの形で社会の相違を考慮して丁寧にやっている人はいないのでないか。あまり過剰

な要求をしては悪いような気がする。問題設定とそこへ向けた努力の身振りというのは、

すごく魅力的だ。 
とにかくまず、Genealogies of Religion は凄い本だと私は思う。あの時点でギアツを

批判したのが、大功績だと思う。そこで、ご存じのように、身体知や訓練というものを
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考えず言語の意味・解釈ということで物事を理解することへの批判をした。それは重要

な視点転換を我々に示した。基本的に非常にブッキッシュな人ではあるとは思うが。 
  何か私の今日の若干抽象的な発表には皆さんひっかかりにくいようなので、5 分だけハ

ワイの話をすることにする。現在、英文の論文の中でも提案しているが、「勝利するロー

カリティ」と「敗北するローカリティ」の区別を考えている。そして今回、トランスナ

ショナルなスペースということを意識して、ハワイで 8 日間の調査を行った。カウアイ

島の山奥にヒンドゥー寺院が建立されている。教祖は、アメリカ人でカリフォルニア生

まれである。ヒンドゥー名は持つが、元々の名は分からない。それが、20 歳のときから

スリランカ、南インドを中心に放浪をはじめ、グルに出会ってヒンドゥー教徒になった。

その後、カリフォルニアに帰ってヒンドゥー寺院をつくり、その後カウアイ島に寺院を

移した。 
  その教祖は、2002 年に亡くなり、今は指名された 2 代目が継いでいる。このカウアイ

島にあるヒンドゥー寺院行ってみたら、表札には Hindu Church と書かれていた、外観

も教会のようだった。20 人の僧侶がおり、内訳は、19 人の白人とひとりのインド人で構

成されている。このコア・メンバーの 20 名がいて、寺院運営礼と出版事業を行っている。

このように小規模なのに、オンライン上では、大宗教のような体裁を示している。この

寺院の存在は、当初ウェブサイトで知った。この寺院は、“Hinduism Today”という雑

誌を出している。行ってみて驚いたのは、ウェブ上のイメージと現実の人的規模の小さ

さとの落差がある。ところがその教会のような寺院の後ろに、巨費を投じて南インド型

のオーセンティックな壮麗なる寺院が建立中である。20 名しかコア・メンバーがいない

なかで巨額な金がどのようにして集まっているのか、不思議であるという疑問をもった。 
  そのようなハワイ唯一のヒンドゥー寺院を見ることが、今回の調査の一つの目玉であっ

た。どのくらい怪しいのか確認しに行ったわけである。怪しいというのは、インドのヒン

ドゥー・ナショナリストとのつながりが伺えること。インタビューを通じてヒンドゥー・

ナショナリストとのつながりというのは、やはり感じられた。 
何をもってヒンドゥーと認定するかという問題がこの事例から出てくる問いである。

このようなアメリカ人教祖の主宰したヒンドゥー寺院の事例は、それ自体が非常に「パ

ッケージ化」という行為を体現することになる。事実、教祖は、亡くなる直前に How to 
become a Hindu という本を書き残した。ヒンドゥーにいかになるか、つまり改宗するか、

という題で書かれたこのような本は、今までなかった。それが、このアメリカ人ヒンド

ゥーによって書かれた。これまでに、How I become a Hindu という本は、2 冊ほどあっ

たが。それらの本の著者とこのアメリカ人教祖とは、関係があることが判明した。その

本に、「パッケージ化」と「勝利するローカリティ」のひとつの例が典型的に見て取れる

ように見える。 
ハワイ行の第二の目的は、「ヒーリング・ストーン」というオアフ島の住宅地にある聖

なる場所を訪ねることだった。「ヒーリング・ストーン」とは、ひとつの聖地の固有名詞



 3 

である。オアフ島は、火山島であるが、その石は火山岩ではないという不思議があり、

石の由来にまつわる奇跡の伝説がいろいろある。その石は、もともとハワイアンがまつ

っていた聖なる石だったのだが、それを 20 世紀の最初の頃位から移民した日系人や他の

移民達がまつっている様子が、ビショップ博物館のアーカイブスに残っている。ハワイ

アンは、19 世紀の終わり位に王権が衰退する中で、キリスト教に改宗し、ハワイアンの

伝統的な文化が顧みられなくなり、聖なる石も放置されたようだ。それを、日系人など

が流用したのだが、それもまたやがて打ち捨てられた。それが、近年、ヒーリング・ス

トーンは、シヴァ神に似ているのではないか、ヒンドゥー移民が注目し、その３つの石

をヒンドゥーの神々にみたて、聖なる寺院として機能させることになった。これを祀る

中心的人物は、1964 年からハワイに住んでいたが、これまでオアフ島には、自分たちヒ

ンドゥーが祈る場所がなかったので、探していた。カウアイ島のヒンドゥー寺院とのか

かわりもあるなかで、ヒーリング・ストーンを祈りの場とするようになったのである。

現在では、そこはヒンドゥー教の「歩道寺院」のような姿になっているが、その場所を、

ヒンドゥー寺院と呼ぶと不法占拠の問題に発展してしまうので、月一回の定期的なお祭

りに留めている。そのお祭りの様子は、ブラーマン・カーストの人がそれをリードした

り、読めないながらもサンスクリット語で儀礼を行うなど、ミニマムの形式の模倣にこ

だわることものであり、ここにサンスクリット化によるパッケージ化の方向が明らかに

みてとれる。インド全域や、フィジー、ケニアなどさまざまな出身地からのインド系の

移民が、一点のヒンドゥーイズムということばだけに誘われてヒーリング・ストーンに

毎月集うという、まさにここハワイでしか起こらない現象が起きている。そこでの文化

創造においては、何が継承され、何が落とされているのか、そのプロセスを具体的に検

討するとおもしろいのではないか。「勝利するローカリティ」と「敗北するローカリティ」

の具体的なイメージとしての事例にもなるのではないかと思っている。 
ギル：グローバリゼーション、トランスナショナリズムを考える上でおもしろい事例だと

思う。ただこれが、ストリート概念とどのような関係があるのか、私には少し分かりに

くいのだが。 
関根：私が考えるストリート概念は、第一はストリートを対象として扱っており、第二は

ストリートをものの見方、ないし方法を含意するものとみている。今のハワイの事例は、

対象としてのストリートであり、かつまたトランスナショナリズムまで含む方法として

のストリートでもあると考えている。もちろん普通の移民といってもハワイにいるので、

「上から」、「下から」とは簡単には言いがたいが。まず、彼らは人口構成上、非常にマ

イノリティである。虐げられている存在という訳ではないが、その中で彼らの宗教的欲

求を満たす場がなかなかない。階層的な上下問題というわけではなく、ハワイの中で決

して中心的な立場にない人がどういう動きをするのか、という問題としてある程度のス

トリートへの示唆がある。南アジア系移民がヒーリングストーンを流用する時に、カウ

アイ島のヒンドゥー・チャーチのアメリカ人教祖とコンタクトをとったりアイデアをも
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らったりしている。では、ヒーリング・ストーンの活動をどのように評価するか、とい

った時に「下からのトランスナショナリズム」という視点から見てみるとどのようなこ

とが見えるのかを検討したい。今回の短期滞在の間でも、ある南アジア系移民Ａ氏は数

時間の面談の間に自分は学歴がなく苦労したと何回も言ったし、また、自分の娘がアメ

リカ人を好きになったがいろいろややこしいことになっているのだが、どうしたらよい

のか、という悩みの相談も受けた。彼らは、移民の世代間ギャップの問題の悩みを抱え

ている。こうしたいろいろな人々の話が積み重なって、トランスナショナルな移民空間

の内実がストリート性としてもっと見えてくるのではないかと思った。しかし、1 週間の

調査では限界もある。 
  このように具体的な事例から、人類学として丁寧に考えていきたい。カルチュラル・

スタディーズとはその点が違う。すぐそこが「抵抗の空間」だと言いたい訳ではない。

彼らは最初に行政にきちんと許可をとっている。しかし、つい 2 年か 3 年前にハワイア

ン運動をしている人々からハワイアンの伝統的遺産であるヒーリング・ストーンを勝手

にヒンドゥー寺院にしていると批判がでてきた。しかし、彼らは、その場所について、

毎月第三日曜日だけプージャーのお祭りをしているだけで、ヒンドゥー寺院だとは考え

ていないと主張して事なきを得ている。だから、月一回のお祭りが終わるときれいに片

付けて石だけの状態にして帰っていくと静かに説明し、真正面から争ったりはしない。

南アジア系移民の彼らの間では、「寺院に行く」と言ってはいるが、それはハワイアンに

は言わないのである。 
ギル：おもしろいです。 
関根：昨日の懇親会の際に、ストリートの概念が発散しすぎているという議論や疑問がで

てきたが、その通りだと思う。ただ今日伝えたかったのは、ストリートというのは、対

象としてすごく幅があるということと、方法論的な一つの立場を表明しているものだ、

ということをまず理解していただけたらと思う。これは、ストリートというもののディ

フィニッションを勝手に私がするのではなく、「ストリートの人類学」というものを考え

るうえでのひとつの手がかりのための言葉として、むしろ各人の研究テーマが豊かにな

るということで、研究会の目的はある程度達成される。その意味では、この研究会とし

てまとまった報告書を書くというのは、主要な目的の次位にある。気楽に考えてほしい。

自分の研究の余白みたいな話、ついででよいのでストリートという言葉を刺激にして考

えられることを発表してほしい。 
野村：関根氏よりヒンドゥー寺院というような比較的人類学の中で対象化してきたような

問題事象から話があったが、関根氏は、さらにより幅広くすべての事物のストリート化

というのが進行しているという。実際の街路としてのストリートも問題であるが、こう

いう風に考えているということは、今の金融資本主義による動きも、ストリート化と言

えるのか。たしかに最近銀行の統合化は進んでいるが。店舗は消えて、ATM がぽつんぽ

つんと並んでいたり、銀行もサラ金とほぼ変わらない状況になっていたりするとも思う
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が、今の金融や資本といったシステムそのものが越境的、流動的に周辺化している状況

といえるのか。従来人類学が扱ってきたものを超えた膨大なストリート現象が起きてい

るということなのだろうか。あらゆるレヴェルでということか。これは、ストリートと

いうものを、100％拡大して解釈した場合、ということですよね。具体的にどういうよう

なものを、グローバリゼーションないし、トランスナショナルなネットワークに対して

想定しているのか。ヒンドゥー寺院の例は、分かったがそのほかには？ 
関根：野村氏の言うように思っているが、何でもありでしょうということになると困る。

だが、ストリートの人類学の意図は、対象だけでは抑えきれないので、方法も出した。

むしろ、方法で抑えようと考えている。現実に、凄いフロー化が起きている。ストリー

トの方法は、他者性、境界性の問題の自覚にある。現実は複雑化しており、place と space
といった単純な二文法では、世界は全然見えてこない。Place が流動化して space になっ

たという議論はとうに終わっており、さらなる議論がある。その状況の中で、相対的に

つなぎとめられているものと、そうではないもの、あるいはすべてがフローなのだが、

その non-place の中に place が絶えず生成され、消えていくような状況しかもうないので

はないか。それを考える際に、中心と周辺というのがあって、大きくは中心にネオ・リ

ベラリズムの流れがあり、巨大なある種の方向に引っ張っている。そのことに研究者と

して自覚的に抵抗していくためにストリートという方法的立場を模索している。 
私としては、野村氏の問いかけに対しては、イエスとしか言いようがない。この数年

移民社会の生活に注目しているので、流動性の面を注目しすぎているかもしれない。し

かし、たとえ一生村から出ない人がいたとしても、そこにはトランスナショナルな風が

絶対吹いており、その人の生活は変わってきているのではないか。トランスナショナル

というのは、移民の側の問題ではなく、移民の動きによって引き起こされる社会変化を

定住する人も影響を受けるという全体的な変容の問題である。激しい移民の動きは、社

会全体がストリート化していることの兆候である。現象は、いろいろに分析できるであ

るだろうが、ある方法意識をもって取り組むときに「ストリートの人類学」になるので

はないか。 
野村：トランスナショナルというものが出てきているが、その際にコミュニティというこ 
とは、出てくるのか。 

関根：スミスとグラルミーゾの本の中の一部に、次のように書いている。「トランスナショ

ナリズムの現象の複雑さは、単なるグローバリゼーションのようにスケールが拡大して

飲み込んでいくということではなく、社会の変化を意味している概念である」。①資本主

義のグローバリゼーションが、工業化があまり進んでいないような地域にも、不安定化

させる影響を与える。②輸送や、コミュニケーションに関して技術革命が起きている。

③人権意識の普遍化といったグローバルな政治的変容が起きている。④社会ネットワー

クの拡大。トランスナショナル・マイグレーションや経済組織、あるいは政治をめぐっ

て社会的ネットワークは拡大する。 
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以上挙げた４つは、アパデュライが言ったグローバライゼーションの５つのスケール

で相当カヴァーできる話である。野村氏の最初の質問に答えるとすると、グローバライ

ゼーションというのは、対象としての流動性のいろいろな面での高まり、複雑な接触と

いうものによって繰り広げられる風景を包含しているというふうに一応考えておきたい。 
野村：コミュニティについては如何。 
関根：コミュニティに関しては、ローカリティということと関係している。アパデュライ

は、ローカリティという概念を、決して地縁的な場所という意味では限定しておらず、

ネイバーフッドとローカリティという言葉を分けて使っている。コミュニティという言

葉は使っていない。オジェやド・セルトーの言葉を使えば non-place の place である。実

体としてのコミュニティが地縁的につながっているとは考えにくい。さまざまなフロー

がインターセクションとして接するところに浮かび上がってくるような場をつくれるこ

とができるなら、新たなコミュニティと言える場が出来てくるかもしれないが、それは

永遠不滅の形が変わらないものではなく、ストリートの中に生まれた新しいコミュニテ

ィというイメージがある。non-place の place という言い方は、それがストリートとその

新しいコミュニティが表裏一体だということを意味している。 
植村さんは、コミュニティ研究の立場から、何か言えないか。 

植村：コミュニティの話ではないが、うまくつながらないところを聞きたい。対象として、

と、方法としての～というところが、混ざってしまっているかもしれないが、「勝利する

ローカリティ」、「敗北するローカリティ」に加え、先生はストリート現象を紹介されて

いるが、ストリート現象ででてくる結節点―さまざまなものが流れていきつつも、その

中に生活の場みたいなものが生成する、それがストリート現象であるということまでは

わかる。その後に、「勝利するローカリティ」あるいは「敗北したローカリティ」、ある

いはパッケージ化という話が出てくるが、ストリート現象で起きていることと、同じ次

元のことと言えるのか。英語論文の紹介で出てきた寺院の様式について、様式自体にた

しかにパッケージされたものがあるというのは分かるが、それが生み出しているローカ

リティ、あるいはトランス・ローカリティが生み出す場というのは、パッケージで説明

できるのか。どのように関係しているのか分からないところがある。そこが混乱する。 
市川：「勝利するローカリティ」は分かるが、「敗北したローカリティ」はよく分からなか 
った。 

関根：敗北したほうは、難しい 
植村：それを、どちらもローカリティと呼ぶのはなぜか。 
関根：それは、グローバリゼーションが喰らいつく対象が、ローカリティと考えている。

そしてそれを断片化する。たとえば鬼太鼓のように佐渡というのは、記号として消えない。

しかし、アメリカで演奏するなどグローバル現象の中に浮かぶローカリティとしてである。

ローカリティの名前はくっついているが、それはすでにそぎ落とされた後の記号的な何か

である。敗北する、勝利するということを、横並びに実体的なものと考えてもらっては困
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る。ベンヤミンから着想しているぐらいだからすごく難しい。つまり消されたもの、見え

ないものに、言葉を与えているのだから。 
小馬：ローカリティの問題になっているが、それに対して夢の全体的なイデオロギーとい

うことも考えられないか、たとえばファンタスマゴリーとしてのデパートのような。 
関根：たとえばパサージュのようなものが、デパートに駆逐される場合には、パサージュ

のようなものに、敗北した何かを探したい。デパートは、むしろ喰らいついてくる勝利す

るものである。 
小馬：別の可能性について、むしろ敗北するものに可能性を感じるということか。 
関根：パリのパサージュは、今や観光地のようになっている。姿を変えて生きている。あ

るパサージュは、インド人あるいはパキスタン人が占拠している。逆にデパート化してい

るパサージュもある。そのように、いろいろな姿を変えて、今日のグローバル化したフラ

ンス経済の中で生きている。デパートとは、また違った味がある。ベンヤミンは、パサー

ジュは、消されたと言ったが、本当に消されたものもあるが、実際には、逆に観光業で生

き延びていたりするものもあり、そういうプロセス全体を考えるといろいろある。  
小馬：勝利したローカリティの方のほうは、進歩的な理論の精神面を補完する面がある。

敗北したローカリティから、さらに細かくローカリティを見ていく必要がある、と。 
関根：どんどん大事なエッジは、先へといってしまう。掴んだと思うものは、勝利してい

て、敗北するものはいっこうに掴めない。インドの歩道寺院を、「敗北したローカリティ」

と言っているわけではない。ある視点からみれば、貧困層がやっているという意味では周

辺に住む人が生活のために始めたこと。しかし、いったん始めると成功するものもおちぶ

れるものも出てきて、分岐していく。そうなると本当のエッジはどこであろうか、歩道に

エッジがあると単純に考えられない。議論は、そこで実体的に決められない。 
岩田慶治先生の次のセンテンスに惹かれる。「桜の落葉に気づかなかったのはなぜか。

つい常緑樹ばかり描いていた。私の眼には、桜が映らなかったのだろうか、私の眼に欠陥

があったのだろうか。いや、そうではない。桜のほうから見ると桜が邪魔になって人が見

えない。人のほうから桜を見ると体が邪魔になって桜が見えない。人の全体と桜の全体と

は同時に見えなかったのだ。いつも余白と呼ばれるところは見えなかったのだ。」勝利と

敗北とはこのような感じではないか。つまり、勝利するものは、すべて visible になって

いる。しかしその陰で何が失われたか、とは凄く言語化しにくいが、そこを気にしていく

という態度を、方法としてのストリートに込めていきたい。あまり勝利、敗北で議論をす

すめていくと誤解を生むかもしれないが。しかしそれは、グローカリゼーションという言

葉が流行するのを、くい止めるためにやっている。グローカリゼーションという概念で、

何が見えるのか。現地の人が取り上げるのはいいが、研究の場で対象として議論するに値

しない。 
小馬：ただそれが見えるのは観察者としての歩行者であろうが、何か邪魔して見えなくな

る。そういうひとつの構えをもってストリートを見ていくということなのだろうか。 
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阿部：勝利するほうは見えるが、敗北する方は見えない。岩田先生のいう余白というのは、

関根氏のいう「敗北するローカリティ」につながっているのではないか。敗北するほう、

これから敗北するかもしれないという見えないもの、そして勝利するものは、一応見えて

はいるが、勝利するものの先というものは見えるのか。勝利するものが集まってグローバ

リゼーションというものをつくっていて、その先はどうなっているのか。 
関根：先は、あまり見えていない。先は、絶望だと思う。 
阿部：見えないものと対比させながら、もう少し理論的に言うとどうなるか。 
関根：難しい質問だ。 
阿部：絶えず余白として何かが残っていて、勝っていくものがどんどんパッケージ化され

て増えていくというイメージでいいのか。 
ギル：横浜の寿町と中華街は、隣同士にありながら、中華街は、ものすごくうまくパッケ

ージ化された人気のある場所である。一方、寿町も、コリアン・タウンであるが、新し

くならないし、イメージもよくない。非常に小さな横丁に入らない限りハングルは見ら

れない。これは、「勝利するローカリティ」と「敗北したローカリティ」を考える上で役

に立つ事例になるか。 
松本：それらは、両方とも結局「柄」としてあるもの。余白、というのはそれを支えるも

の。 
関根：余白、というのは言葉は言えるが、目には見えない。 
阿部：横浜の例でいくと、横浜にあるものは中華街に代表されるものだけではなく、ほか

にも元町のように成功したパッケージ化の例があるのではないか。 
ギル：さきほどの話で示したかったのは、日本におけるマイノリティの「勝利するローカ

リティ」と「敗北したローカリティ」ということ。 
？：余白というのは、比喩的には使えるが。 
関根：これは、今後の課題としたい。 
松田：最初の野村氏の指摘にもあるように一番研究会で対象にすべき話は、ストリートを

考える際にパティキュラーな場的空間というのを限定しないと。ストリート現象という

言葉で、そこから先に、現代社会を見通すという問題意識、そこでローカリティの問題

が出てくるのはすごく分かる。今、修論や博論を見たら、アパデュライのローカリティ

だらけ。それは、いろいろなものにパティキュラーな場を超えて、意味を付与すること。

ワールド・ミュージックみたいに成功したら勝利で、失敗したら敗北というかどうかは

分からないが、ローカリティという言葉を持ち出していろいろと見えてくる。あるスト

リート現象のなかで、鈴木氏が対象とするような若者たちのまとまり、それはおそらく

ローカリティと重なる部分は、あるだろうが、そこで出てくるある種の連帯性とはいっ

たい何か。ストリート現象なり、ストリート的なものを考える際に、ローカリティとい

うパースペクティブと共同性というパースペクティブの両方を射程に入れなくてはいけ

ないという話を野村氏は、したかったのではないか。 
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関根：それは、先ほど答えたつもりだったのだが。共同性については、どういう共同性か、

ということが大事。トランスナショナルなスペースにもし共同性が生まれるとしたら。 
松田：ローカリティという言葉や発想を用いずに、その場で生まれてくるソリダリティを

表現できるかがが議論として上がってくるのではないか。 
野村：一種の連帯性のようなものが、しばしばあると思われるが、それがローカリティの

問題とは少しずれているのではないか、それがストリートの問題と関わるのではないか。 
関根：私はローカリティの問題をきちんと書いていないことが分かった。たぶんアパデュ

ライは、ローカリティのなかにコミュニティの問題を含めて書いていたような気がする。

ローカリティの中に、ネットワーク的なソリダリティをイメージしているのではないか。 
（文責：朝日由実子 上智大学大学院） 

 


