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「ストリートの人類学」という構想 

 

関根康正（日本女子大学） 

 

「今回のシンポジウムの狙いは、「新たな都市文化の創造」という本 COE プログラムが追求してきた

課題を理論的に検討することにあります。具体的な検討課題として設定しているのは次の二点です。過

去の長期にわたる時代において、アジアの諸都市は、地理環境、人々の移動や交易、政治権力の形成な

ど、それぞれの地域に特有な状況に影響を受けながら、多元的な文化を創り上げてきました。アジア諸

都市が蓄積してきた多元的な文化を比較史的な手法を用いて検討することが第１の課題です。第２に、

伝統的な都市文化の継承と活用です。現代のグローバリゼーションの広がりのなかで、都市を核とする

アジア諸地域は西欧に起源する近代化との対決を迫られています。過去の文化を継承してきたアジアの

諸都市はその文化資源を有効に活用して、どのようにグローバリゼーションに向かい合おうとしている

のでしょうか、そして新たな都市文化をどのように創出しようとしているのでしょうか、こうした問題

を議論したいと考えています。」(大阪市立大学大学院文学研究科ＣＯＥ国際シンポジウム『都市文化理

論の構築に向けて Towards the Construction of Urban Cultural Theories』の趣旨説明より) 

＊ ＊ ＊ 

 ここに示される二つの課題とは、統合して言えば、西欧近代化および今日のグローバリゼーションの

中で格闘するアジアの諸都市の都市文化の現在と過去を比較検討することで、新たな複数の近代化、都

市化を構想できないかというきわめて緊急かつ重大な今日的課題のことである。これは間違いなく、私

自身の課題でもある。 

人類学徒としての私はといえば、現代社会にむけての＜同時代の人類学＞を標榜したいと思っている

[オジェ 2002]。すなわちイラン革命と冷戦構造の崩壊の後を生きる現代社会において、西洋近代のた

どったものとは別の世俗化、近代化のあり方の可能性の探求をするような人類学をめざしたいのである。

現代のアジアの一角に生まれ生きる人類学者がやるべき問題意識のあり方を一例としてタラル・アサド

の著作に学ぶことができる。 

 

「人類学の営みにとっての決定的問題は民族誌がフィクションか事実かということではない。あるいは

現実主義的な形をとった文化の表現の仕方を、どこまで他の形態に置き換えられるかということでもな

い。文化的記述は何らかの政治的事実の只中で行われえるものだが、では、それはどういう種類の事業

であるのか―――人類学の営みにとっていっそう重要な問題はこれである。私たちが第一に振り向ける

べきものは、民族誌の表現方法についての実験のための実験ではなく、政治的介入の様式がどのような

ものであるかである。もっと正確に言おう。西洋の中にいる西洋の他者に関心を向ける人類学者にとっ

て、主たる問いになるべきものはこうである。人類学者が言説的に介入することによって、近代国家が

定義する空間における差異をめぐる政治の問題が明らかにされるとしたら、それはどのような形におい

てであろうか？」[アサド 2004:279][Asad 1993]（下線は筆者による） 

 

＜西洋の中にいる西洋の他者の場所において、近代国家が定義する空間における差異をめぐる政治の

問題＞を「我こととして」考えるための重要な研究対象に、「ストリート現象」とここで呼ぶものが含

意する広大なフィールドが想定できる。都市は、考えてみれば、異質なものの交流する結節すなわち

intersection であるから、本来的にストリート性を生命としている。 

都市に注目すること、「ストリート現象」に注目すること、そのような人類学がなぜ今必要なのだろ

うか。それは端的に言って、いわゆるポストモダニティを特徴づける急激な「フロー」社会化という現

実があるからであり[ハーヴェイ 1999]、しかもそれが依然として近代西洋中心的世界システムという

ヘゲモニーの形で進行しているからである。 

その現実について、近年、グローバリゼーションやトランスナショナリズムという概念などを導きに
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して洋の東西で、社会科学全般が研究に取り組んでいる（たとえば、[サッセン 1999]）。 

人類学に近接しつつ異なるディシプリンである社会学では、たとえば、メディア論的に現代の日常で

何事が起きているのかと問い、そこに隠されたリアリティを開示してみせようとしている。そうした成

果は意義深いものであるが、その反面、現実を忍耐強く記述するというよりは、方法理論の切れ味が試

されている趣きがあって、現実が性急な理論的視野のなかに矮小化されてしまう事態を招きかねない。

メスは鋭いが、それが問題の核心を適切に切り取っているかは別問題である。こうして、理論的な枠組

みで現実を性急に「わかってしまう」ことの、「上空飛行的な視点」のもたらす弊害は小さくない。図

式的に言うと、社会学が＜都市とはいかにして都市であるのか＞と問うとすると、人類学は＜人は都市

をいかに生きているか＞と問うという対比になる。このような物言いは社会学の幅広さを矮小化してい

るとの非難を招くに相違ないが、都市社会学を牽引する一部の研究者にそういう傾向が強く内包されて

いることは否定しがたい事実である。 

進行形の現実は複雑である。しかも、事象が複雑であるだけではない。事象の表象構造が複雑であり、

常に＜西洋の中にいる西洋の他者の場所において＞考えなければならないのである。人類学的研究の枢

要な特性は、それが常に現地でのフィールドワーク実践を通じてのヒューリスティック・アプローチ（未

知の対象を試行錯誤を繰り返しながら自己学習的に徐々にわかっていく過程を重視する方法）であるこ

とにある。フィールドワークは単なる対象についての認識量を増加させる独白的な情報収集ではない。

現場に立ち他者の口から多様なニュアンスをもって発せられる肉声に触れる、全人的な＜対話＞の体験

である。情動を伴った抵抗や了解の過程の経験である。それは深く重く研究者の側に堆積し、研究を駆

動する。このようなスタンスに賛同の意を表してくれる社会学者が少なからずいることも事実であり、

記しておくべきであろう。 

ともかく、そのような方法を＜西洋の中にいる西洋の他者の場所において＞生きる自己の実践として

行う必要がある。この現実の「わからなさ」に寄り添って忍耐強くつき合い続けるという人類学的研究

スタイルこそが、他の社会科学の中にあって特異な貢献をできる可能性を示すものである。人類学的研

究はこのような方法論上の特長からも知れるように、自ずから「下からの視点」に近親的である。フロ

ー社会、グローバリゼーション、トランスナショナリズムなどの概念の下で議論されている現代の現実

は、いまだ未知な対象として「下から」の視点をもってヒューリスティックに忍耐強く記述解明してい

くことが必要である。しかも、二つのことを意識しながら。すなわち、西洋近代ヘゲモニーと、既に自

らのものになっている近代国家システムとに同時に抗するような「下から」の視点の意識化が求められ

る。 

こうした人類学的方法、視点をもって現代世界に枢要なトランスナショナリズム研究の一翼を開拓す

る実践場として、「ストリート現象」に注目することは極めて有効である。 

すなわち、ここで「ストリート」という概念は、対象と方法との二つの意味を含意する。 

第一の対象の意味では、まさに個々の実在の街路としてのストリートそのものから、ヒト・モノ・コ

トバの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的な通路という次元でのスト

リートまで、多層的なストリート現象という検討対象を指している。そのことは、名詞に対して動詞を、

境界限定的・定住的中心に対して越境的・流動的周辺への注目を示している。 

こうして、対象としてのストリートは第二の意味へと移行する。ストリートは先に述べた意味で「下

からの視点」という方法的立場を明示している。言い替えれば、上からの超越的言語ではすくい取れな

い現実、「上からのトランスナショナリズム（transnationalism from above）」では記述できない現実

をこそ記述したいという目的に沿う「下からのトランスナショナリズム（transnationalism from 

below）」の方法的立場を表明しているのである[Smith and Guarnizo 1998]。 

このようにして、トランスナショナリズムを体現する多層なストリート現象を解明していく研究目標

が、＜トランスナショナリズムと「ストリート現象」の人類学的研究＞という課題として設定できる。 

人類学においてトランスナショナリズム研究を牽引する重要な研究者のひとりである Steven 

Vertovec は、その研究の分析枠組みを、「社会形態論」「帰属意識」「文化の再生産」「資本の流通経路」

「政治参加の場」「地域性の再構築」の６つに大別している[Vertovec 1999]。この整理を用いると、私
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自身の研究では、すべての側面を念頭に置きながらも、特に、人類学の特性を生かし、「文化の再生産」

と「地域性の再構築」を焦点化することになる。言うなれば、グローバリゼーションの強風の中で展開

するローカリティないしローカルカルチャーの変質や再生産の問題が論じられる。上杉富之は近年のト

ランスナショナリズム研究を簡潔に要約した上で、研究が手薄な「帰属意識」をめぐる側面（移民の多

元的帰属意識や多元的ネットワークをめぐる問題）において人類学の貢献の可能性を強調する[上杉 

2004]。この指摘も十分に意識しながら、私自身の研究では、ローカリティないしトランスローカリテ

ィの分析の不十分さにメスを入れたいと考えている。というのは、「下からのトランスナショナリズム

（transnationalism from below）」という言い方でもまだまだ十分ではない、より詳細な現実分析をロ

ーカルな場の現実は待っていると思われるからである。 

今日ローカルな場とは、西洋近代的価値が主導するグローバル・スタンダードに席巻される押し込め

られた場所である。この意味での も押し込められたローカルな場所は、都市から離れた地方の過疎地

域にも、グローバル都市の足下にある、カステルの言う意味での「第４世界」にも認められる[Castells 

1998]。 

この種の場所に着目する研究には、カルチュラルスタディーズも活発に取り組んでいるが、それを踏

み越えて、現場での長期調査を踏まえた細かな実態調査を行うことが人類学的研究の枢要な点である。

その実践なしには見いだせない、繊細な次元のローカルな場の変容と創造を正確に記述することが目指

される。 

今のところ私は、そのような現代のローカルな場の繊細な現実を記述するのに二つのローカリティを

腑分けしておくことが枢要と考えて、「勝利するローカリティ」と「敗北したローカリティ」とを明確

に区別する必要を説いている[Sekine 2005]。「敗北した」という形容は、ベンヤミンのパサージュ論に

おける「進歩の理論」に基づく「勝者」の歴史にたいして廃墟の自然史として語り出される「敗者」の

歴史の着想に負っている[ベンヤミン 1993-5(1982)]。 

「勝利するローカリティ」とは、本来その土地の生活全体に深く embedded されてきたローカル文化

の中から、グローバル市場に通用するようにパッケージ化を施されたローカル文化の断片の示すあり方

である。佐渡の鬼太鼓の世界流通はそのわかりやすい例であろう。たとえば、井上良平『鬼太鼓座、ア

メリカを走る』（1996 青弓社）を見よ。1990 年代以降、中国風水を追いかけるようにインドの Vastu 信

仰も今や方位観念を中心に断片的にパッケージ化され世界に流通して、欧米の住宅や工場のデザインに

応用され始めている[Sekine 2005]。それは、物質的合理性中心の「進歩の理論」の補完としてのスピ

リチュアルな役割を負うことになる。その意味で革新性は乏しい。 

他方、「敗北したローカリティ」とは、西洋近代型の近代化、世俗化に押し流されて消滅・解体を余

儀なくされているローカルな生活文化である。現代日本では葬式での清めの塩の配布が徐々に減ってき

ている。なぜなら、死のケガレなどと言い、塩を使うのは死者への冒涜であるというのだ。そこでは、

死のケガレの文化がこのような断片的な話に、すなわち、西洋近代的合理性のまなざしで、ケガレをも

のとして、不浄としてのみ解釈する態度に、実は収まらない全体的文化的意義を長い間日本の民俗社会

が有してきたことなどは省みられない。ベンヤミンの仕事に沿って言えば、パサージュで味わう遊歩者

（フラヌール）の陶酔性は消費資本主義のデパート的空間のファンタスマゴリーに敗北し隠されていく。 

このように今日大揺れするローカリティの現実に関して、上のようなパースペクティヴをもって、と

りわけ後者の「敗北したローカリティ」の発掘に努めることが私の研究の眼目になる。言うまでもなく、

これは単なるマイクロスタディーに終わるものではなく、このミクロな現実をマクロなグローバル化す

る現代社会の構図のなかに適切に位置づけ直されるところまで考察されなければ達成されない。それは

「グローカリゼーション」とか「オルター・グローバリゼーション」などのやや粗い概念で表現されて

いる事態をもっと正確に分析、腑分けしていくことによって実相に迫ることを意味している。 

このように考えてきて改めて、今日的な「ストリート現象」の解明は、言語化されパッケージ化され、

現代のヘゲモニーないしディスクールに回収されるかたちで再生産される「勝利するローカリティ」を

明らかにする一方で、それに留まらず、さらにその向こう側に取り残された、あるいはその蔭に隠され

た、ここで言うところの「敗北したローカリティ」を思考する場所として 適なのである。 
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「ストリート現象」にはその＜中心＞と＜周辺＞がある。それは「勝利するローカリティ」と「敗北

したローカリティ」との区別の物証的・具体的イメージを私たちに提供してくれる。 

私は、1990 年代以降のインドの大都市チェンナイ（マドラス）において「ストリート現象」研究を

継続しているが、その研究事例では、一方にストリートの＜中心＞事象にヒンドゥー・ナショナリスト

というエリート主導の都市祭礼（神像を載せた山車が大行列を作って練り歩く）があり[関根 1995b]、

他方にその同じストリートでの＜周辺＞事象として貧困層（ホームレスの歩道生活者を含む）が主要な

担い手になっている、不法占拠から始まる「歩道寺院」建設活動がある。もちろん、押し込まれている

のは「歩道寺院」活動の方である。 

さらに、歩道空間の不法占拠から常に始まる「歩道寺院」建設という事象自身のうちに、ふたたび＜

中心＞と＜周辺＞を見出すことになる。順調に発展しある規模に達するか、人々の評判を勝ち得て献金

が多くなるとＨＲ＆ＣＥ法の法制下に入り税金を課せられ、宗教庁の管轄下に入ることになる。しかし

そのことは法的に寺院としての存在を公認されたことを意味する。他方に、都市計画の拡幅工事や立体

交差建設で潰されていく路傍の祠も少なくない。立ち退き命令で訴訟中のケースもある。勝利する（＜

周辺＞の＜中心＞になる）か、敗北する（＜周辺＞の＜周辺＞になる）か、瀬戸際の攻防が日々展開し

ている[関根 2004a][関根 2004b]。 

こうしたミクロでローカルな実践行為が、実は経済自由化以降のトランスナショナリズムの潮流と無

縁でないどころか、その流動的現実というエネルギーによってこそ可能になっている事実を確認できる

[関根 2002]。入れ子構造的に輻輳する＜中心＞と＜周辺＞の両事象は、この同時代に並行しながら展

開しているものであり、片方だけ論じるわけには行かない。 

しかしながら、このような後者の＜周辺＞事象をいつまでも＜周辺＞としてみていては現実に近づけ

ない。敗北とはここでは真の勝利のための言葉であることを希求している。そのために、＜周辺＞の内

部に入り込む視点の移行ないし転換が、「敗北したローカリティ」の可能性、創造性を見出すために不

可欠な作法となる。その作法は、私自身においては、インド社会でのケガレ観念の分析（そこでは、ケ

ガレとは他界性の突出による無秩序化への脅威の感覚として分析したのであるが）に基礎付けられてい

る[関根 1995a]。すなわち、＜周辺＞としての否定性のみが課された「不浄」という解釈態度と、生産

性・創造性に向かう＜境界＞としての「ケガレ」という解釈態度との区別にその着想の基盤をもつ。都

市に即して言えば、「敗者の歴史」を焦点化するベンヤミンのフラヌール概念の「観察者」的側面から

「陶酔者」的側面への力点の移動に近似的なところがある。この点は近森高明の仕事[近森 2003]が教

えてくれている。私はこの視点の移行の重要性を、他者を隠蔽する差別の三者関係から脱して、他者と

対面する二者関係へと参入する構えとして論じもしてきた[関根 2001]。 

その視点の移行・転換によって未知の真の他者（周蕾は「大他者」という[周 1996]）との対話の場

に出会え、＜周辺＞は、創造の生活場としての＜境界＞となり、風景は一変する。西洋近代のパラダイ

ムと近代国家の実践によって生産されてきた、「そうである世界」と「そうでない世界」が確定してし

まった勝利者の「他者の歴史」の抑圧の陰で、「そうであったかも知れない世界」を想像（創造）する

可能性を秘めた、差異（雑種性）こそが元手の＜境界＞という場が現出していることに気づけるはずで

ある。そこではおのずと作田啓一の言う「定着の論理」では説明不能な「生成の論理」の作動する領野

へと身を置くことになる[作田 1993]。 

この転換は、共同体に囲い込まれた定住者のまなざしから、それをもたない流浪者のまなざしへの移

行としても解釈できよう。その意義は、ポストモダニティ段階の社会においてむしろ現出してきた「第

一世界」の中の＜広義の意味のホームレス問題（定住者もまたホームレス化しているという理解）＞の

正確な現実把握に寄与貢献する。そのしわ寄せ的集積場が「第四世界」問題であることは言をまたない。

この視点の移行・転換をともなった現実把握の視野無しにして、近代社会の定住的な感覚や眼差しに留

まっていては、眼前で進行、生起している現代社会のしばしば「異様に見える」諸問題は適切な対応の

方途を見出せず、むしろ無用な偏見、誤解の中で事態が混乱し解決は遅延されていこう。したがって、

「ストリートの人類学」という構想は、眼差しの転換の学としての人類学の特長を生かした、現代社会

への貢献を展望した基礎的研究として位置づけられる。 
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