
 1 

共同研究会「ストリートの人類学」 

第 12 回共同研究会（2007 年 6 月 30 日（土） 於：国立民族学博物館） 

報告題目：モンゴル・ウランバートル市におけるトランスナショナルな場の生成1 

―トランスナショナルな場としてのストリート 

スピーカー：西垣有（大阪大学大学院博士後期課程/日本学術振興会特別研究員 DC） 
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０． 序 

冷戦が終わり、「グローバル化」が合言葉のように繰り返し叫ばれるようになった。確か

に人やモノ、情報は地球規模で移動するようになったのかもしれない。しかし、移動とい

う現象自体は、非常に古くから見られるものであり、必ずしも新しい現象であるとは言え

ない。では、新しいのは何か？移動の規模だろうか。もし新しさが単なる規模の問題では

ないとしたら、現代に特有の移動の様態とはどのようなものだろうか。 

本発表は、今日のトランスナショナルな現象の一つとして注目される、人やモノのダイ

ナミックな移動が、もし現代に特有な現象であるとすれば、それはどのような点において

                                                  
1 この発表原稿は、大阪大学 21 世紀 COE プログラム「インターフェイスの人文学」研究報告書

2004‐2006 第三巻：トランスナショナリティ研究に執筆した論文［西垣 2007］を元に大幅に改

稿したものである。論文執筆の基盤となる調査は、2004 年度、2005 年度に行われ、2004 年度

は科研特定領域研究「贈与交換経済における貨幣資源の浸透」（代表者：春日直樹）の、2005

年度は公益信託澁澤民族学振興基金の助成を受けた。ここに謝意を表したい。 
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現代に特有なのかを、また、そのようなトランスナショナルな現象が、現代に生きるわれ

われの生をどのようにとりまき、形づくっているのかを再検討しようとするものである。

さらに、この問いを問うことを通して、トランスナショナリティとストリートという概念

の関係についても一つの見通しを与えたい。 

 

１． 問題の所在 

旧社会主義圏に属するモンゴル国は冷戦終結後、私有化、市場経済化の名のもと、急激

な変化に直面してきた。1990 年代前半の経済混乱期を経た現在でも、IMF や世界銀行、

アジア開発銀行（以下 ADB）等の国際機関の関与のもと、市場経済へのよりスムーズな「移

行」を目指し、多くの開発・援助のプロジェクトが継続されている［Ｃf. Bruun and 

Odgaard 1996, 永井 2002］。90 年代以降、旧国有財産の私有化が進められ、2003 年には

土地の私有化も開始された。現在では、一部の成功者をタ－ゲットとして、一戸建ての高

級住宅や、多国籍の合弁会社の手によるセキュリティを重視したゲート式居住区も建設さ

れている。あるいは、個人住宅を建設する資金を補うため、土地を担保に、金融機関に融

資を求めるといったことも可能となった。このような投資が可能となった要因の 1 つとし

て外国への出稼ぎと、そこからの送金が挙げられる。つまり、ウランバートル市における

近年の都市開発というコンテクストにおいて、国境をまたいだ（いわば「文字通り」の）

トランスナショナルな人やカネの移動が重要な意味を持っていることは否定できない。し

かし、本発表において焦点を当てるのは、そのような、あからさまなトランスナショナリ

ティ――あらかじめ境界が可視的であることによって移動が「越境」として現れるような

トランスナショナリティ――ではない。この発表で私が明らかにしたいのは、そのような

「見えやすいトランスナショナリティ」以外に、見えにくいトランスナショナルな形もあ

る、ということである。それは、境界が不分明であり、したがって移動と定住の区別があ

いまいであるような空間と、それにもかかわらずある特定の「場所」の画定を可能にし、

その場所に結び付けられた主体を生み出す技術との間に作動するトランスナショナルなプ

ロセスである。 

このような、新たなかたちのトランスナショナリティがどのように浮上してくるのかを

考察するための、そして、その「新しさ」を浮き彫りにするための、補助線として、本発

表の前半部では、ウランバートル市の成立の軌跡をふり返る。 

 

 

２． ウランバートル市の歴史：プレ社会主義／社会主義 

2.1. 移動／定住の単位：ホトとフレー 

以下、本発表の前半では、ウランバートル市という個別の空間における、トランスナシ

ョナルな場の生成のプロセスを追う。その際の導き糸として、フレーとホトという二つの
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概念、およびその交錯を頼りにする。まずこの両概念について整理しておく。 

 

（１）ホト 

現代モンゴル語において、「都市」を表すもっとも一般的な語彙はホト（文語形は qota）

である。ホトは他にも、「数戸が集まって組織された牧畜生産単位」（qota）や「家畜のね

るところ」（qoton）などの意味を有する多義的な語である［小沢 1994：543］。ホトの語

源に関しては諸説あるが2、元来は後二者にみられるような、遊牧的概念であったとされる。

そこでイメージされているのは、畜群を中央に数軒のゲル（移動式天幕）が並ぶモンゴル

の田舎でよく見られる風景であろう。このときホトには、人（およびその集合）と場所（お

よびその形式）の両方の意味が、分かちがたく結びついている［Luvsanbaldan1975：10

－13］。 

ではホトはいつ「都市」、「定住」の意味において用いられるようになったのであろうか？

現存する 古の文献資料の 1 つである『元朝秘史』（明代には完成していたとされる）に

おいて現れるホトには｢城子｣あるいは｢城｣という漢語傍訳が付されており3、すでに遊牧的

意味ではなく、定住的意味で用いられている。 

杉山正明は、元代の大都建設時の平面プランとして「坊制」が採用された際、その街区（＝

坊」）をモンゴル人が「ホト」（qoton，qota）と呼ぶようになり、それが現在の北京の横丁、

路地を意味する「胡同（フートン）として残ったことを指摘している［杉山 2000：109］。

明代以降の文献にはすでにホトは中国式の「都城」の意味で用いられている 

 

（２）フレー 

フレーは元来「囲い」を意味する。ペルシャの歴史家ラシード・ウッディーンは、フレ

ーの文語形クリエン（küriy-e）について、｢それは環という意味で、昔からある部族があ

る地点に野営するとき、環の形にあつまり、その首領は円の中心にいた。今日でも敵軍が

近づくとこの形で野営し、異分子や敵が内部に入れないようにする。このようにして宿営

した千人隊をクリエンという｣と記している4。このフレーもホトと同様、人の集団とその

空間的形態が相互に浸透しあったかたちで用いられていた。 

                                                  
2
 言語学者ロブサンバルダンは現代語では区別される qota や、qoton などの一連の遊牧的語彙

が、エティモロジー的には共通の語源をもつと主張している［Luvsanbaldan 1975：10－13］。

一般にモンゴルでは、このような遊牧的意味が、ホトの「都市」の意味での使用に先行すると

理解されている。ただし、ロブサンバルダンが人の集合としてのホト（qota）の先行を説くの

に対し、後藤や村上は営地としてのホト（qoton）の先行を主張する［後藤 1970：115－119、

村上 1970：265－266］。 
3 正確にはその複数形 qotod，qotad で表れる（単数形はそれぞれ qoton，qota）。 
4 『集史』。ここでは本田の訳出を借用した［本田 1991：7］。また、クリエン（フレー）は先

の注にみた『元朝秘史』においても「圏子」という傍訳で、遊牧集団の単位やその駐営形式の

意でたびたび現れる。 
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フレーという語はモンゴルに仏教が普及したのち、移動寺院（仏教化したフレー）を意

味するようになり、さらに、19 世紀以降のフレーの定住化にともない、現在では単に「寺

院」（寺院組織、あるいは複数の堂宇を含む伽藍の全体）を意味するようになっている。以

上を念頭に置きながら、次にウランバートル市の成立過程をとりあげる。 

 

2.2. イフ・フレーの定住化 

ウランバートル市の歴史をふりかえる際、現在ではその「起源」を 1639 年におくのが

一般的である5。 

これは、チンギス・ハーンの血を引く貴族（ハルハのトゥシェート・ハーン家）の出身で、

のちに外モンゴル 高位の活仏となったジェブツンダンバ・ホトクト 1 世（1635－1723）

という人物が 5 歳の時、彼に献上された移動式のゲル寺院の建立を、ウランバートル市の

起源とする見解に基づいている。 

この「起源」とされる寺院は、モンゴル年代記『エルデニィン･エリヘ』に「黄色い布の

ホト」（shar böｓyin qota）として現れる［Galdan 1960：91］。それがのちに、歴代のジ

ェブツンダンバの座す「イフ・フレー」（大いなるフレー）、あるいは略して単に「フレー」

と呼ばれる大寺院へと発展する端緒として解釈されている6。 

当初、この移動寺院は、必ずしも現在のウランバートル市の位置するトーラ・セルベ河

畔ではなく、オルホン河流域のエルデネ・ゾー寺（かつてのモンゴル帝国の首都カラコル

ム跡に位置する）近辺を中心に、現在のモンゴル国の中心部を大規模に移動していたと考

えられている。しかし 1687 年にハルハ（東モンゴル）とジュンガル（西モンゴル）との

間で抗争が起こると、ハルハの貴族であったジェブツンダンバ 1 世は現在の内モンゴルへ

と逃れ、清朝の保護下に入る。1691 年には清の康熙帝に正式に臣従を誓っている。 

1696 年、清朝の康熙帝率いる親征軍がガルダン率いるジュンガルを破ると、ハルハの諸

侯は外モンゴルの旧牧への帰還を開始する。1700 年、ジェブツンダンバ 1 世がハルハの

故地へと戻ると、イフ・フレーは清朝の支配下の外モンゴルにおいて移動を繰り返しなが

らも、露清間交易の中継地としてその規模を拡大し、徐々に定住的傾向を強めていく。18

世紀初頭には、すでにイフ・フレーにおけるロシア、清両国の商人の交易活動は、ロシア

政府が北京へ派遣していた官営隊商による対清貿易の独占を脅かすほどであったという。 

1778 年に現在のウランバートル市の地に宿営したのちに、ほぼ定住化を終え、フレーの

                                                  
5 ウランバートル市の「起源」をめぐる歴史叙述を分析したものとしては、拙稿を参照［西垣

2005］。このウランバートル市の「起源」をめぐっては社会主義時代／ポスト社会主義時代で評

価が異なっており、前者についてはドゥゲルスレンの著作が、後者についてはイドシンノロヴ

の著作が、代表的なものとして挙げられる［Dügersüren 1999, Idshinnorov 1994］。 
6 フレーはロシア語ではウルガ（urga）、漢語ではクーロン（庫倫）と呼ばれていた。ウルガは

モンゴル語のウルグー（örgöö 文語では örgüge）の訛ったもの、クーロンはフレーの満州語読

みをさらに漢字音写したもの。 
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東側の地に漢人商人街「売買城」（ナイマー・ホト）が建設される。1863 年にはロシア領

事館も設置されている。 

1911 年、辛亥革命により清朝が倒れる直前に、内外モンゴルが独立を宣言した際、イフ・

フレーはニースレル・フレー（首都フレー）として、ジェブツンダンバ 8 世（1869－1924）

をボグド・ハーン（「聖なる皇帝」）として戴く「共戴モンゴル国」の首都に定められる。

その後は、1915 年の露蒙中キャフタ三国協定によって、モンゴル国の「独立」は取り消さ

れ（「自治」となるが、やがてそれも撤回される）、続くシベリア内戦の混乱を経て、1921

年にソ連赤軍とモンゴル人民党軍はウンゲルン男爵率いる白軍の残党を破り、フレーを「解

放」してジェブツンダンバ 8 世を元首とする人民政府を樹立する（モンゴル人民革命）。

1924 年にジェブツンダンバ 8 世が入寂すると、その転生者はもはや認定されず、フレー

はウランバートル・ホト（「赤い英雄の都市」）と改称され、モンゴル人民共和国の首都と

なる。 

 

2.3. ウランバートル市
ホト

の建設：人口統計と都市計画 
以上、ウランバートル市成立までの沿革を簡単にふり返ったが、次に見るのは、国民国

家建設に際して、これまで見てきたようなホト／フレーの複雑に絡みあった含意が、国家

の管理可能な領域として、ホト＝都市、フレー＝寺院というかたちに純化されていく過程

である。 

 

（１）人口統計と「真の市民」 

ここでとりあげる、モンゴル人民共和国の建設前後の二つの人口統計にみられる差異は、

ウランバートル市
ホト

の成立という事態の一面をよく示している。 
一つ目の統計は、ボグド・ハーン自治政府が 1918 年にロシア人研究者マイスキーに公

式に依頼して行った、初めての国家規模での人口、家畜統計調査である7。マイスキーの調

査によると、1919 年当時の「ウルガ」（ロシア語でフレーを指す）の人口はおよそ 10 万

人で、そのうちロシア人が 3 千人、ラマ僧を含むモンゴル人が 3 万人、中国人が 6 万 5 千

から 7 万人を占めていたという［Maiskii 2001：123］。 

二つ目の統計は、人民共和国建国後のもので、それによると、1927 年までにウランバー

トル市の住民票を給付されていたのは 510 世帯、1497 人にすぎず、一時居住者も 4321 世

                                                  
7 残念なことにマイスキーの統計は、地方に関しては―おそらくは戸籍台帳に基づき―詳細な

数字を出しているのに対し、都市（ウルガ）に関しては概数しか出していない。これは、当時

の行政単位が、いまだ清朝以来の盟旗にもとづいていたのに対し、フレー（ウルガ）がそれと

は別のカテゴリーに属していたためであろう。このような自治時代の統計の正確さを疑問視す

る声もあるが、何れにせよマイスキーの調査はモンゴル国の統計史（特にその近代的形態）を

ふり返る際、かならず参照される起点となっている［Mongol ulsyin ündesnii statistikiin 

gazar 2004：8－12］。 
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帯、 11533 人だという［Department of Statistics, information and research of 

Ulaanbaatar 2004：22 ］。 

この 1919 年のウルガの人口 3 万人と、1927 年のウランバートル市の人口 1497 人（一

時居住者をあわせても 13030 人）という 2 つの数字のずれは何を意味するのだろうか。 

1925 年にモンゴル人民革命党中央委員会の代表者会議において、ウランバートル市の住

民票を給付されるべき「正式なウランバートル市民（hotyin jinkhen hari’yat）」の定義に

ついて議論がなされ、「ホト（ウランバートル市のこと――西垣注）に恒常的に居住し、田

舎に家
ゲル

を持たないもの」が正式なウランバートル市民であるとされた［Department of 
Statistics, information and research of Ulaanbaatar 2004：22 ］。建国後の統計はこの

基準にもとづいたものである。つまり、人民共和国成立後も、いまだフレーに帰属してい

た多くの僧侶たちは「正式な市民」はおろか、「一時居住者」にも含まれていないのである。 

マイスキーは 1919 年の「ウルガ」の人口 10 万人のうち、モンゴル人は 3 万人で、その

うちラマ僧は約 2 万人であったと述べている［Maiskii 2001：123, 127］。マイスキーにと

って「ウルガ」は都市であった。彼はウルガを（ も代表的な）「寺院都市」にカテゴライ

ズし、その印象を「とても奇妙で両義的」だと述べている。 

 

一方において、中国的な建築様式や、ゲルの形の寺院、帽子をかぶり、数珠をにぎっ

た数千のラマたち、華やかに着飾った商人たちと、泥で薄汚れた市場、それぞれに数件

ずつゲルが建てられたハシャー（「柵」、または「柵に囲まれた敷地」――西垣注）と、

多くの扉が開かれた細い街路。それぞれ異なった色の服を着、帯に短刀を差して馬にま

たがるモンゴル人男性と、銀の髪飾りをつけ、丸く髪を結ったモンゴル人女性、背中に

荷を背負いゆっくり歩くラクダの隊商、黒く長い服を着た数千の中国人。漢字とモンゴ

ル文字で看板をかかげた中国人の小店舗。あちこちに坐って用を足している男女。様々

な種類の犬。ゴミの堆積や泥地のよどみ、悪臭。これらはすべてフレーの一面をあらわ

しているようだ。これらすべては疑いなく東洋的なものである。これらはわれわれが小

さな頃「千一夜物語」から学んだ、想像力を刺激し、多くの色彩の調和された現在の東

洋なのだ。 

他方で、通りには電信所、電話線、自動車、印刷工場、ロシア建築の建物、ロシアの

小店舗や商店、ロシア薬局、ロシアの馬車、ロシアの貨幣、ロシア人の顔、ロシアの多

彩な衣服。これらはまさに西洋である。これらは近しい、親しい、そしてなじみのある

真の西洋的なものである。 

ウルガとは何か純粋な、完全な美をそなえたものであるかと言えば、そうではない。

そうではない！ここでは西洋と東洋とが遭遇している。ここではアジアとヨーロッパが

奇妙な仕方で混ざり合っている［Maiskii 2001：123, 124］。 
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ここでマイスキーは極端にオリエンタリスティックな立場から、西洋と東洋の遭遇、混

淆をみている。彼のいう「寺院都市」ウルガに、フレーと売買城（ナイマー・ホト）の両

方が含まれているのは明らかである。それに対して、8 年後の 1927 年のウランバートル

市の人口統計が示しているのは、マイスキーのいう混淆的な領域から、新たに「都市
ホ ト

」と

呼ばれる空間が区別され、その空間からフレーが締め出されている、ということである。

このとき、ホトはもはや（ナイマー・ホトのような）中国式の「都城
ホ ト

」とは異なった新た

な意味で用いられている。もちろん、それが遊牧的意味でのホトではないことは言うまで

もない。 

こののち、ホト＝都市のぬき去られた残余としてのフレーは、かつての中心的地位を失

い、単なる「寺院」として位置づけられることになる。政治的コンテクストにおいては、

この純化のプロセスは政教分離政策として現われ、神権政治復活阻止の名目で寺院への監

視が強まっていく。寺院や上級僧侶の私有財産には高額な税金が課され、下級僧侶やフレ

ーに帰属した属民達は「解放」され、「正式な市民」が増加していく。 

1930 年代後半の「右派」粛清時代（ソ連ではスターリン時代）において、このプロセス

は も苛烈に、あるいは歪んだ形で現れることになる。1937 年にかつてのイフ・フレーの

寺院は解体され、現時点で分かっているだけでも、全国で 17612 人のラマが粛清されたと

されている（ラマ以外も含めた全体では 28185 人。両数値は粛清博物館内の資料より）。

1937 年当時 771 あった寺院のうちの 760 が、1938 年に閉鎖されている［モンゴル科学ア

カデミー歴史研究所 1988：378］。 

 

（２）都市計画と「ゲル地区」の誕生 

このようにして始まったウランバートル市
ホト

の建設は、第二次世界大戦後、ソ連の援助に

よる都市計画にしたがって、社会主義的に望ましい空間として整備されていく。しかし、

20 世紀後半、ウランバートル市の人口は、都市計画の想定を上回って増え続け、都市計画

に基づいた住宅供給は人口増においつかず、その結果、市の周縁部に「ゲル地区」（ゲルは

移動式伝天幕）とよばれる地区が拡大する。次にとりあげるのは、その「ゲル地区」であ

る。 

2007 年の統計調査によって、ウランバートル市の人口はついに 100 万人を突破したと

いうが、その半数以上が、ゲル地区に居住するとされている。 

ゲル地区における典型的な居住形態は、ハシャー（｢柵｣、あるいは｢柵で囲われた敷地｣）

という囲いを単位として、その中に、ゲルのみが建てられたもの、ゲルと固定建造物（バ

イシン）が併設されたもの、あるいは近年では、建造物のみが建てられたものなどが見ら

れる。｢ゲル地区｣と呼ばれているからといって、必ずしもゲルのみに住まわれているわけ

ではない。 

このハシャー自体は非常に古くから見られ、先に引用したマイスキーの 20 世紀初頭の
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ウルガについての記述の中にも、その描写があらわれる。つまり、1924 年の「ウランバー

トル市」の成立以前からゲルをハシャーで囲む居住形態は一般的なものであった。しかし、

このような居住形態の成立が、ただちに「ゲル地区」の誕生を意味するわけではない。 

「ゲル地区」の形成というコンテクストにおいて、もっとも注意を払うべき出来事はウ

ランバートル市における都市計画の導入である。1954 年にはウランバートル市の第一次総

合都市計画が、つづいて 1961 年には第二次総合都市計画が計画された。このうち後者に

おいて、「地区」（horoolol）という概念がはじめて導入された8。歴史家イドシンノロヴは

「新たな総合都市計画（第二次総合都市計画のこと――西垣注）を以前のものと区別する

原理的な違いは、アパートを建設する際、それぞれが文化、生活、商業、食料計画などの

すべての面のサービスを備えた 19 の小さな地区によって計画された点である」と述べて

いる［Idshinnorov 1994:133］。つまり、この「地区」とは、社会主義時代の再分配のシ

ステムの居住の分野における具現化とでも言うべきものであった。 

1920 年代から戦後にかけて、都市建設は大幅に進んだが、それでも市の中心部にさえゲ

ルは入り込んでいる。「地区」の建設によって、これらのゲル、ハシャーが移転していく。 

 

資料9１：社会主義時代のウランバートル市中心部 

 
特に第三次総合都市計画（1975）に伴う「新地区」（三地区、四地区）の高層アパート

                                                  
8 ここで注意すべきことは、この「地区」という単位が行政区分とは異なり、あくまで都市計

画的なカテゴリーとして導入されている点である。行政区分としては「区」（düüreg）や、その

下位区分のホロー（horoo）があり、それらは、都市計画以前から存在していた。当初は「区」

がホローと呼ばれていたが、それが「ライオン」 というロシア語に変更された際、「ホロー」

は下位区分の呼称へと格下げされた。90 年の民主化後、ロシア語からの借用語は嫌われ、「ラ

イオン」という呼称が廃止され、現在の「ドゥーレグ」となった。一方、ホローという語は、

古くから上述のイフ・フレーの街区を示す呼称として用いられていた。本稿で言及する「ホロ

ーロル（地区）」という語は、この「ホロー」に由来する。 
9 資料は 3枚とも、ウランバートル市歴史博物館所蔵品を発表者が撮影したもの。 
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群の建設によって、そこから溢れたものが「地区」の外部へと移転し、後に「ゲル地区」

と呼ばれるようになる。つまり、「ゲル地区」は、「地区」の反転像として、あるいは「地

区」ではない地区として、事後的に誕生した領域なのである。20 世紀前半、ホト（都市）

の建設に際して、フレーが排除され、田舎から切り離された「真の市民」が住むホトが目

指されたように、ここでは、理想的なホトから「ゲル地区」が排除されている。 

 

資料 2：第四次総合計画で目指された都市像 

 
 

資料 3：ゲル地区の消滅と都市計画実現への行程 

 
 

資料 2 は 1986 年の第四次総合計画で目指されたユートピア的な未来像、資料 3 は、ゲ
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ル地区が完全に消滅し、建造物化された未来への段階的なプランである。当時、都市計画

家の間では、公的には「ゲル地区」という用語は用いられず、ヌーツ・タルバイ（予備的

空間）と呼ばれていたという。 

では、実際ゲル地区の排除は成功したのだろうか？社会主義体制の崩壊した 90 年代の

「民主化」後、このゲル地区はどうなったのであろうか。特に 90 年代後半から現在に至

るまで、首都への人口流入は加速的に増加し、「ゲル地区」は消滅するどころか、むしろ拡

大している。次に、この 90 年代以降の市場経済化にともなって新たに出現した都市空間

の再編のプロセスをとりあげる。 

 

 

３． ポスト社会主義期の空間編制 

3.1 新たな都市計画と土地の私有化 

このような都市人口の増大と、それに伴う諸問題が、これまで全く放置されてきたわけ

ではない。特に 90 年代後半以降、国際機関や NGO などのトランスナショナルな介入によ

って、貧困問題、環境問題が問題として認識され、多くのプロジェクトが打ち立てられて

いる。ここでは、まず、これまで見てきたようなウランバートル市の空間編制の位相にお

いて、近年見られるようになった二つの動きを紹介し、次に具体的な居住の事例をとりあ

げる。 

 

（１）新たな都市計画 

一つ目の動きは「新たな都市計画」である。1998 年、ウランバートル市の｢新たな総合

計画｣の準備のため、｢都市計画研究所｣が首都行政府の付属機関として発足した。 

先にみた社会主義時代の一連の総合計画が、モスクワの都市計画研究所（Giprogor）の

手によるものであり、モンゴル人の手によるものではなかったのに対し、この都市計画は

モンゴル人が中心となって立ちあげたものである。 

この｢新たな総合計画｣の正式名称は、「首都・ウランバートル市を 2020 年まで発展させ

る総合都市計画（Niislel Ulaanbaatar hotyig 2020 on hürtel högjüüleh yörönhii 

tölvölgöö）」というもので、2000 年から 2020 年までの 20 年間の計画である。この総合計

画は、すでに 2002 年に政府に承認されており、その後、研究所では、この総合計画に基

づいて、｢断片化された総合計画（Hesegchilsen yörönhii tölvölgöö）｣と呼ばれる、具体

的なプランが立てられていった。 

では、この｢新たな都市計画｣において、ゲル地区はどのような位置を与えられているだ

ろうか。結論から言えば、このポスト社会主義期における｢新たな総合計画｣においても、

社会主義時代の総合計画と同様、都市においてゲル地区が占めるべき場所はない。 

この計画の立案に参加した都市計画家によると、ゲル地区をなくすべき第一の理由は「環
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境問題」であるという。ゲル地区の「炉」から排出される煙がウランバートル市の大気を

汚染している第一の原因であることが問題だとされる。都市計画家は「社会主義時代の都

市計画は、経済的な要因を考えずに自然にゲル地区がなくなると考えていたが、実際には

ゲル地区は広がった。新たな都市計画では計画実現のため、外国資本の導入によって、ゲ

ル地区を減らしていかなければならない」と私に語った。 

そのために、新たな都市計画においてとられた具体的な戦略は、都心に近いゲル地区は

郊外に移転させて、代わりに高層アパートを建設し、郊外のゲル地区も低層アパートに変

えていくというものである。アパート群にはセントラル・ヒーティングのシステムによっ

て「暖」が提供され、「炉」は必要なくなる。 

社会主義時代の都市計画において、｢ゲル地区｣は消滅すべき存在ではあったものの、そ

の｢排除｣は決して徹底されたものではなかった。｢地区｣と｢ゲル地区｣は隣接していたし、

排除されたハシャーも、都市の周縁部に移動するだけであったという。市場経済化の今日

は外国資本の手を借りて、今度は（ソ連の手ではなく）自らの手で、都市計画を実現する

のだ、と都市計画家は考えている。 

しかし、現在急速に進んできる外国資本や合弁会社による高層アパートの建設や、居住

区（タウン、ホトホン、「地区」）の開発は、必ずしも 2000 年のマスタープランに沿った

ものではなく、現在、この計画自体が見直しを迫られている。 

 

（２）土地の私有化 

第二の動きとして、ここでとりあげるのは「土地の私有化」である。モンゴル国では 2002

年 7 月 27 日に、「モンゴル国の市民に土地を所有させることについて(Mongol Ulsyin 

Irgend Gazar Ömchlüülekh Tuhai)」（以下｢土地私有化法｣と略す）が承認され、翌 2003

年 5 月 1 日に施行された。 

この法律は、モンゴル国の市民が１）｢家族｣で利用するため（主に居住）か、あるいは、

２）産業目的で土地を「所有」することを認めるものであり（4 条 1）、特に家族利用の場

合、首都で 0.07ha、県の中心地で 0.35ha、郡の中心地で 0.5ha を限度に一度限り無償で

供与することを定めたものである10（7 条 1）。 

この土地私有化法が施行されるまで、モンゴルの土地は国有であり、市民に許されてい

たのは｢占有11｣、｢利用｣といった処分権のともなわない権利形態のみであった12。 

                                                  
10 モンゴルの土地の私有化をめぐる言説分析としてはデーヴィッド・スニースの研究が、また

特にその言説のナショナル／トランスナショナルな次元をめぐっては滝口良の研究がある

［Sneath2002, 滝口 2006］。 
11 Ezemshikh の訳。近年、民法上の占有概念と区別するため、日本語では「保有」と訳される

こともある。 
12 「影のビジネス」とも言われる、ゲル地区の住民のあいだのハシャーの「売買」においても、

法的な意味における｢所有権｣がやりとりされていたわけではない。 
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ここで重要なのは、この法においては、第一に、所有の主体がモンゴル国の「市民」で

あり、土地切片は無償で与えられること（つまり、法人などへの有償供与は、後回しにさ

れていること）である。ただし、一定の無償供与期間をこえると、土地の取得は有償とな

る。当初、この無償期間は 2005 年 5 月 1 日までの 2 年間とされていたが、私有化は思い

のほか進まず 2008 年まで 3 年間延長された。 

そして、第二に、牧地など共有地の私有は認められておらず、現段階において私有可能

な対象となっている土地は国土の 1 パーセントにも満たない、ということである。都市近

郊における家族利用目的に限った場合、私有化の対象となる土地は事実上ゲル地区のハシ

ャーか、あるいは主にアパート居住者が都市近郊に建てるゾスラン（＝都市近郊の避暑地。

元来は「夏営地」を意味する）のハシャーに限定されることになる。実際、ウランバート

ル市では、2003 年からゲル地区の、2004 年以降はゾスランの私有の手続きが開始された。 

土地法の成立には IMF が関わっていたとされるが、その後の土地私有化政策には、主

に ADB が主導的な役割を果たす。 

例えば、1997 年に成立した「土地料金に関する法」、「不動産登記に関する法」、「測地、

作図に関する法」など関連法規の整備への関与［ADB 2002：5］、そして「地籍図と土地

登記」プロジェクトや、「地籍図と土地登記の能力強化」技術協力プロジェクトなどの支援

プロジェクトの実施が挙げられる［ADB 1999, Tserenbaljir and Naranchmeg 2004：232, 

Amarsanaa 2005：19－20］。特に「地籍図と土地登記」プロジェクトは土地の私有化を

実現するためには、必須の案件であった。 

このプロジェクトは ADB から 990 万ドルの借款を含む、総額 1270 万ドルの大規模な

プロジェクトで、2001 年から 3 期 6 年にわたって実施される［ADB 1999：1７］。具体的

な内容は GPS を利用した地籍図の作成と、そのデータベース化である［ADB 1999：14］。

そして、その第 1 期（2001 年から 2002 年まで）において、まずウランバートル周辺の地

図が作成された。 

衛星写真によってハシャーに囲われた土地切片が同定可能となり、そこに GIS（地理情

報システム）によって、所有を申請する市民およびその家族のデータを書き込むことが可

能となる。こうして、2003 年の土地私有化法の施行へ向けての準備が進められた。 

土地管理測地作図局長のバットスフの報告によると、2005 年 6 月 25 日現在、ウランバ

ートルにおける土地所有の状況は、それまで占有、利用していた土地を家族用途で所有し

たものが 50240 名、新たに家族用途で所有したものが 1260 名、合計で土地を所有したも

のは 51500 名。そのうち土地を登記所で登記し、権利書を取得したものは 10802 名で、

ウランバートル市で土地を所有したもののうちの 20.9 パーセントにあたる。さらにそのう

ち所有した土地を担保として融資を受けたものは 2932 名だという［Batsükh 2005：10］。 

バットスフは今後の展望として、「土地を全面的に経済的流通に乗せ、国家の発展、人々

の生活の向上に貢献する」ことを政府の目標としてあげている［Batsükh 2005：13］。し
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かし、ゲル地区において「影のビジネス」［Batsükh 2005：６］と呼ばれるハシャーのや

り取りが横行するのに対し、「正式な」土地の流通は、いまだ端緒についたばかりである。 

 

ここで問題となるのが、先にみた新たな都市計画と、この土地の私有化という二つプロ

ジェクトが、実際にゲル地区へと介入する際、その方針が相互に矛盾するということであ

る。前者がゲル地区を排除しようとしているのに対し、後者は、ハシャーの所有権を確定

することによって、逆にゲル地区の定住化を進めることになる。実際、都市計画家は土地

の私有化によって、ゲル地区のハシャーの立ち退きが困難になったと言う。 

一定領域内の全面的な計画都市化を夢みる都市計画は、都市の境界に位置する「ゲル地

区」をクリアランスし、都市の内／外の区分を明確化することによってその理想を実現し

ようとしている。それに対して、一連の土地私有化政策は、これまで不分明であったゲル

地区内の土地の所有関係を明確化（データベース化）し、断片化された土地切片と、その

切片ごとに記載される「市民及びその家族」を管理することによって、都市計画的な空間

的配置に依存しないかたちで、家族単位の管理体制を敷こうとしている。 

つまり、前者がゲル地区を排除することによって、理想を実現しようとするのに対して、

後者は、都市を編制する原理を転換することによって、ゲル地区を都市の内部に包摂しよ

うとするのである。 

このように、以上の二つのプロジェクトには都市空間への介入の様式に大きな差異が見

られる。制度的な次元において緊張関係をはらむこの二つの空間編成の様式は、具体的な

住民の生において、どのように作動しているのだろうか。以下に、二つの事例をとりあげ

る13。 

 

3.2 事例から：二つの移動のかたち 

事例 1――ゲル地区からアパートへ 
・2004 年 

ハンドマー（42 歳、女性・仮名）は現在ゲル地区の住民ではない。ウランバート

ル市中心部からやや南に位置するアパートの居住者である。夫と 4 人の息子と１人

の娘と同居している。1990 年にウランバートルに出てきた当初、彼女はゲル地区に

住む母（75 歳）のハシャー（囲い）にゲルを建て、同居していたが、その後、数度

の転居を経て、現在のアパートを購入した。 

モンゴルの西部に位置するオブス県の中心地の出身の彼女は、同じくモンゴル西

                                                  
13 このような、制度的次元においてみられる緊張関係は一過性のものにすぎず、「都市計画」

の進捗状況や、その後の計画そのものの修正をみると、より市場経済化の動きへと寄り添った

かたちで収束しつつあるのかもしれない。しかし、仮に制度的次元における調停を認めたとし

ても、それが現実に適用されたときにどのようなインパクトをもつかは不明である。 
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部に位置するホヴド県で大学を卒業したのち、当時の社会主義青年同盟の斡旋で、

南ゴビ県の中学校で生物の教師をしていた。そこで小学校の教師をしていた夫と知

りあい、結婚し、子供をもうけた。 

結婚後から数年後、夫の母が病気になったため、夫の故郷（ボルガン県）へ移り、

夫婦で教師を続けながら、四年間暮らしたのち、1990 年にウランバートル市に出て

きた。ここでも彼女は、再び中学校の教師の職につくことができた（夫は新聞売り

に）。 

ハンドマーは、その後 3 年間教師を続けたが、やがて、経済危機で給料がストッ

プしてしまう。当初はタバコ売りのサイドビジネスをしてしのぐも、生活は苦しく、

結局彼女は、給料の支払われなくなった教師をやめ、通りで古本の露天商をはじめ

た。タバコと古本では稼ぎが全然違ったからだという（夫はタクシー運転手に転身）。 

元教師であった彼女には、古本の仕入先のコネクションがあり、彼女の露天商の

グループは拡大していく。もちろん苦労もあった。通りに面したバーの経営者との

トラブルに巻き込まれ、区から数度、移動を命じられている。2000 年以降、彼女た

ちのグループは、通りから追い出され、川沿いの空き地で商売をするようになる。 

ハンドマーは 6 人兄弟で、兄 1 人姉 2 人妹 1 人弟 1 人（姉 1 人は死去）いる。彼

女達兄弟は、母の家の家事の手伝いから、子供（や孫）の世話など、行き来が頻繁

にある。この時点（2004 年）では、兄が母と同じハシャーに住み、それ以外の兄弟

も、弟が韓国に出稼ぎに行っている以外は、みなゲル地区に住んでいた。 

   ・2005 年 

しかし、2005 年、ハンドマーの援助によって日本に出稼ぎに行っていた姪（姉の

娘）が日本人と結婚したのを期に、姉一家は新築のアパートへと引っ越し、自分の

住んでいたハシャーを別の親族に譲った。 

2005 年は、それ以外にも転機があった。露天商のリーダー的存在であった彼女が

社長となり、会社を作ったのだ。まず、金を借りて、資材を買い、自分達（彼女の

家族の他、仲の良い数家族のコアメンバー）で川沿いの土地に建物を建てた。土地

利用の登録を会社で行い、利用料も、それまで書類上は、個別で区に支払われてい

たのを、会社で一括して支払うようになった。そして、彼女が仲間たちから、利用

料を徴収するようになった。会社を作って何が変わったかと聞くと、彼女は笑いな

がら二点、暑い日や寒い日に外にでる必要がなくなったことと、彼女の家の収入が

上ったことを挙げた。 

2005 年秋、東京で行われた姪の結婚式に、彼女も参加し、日本滞在中に私の家も

訪れている。 

 

事例 2――ゲル地区からゲル地区へ 
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・2004 年 

ドルジ（52 歳、男性・仮名）は、ウランバートル市の北部に位置するゲル地区か

ら、2004 年春に現在の市北西部のゲル地区へと越してきた。それ以前も市内のハシ

ャーを転々としていたという。引っ越してくる前は月に 5000 トゥグルグ（約 500

円）を払って、人のハシャーにゲルを建て、そこに一家で住んでいたが（賃貸契約）、

知り合いから空いている土地を紹介してもらったので、移ってきたという。 

ドルジの一家は妻と娘 1 人、息子 3 人である。このうち実子は末の息子だけで、あ

との子供は妻の前夫の子供である（前夫は死去）。娘は婚出し、真ん中の息子は妻の

親戚に養子に出された。2004 年夏、私が初めて彼のゲルを訪ねたとき、ちょうど、

夫婦と二人の息子、長男（20 歳）の恋人の 5 人で１つのゲルに暮らしている隣に、

婚出した娘とその夫と子供の 3 人が引っ越しているところであった。ドルジによると

新しく土地を手に入れたので呼び寄せたのだという（娘一家 3 人は市の東部の別のゲ

ル地区に住んでいた）。   

このドルジの新たな住まいの特徴は、第一に、新規移住であるため、まだハシャー

もなければ、バイシン（＝固定家屋）もなく、ただゲル一つ（娘夫婦が来てからはゲ

ル二つ）のみに一家が住んでいるという点、第二に、やはり新規移住であるため、都

市周縁部のゲル地区のそのまた周縁部の立地条件の悪い谷際の土地しか手に入らな

かった点が挙げられる14。 

 ドルジはウランバートルからほど近い中央県の出身で、牧民の家に 7 人兄弟の長

男として生まれた。現在田舎では弟たちが農場を営んでいる。両親はずっと以前に

亡くなったという。ドルジ自身、かつては田舎の国営農場（sangiin aj ahui）でト

ラクターの運転手をしていたが、1987 年に職を失った。彼によると「市場経済（zah 

zeel）になって全てが変わってしまった」という。92 年からウランバートルに出て

きたドルジは、94 年にウランバートル市の市民権を得、以後タクシーの運転手をし

て暮らしてきた。しかし、2004 年春に車を売ったので、それ以後は、田舎との間を

頻繁にいききしながら、季節によって、まちで馬乳酒を売り歩いたり、門番の仕事

をしたりしている。私がはじめて彼と出会ったのも、ガンダン寺から町へと下る坂

の袂で、彼が馬乳酒を売っているときであった。 

ドルジは、近い将来ハシャーとバイシン（固定家屋）を建て、来年結婚する（妻

の）長男とその恋人をそこに住まわせ、みんなでひとつのハシャーに住むのだ、と

夢を語る。しかし 2004 年冬になってもハシャーが建てられる気配はない。夏から

秋にかけて 2 ヵ月間、妻の田舎のヘンティ県に行っていたので、作業ができなかっ

たのだという。その間に娘一家はまた市の東側に引っ越してしまった。再びゲルは

                                                  
14 その谷は降雨の際の水の通り道であり、降水量が多い場合洪水になる危険がある。 
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一つだけになった。 

   ・2005 年 

2005 年 7 月にドルジの家を訪ねると、すでにそこにはドルジはいなかった。そこ

にはドルジの（妻の）長男とその恋人が 2 人で暮らしていた。来年子供が生まれるが、

まだ結婚はしていないという。ドルジは妻と共に、同じ区のゲル地区に住む実の妹の

ハシャーに引っ越していた。 

8 月になると、長男はついにゲルをハシャーで囲いだした。ゆくゆくはバイシン（固

定家屋）も建てるつもりだと言う。将来ハシャーの番犬にすると言って、近所に生ま

れた子犬ももらってきた。ハシャーが完成すれば土地所有の申請も可能になる。ただ

し、その場合、長男たちは正式には結婚していないので、土地は誰か他人の名義にな

ることになる。しかし、その秋、市場で働く長男は、妊娠中の恋人を残して、母の田

舎のヘンティ県へと二ヶ月間、市場で売る果物（ベリー類）を摘みに行き、ハシャー

の建設は途中で投げ出されたままになった。 

 

3.3 見えやすい移動／見えにくい移動 

ハンドマーもドルジも、90 年代初めに、ウランバートル市に出て来た。両者は共に、

その移住の前後に体制移行、経済混乱に直面し、社会主義時代には機能していたシステ

ムから放り出され、生活の糧を求め、ストリートへと出た。移住当初ゲル地区を転々と

していた点においても、両者は類似している。 

 しかし、両者のその後の移動の仕方には大きな違いがでてくる。事例１のハンドマー

が、数度の引越しを経たのち、ゲル地区を出て市の中心部にアパートを購入したのに対

し、事例 2 のドルジは、都市と田舎との間を行き来しながら、その後もゲル地区を転々

とし続けた。 

 このような差異が生じた後においても、もちろん両者に共通する面はある。例えば、

ハンドマーの一族も、ドルジの一族も、都市の内部に住む親族、田舎に住む親族との間

に頻繁にやり取りがある。ハンドマーのアパートに兄弟達の子供たちが預けられたり、

ハンドマーの子供がゲル地区の祖母の手伝いに泊りがけで行ったりするのは日常的な出

来事である。また、年に少なくとも一度はボルガン県に住む夫の親族を訪ねて、夫と共

に家族のうちの誰かが同行する。同様に、ドルジも、市内のゲル地区に住む親族同士で、

助け合うだけでなく、数ヶ月に一度は中央県の兄弟達のところを訪ねるし、年に一度は

妻の故郷（ヘンティ県）を訪ね、ゆっくり休息する。両者の大きな違いは、ハンドマー

の一家が親族から頼りにされているのに対し、ドルジの一家は親族（特に兄弟達）を頼

りに行き来しているという点である。 

 もし話がここで終わるのなら、両者の違いは相対的な豊かさの違い、という一言で片

付くのかもしれない。しかし、この発表で注目したいのは、このような移動のしかたの
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違いによって区別できる二つのトランスナショナルな位相についてである。 

事例１のハンドマーの家族はゲル地区よりも都心志向であり、さらには（弟、姪を韓

国、日本へ送るなど）外国志向でもある。姪の出稼ぎを支援したばかりでなく、2005

年にはハンドマー自身も、日本を訪れている。これらの移動は、パスポートを提示し、

国境という安定した境界を横断する、見えやすい移動である。 

 それに対して、ドルジの移動はある種の見えにくさをはらんでいる。ゲル地区を転々

としていたドルジは、2004 年、知り合いの紹介で新たな土地に移動した。この移動には

土地私有化法の施行が明確に影響している。ただし、彼は土地を正式に所有するために

それほど積極的に動くというわけではなかった。ハシャーを立てるでもなく、所有の申

請の手続きに入るでもなく、都市と田舎の間を行き来し、田舎の親族に依存しながら都

市生活を営んでいる。ハシャーを囲い、家を建てることは将来の目標として積極的に語

られるが、囲ったハシャーの占有権を登録し、地籍図に情報を記載し、所有を申請し、

土地を取得することは、都市への居住を確保する上でのゴールとして明確には語られな

い。 

 ハンドマーの移動の分かりやすさ、ドルジの移動の不確かさは、先に言及した都市計

画／土地の私有化政策と共に考えると理解しやすい。90 年代に市場経済化が開始された

のち、旧国有財産の払い下げが開始された。ハンドマーの一家がアパートを購入したの

は、まだアパートが比較的安価であった時期である。それに対して、ドルジが土地を得

ようとして移動した 2004 年は、私有化政策がもう一段進み、土地が対象になった時期

と一致する。つまり、ハンドマーが市場経済化の流れに乗って、自己調整しながら、安

定した地位を築いていったのに対し、ドルジはその流れに乗らなかったがゆえに、その

後のよりきめ細かな私有化政策のターゲットとなったとも言える。 

 

 ブラヴォイとヴァーディリーはポスト社会主義圏における「移行」を考える際、「第二

の大転換」という認知地図が、国家と経済のマクロな構造に焦点をあて、日々の生活の

ミクロな世界がほとんど省みられないことを批判したのち［Burawoy and Verdery 

1999：１］、自分達の研究を次のように位置づけている。 

 

「ちょうどカール・ポランニーが 19 世紀半ばの市場の拡大に対するコミュナル

な抵抗を分析したように、20 世紀の末、我々はポスト共産主義社会においてそれと

同様の市場に対するコミュナルなリアクションを目撃する――選択的流用、何とも

いえない即興、あからさまな抵抗、新たな闘争の領域の生成。どちらのケースにお

いても、コンテクストとなっているのは、バーターから、交易、グローバル金融ま

で、様々な形態の広大な交換のネットワークへと国々を引き込み、絶えずグローバ

ルな範囲へと増大する資本主義経済の成長である。ポランニーが示したように、こ
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のようなネットワークへの包摂は、ある者には豊かさを、他の多くの者には貧困、

周縁性、そして近代的な実存の手段からの排除をもたらす。我々の民族誌は、この

第二の大転換の出現にともなうミクロなプロセスに光をあてる」［Burawoy and 

Verdery 1999：15－16］。 

 

 社会主義からの移行を以上のようにみた場合、本稿でとりあげた事例 1 は、資本主義

のネットワークへと比較的うまく接続することのできたケースだと言えるかもしれない。

では、事例 2 はどうだろうか。はたして、それをネットワークからの排除や、周縁化を

ともなう失敗例と言えるだろうか。確かに、社会主義時代の「ゲル地区」は社会主義的

近代のシステムからは排除され、周縁化されていた。しかし、ここでとりあげたポスト

社会主義時代における、事例 2 のようなケースは、かつてのように排除も、周縁化もさ

れていない15。それどころかむしろ、ブラヴォイとヴァーディリーのいうようなネット

ワークは、GPS のようなトランスナショナルなテクノロジーを媒介にして、かつては排

除、周縁化されていた「ゲル地区」へと、より深くより細やかに浸透しつつある。そこ

では究極的には、「ゲル地区」をも内包した新たな都市空間の建設が目指されている。本

発表が事例 2 においてみたような「不確かな移動」は、このような技術によって可能と

なるネットワークに記載され、局所化される直前において、その上を積極的に進むこと

も退くこともない曖昧な移動である。そして、まさにその曖昧さが、新たなテクノロジ

ーに依拠したトランスナショナルなネットワークの作動する場を提供しているのである。 

 

   

４． 二つのトランスナショナリティ 

 アイワ・オングはトランスナショナリティを規定する際、越境を含んだ移動性を強調

する［Ong 1999：1－7］。彼女が事例として挙げるのは、香港の複数のパスポート所持者

や、北米へ移住するエリート中国人、あるいは東南アジアで国境を越える労働者などであ

る。しかし、このような越境や横断を強調する立場からすると、本発表の事例 2 において

たどったような、あからさまな越境行為を含まない「不確かな移動」は、トランスナショ

ナルというよりは、むしろナショナル、ドメスティックな移動として同定されることにな

る16。しかし、逆に、事例 2 のような移動がドメスティックなものに見える視角が成立す

                                                  
15 それに対して、このようなネットワークから排除、周縁化された事例としては、家畜を失い

移住を余儀なくされた非「市民」の（したがって首都において土地を無料で所有する資格のな

い）元遊牧民や、マンホールに暮らすストリートチルドレンが挙げられる。彼らは本稿でとり

あげたような GPS の網の目によって、土地所有の主体となる可能性を奪われている。しかし、

NGO など様々な援助機関の活動する現在では、このような周縁化されたケースでさえも、潜在

的にネットワークに包摂されていると言うべきであろう。 
16 ただし、オングがこの論集の 8章で論じる「段階的主権」のなかで登場するいくつかの事例
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るとき、事例 1 のような越境を含むあからさまな移動が特権的な（横断的な）ものに見え

るとは言えないだろうか。 

アルジュン・アパデュライは、今日のような、ローカリティの生産が「脱領土化を遂げ、

ディアスポラ的で、トランスナショナルな様相を呈するようになった世界」（p. 335）の特

徴として、マスメディア（特に電子メディア）の働きによって創出される空間的近接と、

仮想的近接との乖離構造を挙げている（p. 344）。しかし、他方で彼は、「現在までのとこ

ろ、仮想的な（電子的な）近接へのアクセスは、トランスナショナルな知識人階層のメン

バーに制限される傾向にある」（p. 346）とも言う。 

アパデュライは今日の根本的な事実として、ローカリティの生産が「これまで以上に矛

盾に射抜かれ、ヒトの移動によって不安定になり、仮想的近接という新たな種類の近接の

形成によって脱臼されている（displaced）」（p. 351）ことを強調している。そのようなロ

ーカリティと近接との乖離構造に歴史的先行物が無いわけではなく、彼は古くからの「長

距離交易や強制的な移住、政治的出国」（p. 352‐353）の存在を指摘する。では今日の現

象の新しさはどこにあるのか？アパデユライが挙げるのは、「このようなプロセスとマスメ

ディアに媒介された言説や実践との乖離構造がいまや国民‐国家をとり巻いている」（p. 

352）という点である。 

しかし、アパデュライのいう通り、もし、「仮想的な（電子的な）近接」へのアクセスが、

トランスナショナルな知識人階層のメンバーに制限される傾向にあるとすれば、オングの

議論と同様、ここでも事例 2 のような「不確かな移動」は、トランスナショナルなレベル

においてはほとんど無に等しいことになってしまう。 

それでは、われわれはどのような観点から、事例 2 のような移動を、トランスナショナ

ルな移動に含めることができるのだろうか。二つの答え方が考えられる。一つは、ネオリ

ベラルな市場経済化が席巻する今日において、ターゲットとされた移動性は、不可避的に

トランスナショナルな側面を含む、というものである。それに対して、この発表で試みた

のは、それとは別の答え方である。 

本発表では、フレーとホトという二つの線の交錯を、トランスナショナルな移動性が、

移動の単位、形態を転換、変形しながら生成するプロセスとして提示することによって、

ポスト社会主義期の二つの移動のかたちをともにトランスナショナルな移動性の一つのあ

                                                                                                                                                
のうち、特にノマド的に生活する先住民のケースは、例外的に本論の事例 2の場合に近い［Ong 

1999：214－225］。そこでオングは、フーコーの「生政治」や、アガンベンの主権をめぐる議論

を参照しつつ議論を展開しているが、その方向性は後に別の論集『グローバル・アセンブラー

ジュ』において、オングやラビノウが展開した議論へとつながるものとして理解できる［Collier 

and Ong 2005, Rabinow 2005］。本発表で対比的にとりあげた事例１と事例 2という二つのトラ

ンスナショナルな動きになぞらえて言えば、それは事例１から事例２への重心の移動であると

言える。 
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り方として示した。このような歴史的プロセスに注目することによって、国境横断を含ま

ない「不確かな移動」も、（国際機関や NGO を媒介とした）トランスナショナルな力学に

よって（例えば、「市民」として）対象化されているかいなかに関わらず、そもそもトラン

スナショナルな次元を含むことになる。 

 

５． 結――ストリートとトランスナショナリティ 

 以上のように、トランスナショナリティをその「見えにくい」ヴァージョンにまで拡大

した場合、それはストリートという概念によって捉えようとする領域とほとんど重なって

くる。そこで 後に、この両概念の関係を、どのように考えるべきか、本発表の立場から、

一つの方向性を示してみたい。 

 拡大されたトランスナショナリティの概念がなぜ、ストリート概念に近づくのか？おそ

らくその理由は、ここで言う「ストリート」がそもそも拡大されたものだからである。拡

大されていない狭義のトランスナショナリティが、事例１のような「見えやすい移動」を

特権視したように、拡大されていない、狭義のストリート（そのようなものがあるとして、

だが）は、事例 2 のような「見えにくい移動」を特権視するものとして仮想できる。前者

が結果として現われる、（越境を含む）マクロな移動に注目するのに対し、後者は結果とし

て現われるストリートというミクロな場所に注目するものである。 

 もし、本発表で取り上げたウランバートル市の事例において、この（仮想された）狭義

のストリートの方向性に徹するならば、例えば、アパート（事例１）にも、ゲル地区（事

例 2）にも住まうことのないストリートチルドレンを「対象」とした研究が、より適切な

ストリート研究の事例として挙げられる。しかし、広義のトランスナショナリティがそう

であったように、（ストリートの人類学が狙いを定めている）広義のストリート性も、結果

として現われる形態を固定的に捉えようとしたとき、すり抜けていってしまう。戯画化を

続けて言えば、広義のストリート性をあつかう研究は、ストリートチルドレンを特権的な

研究領域とみなすのではなく、NGO などのトランスナショナルな組織、アパート住民や、

ゲル地区住民などの諸アクターの絡みあいにおいて、ストリートチルドレンが露わになる

プロセスを記述するようなものとなるはずである。 

 このような方向性で考えた場合、ストリートの人類学とトランスナショナリティ研究は

――強調点は異なるものの――コインの表裏のような関係にあることになる。そして、ト

ランスナショナリティ／ストリート現象の研究は、このような方向性をとることによって、

拡大された可動的な領域を蝶番とし、狭義の両研究を広義のものへと開いていくための通

路を確保しようとしているのではないか。 
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＜質疑応答＞ 

 

関根： 

 後の結びは、今後のわれわれの科研プロジェクトをサポートするような内容で、たい

へんありがたかった。 
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具体的な事例を踏まえながら、それにモンゴルという国家の制度的変遷、歴史軸、トラ

ンスナショナルなさまざまな力学などを重層的に絡ませた議論であり、いろんな論点が出

てきている。研究会におけるこれまでの発表ともつながり、議論が交差していたと思う。 

 

松本： 

もう少し説明をしてほしいことがある。 

3 章 3 節の 終段落の 4 行目から 後文末までのところ。および、4 章の 終段落のと

ころの記述について、補足をしていただきたい。 

 

西垣： 

1 点目は、事例 1 に対して事例 2 をどう位置づけるかという箇所である。この発表にお

いて「不確かな移動」「見えにくい移動」と呼んできた事例 2 の移動。この移動と、ポス

ト社会主義の時代における、国際機関、NGO といったトランスナショナルな存在、ある

いは、それがナショナルな行政機構を経由したものとが、どういった形で接触しているの

か。この点について本発表なりの位置づけ、答えを与えようとした。 

ドルジという人物を取り上げた事例 2 は、新たに生まれつつある状況に積極的に参入し

ていくような動きとは言い難い。新しい動き、すなわちアジア開発銀行なりモンゴル政府

なりが市場経済化に応じた形で都市を管理していこうとする動きにおいて、柵をたて、住

まいを構築するという動き自体が、新しく生まれつつある管理体制の資源となっている。

新しい管理体制が介入してゆく余地を与えている。新たな管理体制は、自ら積極的に参入

するのではない人びとをも管理のネットワークに組み入れつつあり、そのような意味で、

ずいぶん洗練されてきていると言える。 

2 点目の４章の部分は、発表の結論部分になります。 

この発表の前半では、歴史的な動きを追った。まず、国民国家建設以前におけるフレー

とホトについて。これらは具体的な空間形態でもあり、そこに生きている人びとでもある。

この二つが歴史的に交錯しながら、人びとは移動し、生活している。国民国家建設によっ

て、この二つがどのように再編されたかというのが、前半部分の主な議論です。  

フレーとホトというそれまで絡み合っていたものが、それぞれ整備され、管理可能な領

域となる。社会主義時代は、フレーを排除し、ホトを構成していった。そこからゲル地区

という遊牧的なものをさらに排除し、近代的な都市空間を建設していくという流れがあっ

た。 

この流れの中に、近年おこりつつあるトランスナショナルな変換を見出すというのが、

後半の議論です。ここでは、移動する単位は従来のフレーやホトではなく、「市民」となる。

都市計画において「市民」がターゲットとなり、定住化が図られる。 

 事例 1 のような積極的な人びとは、たとえばパスポートを取得してトランスナショナル
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に移動する。事例 2 のような人びとは、よりあいまいだが、それゆえに制度に対してより

クリティカルな移動を行う。事例 1 がある制度の枠内における移動であるのに対し、事例

2 は新たな制度がそのターゲットとせざるをえないようなあいまいさを含んでいる。単位

を変転させながら、ある形が生まれていく。 

一般的に「トランスナショナル」という語は、限定的な意味で用いられている。それを

広くとらえた場合に、ストリートの人類学と、トランスナショナルの人類学とがつながっ

てくるのではないかと考えた。 

 

國広： 

前々回の上杉先生による報告において、トランスナショナリズム概念の整理があった。

そのときの説明と、今日の西垣さんがいう「トランスナショナル」とでは、意味が重なっ

てはいないと思う。西垣さんの場合は、「越境」という意味ですか？ 

 

西垣： 

狭義のトランスナショナリティといったときは、「越境」の意味で使っている。広義の場

合は、「越境」を必ずしも含まない。「越境」という言葉自体を定義しなければならないが、

狭義の「越境」において越えられる「境界」は固定的なものである。それに対し、境界そ

のものが曖昧であるような移動がある。この移動については、「越境」とは記述していない。 

この発表では、上杉先生のおっしゃるような、いわゆる「トランスナショナリズム」を

拡大しようと試みた。ここでは、社会主義あるいは国民国家が成立する過程に見られる帰

属の問題を扱っている。国民国家における帰属の問題とは、「市民」の問題である。 

 

森田： 

「見えやすい移動」と「見えにくい移動」の対比に、「狭義のトランスナショナリティ」 

「広義のトランスナショナリティ」が対応しているのですか。 

 

西垣： 

「狭義のトランスナショナリティ」は、「見えやすい」移動に限定している。「広義の」

は、「見えやすさ」「見えにくさ」の区分には関係しない。どちらでもありうる。また、「見

えやすい」形で移動しているものであっても、「見えにくい」形へと追い込まれる場合も十

分にある。 

どちらかに限定してしまう立場ではなく、変化の可能性を常に見定めておくというスタ

ンスです。 

 

内藤： 
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では、境界が固定されている場合と、境界が曖昧である場合との移動があるとして、そ

こに「トランスナショナル」という概念をはさむことで何が見えてくるのでしょうか。 

 

西垣： 

 国民国家の体制ががっちりと出来上がっている場合をまず考えてみる。今回の発表で、

アイワ・オングの議論に対してコメントした部分ですが、国民国家の中に生きるというこ

とにはある資格が前提とされる。では、そうした前提となっている資格を、どういう形で

そうではない形に転換していけるかという問いを問うてみたい。つまり、いったん国民国

家的なものができあがった場合に、しかしそれを越えていくもの、国民国家の境界を越え

ていくものを対象にしたかった。さらに、国民国家の生成過程において、狭義のトランス

ナショナルという言葉ではとらえきれないような境界の越え方を、広義のトランスナショ

ナルという言葉でひとくくりにすることによって、共通のターゲットとできないだろうか、

という意図があった。 

 

鈴木： 

「見えやすい移動 / 見えにくい移動」とありますが、事例 2 の移動を「見えにくい移

動」としたのは、どういうことなのでしょうか？行政官から見ると、事例 1 は「明らかに

出世している人」で見えやすい。一方、事例 2 のように「うろうろしている人」は見えに

くい。そういうことですか?  

 

西垣： 

 行政官の立場から、という意味。自分が管理するのはここまでなのだと、ある境界を画

定しようとしているという立場にとって、ということです。 

 

鈴木： 

ただ、当人の立場からみると、事例 2 の移動にしても「見えにくい」わけではないし、

また彼にとってきわめて合理的な移動ですよね。 

そもそも、トランスナショナリズムの枠内に並べる必要は何か？事例 1 と 2 は、いわば

ふつうの事例ですよね。アフリカにも南米にも、どこにでもある事例でしょう。それをあ

えてトランスナショナリズムという一つの分析枠組みに入れることの、意味がよくわから

ない。 

 

西垣： 

「ナショナル」というものの境界がどこまで迫っているのか。どこまで浸透しつつある

か。浸透させようとする力学が、どのように裏切り、裏切らなかったりするのか。そうし
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た現象は、決して国境を越えるとかいった派手な部分にだけではなく、ごく日常的な部分

にも見られるということを言いたかった。 

ナショナルなものの界面がどこまで浸透しているのか。浸透しようとする力学の先端に

おいて見られる、作用と裏切りを観察するのならば、それは派手な境界じゃないところに

もあるのだという考えです。 

 

関根： 

今までの話を聞いていて、トランスナショナリズムという概念が、それぞれの人でずれ

ているような気がします。 

上杉さんが論文の中で、「トランス・ナショナル」から「トランスナショナル」へと、つ

まり「・」がある時期で取れて、新たな「トランスナショナル」の概念へと変質したと述

べていた。この「トランスナショナル」に対しては、もはや「越境」という訳語は不十分

であり、越境というレベルの問題でもなくなる。 

大学の調査演習で、「トランスナショナリズムから東京を考える」ということをやってみ

た。そこで思ったのは、すでに「トランスナショナリズム」というのが個人の実践として

行われてしまっているということであった。つまり実践がもう先にあって、それを分析し

てみると事後的に「これはトランスナショナリズムだといえるじゃないか」となる。 

つまり、「トランスローカリズム」という概念があるとして、トランスナショナルはもは

やトランスローカルの概念と近接しているかもしれない、ということだ。いつまでもトラ

ンスナショナリズムという概念でいいのかという疑問も感じ始めている。 

今日の発表ではいろんな主語が混ざっていたのでわかりにくかった。「行政が」、「研究者

が」、あるいは「実践している人たちが」。もちろん、やっている人たちが「トランスナシ

ョナリズム」なんて考えているわけがなく、それは分析したあとでわかることだ。 

西垣さんの「2 つのトランスナショナリティ」というシンプルな言い方が、かえって誤

解を招いているのかもしれない。「見えやすい / 見えにくい」という言い方が適切である

かどうかはさておき、「トランスナショナリティ」の現れ方にはいくつかあって、たしかに

何か重層性がある。そこに焦点を当てようとしている意図についてはよく理解できた。た

だ、どういう整理の仕方をすれば、より話がわかりやすくなるのかはわからないけれど。 

 

松本： 

社会主義政権の時代以来、ウランバートル市の都市計画が進んでいくと。その時点での

パラダイムみたいなものは、主にロシアの都市計画者のものであった。それが今度は、ポ

スト社会主義時代においては、自分たち、自民族が担い手となった。ではそのときの都市

計画のパラダイムとは何かというと、やはりここにもよそからの流用がある。歴史的に辿

ってきたとき、パラダイムを流用しながら近代都市を建設していこうとする動きが見える。
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行政は、流用したパラダイムに基づいて、定住化政策、私有権、税金といった、人々の生

活を制度的に書面化・図面化し、自分たちに見える形へという施策を講じていく。 

内発的なものだけではく、「近代都市とはこういうものだ」というよそからの流用がパラ

ダイムとしてそこに働いている。こうした動きの全体を、トランスナショナルという形で

とらえようとしているのか。 

具体的に行為していく市民という存在がある。A さんと B さんという 2 人の対応のあり

方が紹介される。A さんは、見えやすい「トランスナショナル」の行為をとる。一方で B

さんには別の対応の仕方があった。通常の「狭義のトランスナショナリズム」にあてはま

るのは A さんだけだった。しかしながら B さんにしても、もちろん国境を越えるといった

具体的な行為は見られないが、「トランスナショナル」な行政や施策のインパクトにおいて

現れてきたものだった。こういう話として受け止めたらいいのだろうか？  

 

西垣： 

 そのとおりです。もう一つ付け加えると、国家なり、海外の機関なりとのあつれきの中

で何かが生まれるときに、単位自体の再編が行われるということが重要なポイントです。

そのせめぎあいの中で、「個人」「市民」といった単位が再編されてくる。 

 

小馬： 

問題の立て方がよくわからない。さまざまな移動があって、開発銀行などの介入が見ら

れ、国家が形成されていくのだと。そうした現象を、トランスナショナリズムと解釈でき

るということだが、それがどういう貢献をもたらすのかがわからない。 

 

西垣： 

ナショナルなものが建設されるときのあつれきが一つのポイントとなる。歴史的過程の

中で国境が建設されると、それまでと同じくふつうに移動しているのに、新しい枠組みか

ら見て境界を越えて入ってくる、ということになる。さらにまた、このようにトランスナ

ショナルであるとして可視化されたものが、新しい枠組みがきわめて安定してきたときに

はもはや可視化されなくなる、という考え方です。 

 

小馬： 

たとえば、社会主義が崩壊して新しい体制に変わっていく。そこに国際機関が介入して

くる。この全体がトランスナショナルな状況であるとする。そこに見られる現象も、トラ

ンスナショナルな現象であるととらえる。こういう議論は立てうるかもしれないが、しか

しそれで何がわかるのか。従来の議論とは違った何かがそれで見えてくるのだろうか。 
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西垣： 

たしかに、かなり普遍的なところまで、一見してごくありふれた事象までも、「トランス

ナショナル」で包括してしまう議論になるかもしれない。 

しかし他方で、きわめて現代的な事象にも注目している。その新しい形がどういうもの

かを見ていこうという意図がある。この意図においては、何もかもを「トランスナショナ

ル」に含めてしまうという議論にはならない。 

 

関根： 

「国境を越える」ことを強調しすぎて、かえって話をわからなくしているのではないか。 

私にとって重要だと思われた指摘とは、「やるでもなくやらないでもなく」というような

ドルジの態度だった。「局所化される直前」において、「進むことも退くこともなく」とい

う記述がある。この部分こそを強調するべきだと思う。 

トランスナショナリズムの大きな力に、個人がすっと乗っかってやっていくケースもあ

る。それが「目に見えやすいトランスナショナル」のダイナミズムにおいて起こる、人々

の生活変化なのでしょう。だが、こうした話としてすっきり記述することはできないけれ

ども、やはりトランスナショナリズムとのダイナミズムとの絡み合いがあってこそ起こっ

ているもう一つの側面がある。そこに西垣さんは焦点を当てたいのでしょう。この区別が

より重要なのであって、国境を越える / 越えないという区別は、ここでは重要ではないで

しょう。 

 

小馬： 

｢現代の移動に特有な様態とは｣という疑問を立てている。たとえば、牧畜民の定住化は、

植民地化においても見られた。こちらはトランスナショナルととらえないのか？ 

 

西垣： 

 それもトランスナショナルととらえます。 

 

小馬： 

では、トランスナショナルとトランスナショナルでないものとは、どこがどう違うのか？

つまり、そう言うことで、どのように新しい議論が可能になるのか。植民地時代の経験を

どうとらえなおせるのか。あるいはモンゴルの事例に固有のこととして述べているのか。

議論がストリートとどう絡んでくるのかという点もよくわからない。 

 

西垣： 

いろんな時代で、世界中で同様の問題が起こりうるということは、私も認めます。制度
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と移動とがせめぎあうという状況も、古くからある。制度を認める形の移動もあれば、制

度に反する移動もある。このこと自体を、現代に特有だとは言っていないのです。特有だ

というのは、単位、移動の単位のことです。「市民」という単位で名指される、そこに起こ

るせめぎあいを指摘したいのです。 

たとえば今回の事例でいくと、GPS を利用して、ある柵の中で生活している人を「市民」

と呼ぶという体制ができあがりつつある。実際にある個人がある柵の中で生活しているか

否かという判断は微妙である。また、いったん柵をつくってしまえば、市民として名前が

名簿に記載されていなくても、市民として同定される可能性が生じる。空間を占めている

ことによって、国家に包摂されるわけです。でも、人びとの実際の生活においては、人に

よって柵を建てたり建てなかったりするし、柵に自分が入っているのか・いないかも考え

なかったりする。 

こうした状況をトランスナショナルという概念で描こうとしたということです。人々が

ある体制とのあつれきに巻き込まれたり、巻き込まれなかったりする。この場合、あつれ

きに巻き込まれる手前の状況も含めて、私は「トランスナショナルな状況」と言いたいと

いうことです。 

 

鈴木： 

「ナショナル」と「トランスナショナル」というのは対立概念なのか。ナショナルを設

定しようとしたときに、トランスナショナルな状況が生まれるということですか？ 

 権力側は市民として同定したいのだけれども、そこにすっぽりと入ってくれる人と、そ

こに入ってこない人、置き去りにされるような人が出てくる。それらが全部「トランスナ

ショナル」の事例となるということですね。では「トランスナショナル」とはある状況を

意味するのですか？そうだとすれば、｢トランスナショナル｣と呼べるようなある社会的な

形態があり、そこに存在する人びとはみんな「トランスナショナル」な状況を生きている

ことになる。そこでは、事例が 100 個あればすべてが「トランスナショナル」な状況であ

るということになる。 

では、「トランスナショナルではない状況」とはなんなのか？ 

 

西垣： 

確かに究極的には「トランスナショナルではない状況」はありえないということになる。

ただ、「見えにくくなる」ということはある。たとえば、「市民である」ということが強固

に成立しているような場合、「トランス」性はまわりからも見えにくくなっていて、誰もそ

れを「トランスナショナル」だとは観測しない。それを分析者が勝手に「トランスナショ

ナル」と呼んでいいのかという問題もあるけれど。 
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鈴木： 

今回の報告では、事例 1 と事例 2 をたまたま出した。いわゆる旧来の「トランスナショ

ナリズム」の概念でとらえやすいのが事例 1 だということになる。しかし事例 2 もやはり、

トランスナショナルの事例であると。では、事例が 100 個あったら、それ以外の 99 の事

例もやはり「トランスナショナル」な状況であるということになるのか？それでは「トラ

ンスナショナル」と言う意味がはたしてどこにあるのか？ 

 

関根： 

付録にある歴史の年表でいうと、「トランス・ナショナル」から「トランスナショナル」

（「・」が取れる）という話は、どのあたりに適用されるべきなのだろうか。 

「トランスナショナリズム」という概念が拡散しているために、いま議論がかみ合って

いない。「トランスナショナリズム」という概念を使うかぎりは、それ自体が明確でない概

念なので難しいのだが、それなりに明確にしていくべきでしょう。 

鈴木さんの誘導質問に乗って、「100 ある事例のうち 100 がすべてトランスナショナリ

ズム」だと言ってしまってはいけないわけです(笑)。2 つの事例になぜ今回こだわってみた

のか、それが明確に説明できるべきなのだろう。「98 は違っている、この 2 つだけがトラ

ンスナショナリズムなのだ」と言い切ってしまわなくてはいけないんですよ。 

 

松本： 

関根さんのコメントというのは、ストリートという自身の持っておられるモチーフから

来ているように思う。 

 都市計画における行政の権力があり、「期待される市民像」みたいなものがあって、人び

とがそこに回収されていく。ところが B さんの事例は、どうも回収しきれない。そこにス

トリート性、新たな可能性というのを求めていくことができそうだ。この点で関根さんは、

発表をポジティブにとらえようとしているのでしょう。 

しかしタイトルが「トランスナショナル」だから、どうしてもそっちに話が持っていか

れて、曖昧になってしまう。たしかに、トランスナショナルな状況において都市が形成さ

れていくという話はわかる。しかし、トランスナショナルという概念を用いた議論と、ウ

ランバートルの形成というのをきっちり詰めていかないかぎりは、むしろ議論をいっきに

ストリートに移したほうが、事例 2 が生きてくるのではないかと思いました。 

 

鈴木： 

事例 2 が「ストリート性」みたいなものをはらんだものであると言われたら、それはそ

のとおりですね。 
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関根： 

議論が混乱する原因として、議論の前半ではゲル地区という空間性を議論していたのが、

途中で人についての議論になってしまう。ゲル地区の融通無碍な、排除されたり使われた

りするような、政策のクッションのようになっている側面をもっと詳しく整理した方がい

いかもしれない。空間性の問題の議論が、個人の生き方の議論へ入れ替わってしまってい

る印象を受ける。ゲル地区という空間の問題が、途中で消えてしまっているという印象を

受けた。 

トランスナショナルな力学が、空間のとらえ方自体を変えてきている。しかしそれがす

っきり行かず、矛盾を抱えた中で、ゲルがまた意味づけを変えていく。空間性を詳しく議

論すれば、ここが議論のポイントとなるのではないか。 

あと、社会主義というファクターと、いわゆる現代的なトランスナショナルな新自由主

義的経済との関係についても区別していけば、「トランスナショナリズム」の用語について

も明らかになり、話がわかりやすくなるのではないだろうか。 

 

西垣： 

2000 年前後においてウランバートルで新しい都市計画を推進しようとしたのは、確かに

モスクワ留学を経た人たちだった。しかしその計画は行き詰まった。 近では JICA の援

助のもとで、日本人による都市計画が計画されている。つまり、かつてソ連がやっていた

都市計画をやっと自分たちでやろうとしたとき、今度は日本の登場によって、彼らはいわ

ばはしごをはずされるようなかたちになった。 

都市計画の話で私が言おうとしたのは、都市計画が、なおも社会主義時代の権力のあり

方を残したままで、人にかかわっていくということである。その一方で、土地私有化とい

う面では、新自由主義的な経済と政治がかかわっている。今後、この両者が手を携えると

いうこともありうるだろうが、今の段階ではあつれきが生じている。 

 

森田： 

「ホト / フレー」という 2 つの概念の交錯を全体の議論の手がかりとしていくとあった

が、この 2 つの概念の区別が、都市からフレーが追い出された以降ではあまり利いてこな

いように思ったのだが、どうか。 

 

西垣： 

そのとおりです。都市からフレーが追い出された以降では、ホトが公共的な場として固

定された。そのようなホトの同格の言葉としては、「フレー」は使われなくなった。 

 

森田： 
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では、それ以降では、「2 つの概念の交錯」はもう起こらなくなったということか。 

 

西垣： 

力を失ったフレーの残骸のようなものはたくさん残っていて、社会主義時代が終わった

あとにもいろんな記憶を帯びたものとして再利用されることはある。完全にはなくなって

いない。ただ、さしあたっては表舞台からは消えてしまっている。その中で、ホトという

領域の内部で、今度はフレーとのかかわり、力というのが問題になってくるということで、

筋道としてはつづくことになっている。 

 

関根： 

「ゲル地区は地区の反転像として、地区ではない地区として事後的に誕生した領域であ

る」という言い方がありました。この部分は「ストリートの研究会」の議論として、スト

リートのある面を表現していると思いました。 

 まず地区という概念が出来て、さらに新地区という概念ができていく、というその段階

でこういう言い方がされるということに興味がある。飛躍になるが、オジェのいう「非‐

場」のイメージに近いように思う。「プレイス」「スペース」の使い分けは難しいが、これ

は新たな意味のスペースという言い方もできるかと思う。 

 

西垣： 

2007 年の論文のもととなった 2006 年の発表の段階では、オジェを引きながら議論をし

ていた。移動性と都市計画という 2 つのテーマがあり、それをオジェの議論を用いて進め

ようという意図があった。だが論文では、都市計画の話を部分的にしか入れられなかった。

今回の発表では、そのとき扱いきれなかった部分に立ち帰り、さらにストリートに照準を

当て議論を再構成している。まさにご指摘のとおりのことを問題にしようとした。 

 

國広： 

 写真で見た限りでは、ゲル地区はとても目に付いてわかりやすい。柵が立っていて。そ

れを、「事後的に誕生した」というのは、「名称」が後から出来たということか？ 

 

西垣： 

 現在のウランバートル市の中心部では、ビルディグが建ち並び、ゲルなんてほとんどな

い。20 世紀、ウランバートル市の人口はどんどん増加していった。彼らはとりあえずゲル

でやって来る。とりあえずゲルに留まりながら、うまくいく人は職を得て、町の中に入っ

ていく。 

 中心部にゲルが当たり前にあった時代には、「ゲル地区」という、町の外部に広がった地
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域もなければ、そんな名称も無かった。それが町の内部で建物の領域が増えていくと、周

辺部において、柵に囲まれながらゲルがどんどん広がっていく。日常的には、地区ではな

い地区として、「ゲル地区」という言葉が少なくとも 80 年代には用いられている。一方で

都市計画家たちは、当時は「予備的な空間」という技術的なタームを用いていた。 

 

松本： 

 資料にあるゲル地区の 2 つの写真（注：発表当日に提示した、実際のゲル地区の風景写

真のこと）についてだが、たとえば 2 枚目の写真のような場所は、スクウォッターとは違

うのか？ 

 

西垣： 

現在は、土地私有化政策が始まり所有者を確定している段階にある。この政策が完了し

たあと、すなわち「合法 / 違法」というチェックが整ったあとには、スクウォッターと呼

ばれる可能性がある。 

 今の段階は、とりあえず違法ではないのだが許可を得てはいないという、「より黒に近い

グレーゾーン」と、「より白に近いグレーゾーン」があるだけという状況。つまり「許可 / 

不許可」という区別のみがある。だがこれから私有化が進めば、「合法 / 非合法」に分か

れていく。 

 

関根： 

写真だけを見ると、ほとんどスラムに見える。しかしそれがゲルであるところが、おも

しろいと思う。スラムとは、定住しているけれど定住的でないところだから、その意味で

もまさしくこれは「スラム」ということになる。しかし居住に使われるのがゲルという文

化資源であるがゆえに、何か「スラム」とは呼びにくくなる。 

スラムのように見えるゲル地区と、どう見てもそうは見えないゲル地区とが、同じくゲ

ルであること。この点から話を展開できないだろうか。モンゴルに特有の文化的・歴史的

背景が出てきて、一般論をやるよりも面白い話ができるのではないか。 

 

内藤： 

それは、「現代に特有な移動の様態」という問題にかかわってくるのではないだろうか。

写真についてこの点から何か説明できないだろうか。 

 

西垣： 

事例 2 のドルジは、写真のような場所に来て、今から柵で囲おうか、囲うまいかという

状況にあった。 
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モンゴルならではの特異性という点では、すでに土地を柵で囲い、ゲルの横にまた建物

を建てたりしたあとでも、たとえば夏になったら柵や建物を放り出して、ゲルだけで田舎

へ向かうことができる、という点がある。 

 ウランバートルの町で出会う人々の約半数が、こういう場所に住んでいる。たしかに町

の中心部に住んでいる人からすれば、彼らには貧しい人びとが多いということになるが、

それなりに安定して生きている人びとも住むところなので、スラムという語からイメージ

する人びととは私の認識では若干違う。この状況と、ゲル 1 つでいつでも田舎に戻れると

いうことは、モンゴルに特有のこととして言える。 

ゲルで移動することや、それを柵で囲うことそれ自体は、現代に特有なことではない。

現代に特有だというときは、やはり何らかの介入があり、せめぎあいが起こるときだ。衛

星写真を用い、違法性・合法性の確定を行い、あるゲルの所有者が市民であるか否かが判

断される。新しく来た人の中に市民でない人がいたり、籍を移す手続きをせずにやってき

た人がそこで子供を生んで、その子が市民ではないままであったりとか。 

 

内藤： 

質問の意図としては、貧困とのかかわり、貧困とかスラムとかいった近代になってから

の判断とのかかわりでの話を伺いたかったのだが。 

 

西垣： 

「貧困問題」として取り組もうという動きが活発になったのは、90 年代以降のことです。

経済の混乱がとりあえず収まり、国際 NGO の活動や開発政策が活発化し、環境問題と貧

困問題とがクローズアップされてきた。社会主義時代には、「貧困を解消する」という今の

ような形の問題としてとらえられていなかった。 

 

鈴木： 

ゲルで都市の中に住むという形態は昔からあったわけですね。そのゲルが、今では都市

の周辺に住んでいる人の居住形態になっているわけですが。 

 

西垣： 

 町の中心にもまったくないわけではない。また、町の住人で、仮に自らがゲルではなく

建物に住んでいたとしても、田舎から来た親族を住まわせる、あるいは賃貸しするために

ゲルを持っている場合もある。ただ町の中心に近い場所では、空間的に余裕のある囲いの

中でゲルがぽつんとあるというケースは稀である。でも、ゲルがないということではない。 

 

鈴木： 



 36 

町において「私はゲルに住んでいる」ということは、マイナスなのか。 

 

西垣： 

両面がある。マイナスの部分と、誇り高さと。アパート居住者などにとっては「貧困」

ということになる。 

 

鈴木： 

「ゲル＝貧困」というイメージは、都市計画の中で出来上がったのか。都市の中でのゲ

ルの社会史がわかれば、今日の発表ももっとすんなりとわかったと思う。 

ゲル地区の意味合いの変遷や伝統文化、特に都市部における意味の変化がわかるとおも

しろい。人びとには、「定住したくない」という気持ちがあるわけですか？「遊牧の伝統を

重視するのだ」というような。 

 

西垣： 

それも微妙な問題だ。 

近年都市に流入してくる人びとの理由としては、一つには「家畜をなくしてしまったか

ら」というのがある。つまり「家畜があれば町になんて来なかった」という人がかなりい

る。「田舎で家畜がある暮らしができるのが、望ましい」という思いがあり、しかし仕方が

ないから都市に来たというケース。 

 

鈴木： 

そうしたメンタリティも、移動を論じるうえで重要だろう。 

 

西垣： 

ゲルをなくしたいと思っている都市計画家でさえも、ゲルは田舎においてはまったくす

ばらしいものだと認めている人もいる。ただし、都市の中ではゲルのよさを生かせないし、

環境も悪化させるのだ、という言い方をする。 

 

鈴木： 

不経済なんでしょうね。空間的に。たとえばビルならば 5 階建てにできるけれど。 

 

小馬： 

ケニアのある牧畜民の村で、母村というのがあって、移動しているのが当たり前の生活

があると。それを西垣さんのとらえ方にしたがうと、当たり前のことではなく、トランス

ナショナリズムという言葉で解釈してしまおうという。移動することがむしろ常態であっ
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たようなこの移動と、都市に移住してくる人びとの移動とは違うだろう。それをなぜ、ト

ランスナショナリティという言葉でひっくるめてとらえるのかということが、やはりよく

わからない。 

 

野村： 

ネイションをつくる過程の中で、20 世紀になってから定住とか都市とかいった問題がで

てくる。この問題が未完であるままに、社会主義へと移った。社会主義というのは当然、

結果的にナショナリズムであった。スターリンも 初からそうで、インターナショナルに

したって前提としてナショナルがあった。つまり社会主義時代においてモンゴルは、ナシ

ョナルをつくらなければならなかった。それがポスト社会主義時代においては、インター

ナショナルのためのナショナルとか、定住化とかいったこれらの問題が未完のままに、今

度は NGO や外からの影響力が入ってくる。つまり、未だにネイションができていないこ

とに、どうしたらいいのか悩んでいるという話に見える。 

むしろこの議論では、地の方がトランスナショナルであって、図が、輪郭のはっきりし

ないモンゴル国家というナショナルなのだろう。みんな移動していたのではどうにもなら

ないから、とりあえず定住させるという都市計画があり、それがまだ完了せずに途上にあ

る。彼らの関心はトランスナショナルにあるのではく、今でもナショナルな方にあるので

はないか。 

 

西垣： 

おっしゃるとおりです。ナショナルなものを構築しようという意図を、ここでは「市民」

という概念でとらえている。どうやって「市民」をつくり、市場経済をプレイできるよう

な空間をどうやってつくるかという思惑から、介入が行われる。この介入が、常にナショ

ナルなものが不完全なまま行われている。 

 

野村： 

4 章のまとめの部分の話について、「トランスナショナルの力学において『市民』として

対象化される」という部分があります。 

近代の「国民」というのが形成されていないままに次のポストモダンの時代に入り、「市

民」という問題が出てくる。しかしこのモンゴルの場合、ここで「市民」と言い出したら、

ナショナルからまたトランスナショナルに立ち戻ることになる。ゲルを勝手に立てて、「自

分たちは権利がある」なんて言い出すことになるのでは。「市民」はやっぱりネイションに

ならずに、またさまよい出してしまう。つまりモンゴルの事例だと、ナショナルとトラン

スナショナルという話の地と図が逆であるように思った。 

 ナショナルが出来ていないまま、インターナショナルに引きずり込まれてしまっている
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例は、世界中にたくさんある。今や「ネイション・ビルディング」なんていっても流行ら

ないけど、しかし世界のあちこちで、この課題が全くなくなったわけではない。 

 

関根： 

今日の話は、歴史的な分節をもう少しきちんと示すべきなのでしょう。「トランスナショ

ナル」の概念が拡散しすぎていると思う。「ノマド」とどう違うのかとか、野村さんの議論

を含めて、未完のネイション・ビルディングと、トランスナショナリズムに突っ込んじゃ

った時代との関係なども論じるべきだろう。いくつも問題が出てきたと思う。 

 

松本： 

 後に一つ、簡単な質問ですが気になったことを。柵を建てることについてだが、ウラ

ンバートルでは燃料や木材資源の調達に人びとが困っているという話を聞いたことがある。

ではこの柵の木材とは、どこから手に入れているのか。かなり広域にわたって柵が築かれ

ているから、かなりの量と価格になると思うが。 

 

西垣： 

木材の値段が高くなって柵を作るのがたいへんだということが言われている。他方で、

私自身で確認してはいないが、不法伐採の問題が言われている。 

たとえばゲル地区に新しく人びとが流入してきたときに、旧住民が一線を引こうとする。

そのとき新参者について、「彼らは田舎の人たちで、材木泥棒だ」と言いながら、自分たち

の方が先住なのだということを言おうとする。あるいは彼らにとって盗んでいるという意

識すらなく、そこに生えている木を使ったというだけということが、｢不法伐採｣というこ

とになっているのかもしれない。  

事例に出てきたドルジの息子などは、全部の柵を一気に買うことができないために、柵

が途中までで止まっている。 

 

 

（文責：大阪大学大学院 / 学振特別研究員 DC 森田良成） 


