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人類学的思考の核心に迫る試み：ケガレからストリートへ
本共同研究の設置には、本研究を主宰する筆者自身のイン

ド社会研究での文脈がその経緯の下敷きになっているので、
そこから始めたい。
儀礼的なケガレ観念に関する筆者自身のオリジナルな理論

提示（「不浄」と「ケガレ」との区別の導入）から、都市スト
リート特にインドの巨大都市のストリートの縁辺の歩道空間
（支配権力の戦略と社会的弱者の生存をかけた戦術が絡み合う
活発な縁辺空間）のあり方へと、筆者の研究対象は推移した。
その展開を遡及的に辿り直してみると、結果的に一貫した問
題意識の軌跡が現れてきた。すなわち、この一見異なる関心
の外装とは裏腹に、その両者（ケガレとストリートの縁辺）
の間には＜中心化志向の視点と脱中心化志向の視点との絡み
合う抗争 contestation＞という共通した理論的枠組みが貫か
れているのである。
村落のケガレ実践も都市の歩道模様も、＜「生活の場」の構

築の論理＞というものを考える格好の時空である。そこでは、
自己が他者になり、他者が自己になるところで存在を獲得す
るあり方、それが「ヘテロトピア」（Foucault 1984）としてす
でに実在する模様を目撃できる。この生きられる時空の様態
が、現代世界を席巻するネオリベラリズムという「システム」
に抗して探究されなければならない。それが本研究の目的で
ある。システムによる植民地化が浸透する「生活世界」の現
場こそが、現代の問題が集約的に現出している最前線と見定
めてのことである。ゆえに、そこで見出されるストリート・ウィ
ズダムは、今を生きる人々全体の共有財産になるに相違ない。
このような目的設定は人類学史の理論的転回などと称して

研究の目先を変えてきた類の話ではない。はじめから人類学
誕生以来の通奏低音としてあった核心部の目的なのである。
短い歴史しかない人類学にあっても、その音を聴き外し随分
と迂回してきたのではないだろうか。その歴史をある意味で
巻き戻し正しく前に進めるように組み直すために、認識論的
支配イデオロギーの一般化（周辺を ambiguityと意味規定す
るような上空飛行的な視座）への、実存的存在論（人間の存
在が ambivalenceな情動と共に生きられているという内在的・
境界的視点）からの異議申し立てが不可避なのである。
このような「生きられる場」を考えるストリートの人類学

的研究の過程で、おのずと浮かび上がってきたのが、広義の
ストリート現象と見なせる「ローカリティの創出」という問
題系である。その意味で、本研究はストリート人類学の第 2

ラウンドなのである。

現代格差社会のストリート現象としてのローカリティの創発
今日、ネオリベラリズムの主導する世界資本主義の浸透は

社会に「恒常性の喪失」をもたらしている。しかも、主流社
会とアンダークラスという垂直的に分離した「管理型」社会
を産出している。アンダークラスや不安定労働者層は、保障

なき世界をストリートに近接して剥き出しで生きる現代の前
衛と言える。というのは、優位な社会的地位にある中核の人々
さえも現代社会の強い遠心力にいつ弾き飛ばされるかと不安
を募らせているからだ。ゆえに、縁辺のストリートを生き抜
く人々のぎりぎりの実践知、すなわちストリート・ウィズダ
ムは、今日すべての人々に実は要求されている。世界は疑い
なく「ストリート化」してきている。まさにこの世界同時図
式が現代の地域社会を翻弄している。それゆえ、今日のロー
カリティの盛衰は広義の「ストリート」現象と言える。原子
力発電所が過疎地に立地するのは痛ましい負のストリート現
象に違いないが、東京を筆頭にした大都市中心の社会権力構
造が地方に強いている結果である。誘致反対派も賛成派も村
や町が生き延びるために苦渋の選択を迫られ、分裂していく。
電源三法交付金という巨額の金が地域社会にもたらされ一見
勝利に見えて、その実は深い敗北の刻印が子々孫々にわたっ
て押されることになるのだ。
「フローの空間」（Castells 1989）の結節として機能するグ
ローバル・シティというトランスナショナルな権力の強大化
の下で、徹底的に周辺化されるローカリティはその生き残り
をかけて必死の格闘を余儀なくされている。だからこそ、こ
のようなローカリティをめぐる広義の「ストリート」現象の
現実の襞に分け入り繊細な記述分析が求められる。これが本
研究の基本目標である。つまり、権力や資本を欠いている、
ないしは微弱なため、主流社会のような設計主義は使えない、
偶有的なフローから取り出せるあらゆる資源を活用するよう
な、ストリートの戦術的生き延び方が探究されることになる
だろう（cf. Sekine 2012）。いわば、ベンヤミンの「敗者」の
歴史の概念（ベンヤミン 1993（1982））に習えば、敗北せる
場所でのローカリティの生産の現実を活写するのである。
本研究が目指すのは、制度的再帰性を強める現代社会のセー

フティネットなき流動性をどのように生き抜いていったらい
いのかという、緊急にして不可避に必要なストリートの実践
知を解明することにある。社会下層の直面する問題、そして
そこからさえも脱落してしまったアンダークラスの人々の苦
悩は、実は現代社会全体の抱える構造的問題を表現している。
それはほとんど解決不能にも見えるほど深刻化してきている。
先の原発立地の例に見られるように、ローカリティ（社会関
係資本の集積体）が次々と破壊されてきている。阿部年晴の
言う「後背地」（阿部 2007）が近代文明によって食い物にさ
れ解体されていく姿である。それは、ギデンズ流に言えば、
実存的不安に抗して安定的に自己のアイデンティティを紡げ
るような「存在論的安心」の支持基盤（場所）の縮減・消失
ということになる（ギデンズ 2005）。これは、階層差を超え
た現代社会全体を覆う問題であり、それゆえに、私たち現代
社会に生きようとする者は誰もが「新たな共同性の場（ロー
カリティ）」の創発について取り組まざるをえなくなってい
る。ある者は浅くナショナリズムに傾倒し、ある者はそれを
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コスモポリタニズムに求めるだろう。私たちは、その
両極を睨みながらも、そこに認められる超越的視点を
脱して、「下からの視点」を徹底する超越論的な構え
のうちに、第 3の道を探求するだろう。開きつつ閉じ、
閉じつつ開く、あるいは異なるままに同を見出し、同
のうちに異との繋がりを得る、という動的なローカリ
ティの生成過程、すなわち「新たな共同性」の創発を
具体的な事例を通じて解明することになる。さらには、
その動的過程を、自己表現（外化）・他者評価（客体化）・
自己確認（内化）という他性との対話過程を経るアイ
デンティティ構築の実践と見定め、その創造過程を支
持推進する時空間のデザイン論の解明へと展開できな
いかと考えている。この他性との対話を支持し援助す
るデザインを、目下のところ、ヘテロトピア・デザイ
ンと冠して目標に置いておくことにしたい。

ヘテロトピア・デザインとフォークロア
デザインが計画的意思と結ばれると自己延長的で

トップダウンなものとなる。つまり、一義的意味を空
間に配分するようなゾーニング型の都市計画や地域計画と親
和的なユートピア・デザインとなる。ユートピア・デザイン
は制度的再帰性を促進し均質空間を高度化する。それは、薄っ
ぺらな自己点検を強要し、その結果個人から自己再帰性の余
地（自己発見的な自己変容の機会）を奪っていく。支持基盤
は失われ実存的不安が増大し鬱積する。そういう方向に抗す
るヘテロトピア・デザインとは、ヒューリスティック（自己
発見的）な自己再帰性を保証する存在論的安心の場を確保す
ることを狙いにした、いわば下からのデザインである。ギデ
ンズが説くように、人間は他者とのコミットメントの享受
の原経験を核にして存在論的安心の場という心的基礎を獲得
する。この基礎が、実存的不安を乗り越える自己のメタモル
フォーゼを自己発見的に推進していく。この基盤が、他性と
のコミットメントへの健全な意欲、社会に対する道徳性を支
えることになる。これは言うなれば、人間の生の意欲の核心
部に、境界経験があるということである。確認しておくが、
境界経験とは、慣習の自明性（自己）と非自明性（他性）の
間の緊張関係というダイナミズムすなわちアンビバレンス（両
価性）に生きることである。
考えてみれば、各々の社会で人間の生を支えてきた文化の

仕掛けとは、結局様々な時空の境界事象（クライシス）のマ
ネジメントであった。他性との直面という自己の限界におい
て生まれるクライシスを乗り越え、他性を組み込み直した新
たな自己の誕生を、文化が援助してきた。近代文明はこうし
た文化を解体し散り散りにしてきたが、それでもその残滓は
存在し、往年の文化装置の知恵はなんとか不完全にせよフォー
クロアとして記憶、記録、伝承されてきた。このようにして、
現代社会に伝承されてきたフォークロアは、ヘテロトピア・
デザインの宝庫となる可能性が論理的にはある。フォークロ
アは単に過去の遺物として今にあるわけではない。それは現
代の世界の中である種の神話作用（のっぺりとした均質空間
化に抗して聖なるものを区分し繋ぎ直す閾

いき

を作り出すこと）
を曲がりなりにも果たしているのに違いない。デリタ的な意
味で「第 2の隠蔽の暴力」を暴露する「第 3の暴力」の働き
が期待されるのである。したがって、そのようなフォークロ

アの、あるいはフォークロア的なものの潜在性・可能性を具
体的に掘り起こし現代の文脈により自覚的に表現し直してい
くことに、本研究は力を傾けることにもなろう。
ストリートとフォークロアは、きっと相性がいいはずであ

る。共に「不在の実在」のうちに他性の到来を待つ生の境界、
あるいは「敷居」（メニングハウス 2000）を指し示している
からである。
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