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本共同研究を 2011年 10月から開始して、その起点（関根
康正「ストリート人類学の第二ラウンド」『民博通信』136号）
から 1年半が経過した。ここでは、メンバーやゲストスピー
カーによる 12の発表に学び、それを私なりに組み込みながら、
ストリート人類学のための中間的なコメントをしておきたい。

放射能汚染社会の日常化、あるいは「殺されるストリート」
本共同研究は、2011年 3月 11日に日本を襲った東日本

大震災を引き金にした放射能汚染社会の日常化というチェル
ノブイリを超える人類史的な出来事以前から企画されていた
ものだが、この大事件は、当然この共同研究にも大きな影を
落とすことになった。なぜなら、膨大な放射能を噴出させた
原発事故は、まず同時代の社会自体の存立を根底から脅かす
だけではなく、長期にわたって、また子々孫々に膨大な核燃
料廃棄物を残し、難しい管理を強いることも明らかになった
からである。ブルーノ・ラトゥール的に言えば（ラトゥール　
2008）、原発という科学技術もまた近代以前からそうであっ
たモノと人との複雑な相互作用をなす対称的なネットワーク
から産出されているのに、「近代」はそれを隠蔽するように
人とモノの非対称的二分法を演技してきた（サラ・ティーズ
リー「グローバルデザイン史の方法論をめぐって」及び Sarah 

Teasley ‘Agency in furniture design and manufacturing: A case 

study from postwar Tohoku’ は、この「近代」をグローバルデ
ザインヒストリーから問い直す）。そうすることで安全を不完
全にしか担保できない未完成商品を完成商品のように抗弁し
て、世界中に危険（danger）をばらまいているわけである。
福島原発事故によって、このような近代を演出・演技する産
学官一体の「原子力ムラ」が事実存在すること、それが国家
横断的なグローバル権力の一環を担っていることも確認され
た。ハイモダニティのリスク社会論的には、原発をめぐるリ
スク（risk）計算は、福祉型社会論からするとあまりに非人道
的な想定に立っているとしか言いようのない、立地周辺の住
民を棄民することが隠された想
定として実は繰り込まれた「二
重 社 会 dual society」（Castel 

1991）を容認することで、異
常に小さく見積もられている。
ネオリベラリズム的資本主義に
巻き込まれた国家が主導するか
たちで原発産業が維持され存続
する事実は、国家と民営化の不
透明な結託によって、公共空間
を棄民がうち捨てられて住む荒
廃した場所に切り下げるとい
う、人間の更生を期待しないポ
スト規律訓練社会としての管理
社会の特徴を絵のように証明し

ている。すなわち核兵器から原発まで放射能の脅威という圧
倒的な危険（danger）に取り囲まれている事実を、ネオリベ
ラリズム的「経済」の優先という大義名分の下で極端に小さ
く見積もられたリスク計算によって、その危険すぎる現実の
視界をごまかすのである。そのようなグローバルなシステム
社会で、私たちは暮らしを立てているのである。その意味で
現代にはびこるリスク計算という「予防のテクノロジー」は、
人間の直面する人類史的危機からの狡猾かつ巧妙な現実遮断
の「隔離のテクノロジー」なのである。
規律訓練的な福祉型社会のストリートは、少なくとも一

つの社会空間の内部に位置していた。規律訓練という臨床の
場を迂回するポスト規律訓練社会のストリートは、「二重社
会」という排除型社会と同じ意味の「二つの速度の社会 two-

speed society」（Castel 1991）の露骨な表出空間になる。そ
こは、システムによる選民と棄民が隔離的に存在する、物理
的にも倫理的にも荒廃したグロテスクで荒涼とした空間にな
る。マイク・デイヴィスはその光景を「ストリートは殺され、
群衆も殺される」と表現した（Davis 1992）。こういう、自分
が生き残るために殺す者と生きる場を封殺され殺される者が
無関係に共在する場所が、まさに「殺されたストリート」で
あり、それこそが、ただいまそしてこれからのストリート人
類学の現場なのである。そうであれば、規律訓練と生権力と
が組み合った福祉型社会を前提にした脳天気な人類学はもは
や成り立たなくなってきていることを認めなければならない
（野村雅一「冷戦と経済成長・開発（デベロプメント）：ギリ
シャからの展望」は、企業抱え込みの日本型福祉型社会の主
体性幻想と破綻をグローバルな冷戦構造から鋭く批判的に相
対化してみせた）。とにかく、福島原発事故が、本共同研究会
に強い衝撃を与えたことの理路を簡略に述べてみた（この理
路を書くにあたり、渋谷望（2003)の衝迫の議論展開は啓発的
であり、下敷きになっていることを述べ謝意を表したい）。

「二重社会」のストリート人類
学、その困難と課題
人類学の役割は、周辺化さ

れた人々や地域からの眼差しの
実態を、そうした周辺を産み
出す中心権力のディスコースの
中で、記述し、周辺が抱える問
題に新たな希望ある転換の方向
性を示すことにあるとするの
は、今も基本的には正当であろ
う（姜竣「街頭紙芝居を育んだ
町（まち）と街（まち）」は周
辺化と中心化のダイナミズムを
提示したし、森田良成「映像作
品『アナ・ボトル：西ティモー明治公園での脱原発集会（2011年 9月 19日）。
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ルの町と村で生きる』をめぐって」においては町で廃品回収
をする村人たちの生き様から複数の中心＝周辺関係の接合が
描かれた）。その基本は変わらないのだが、ドゥルーズの言う
意味の管理社会 société de contrôleの時点に至っている生権
力のディスコースは、それが行使されていることが規律訓練
の場の迂回によって不可視の度合いを増して、いよいよディ
スコースであること自体を深く隠す。周辺化された者にとっ
て敵対すべき中心がきわめて見えにくいのである。だから、
生活世界のシステムによる植民地化を批判し公共空間の回復
を訴えたり、「ストリートを取り戻せ」と叫んでみても空を
切るのみである。なぜなら二重社会では下方社会（アンダー
クラス）の生活空間は、すでに分離され荒廃した公共空間に
放り出されており、不可視の中心はその声を聞く必要もない
からである。そうであるとしても、あるいはそうだからこそ、
この投げ出された下方社会の生活空間を改めて深く対象化し
不可視の力に抗して可視化することがストリート人類学の課
題になる。とはいえ、自分では金を出せないために福祉ない
し規律訓練の場にもまともにアクセスできない下方社会であ
るから、そこでの周辺研究がいかに中心社会の改革に結びつ
くのかは、全く保証されないし簡単に見通しがたつわけでも
ない。公共空間が民営化によって廃絶されていく二重社会で
の周辺研究は、公共空間の存在を前提にした一重社会研究と
同値ではない。現代のホームレス（アンダークラス）研究が、
高度経済成長時代の寄せ場研究と同じ前提に立てないのと同
じことである（小田亮「災害ユートピアと日常性」、村松彰子
「仮設という暮らし」は、二重社会化するシステムによる災害
ユートピアへの介入妨害を活写する）。

棄民的周辺にて：漏出の政治学と愛撫の詩学
したがって、今日のストリート人類学の前線は、隔絶され

る二重社会の不可視の中心と棄民的周辺とを国家的枠組みの
中でいかに繋ぎ直すか、あるいは完全には破壊的にならない
ように共在・接合させるか（トゥリー状社会への再統合ない
し再接合）、また、国家を超えて起こっている同時代現象と
しての二重社会化であるから、棄民的周辺の国家横断的な連
帯がいかにして可能かを考え実践する必要があろう（統治シ
ステムのリゾーム的な根本的変革）。すなわち、少なくとも
ポール・ギルロイの 2つの政治学が同時に求められる（ギル
ロイ 2006）。前者の努力は、支配社会との関係を再構築する
「約束履行の政治学」にあたり、後者はオールタナティヴなト
ランスナショナルな社会生成の「変容の政治学」に相当しよ
う（高坂健次「個的体験事実と全体的客観事実とのパラドク
ス―Frustrated achiever、民工、セクシャル・マイノリティ
―」は、相対的剥奪の数理社会学による正確な現実の把握こ
そ政治的変革の基礎であることを提示する）。特に後者の面
は、「マルチチュード」の議論（Hardt & Negri 2004）に連なっ
ていくであろう。そこで、彼らは、現代のグローバル権力で
ある「帝国」への抵抗・変革の主体としての「マルチチュー
ド」を、多様性を認められない「人民」や「大衆」とは異な
る、多様性を保持した多数者という「新しい変革主体」であ
るとする（関根康正「ローカリティの生産と変質：ロンドン
の南アジア系移民のヒンドゥー寺院建設活動」では、ロンド
ンでの大規模なヒンドゥー教寺院建設を 2つの政治学の接合
のブリコラージュ／新たな主体形成と見なして検討する）。

いずれにせよ、ストリート人類学は、二重社会という「予
防のテクノロジー」によって危険をリスクにすり替えて生き
延びようとする管理社会に風穴を開けなければならない。と
りわけ「変容の政治学」はいかにして可能か。そのために、
今日の情報テクノロジーを駆使した、隠れていく生権力の
ディスコース空間の中で、あえて管理が綻びる漏出（leak）
地点の発見、あるいは管理の弱点を突いて漏出を仕掛けなけ
ればならない（トム・ギル発表「福島原発の被災地域をめ
ぐって」および（ギル 2012）は、放射能測定実施における
非一貫性や恣意性に見る管理の矛盾や破綻を指摘する）。その
漏出地点からまさに漏れ出た編集されない雑多な情報が共有
されながら産み出す「もう 1つの世界のリアリティ」を、自
らの実存をかけた生活の場の微細なニュアンスにおいて感受
し「つながり」（「つながり」という理論概念については、（鈴
木 2013）を参照）の場を構築していくことが枢要なのだろう
（門脇篤「震災後のコミュニティとアート」は、糸をかけると
いうものを通じて人を繋ぐ
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実践の報告であり、興味深い）。そ
の意味で、ストリート人類学は、他者が不可視になり政治化
もできないほどに封じられた「殺されたストリート」におい
て、向き合う他者を発見できる漏出地点すなわち雑種化、移
動化の起点を再発見し、その境界ないし敷居（閾）をたどっ
てグローバルにまで伸びる地平を開拓することを目指すこと
になる。
「漏出」の実践。このいささか男性エクリチュール的な色相
を帯びるストリート人類学の「次なる今」の実践を、小田亮
が『日常的抵抗論』（Web書籍）で特筆したリュス・イリガラ
イ（1987）の皮膚そして愛撫という女性エクリチュールの権
能と交差させていくことはできないものか。そんなことを今
思い始めている。
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