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共同研究「ストリートの人類学」 

第 6回共同研究会（2006 年 1 月 14 日（土） 於 国立民族学博物館） 

発表題目：「都市暴動の世界――ストリートにおける暴力と規範」 

スピーカー：松田素二氏（京都大学） 

 

 東アフリカ、そして日本の都市で実際に起きた暴動に着目する松田素二氏は、暴力が行使され

る現場において規範、あるいは秩序が生成される点を主張する。都市暴動の現場では、近代市民

社会で前提とされる国家権力による秩序、あるいは一元的暴力による支配が往々にして起こるの

だが、その一元的暴力に抵抗する回路の一つとしての伝統化された暴力が見られる。その伝統化

された暴力がもつ弱点を指摘しながら、そこから、もう一つ別の規範が創造され得る萌芽を松田

氏は見抜く。 

 

＜発表要旨＞ 

【 I 】実践暴力と儀礼的暴力  

 社会科学の領域において暴力の問題を考える上で、まず、ジラールによる欲望の模倣モデルを

取り上げる。ジラールによれば、暴力の起源とは、希少な対象に対する欲望を他者が模倣するこ

とにあるとされる。つまり、ある人物がある希少な対象に対する欲望を抱き、その欲望を別の人

物が模倣することにより、ひとつの対象に対する欲望が交差し、そこに対立が生じる、その解決

のために暴力が生じるというのである。このモデルの有用性とは、暴力を振われた者が暴力を振

るい返すという相互暴力の問題を導き出す点であり、この相互暴力を回避するところに社会秩序

の資源を見いだすことができる。丸山圭三郎は、相互暴力の回避として、「法」、「補償」、「供犠」

の三つの回路があると述べる。一つ目の「法」とは、国家と言い換えられるものであり、死刑の

ように国家が最終的に行使する正しい暴力を指す。これは今日の市民社会では常識的な相互暴力

の回避法となっているが、アフリカにおいてはむしろ、二つ目の「補償」、つまり、牛、ヤギ、

金、穀類といったモノによる相互暴力の回避がより一般的となる。そして、「補償」によっても

解決できない領域、例えばインセスト・タブーなど社会の根源的秩序を脅かす問題は、「供犠」

という儀礼的暴力の行使により解決が図られる。今日では、三つ目の「供犠」という相互暴力の

回避は衰退傾向にあり、「法」による一元的支配の状況にある。もちろん、ADR (Alternative 

Dispute Resolution)という「法」によらない紛争の解決法というものが今日脚光を浴びてはい

るが、しかし、「供犠」の衰退により「法」が一元的に支配していることも事実である。 

 

 

【 II 】暴動の社会理論 
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 集合的暴力の現れ方に関する複数の議論を取り上げる。まず、古典的な群集行動論では、狂気

といった異常な感情により異常な行動が成立するというモデルが提示される。それに対して、60

年代以降徐々に出てきたのが創発規範モデルであり、それによれば、集合的暴力の発現の場では、

暴動に参加した人々がお互いを守るある種の秩序が創られるとされ、先に挙げた異常行動モデル

が成立しないことを実証的に証明しようとする。この創発規範モデルの背景にあるものは、18

世紀英国の農民暴動を取り上げた E.P. トムスン Thompson によるモラル・エコノミーである。

暴動に加わる農民たちは、人間の身体を襲うことなく穀物というモノに焦点を絞り、その穀物を

彼らなりの適正価格で売買するという態度を指してモラル・エコノミーと呼ぶ。1990 年代に入

り、トムスンによるモラル・エコノミーに対する批判も登場する。それは、モラル・エコノミー

が前提とする農民が長年築いてきた生活共同体のモラル、あるいは伝統的共同体の規範なるもの

に疑問符を付けるものであった。以上、集合的暴力を狂気による異常行動とする見方がある一方

で、そこにある種の秩序、規範を認めようとする見方もあり、仮にそうだとすれば、その秩序や

規範はどこから生じうるのかという問題が生じるのである。 

   

【 III 】異人排除の政治学 

 ケニアのモンバサ、そして日本の京都や大阪で起こった具体的な暴動の事例を取り上げながら、

よそ者の排除という集合的暴力を正当化する理由や規範が、都市的暴動の現場において存在して

いたことを論証する。まず、ケニアの港町モンバサで起きたリコニ Likoni 騒乱(1997.8.13)は、

ケニア内陸部に住む農耕民たちが、第二次エスニックラッシュ（1997）の波に乗じて牧畜系の人々

が住む土地へ移住してきたことがきっかけで起きた暴動である。リコニ警察署の武器庫からライ

フルが奪われ、それにより内陸部の人々のマーケットが襲撃された。襲撃を仕掛けた牧畜民は、

その土地でもともと暮らしていた文化的に正しい土地所有者であり、文化的に正しくない土地所

有者である農耕民をよそ者として排除しようとする暴力の論理を働かせていた。大阪の西成暴動

（1990.10.2~6）は、大阪府警西成署の元巡査長が暴力団組長から賄賂を受け取っていたことが

発覚し、それに端を発して西成署周辺で労働者たちが起こした暴動である。暴動の勃発当初は、

メディアは警察を批判していたが、しかし、日を追うにつれてメディアの論調が西成地区の外部

からやって来た暴徒たちへの批判に変わり、よそ者である暴徒を取り締まる警察（国家暴力）を

支持するようになった。1969 年に起きた京大闘争（1.21-23）においても同様なメカニズムによ

り集合的暴力が振われた。全共闘系の学生が京大学生部を占拠すると、大学当局と日本共産党系

組織は学生部を完全封鎖してしまい、全共闘系学生を支援しようする人々を外人部隊と称して追

い出す構えを見せていた。これら三つの暴動の場において、異者性、他者性、あるいはよそ者性

が創り出され、それを排除するための集合的暴力が正当化されてきた。この側面だけを見るとジ

ラールの暴力論と近いように見える。換言すれば、ある種の秩序をつくるために悪者性を排除し
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ていく、そこに集合的儀礼的暴力を行使していくのである。しかし、ジラールの暴力モデルは満

場一致による暴力の行使であり、上述した三つの事例のような国家暴力を下敷きにした集合的暴

力とは根本的に異なる。 

 

【 IV 】暴力の伝統化 

 国家暴力を下敷きとした集合的暴力から抜け出すための術の一つとして、エスニサイド

ethnicide が考えられる。圧倒的なコロニアルパワーによる暴力行使に直面したとき、被支配者

たちは自分たちの行使する暴力をエスニサイドしていくことがある。例えば、東アフリカのタン

ザニアで起きたマジマジ Maji-Maji 暴動（1905 年）では、聖水（マジ maji）を体に塗ればドイ

ツ人の弾に当たらないという予言者の言葉を信じた多くのアフリカ人が殺されている。アフリカ

における抵抗には 3段階あり、第一期はマジマジ暴動といった 19 世紀から 20 世紀初頭にかけて

の初期抵抗 Primary Resistance、第二期は 20 年代から 30 年代に起こる労働組合の組織化によ

るストライキ、第三期は 40 年代以降の政党政治による抵抗である。アフリカの歴史において第

一期の初期抵抗は評価されない傾向にあったが、Ranger はその流れに反して、暴力の伝統化こ

そがアフリカ人による圧倒的なコロニアルパワーへの抵抗の回路と評価した。E.P.Thompson に

よる民俗暴力、そして Comaroff&Comaroff による Unorganized Response 論も、圧倒的な集合的

暴力に対する抵抗としての暴力の伝統化を示したものである。 

 

【 V 】暴力の伝統化の陥穽 

 暴力の伝統化を最初に指摘した F.ファノンは、民族の解放闘争する者たちにとって戦いの世

界を確立するために暴力の伝統化は必要であると論じた。それと同時に、F.ファノンは、暴力の

伝統化とは、すぐさま瑞々しさを失い、変容し、戦いにおけるある種の桎梏ともなると予言する。

1985 年に成立したムンギキ・カルトは最も諸悪な事例であり、IV で述べたような集合的暴力に

抵抗するための暴力の伝統化ではなく、むしろそれを補完し、補強して集合的暴力となった現象

である。 

 

【おわりに】ストリートにおける暴力の可能性 

 本発表の結論として、まず松田氏は、一方的に相手を攻撃する国家暴力ではなく、共同体の中

で醸成され水路づけられていく暴力、つまり暴力を振るわれる者がそれに同意する満場一致の暴

力という要素に注目すべきであると主張する。その上で、暴力の伝統化、民族化を回避するよう

な規範創造の萌芽を松田氏は指摘する。その事例として挙げられるのが、1990 年にナイロビで

起きたサバサバ（7 月 7 日）暴動である。この暴動において Two Fingers Salute なるものが登

場する。一本指は一党制、つまり現政権支持を意味するサインであり、それに対して、二本指（two 
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fingers＝multiple）は現政権反対を意味するサインとなる。サバサバ暴動では、現政権に反対

する人々が暴力を行使したが、その暴力を回避するために、たとえ現政権支持者であっても、二

本指を出すことによって暴力行使から間逃れることが可能であった。それは一元的暴力に立ち向

かうために行使する伝統化され、民族化された暴力とも異なる規範の微かな萌芽として捉えるこ

とができる。以上、ストリートにおける暴力は、一元的暴力の元締めである国家の集合的暴力に

絡みとられる危険性を持ちながらも、Two Fingers Salute に象徴されるような、そこから逃れ

得る回路が登場してくることを予見できると松田氏は主張する。 

 

＜質疑応答＞ 

Q 鈴木：III の事例における「よそ者」とは誰なのかを確認したい。リコニの場合は、内陸の人

がよそ者で、沿岸の人がそれを排除するかたちと理解する。西成の場合はどうなのか。 

A 松田：滋賀や京都ナンバーの車で西成にやって来る人が「よそ者」。 

Q 鈴木：その「よそ者」に対して誰が暴力を振るうのか。 

A 松田：警察が「よそ者」を排除する。そして西成に住む労働者は、警察による排除を支持して

いけというメッセージを発する。 

Q 鈴木：京大の場合は、関東から来るであろうと噂される人々が「よそ者」で、それに対して、

京大キャンパス内にいる人々が「よそ者」を排除しようとしているのですよね。その場合、共産

党系の学生と全共闘は一緒になるのか。 

A 松田：全共闘には京大生はほとんどいないと言われている。つまり活動している人のほとんど

が他所から来ている人間。安田講堂の時も東大生は中にはいないと言われた。 

Q 木村：京大の場合「よそ者」を排除するのは国家権力であると理解したが、リコニの場合は誰

が排除する側なのか。 

A 松田：真実追究リポートによれば、「リコニ騒動」において内陸部の人々を追い払う動きを背

後で支えていたのは国会議員であり、警察官の中でも殺されたのは内陸出身の警察官であった。

つまり当時の与党が煽動して実践された暴力であった。 

Q 鈴木：内陸出身の警官は誰に殺されたのか。 

A 松田：沿岸の暴動者が殺した。 

Q 関根：三つの事例に登場する異人のレベルにズレを感じる。リコニの場合は異人そのものが最

初から暴力の対象となり、異人排除が目的化している。それに対し、西成と京大の場合は、異人

が来た、あるいは来るということを理由にして、反抗する者を排除する正統化論理に使っている

のでないか。 

A 松田：確かにその通りでしょう。ここでは、ある人々たちに集合的暴力を注ぎ込む際に「異人」

というラベリングが生成されることが、暴動の場では頻繁に起こるということを考えたかった。 
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Q 関根：民族化 ethnicization について。インドの暴力問題と関連づけて考えると、ガンディー

による non-violence、つまり暴力を振るわない抵抗も一種の ethnicization と言える。それは、

インドのハビトゥスをベースとして、ガンディーの近代的頭脳が創ったものであるが、アフリカ

の文脈においても、抵抗の仕方における非暴力的 ethnicization というのはあるのか。Two 

Fingers Salute にはそれらしきものを感じるが。 

A 松田：非暴力ということはあまり聞かない。 

A 鈴木：非暴力の理念自体が理解されないかもしれない。 

A 小田：ただフュード（争い）が一般的だった頃は、フュードの暴力を制止し、血を流してはい

けないとするアジール（避難所）があったわけで、近代の抵抗には使われなかったけれども材料

としてはあるはずだと思う。 

Q 関根：今日の理論的議論のポイントは、国家暴力と共同体暴力のズレを歴史的情状の中でどう

捉えるかということか。 

A 松田：都市で起きる暴力は基本的には国家暴力を下敷きにして起きており、それに抵抗する側

も暴力を伝統化していくが、それは国家暴力を創り出すメカニズムと変わらない。仮に満場一致

の共同体暴力をイメージした時に、都市で行われている集合的暴力の中に、そのエレメントや萌

芽は見いだせるのだろうかという議論をした。 

Q 関根：私はそれに対して悲観的意見を持つ。別の言い方をすれば、それはナショナリズムの枠

組みの中で起きるエスノナショナリズムの問題である。例えばインドの場合、ヒンドゥー教徒の

ヒンドゥー化、イスラム教徒のイスラム化が起きており、そのモデル自体は国家的なものであり、

（中断）。 

A 松田：インドにおける「ヒンドゥー」「イスラム」というコミュナリズムの共同体は近代的な

現象であるが、アフリカの場合、共同体のカテゴリーそのものが成立してから 50 年、60 年とい

う短いスパンしか経過していない。だから共同体というものにうさん臭さを感じるかもしれない。 

Q 竹沢：共同体の中にある種の規範はその内部において適用され、外部においてその規範が適用

されることはない。そこで、共同体同士の衝突が起こった時には、国家の力で押さえつけるとい

うのが一般的な議論であるが、それをどのように打ち破ることができるのか。 

A 松田：Two Fingers Salute のように、ある暴力を発動する現場において共同体の秩序を装って

いても、共同体に絡めとられないような規範が生まれるのではというのが私の議論の方向性であ

る。 

Q 竹沢：今日の発表は、ストリートで日常茶飯事的に起こる暴力とは異なり、集合的暴力につい

てであるが、その集合的暴力が生まれてくる背景については考えなくてよいのか。 

A 松田：そうですね。路上における集合的暴力は政治と密接に係る話であり、今日の発表ではそ

の辺りをすべてカットしてしまった。鈴木さんが取り扱う日常的路上暴力とは次元が異なる話で
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ある。 

A 鈴木：全く違いますね。日頃から暴力を振う人の暴力は恐くないが、普段は暴力を振わない人

が行うから都市暴動は恐いのですよね。都市暴動では政治的文脈が重要であり、異なる文脈のも

のを並べて何かを導き出すことは難しいのではないか。 

Q ギル：「よそ者」とは国家が創るものか、それとも実際にそこにあるものか。 

A 松田：他所から来ていることには間違いない。 

Q ギル：（西成で）逮捕された人のうち、三分の二が労働者であったことからすると、基本的に

国家と労働者の対立であり、外部者と地元の人の区別なく逮捕されていたのではないかと思う。

「よそ者」が存在していたことによって国家の反応が変わってしまうということには疑問を感じ

る。 

A 松田：10 月 2、3日の新聞には警察と労働者という対立図式で書かれるが、6、7日の記事にな

ると市民社会と（他所から来た）暴れる若者という図式に変わっていく。 

Q ギル：それの 8割くらいは読売新聞の作り話ではないか。多分、朝日新聞には「労働者うんざ

り」という見出しはなかったと思う。 

Q 竹沢：京大の場合は「我々の京大を守れ」という論調でしたよね。 

A 松田：そうでした。西成の時も同様で、自警団が出てきて「我々の地区を守れ」「よそ者は帰

れ」という運動をしていました。 

A ギル：これまで起きた暴動を数えると、西成暴動は釜ヶ崎の第 22 回目の暴動であることがわ

かります。第一回目が 61 年、第二回目が 65 年、65 年から 73 年の間には 19 回も暴動が起きて

おり、73 年から 90 年の間には一回も起きていない。そして 1990 年にリバイバルで第 22 回目が

起きた。1992 年の 23 回目が最後でそれ以降は起きていない。 

Q 関根：国家と共同体について。インドの事例を引き合いに出すと、顔の見える関係にある村落

共同体では暴動は起きにくく、一方、大都市は警察権力がカバーしているために暴動が生じにく

い。村でもなく大都市でもない、中小都市において暴動が起こりやすいという報告がある。アフ

リカにおける暴動の地理的分布はどうなのか。 

A 松田：暴動が起こるのはナイロビやモンバサといった大都市である。中小都市というのは存在

しない。 

Q 野村：暴力について。物理的に攻撃する暴力が問題なのか、それとも非暴力といったある種の

暴力や抵抗、そして動員ということが問題なのか。石や瓶を投げなければ暴力がないといえるの

かどうかを考えている。そしてもう一つ。暴力も一種のコミュニケーションであり、よって、そ

こに作法があるのは当たり前である。日本の農民一揆では鉄砲も持ち出されていたが、それは鉄

砲が農具の一つに数えられていたためであり、だから農具を使用する一揆には鉄砲が使われた。

農具がシンボリックなものとして、自分たちが行おうとしていることを相手に伝えているのであ
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る。そのような作法はケニヤの場合とも同じであると思われるが、表面化しないものはないのだ

ろうか。 

A 松田：確かに権力論の向かう先を考える場合、より巧妙な支配のあり方など、表立って出てこ

ないものを考えることが多い。その中でもむき出しの暴力というものを押さえておく意義はある

と思う。 

野村：今の日本は動員体制にあると思う。例えばメディアが「投票に行きましょう」と呼びかけ

るが、それはある種の暴力なのではないか。投票に行かないことも一つの意思表示であっていい

はず。今の時代、肉体的暴力ではなく、別の形として暴力が振るわれているのではないかと思う。 

Q 小田：相互暴力の回避が秩序を創るというジラールに関して言うと、80 年代にジラール批判を

した論文を書いた時に、アフリカにおいてフュードというのはまさに秩序をつくる、つまり相互

暴力という暴力の交換が秩序をつくるのであり、相互暴力の回避が秩序をつくるという発想は近

代的な Nation-State の発想であると論じた。国民国家がすべての国民の支持のもと暴力を一元

的に管理するシステムをつくった、それを正当化するものは全員一致のナショナリズムしかない。

だからこそ、そこには Nation でないものを排除し暴力を振うというメカニズムが必然的に存在

する。リコニ騒乱、西成の警察やメディア、そして京大当局の場合もみな自分たちを正当化する

必要があったのであり、暴力を正当化することが国家暴力と一緒になる。例えばレンジャーの言

う初期抵抗論の場合、弾に自ら当たって行く人々は自らを正当化することなど考えていない。正

当化することに意味がないところに生きている。暴力の中で規範を自分たちで創ることに可能性

を見いだすとすれば、集合的暴力の正当化そのものを批判するしかないと思うが。 

A 松田：アフリカのフュードが秩序をつくるというのはその通りだと思う。でも、それはある領

域においてフュードは秩序をつくったのであり、その範囲内の mediator のある状況においてで

ある。 

A 小田：mediator とは暴力の交換がうまく機能するための一つの装置でしかない。例えばクリア

の場合はクラン同士、マサイと行っているし、88 年には軍隊までやってきた。その時はもとも

と mediator がなく、結局、長老たちが新しい儀礼を創り、武器を全部出させ、もう私たちは二

度とやりませんという誓いを立てさせた。 

A 松田：北東アフリカで調査を行う人々は相互殺戮に遭遇しており、そこでの人類学者の仕事と

いえば peace – making をすることである。具体的には、小田さんが言ったように伝統的儀礼を

模した儀礼を創り出すこと。クリアとマサイのように、隣接したもの同士の解決には歴史的にあ

る種の回路がみられるが、移動が広範囲になった場合、伝統的儀礼を模した peace – making の

プロセスはできてくると思う。ジラールに関して言うと、確かにジラールが出した原初暴力のレ

ベルを現実にそのまま当てはめることは相当無理があると思う。 

A 小田：相互暴力を回避すると言った時の相互暴力のイメージは、村のフュードとか物の取り合
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いではなくて、ルアンダのような大虐殺であり、あれは国家暴力を下敷きにした集合的暴力でし

ょ。 

A 松田：集合暴力の現場の中に何かの可能性を見る場合、正当性の根拠を問わないような暴力の

行使のありようが手がかりになるであろうことはその通りだと思う。 

Q 関根：「ストリート」とはどう係り合うのか。 

A 松田：今回は現時点で発表できるテーマを選んだが、このプロジェクトで行うとしたら、ナイ

ロビで暴動が多発し、50 年代 60 年代の伝統的な反政府運動の oath 儀礼の聖地になった路地が

集まる広場について話をしようと思う。 

Q 野村：暴動はストリートに出るのではないか。 

A 松田：そうですよね。 

 

文責 國弘暁子（お茶の水女子大学大学院） 


