
 1 

共同研究会「ストリートの人類学」 

第 8 回共同研究会（2006 年 6 月 24 日（土） 於：国立民族学博物館） 

報告題目：島世界と＜ストリートの人類学＞－ポリネシアの場合  

スピーカー：棚橋訓（お茶の水女子大学） 

 

＜発表要約＞ 

 今回の発表は、ポリネシアの島世界において＜ストリートの人類学＞は可能なのか、と

いう問いから始めたい。そして改めて、ポリネシア人にとっての＜ストリートの経験＞が

どのようなものなのかを考えてみる。 

 ポリネシアには大小の島々があるが、いずれにせよそこに「ストリート」という言葉で

呼ぶに相応しい物理的な空間が遍在しているとは言い難い。つまり、「空間としてのストリ

ート」あるいは「場所としてのストリート」という概念に重なるストリートは極めて限定

されている。 

 小さな島には、もちろんストリートと呼ぶべき物理的な空間が存在しない場合もある。

ポリネシアの小島では、山から海に向けてなだらかな斜面があり、海岸からは珊瑚礁があ

る。海岸の低地に向かう斜面の生態圏の中間地帯には、道のようなものができていること

がある。だがそこは、「異質なものが交錯する」、「日常的な秩序から解放されるような出会

いの場」としてのストリート、あるいは「解放区としての街路」「祝祭空間としての街路」

ではない。一方、大きな島ならば、植民地化の影響で作られたストリート、あるいは戦争

の結果作られたストリート、つまり進駐軍など支配者が統治に都合がいいようにつくった

ストリートは存在する。それを除いて、大きな島における＜（物理的な）ストリートの経

験＞を考えてみても、ハワイのように早くから植民地化され、ある程度の規模を持つ島の

場所を除くと、ここ 40 年ほどの歴史しか持っていないと言ってもよいだろう。 

 しかし島世界には、ある程度の歴史性をもった、ストリートに相当する場所がある。そ

れは物理的な道ではなく、ビーチである。ストリート性が、「出会いの場所」、「異質なもの

が交錯」し、「日常的秩序から解放」される「出会いの場」ということならば、ストリート

の問題は、ポリネシアの島世界においてはビーチ、浜の問題なのである。ビーチとは、島

の上、陸の上ではなく、また柳田國男のいう「海の道」でもない、中間的な場所である。

それは波にさらされ、常に変化する場所であって、陸上の道のように安定したものとは違

う。この場所が、様々なものが集い出会う所としての契機としての重要性を持っている。 
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 今日におけるビーチは、外から島に飛行機で来てしまえば飛び越えてしまう場所だが、

比喩的に考えると上陸者はまずビーチに到着する。外から来た者が島の者に迎えられる場

所、つまり必然的に異質な者と出会う場所として、ビーチの存在が成立する。つまりビー

チは、物理的な＜ストリート＞からは外れるかもしれないが、＜ストリートな経験＞の場

としての重要性を持っている。島世界においてビーチは、おそらく＜ストリートの経験＞

に近いものを生み出す中間的な空間であり、＜ストリートな経験＞の歴史を具体的に刻み

込んできた場なのである。 

 

 ポリネシアの島においてストリートの問題を考える場合、もうひとつの点として、スト

リートとしての＜ストリーム＞にも注目したい。ニュージーランド、オーストラリア、ハ

ワイといった旧/現宗主国や環太平洋メトロポリスへと向かう移民の＜ストリーム＞のこと

である。 

 人々は、島のビーチを越え、海を渡り、昔ならば船、今ならば飛行機内における multitude

の空間を経て、到着後は先方の土地において再び beach crossing をし、ポリネシアの島に

は存在しないメトロポリスのストリートへと到達する。ポリネシア人という人々は、その

島に留まらず、生活圏を広範な地域に拡大している。そうした人々にとって＜ストリート

の経験＞をする場とは、ニュージーランドのストリートであったり、オーストラリアのス

トリートであったり、あるいはヨーロッパの旧植民地宗主国のストリートであったりする

のである。そこでは、たとえばニュージーランドのストリートの音楽といったように、移

民たちが移民先で形成していくストリート･カルチャーも見ることができる。 

 ビーチと beach crossing という行為、島とビーチの問題については、グレッグ・デニン

グが 1980 年に既に指摘している。彼の研究は、ポリネシアの東に外れに位置するマルケサ

ス諸島を対象にして行われたものである。彼は、マルケサスのビーチで起きた出来事、ビ

ーチという世界を介した出会いの出来事を詳細に分析している。ヨーロッパ系の探検家、

マルケサスのポリネシア人、交易船・捕鯨船で来たものの船を下りたヨーロッパ系のビー

チ・コーマー、日本から漂流してきた漁師というように、背景を異にする多様な外来者た

ちが、いかに共在し、島の歴史ができあがってきたか。この問題を詳細に描きながら、グ

レッグ・デニングが指摘したビーチの性格は、ポリネシアの島世界においてのストリート、

ポリネシア人にとっての＜ストリートの経験＞と＜ストリートな経験＞を考えていく手が

かりとなる。 
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 ポリネシアの島からは、多くの移民が環太平洋エリアに散っている。つまり彼らポリネ

シア人は、ポリネシアの島の外において＜ストリートの経験＞を積んでいる人々である。 

 2001 年、ポリネシアの小さな島からニュージーランドに渡った人は、23 万人であった。

元の島における人口と、ニュージーランドに渡った者の人口とを比べてみると、後者がよ

り多く、人口の中心地が逆転している例が多い。また、ニュージーランドに長期間定着す

る人々も出てくる。太平洋諸島系住民のうちに占めるニュージーランド出生者の割合は、

たとえば 2001 年のクック諸島マオリで 70％、トンガ人で 52%と、かなり高い。ニュージ

ーランドに定着する 2 世以降の人々の数は、増加し続けている。ニュージーランドにおけ

る、出生児の親の民族的帰属についての統計（1999 年）を見ると、両親ともに太平洋諸島

系民族である人々が 4,600 人（全体の 8%）、複数民族に帰属する人々が 11,600 人（全体の

20%）であった。後者のうち、両親の民族的帰属が、太平洋諸島系の人とそれ以外（ヨーロ

ッパ人あるいはマオリ）というケースは約 2,400 人である。親の民族帰属にも多様化が見

られ、crossing が進んでいることが指摘できる。 

 移民が世代を重ねれば、ニュージーラドにあるストリートで＜ストリートの経験＞を重

ねていくだろう。加えて、それを越えた次元においても、＜ストリートな経験＞としての

移民、というとらえ方ができる。 

 ポリネシア、特に自身が調査しているクック諸島においては、マオリ語で「Rangatira 

kitea ara （お前は道に出て王になった）」ということがしばしば言われる。 

 「ストリート」と名指されるような場所を持たない島だが、この文言のように「道（ara）」

という言葉がある。「ara」は陸の上にある道も指すが、基本的には海に向けた道を示して

いる。クック諸島において、何らかのステータスを獲得し、上昇していく際に、「道に出る」

ということが重要な要素として考えられている。このとき、文字どおりのストリートに収

まらず、海を越えたさらに先にも出て行く、という意味を含んでいる。 

 また、移民の語りにおいて、「道の途上にある」という表現がよく用いられる。ニュージ

ーランドに定着し、そこで子供をもうけ、すでに 2、30 年を経た人が、「自分は偶然ニュー

ジーランドに来て、偶然 30 年いることになったが、結局は自分は道に出ていて、元の場所

に戻っていく航海（tere）の途上にあるのだ」と語る。すなわち、ニュージーランドに移民

として来ているクック諸島の人々は、彼らがニュージーランドにいることそのものを、<ス

トリートの経験>、あるいは道の経験としてとらえていると考えることができる。 
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 今回、ビーチの問題と移民の問題をとりあげて、ポリネシアの島世界における＜ストリ

ートの人類学＞を模索してみた。ポリネシアの島世界における＜ストリートの人類学＞構

築においては、島世界におけるビーチを中心にした＜ストリートな経験＞と、多くの移民

がその行く先で経験する＜ストリートの経験＞の双方をとらえることが重要となる。 

 たとえば、＜ストリート＞を「何かを主張する場所」、暴力、暴動の場所として考えた場

合にも、ポリネシアにおいてはやはりビーチがその空間になる。現実的な符合として、こ

のことも指摘しておきたい。 

 

 

＜質疑応答＞ 

鈴木：「異質なものの出会い」「日常からの解放」を考えた場合に、ビーチが相当するとい

う意味で、ビーチが＜ストリートな経験＞に符合する場だという話であった。異質性、解

放性といったものが、ビーチで執り行われる具体的な例は？ 

棚橋：大掛かりな儀礼で行われることがある。現在、私が調査に入っている島には、島の

周囲 40km 外周道路ができている。その一方、島の真ん中から海岸に向けて線が延び、

島をパイ状に分かつ境界が引かれ、各首長のテリトリーに分かれている。そうした首長が、

自分よりも上位ランクの首長を表敬訪問する際に、道はあるのだが、使わない。いったん

海に出て、訪問先の首長の領土の海側から入るのである。このときに、ビーチにおいて象

徴的なことが行われる。樹皮を叩いて作る布があるのだが、ビーチで迎える側はそれを持

ち出し、上がってくる相手の体をぐるぐる巻きに締める。これは、サーリンズがフィジー

研究で指摘しているとおり、相手を象徴的に「殺す」という所作である。訪問者は、殺さ

れた後でビーチに上げられ、中に迎え入れる。 

ビーチに着いた時点では、きわめて外来性と異質性の高いストレンジャーであるが、ビー

チで異質性を殺して、中に入れる。異質な者をビーチから先にそのまま中に入れるのでは

なく、ビーチでいったん無化あるいは馴化して、馴らしてから中に入れる。 

鈴木：そうした儀礼は新しい外周道路の外側のビーチで行われ、道路は無いものとみなさ

れるのか。 

棚橋：そう。ストレンジャーがいる場所、侵入してくる場所は、基本的にビーチである。 

関根：ビーチの所有はどうなっているのか。 

棚橋：現在、微妙な状況にある。調査している島のあたりは、1888 年にイギリスの植民地
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になり、その後 1901 年からはニュージーランドの植民地となり、現在は内政自治権をも

っている。1880 年代にイギリスが入ってきた際に、ビーチは、連合王国の国王に属する

土地、すなわちクラウン・ランドとして、すべて押さえられた。最近になって、ビーチに

対する先住権原を法的に回復できるかどうかが問題になり、その可能性を問う審議が行わ

れている。 

同じことは、ポリネシアの大きな島だが、ニュージーランドでも起きている。陸の上の土

地については、先住権原はかなり早くから問題になり、土地法廷がかなり徹底してこの問

題を扱った。しかしビーチは、クラウン・ランドとして召上げられて以降、基本的には先

住権原から切り離されて理解されてきた。そうしたビーチが、1990 年代から、先住権原

に深く関わる空間として、また、先住民マオリたちが取り戻すべき空間として議論されて

きている。 

小馬：私の調査地の事例では、たとえば、上の兄弟がみんな死んだ子を、道にいったん捨

てて拾うということが行われていた。そのときの道は、もともとは踏み分け道で、おそら

くここで言う「ara」に相当するような場所であった。それが、植民地支配を通して大き

な道路ができ、道路沿いには教会、学校、店といったものができてくる。そうすると、そ

ちらの新しい、より大きな道に捨てる方がより強力だということになった。こうした形で、

従来あったものがさらに強化されて使われるということは見られないだろうか。  

またビーチを、島の人たちは従来から、ビーチというものが、異質なものを迎え入れる、

窓口、境界としての機能を重ね合わせてきたのか。あるいは棚橋さんがそうとらえたとい

う議論だったのか。 

島の人たち自身が、新しくできた外周道路に、異質なものを迎え入れる場所として、そう

いう出口に据えるということはないのか？ 

棚橋：言葉としては、ポリネシア語の「ara」がすべてを示す。だが、現在島を走る外周道

路に、旧来からあった海に向けての道、浜を経由して入る道の経路、その機能を重ねて理

解するような場面には、ほとんど出会わない。 

小馬：陸の道は、ぐるぐる回って、島の上まで続いているのか。 

棚橋：島の景観が阻んでいて、続いてはいない。海底火山起源の島なのでそもそも物理的

な制約があり、とても上の方まで道をつけるような状況ではなく、だいたいふもとのあた

りに道をつける。 

小馬：では未だにビーチが、海と陸の接点であり、境界としての意味がもたされているの
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だということか。 

松本：細かいことになるが、ビーチという概念の切り方について。ビーチというが、砂浜

からはさらに沖合まで、珊瑚礁が延びている。この珊瑚礁における権利関係はどうなって

いるのか。つまり、バウンダリーを、ビーチという形で持ってくるのか、それとも珊瑚礁

の先端まで持っていくのか。細かいことかもしれないが、在地の人からすればもっと幅の

ある世界なのではないかと思う。 

棚橋：おっしゃるとおり、島の浜から沖に向かって 4－500 メートルくらいは珊瑚礁で、ラ

グーンになっている。そこは潮の干満によって、干上がったり、水がかかったりする場所

である。今回の発表で「ビーチ」と一般化して話していたが、現地には「アーカウ」とい

う言葉がある。どこまでが「アーカウ」なのかと問うと、砂のある浜から、潮が低いとき

に海水面の上まで出てくる珊瑚礁の先端までが「アーカウ」だという。この「アーカウ」

に関しては、「ものを頼みに来るときは、アーカウの先から跪いて来い」という格言があ

る。つまり、頼みごとをする者が船で入ってくる際に、基本的に、干上がっているときで

あればカヌーを下りてアーカウの先端に乗って、這って、お願いしながら来る、というこ

と。つまり指摘されたとおりで、より厳密に言うならば、砂のある浜と、珊瑚礁の形成さ

れている突端までの広い空間が、今回話した「ビーチ」に含まれている。 

関根：「ストリーム」について、もう少し説明をお願いしたい。「お前は道に出て王になっ

た」という話で、「海に向けた道」とおっしゃったのは、「ストリーム」なのか？   

棚橋：「ストリート」に対応する言葉を示せば、「ストリーム」だと考えた。「アラ」を「道」

だと説明したが、海流がどう通っているかということを示すにも「アラ」という語を用い

る。 

関根：ではむしろ、そちらが「アラ」だったということか？ 

棚橋：パイ状に切れたテリトリーを横につなぐ、島を外周して回る道は、かつては想定さ

れなかった。それを考えると、先に海の海流を示す「アラ」が先にあって、それを応用的

に用いて陸の上の道を「アラ」と呼ぶようになったとも考えられる。ただ、言語学的な情

報がないので、断言はできない。 

竹沢：「門」も、「広場」も境界足りうると思う。なぜビーチをストリートとして、他の境

界をストリートと称しないのか、その意図は？ 

棚橋：異質なものがその場に共在するかを考えた。浜にある異質なものの共在の度合いが、

それを越えて内陸に入った場合とでは、大きく変わる。内陸にも色々なタイプの境界はあ
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るが、陸に入るときに、ビーチで異質性がある程度捨象される。そこに大きな特徴がある

と考えた。 

竹沢：では、「ストリート」というより、「門」というイメージではないか。 

鈴木：テリトリーの異なる人間の間では、お互い異質な人間だと思っているのか。あるい

はそれほどの問題ではないのか？ 

棚橋：現在では、それほどの異質性を意識してはいないだろう。ただ、ビーチを通過し、

浄化せねばならないという程度には意識している。 

鈴木：テリトリーに分かれているグループは、もともと出自集団か何かなのか？ 

棚橋：違う時期に、違う場所からやって来た人々とされ、そういう神話、過去が語られて

いる。 

鈴木：つまり、婚姻関係が問題になるような、出自で厳密に区別される関係ではなく、も

っとゆるやかな関係だということか。 

松本：パイ状に別れているということで、サモア型のような、パイのそれぞれが比較的同

質性の高い社会をイメージしたのだが、パラマウント・チーフがいるということは、どこ

かのパイが他のパイよりも上位だというような関係なのか。 

棚橋：より細かく見ると、周囲 40km ほどの島が、まず大きく 6 つに分かれ、そのそれぞ

れに 1 人ずつパラマウント・チーフがいる。ハワイのように、この 6 つに切られたパイの

すべてにまたがり統括する存在は、私の調査しているエリアにはいない。 

関根：歴史的時間について。現在は飛行場があり、飛行機が来る。あるいは港が入口にな

っている。そうした場所を、ビーチに見立てることはあるのか？ 

棚橋：外から飛行機で来た要人を歓迎の意を表して迎える際に、浜からやって来た人を遇

するように、ということはある。 

関根：ビーチのアイディア自体は理解できたが、時間によって相当議論が変わるだろう。

そこで起こることが変わるのだから。100 年前のビーチと今のビーチ、はもちろん異なる

だろう。 

棚橋：現在においてもビーチは、ストリート的な性格を持つだろうと私は考える。たとえ

ば物理的には、人がどこに群れるか、たとえば若い世代が集まって、遊んだり、ラジカセ

をかけたり、あるいは週末に集まってくだを巻いたり、 観光客との間に何かしら起こっ

たり、といった場所はビーチである。あるいは、ポリネシア人としての先住性を主張する

デモンストレーションが起きる場所としても、ビーチの空間が使われる。 
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鈴木：儀礼、異質性の話を先にしていただいた。そこで話された境界ということでならば、

門とか広場とか、解釈の問題でややこしくなる。だが今、若者がビーチでラジカセをかけ

てたむろするとか、観光客とのやりとりとかの話が出た。日常あるいは伝統的規範から解

放される姿がある、若者が集まり年寄りが顔をしかめるようなことをする場所だというな

らば、だいぶ「ストリート性」が高いように思う。 

棚橋：ビーチの空間の意味づけは、非常に多様で難しい。外から入ってくるものに対して

は、異質性を捨象させる場である。一方、陸の上からそこに出ていって、はめを外す場所

でもある。話はうまくつながらないのだが、移民はビーチを経て外に出て行く。その際、

中から外に出て行く移民の人たちが通るときのビーチがどのような性格を持ちうるかに

ついては、まだ考えていない。 

近森：異質なものの出会いの場としてのビーチが、ストリートと重なるという議論はわか

る。儀礼の場としてのビーチという話で、異質な者を儀礼的に殺す場という事例を説明さ

れたが、これは中心と周辺でいう周辺だという気がする。これと、若者がたむろする場所

としての境界性というのは、若干ずれるように思う。はたして、中心と周辺でいう周辺と、

ストリートの境界性というのは、重なるのだろうか。言うならばストリートの境界性とい

うのは、「中心なき境界」とか、「中心なき周辺性」とったことが言えるとするならば、そ

うした言葉でとらえるべきではと思う。 

棚橋：ストリートが「中心なき境界性」なのだという理解の仕方については、ビーチとの

対比において考えていなかった。 

関根：ストリートの境界性とはむろん重要なポイントだが、この研究会においてすでに十

分に議論できたわけではない。「中心と周辺における周辺」と「中心なき周辺」とは、ど

ういうことか？ 

近森：たとえば、ベンヤミンの閾概念がある。この閾というのは、「中心－周辺」の周辺と

は違う。２つの実体があってその境界として閾があるというのではない。媒介が先にあっ

て、そこから両側に実体があらわれ出てくるという、媒介が先にあるという考え方をベン

ヤミンはしている。後者にストリートを合わせれば、既存の「中心と周辺」の議論とはず

らしたことが言えるのではと思う。 

野村：竹沢さんが最初の方で言ったように、ストリートというのは、境界線というだけで

特徴づけられるものではない。ストリートとストリームという話があったが、ストリート

は内と外とを結ぶというのではなく、流通とか、変化するとかいった性質の方が根本的な
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特徴であろう。単に境界としてしまうと、あまりに空間的な理解になってしまう。もっと

時間的なものとか、流れるというのが基本であろう。絶えず動いているから変わっている

という、そういう視点がないと、ストリートにはならないのではないか。 

棚橋：道としての性質と、ストリートの境界性という両方を含んで、かつ流れというもの

と密接に絡んで成立するというように、より上位にストリートというものとらえるという

ことなのか。今回問題を提起したつもりであった、ビーチというものを＜ストリートな経

験＞の場としてとらえることの妥当性は、そもそもどうだろう。 

関根：明日の報告で詳しく論じるが、＜ストリートの経験＞と＜ストリートな経験＞とを

区別されたことの後者については、トランスナショナルという概念でとらえられると考え

ている。また、ビーチが「ストリート」にぴったり重なるものではなくとも問題ではなく、

その幅の中で考えていきたいと思っている。野村さんの言うように、ストリートには、や

はりフローの問題も含まれている。ただ単に、サブカルチャーがのびのびやる場所という

だけには収まらない。 

市川：ニュージーランドに行った人々の経験と、出て行く前のホームランドの人の経験と

は、どうつながっているのか。 

棚橋：＜ストリートな経験＞を超えて、＜ストリートの経験＞をしたということだ。 

市川：都市住人には土臭さのようなものが無くなり、文化の強制力というか、差異がなか

なか見つからなくなるという。移民研究をしていると、「都市住民の生活など、日本人と

大して変わらないではないか」などと言われたり、そもそも差異がなかなか見つからない

ところに、調査者が無理やり差異を見つけようとしているだけではないか、という指摘を

受けることがある。移住先における、そうした差異の問題についてはどうか。 

棚橋：ニュージーランドに出ているポリネシアの人たちは、元をただせばイトコ同士のよ

うなものだが、そこで彼らが違いを創り出そうとしている場面はある。たとえば、オーク

ランドという都市の南にオタラという場所がある。そこは、サモアの人、トンガの人、ク

ックの人というふうにわりあい混住しているエリアであるが、そこでは人々が、違いを生

み出そうと必死になっている。 

市川：うまく違いを生み出しているのか？ 

棚橋：無理やりというと語弊があるが、もともとは淡いグラデーションのようなところに、

あえて境界性を引こうとするような一種の努力をしている。ポリネシアの島から例えばニ

ュージーランドに出て行く人たちにとっては、辿り着いた先である種ブランド化している
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ニュージーランド・マオリの人々がいる。ニュージーランド・マオリももとを正せばポリ

ネシア系の人として括られるのだが、後から辿り着いたポリネシア系移民の人々と、ニュ

ージーランド・マオリとの間にどうやって違いをつくるかということも問題になる。この

場合と、島嶼部から来た人々同士での間での違いと、差異の作り方が二重になる。 

市川：その場合、移住することによって、異質なものと出会い、新たな文化が生まれると

いった話とは逆の方向に向かうということか。 

棚橋：移民としてニュージーランド生まれの人が多くなるし、他の民族的帰属の人と結婚

するケースも多くなり、これも比喩的にいえば、beach crossing しているといえる。その

なかで、あえて差異を生み出そうという努力が、逆方向の感じでなされているという印象

は受ける。ニュージーランド・マオリの人から見れば、どの島から来ていようと他の人々

は十把ひとからげにとらえるのであって、実際にそのような名づけがある。 

島村：ビーチをストリートとしておくとしても、「アラ」、「外に出て行く」というのは、「ス

トリート」ではなく「ロード」ではないのか。 

棚橋：＜ストリートな経験＞ができそうな場所として「アラ」を挙げている。＜ストリー

トの経験＞は、島ではむずかしいということ。 

竹沢：ストリートとロードは区別して、「ストリートの人類学」なのか？それとも一緒にし

てなのか？ 

関根：一緒にして「ストリートの人類学」としている。 

松本：私の調査地では、砂浜は「グッドゥ」と表現される。これは時間的にも空間的にも

使われるが、表現そのものの意味合いが、印がついている世界ではない感じである。所有

権とか問題が起こっているというが、そうでなくて、概念そのものとしては無印的な性格

を持っている。出て行くにも入るにも、人々はそうした無印な世界を通過する。そこが、

バウンダリーの中でどのような位置づけになっているのか。もう 1 つ付け加えると、「ロ

ード」といったら、ニューギニアでならば海岸がやはりロードである。人々は絶対にそこ

を歩き、中を歩くことはふつうしない。 

棚橋：ビーチというのが、非場なのか場なのかという議論も出てくるだろう。歩道寺院の

例は、非場か？ 

関根：「非場か場か」という問いの立て方はない。「非場という場」、つまり、これまでのプ

レイスというままではイメージできないような場をとらえなければならないということ。

フローがあることを前提として成り立つ場というものがある。フローが消えた瞬間に、そ
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の場自体が無くなってしまうような場。こういう説明の仕方は、単純すぎるかもしれない

が。 

竹沢：私の調査地ニジェールでは、村のはずれにビーチがある。そこは誰でも泊まれるし、

また 1 週間に 1 回市場も開かれる。ところが村の中で泊まるならば、絶対にどこかの家に

断ってから泊まらなければならない。だからこの場合のビーチは、内部であり外部である

場であるし、フローがある場である。そういう意味では、ストリートではなくロードとい

っていいのかもしれない。 

関根：松本さんがおっしゃった unmarked という問題は、重要である。この研究会で「ス

トリート」という概念をかなり融通無碍に使っているが、１つはっきりしていることは実

体概念としては使っていないということだ。具体的な場所は移動していて、それは常に、

まさに unmarked な性質をもっている。つまり、外形的にストリートに見える場所だと

しても、もうそこはストリートではないかもしれない。歩道寺院で言っているのは、スト

リートの端が、まさにこの意味でのストリートの性格を持っているということ。ストリー

トの真ん中、堂々とデモンストレーションが行われる場には、むしろストリート性はない。 

野村：ロードをどう訳すかという問題がある。日本語の「道」みたいなことは、「ストリー

ト」とは違うと私は思う。日本語で「道」と言ったとき、想定しているのは、必ず 1 本し

かない。それ以外は、「道から外れる」だとか言ってしまう。つまり、一筋の道というイ

メージで、必ず行き着く先を前提としてしまっているのだ。ストリートとはそうではなく

て、行き着く先を持たない、ぐるぐる回るもの。英語のロードがどういう意味なのかわか

らないが、日本語の「道」的イメージと、ここで議論している「ストリート」とは、やは

り違うと思う。「お前は道に出て王になった」「道に出て、航海の途上にある」といった言

い方をするならば、それは日本語の「道」にかなり近いだろう。「ストリート」は、やは

りこういうものとは違うものを対象にしていると考える。 

木村：今回の移民の事例では、彼らの移住先はかなり固定されたもの、「1 本の道」なのか。 

棚橋：現在では、出て行く先は、親類縁者などの社会資本を活用するので、まったく新し

く開拓するということはない。クック諸島からなぜニュージーランドなのかというと、ク

ック諸島はもともと、イギリスを経てニュージーランドの植民地となった。現在、内政自

治権を持っているとはいえ、ニュージーランドとは自由連合関係というのを結んでいる。

そこで、クック諸島の人たちは、ニュージーランドの市民権を生まれながらに得ることが

できる。だから、まずニュージーランドに行き、そこから今度はタスマン条約を利用して
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オーストラリアに行くとか、あるいはニュージーランドの市民権を前面に出して、イギリ

スに行ったりカナダに行ったり、またはつてを頼ってハワイに行ったりする。つまり、ニ

ュージーランドからその先が、いくつもにまた分かれている。 

竹沢：野村さんが言われた「ロード」の話だが、歴史的には、都市と都市を結ぶのがロー

ドであり、ストリートは都市の中にあるもの。そして、ストリートを管理していたのは住

民であり、ロードを管理していたのは王様かなにかであったろう。おそらくストリートに

は、内側の力と外側の力とがせめぎあっているところがある。だからこそ、時に自分のも

のにできるというか。 

関根：「ストリートの人類学」においては、都市と都市を結ぶロードも入れているつもり。

最も上位の概念として「ストリート」を置いたうえで、その中にロードもあれば、またス

トリートもあり、ストリートの端もあるという、その全体のダイナミズムを考えたいと思

っているので、あえてあまり限定せずに進めていきたい。むろん個々の議論において、そ

の現地語がどういう意味であるとかを明確にし、分析概念としてのストリートを検討する

といったことはしていただきたいが、それを一挙に押し広げてはいけない。非常に大雑把

な上位分析概念だと思っていただきたい。 

 

（文責：大阪大学大学院 森田良成） 


