
共同研究会「ストリートの人類学」 
第 11 回共同研究会（2007 年 2 月 23 日（金） 於：国立民族学博物館） 
報告題目：「秩序（Ordnung）の下にあるストリート―ドイツ・ミュンヘンの事例―」 
スピーカー：山田香織（民族学博物館外来研究員） 
 
 
ドイツ連邦共和国南部の都市ミュンヘン近郊の自治体のフェライン（アソシエーション）を調査してき

た山田香織氏は、ミュンヘンを訪れるたびにストリートが強力な秩序（Ordnung）の下にあると感じて

きた。それは、自分が外国人であることによる単なる印象なのか。いくつかの事例をもとに、その秩序

を作りあげている規則を探ることによって、秩序の下に置かれたストリートの姿を描き出す。 
 
＜発表要旨＞ 
 
（1）Ordnung の下にあるストリート 
 
南ドイツの大都市ミュンヘンのストリートは往来が多いが、整然として秩序の下にあるように見える。

そこで、ミュンヘンのストリートにおけるいくつかの現象を取り上げ、そこにどのような規則が適用さ

れて秩序の下にあるのかについて報告する。最後に、秩序の下にストリートが置かれているということ

の意味について考察する。 
発表者が主に調査地としているのはミュンヘン近郊の自治体である。その自治体のフェライン（アソシ

エーション）の活動は主に室内だが、年に数度、ストリートを行進して、自分たちの存在をアピールす

る。たとえば毎年の戦没者慰霊式典などで、行列をなして教会でのミサに出席する。フェラインの節目

（創設何周年など）でも行進をおこなう。フェラインはそれぞれの旗を持っていて、ミサや行進に参加

していることを外部に示す。普段は比較的交通量の多い町のストリートも、このように整然とした秩序

の下にあるように見える。今回報告するミュンヘンは、とくに中心部においては、さまざまな現象がお

きているし、多くの人が往来している。にもかかわらず、整然とした秩序の下にあるという印象を受け

る。 
秩序とは、ドイツ語で Ordnung というが、順序よく並べること、分類、整理、処理、順序よく並んで

いること、きちんとしていること、整理された状態、秩序、規律といった意味がある。また、「大丈夫」

「問題ない」という意味で日常でも使われる言葉である。規則、規定、条例といった意味にも用いられ、

その状況や状況を作りだすルールを示す言葉でもある。 
 
 
（2）ミュンヘン市のストリート 
 
ミュンヘンは、バイエルン州の州都であり人口は 126 万人。ベルリン、ハンブルグに次ぐ第三の都市で

ある。キリスト教カトリックが最も多くて住民の 40 パーセントを占め、プロテスタントは 14 パーセン

ト、その他・無宗教が 46 パーセント。自動車会社、大手保険会社の本社があり、観光産業も盛んであ

って経済状態はよく、全国の失業率は 10 パーセント強、旧東ドイツ地域では 20 パーセント弱であるの

に対し、ミュンヘン市内は 5 パーセントとかなり低い。外国人居住者は 29 万人で、人口の 23 パーセン



トを占めるが、これは国内の他の大都市と比べても高い比率である。外国人居住者の中ではトルコ人が

最も多く、ついでユーゴスラビア、クロアチア、ギリシア、オーストリア、イタリア、チェコ、ボスニ

ア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、イラク、フランス、他にアジア諸国やアメリカなどからの移入者が

いる。人口の流動性を示す年間の転出入数は、非常に高い。治安は、国内のほかの大都市と比べてもよ

いといわれている。 
ミュンヘンのストリートは、アウトバーン、幹線道路、民家のあいだを通る道の三つに分類できる。ミ

ュンヘンでは自動車の交通量を抑制しようとしているので、地下鉄や路線バスが発達しており、また、

自転車専用道路が設置されていて、自転車による移動も積極的に促進されている。市の中心部（旧市街

地）には歩行者専用ゾーンがある。 
 
 
（3）ミュンヘンのストリート現象 
 
ここで、ミュンヘンのストリート現象を、行列や大道芸、路上生活と物乞い、外国人居住者とストリー

トの関係の三つに分けて紹介する。 
まず、行列は、カーニバルやオクトーバーフェストといった伝統的な祭りや、復活祭、聖体の祝日など

の宗教儀礼に際しておこなわれる。例えばカーニバルの行列では、多くの山車が出て、道の両側でミュ

ンヘン市民があつまって行列を眺めるという光景が見られる。このカーニバルは、歩行者専用ゾーンや、

幹線道路を通行止めにしておこなわれる。これに限らず、地区ごとの行列やイベントでなければ、こう

した行列はたいてい大通りで、中心部の歩行者専用ゾーンや、幹線道路を通行止めにしておこなわれる。

こうした行列をおこなうためには 2 ヶ月前に関係各所に届け出さなければならないが、それは催し自体

にチェックを入れるためではなく、安全確保、騒音対策、ゴミ回収のためとされる。実際にパレードの

最後尾には清掃車がついていて、直後に清掃をはじめる。 
大道芸は夏や日曜祝日に、たいてい中心部の歩行者専用ゾーンでおこなわれる。日曜祝日は店が閉まっ

ているので、その軒先でパフォーマンスがおこなわれたりもする。大道芸の場合は、5 人以下であれば

申請の必要はない。多くの場合パフォーマーは一箇所ではなく、約 30 分ごとに場所を変えていく。こ

うした行列や大道芸は「公共の利益」になる行為と見なされていて、ネガティヴなイメージはない。 
次に路上生活者だが、これに対応するドイツ語は Obdachlose すなわち「泊まる場所のない人」であり、

一時的に泊まるところがない人も含んでいる。年間合計で 7～8000 人と言われているが、その中で継続

的に路上生活を続けている人は、1995 年の調査では約 600 人であった。また、こうした路上生活者は、

住居喪失者、麻薬中毒者、精神病者の三つにカテゴライズされている。彼らが主に集まる場所は中心部

の広場で、以前は住居喪失者と麻薬中毒者の集まる場所は別々で、それぞれ住み分けがなされていたが、

最近はあいまいになってきているという。 
路上生活者への福祉は、「路上生活をするならミュンヘンで」といわれるほど手厚い。まず、ストリー

トワーカーがふたり一組で、路上生活者の集まる場所へ巡回をし、利用できる施設を紹介したり、問題

解決の方法の提案したりなどする。次に、戸外に集わないよう集会所が運営されている。ここでは宿泊

はできないが、飲食物の販売がおこなわれ、持込みで調理、洗濯、入浴などが可能である。ここを郵便

物の宛先とすることもできる。また民宿や宿屋といった短期的な宿泊施設、長期的な社会福祉住宅など

の斡旋先の紹介もする。短期滞在であっても直接民宿に行くのではなく、行政当局へ申し出て、あいて

いる宿泊施設を紹介してもらうというかたちをとる。また医療施設が駅や教会などに併設されており、



この施設では、路上生活者だけでなく貧困層の一時救済も請け負っていて、飲食物や衣料品を提供する

こともある。また、駅を訪れた身体障害者の介助などもおこなう。 
民間の活動として、BISS というストリートマガジンの販売がある。これはミュンヘンだけで販売され

る雑誌で、1993 年 10 月に創刊された。当初は隔月刊だったが、96 年から月刊になり、月 40000 部出

版されている。BISS は、路上生活者だけでなく、貧困層のための雇用機会の創出の役割を果たしてい

る。販売員は約 120 人おり、そのうち約 3 分の 1 が正規雇用されている。 
販売はストリートや地下鉄の駅構内でなされている。ただし、ドイツ鉄道が経営している近距離列車の

管理区域では販売が禁止されている。ベストロケーションは歩行者専用ゾーンで、売り上げの多い販売

員がここで販売することを許されている。一部 1.8 ユーロで、半分が販売員の取り分となる（正規雇用

者は別の給与体系に従う）。写真で示した女性販売員は、カバンに BISS を入れて座っている。特に客に

アピールすることもなく、声をかけられると売る。別の写真の男性販売員はずっと立ったまま、手に雑

誌を持って左右に目を配りながら売る。 
物乞いは、公共交通機関の施設内と車内、中心部の歩行者専用ゾーンをのぞいてどこでしてもかまわな

いことになっているが、なかでも、中央駅と、歩行者専用ゾーンの周辺（ゾーンの中は禁止区域）が多

い。物乞いには、駅の周辺や教会の入り口などに座りこんで物乞いをする者と、歩き回って歩行者にす

れ違いざまに話しかけて小銭をせびるというふたつのパターンがある。 
路上生活者や物乞いにとってのルールは、他の生活者のためのルール、つまり、路上生活者がとどまっ

てはいけないとか、寝泊りをしてはいけないとか、物乞いをしてはいけないという禁止区域をさらにつ

くりだしている。こうした区域は、周辺の商店主や住民が市に要望を出し、議会で禁止区域として定め

られたものである。最近では路上生活者が集まる場所には監視カメラが設置されるよういなっている。

歩行者専用ゾーンは禁止区域にあたるが、教会の階段は教会の中になるので、物乞いをしてもかまわな

い。 
路上生活者などに対する手厚い福祉政策は、それを推進する行政や民間団体の側からすれば、路上生活

者を市民的な生活に復帰させるためのものであり、この政策を実行することによって、強制的ではない

が、Ordnung のなかに組み込むことになると考えられている。反面、禁止区域を定めることで市民の

快適な生活を保護し、その両面で Ordnung を作り、保とうという姿勢が見られる。 
最後に外国人居住者とストリートの関係について、簡単に述べておく。ミュンヘンでは外国人が集住し

ないように街づくりが推進されている。しかし中央駅周辺のストリートには外国人が集住していて、ミ

ュンヘンのドイツ人に言わせると、「ここではドイツ語は聞こえない」、「ドイツ人はいない」、といわれ

るような地区を形成している。ここは第二次大戦後、低所得者用の社会福祉住宅が建てられた地区であ

り、現在は飲食店、旅行会社、衣料品店、路上生活者のための民宿が立ち並んでいる。 
 
（4）まとめ 
 
ストリート現象とそれに対する政策やルールを見ていくと、ミュンヘンのストリートは規則が適用され

ることで Ordnung の下に置かれ、これによって治安を確保している。これがミュンヘンの特徴。スト

リートが Ordnung の下に置かれているというこの状況は、ストリートが市民であることを示す場所、

市民としてふるまうべき空間であることを前提とした結果生じているように見受けられる。Ordnung
にあてはまらない行為や現象に新たな規則を適用するという、このミュンヘンのストリートに見られる

動きというのは、外部を作り出さない作業であり、共有できるコードを作り出すことで、開かれた空間



を維持する作業である。しかしそれによって、市民的空間であるストリートが静態的、整然としたもの

になっている。公共空間として開かれた、誰でも入れる空間であるストリートは今日、管理の下で開か

れた空間になっていて、結果として開いているようで閉じている空間になっている。 
最後に今後調査研究の可能性を示しておく。Ordnung に当てはまらないものと言えば、まず外国人の

路上生活者である。というのも、路上生活者に対する福祉政策はドイツ人にしか適用されないからであ

る。長年ドイツに暮している場合でも、当局の援助を受けるにはドイツ国籍を取得するしかない。もし

くは、自国に戻るもどる道しかない。また若者のあいだでは、街全体を舞台とした「パルクール

（Parkour）」と呼ばれるアクロバティックな遊びが流行りはじめている。これはフランスからの影響を

受けている。ストリート以外で Ordnung が当てはまらないのは飲み屋など室内。サッカーのナショナ

ルチームの試合前には一触即発の状態になるので、相手国チームのサポーターとは店を分けるような措

置がとられている。 
 
＜質疑応答＞ 
関根：600 人の路上生活者の内訳は？ 
山田：手元に資料がないが、外国人は非常に少ないと思われる。男性が圧倒的に多くて、女性は 100 人

以下。年齢構成は 30 代がピークになる。 
棚橋：事実関係の単純な質問だが、ひとつは Ordnung という言葉は誰が言っているのか。Ordnung の

いろいろな定義が紹介されているが、「条例・法令」の意味に思える。ふたつめは、外国人居住者が

29 万人というが、年間の転出入が多いとも。では資料にあるトルコ人 4.4 万人と言うのはどういう数

字なのか。Net（純額）なのか Gross（総額）なのか。ここに出す数字がどういう意味があるのか。

みっつめは、麻薬中毒の患者が、95 年の資料、だから今から 10 数年前だけど、けっこういるが、ジ

ャンキーたちは室内で取引しているのか。 
山田：Ordnung という言葉を誰が使うということですが・・・ 
関根：クラインシュミットさんは、この言葉、どう翻訳しますか？ 
クラインシュミット：とっても難しい（笑）。誰でも使う言葉。 
棚橋：（笑）誰でも使うんならそれでいいんですが、発表の中で誰が使う言葉なのか出てこなかった。 
山田：すごく日常的な言葉で、会話の中で「大丈夫だ」とか「問題ない」というときに使っているので、

クラインシュミット先生がおっしゃったように誰でも使うんですけど、今日、ここでお話した中でい

う Ordnung という言葉、路上生活者が Ordnung という言葉に近いかというとそうではない。むしろ

政策を作る側や施す側が使うと位置づけられる。棚橋先生の「条例・法令」に近いのではないかとい

うご指摘ですが、Ordnung という状況を作るために使われる道具というのが規則とか条例というふ

うにいえると思う。今日の発表では、ストリートが置かれている状況を Ordnung という言葉で示し

たかった。 
棚橋：聞きたかったのは、ミュンヘンに住んでいる人たちの言葉を使って記述しているのか、山田さん

の分析概念なのか。その言葉を使う主体はなんなのか。 
山田：私と言うのが一番あると思う。分析概念として。ただ、まったく私自身が発想したのではなく、

ミュンヘンの人びとも日常的によく使う。 
棚橋：それはわかるけど分析の中で「誰が」ということは示されなかった。たとえば「安全の確保」と

いうがいったい「誰」が安全の確保を主張して、どういう手続きで具体的なストリートにそれが適用

されているのかということが示されなかった。 



関根：フォークタームとしての Ordnung というのを、人類学的にはもう少し正確にする必要があるん

じゃないか。その上で、これを分析概念とするとここまで分析できるということを整理しないと、と

いうことを棚橋さんは言いたかったんではないか。ついでにいうと、クラインシュミットさんが難し

いとおっしゃったけど、ヨーロッパだからと言っていいかどうかわからないけど、Ordnung という

言葉があまりにも浸透しちゃってるから、言葉だから自己言及性があるのに、あまりにも浸透しちゃ

ってるから自己言及性の力を失っているところに、山田さんが説明するときにわからなくなるんじゃ

ないか。自己言及性がある言葉で自己言及できないから。この言葉の話と、今日の話全体の外部性の

なさに、メタフォリカルなものを感じる。これは非常に根幹的で大事な質問です。 
クラインシュミット：5 番目のスライドのチケット制のパーキングの写真では、横断幕で「チケットを

買ったか」という注意書きが示されている。これは、小さな町か。 
山田：そうです。 
クラインシュミット：この Ordnung はどこからくるのか。この道で駐車するとき、チケットをとらな

い人がいる。そうすると Ordnung を強制しなければいけない。例えば警察が回らなければならない。

小さい町とミュンヘンのような大きな町とでは Ordnung の作り方に違いがあるのではないか。 
山田：たとえばミュンヘン市内の歩行者専用ゾーンで、路上生活者や物乞いの集まる場所や禁じられた

場所が作られていくプロセスというのは、住んでいる市民や商店主の側から要望が出て、その法を作

るか作らないかということに関して住民投票がおこなわれて、その結果を踏まえて議会で可決される

という経緯を経る。この規則は市民の要望で作られたもの。町の規模による違いというと・・・ 
クラインシュミット：例えば地下鉄の構内で立っている人は、誰が許可しているのか。 
山田：ミュンヘン市です。 
クラインシュミット：BISS は関係ない？町に住むホームレスの自助組織は関係ない？ 
山田：自助組織はあの場合は関係ありません。BISS の編集局がミュンヘン市に申請して許可を得る。 
クラインシュミット：すると、ミュンヘン市が Ordnung を与える？ 
山田：はい。 
森田：大道芸人はどういう人たちか。また、公共の利益と見なされるということだが、それはあくまで

なにか法令における定義であって、生活のレベルではまた違ったイメージをあわせもつような人びと

なのだろうか。 
山田：大道芸人については詳細に調べていないが、ドイツ人もいるし、外国人も多くいるように見受け

られる。必ずしもミュンヘンに居住しているとは限らない。基本的にストリートで大道芸をおこなう

ことは誰でもできるので、かなり洗練された芸を持っている人もいれば、その一歩手前のような人も

いるし、「アクティヴな物乞い」もいる。公共の利益としての大道芸という解釈は、ミュンヘン市の

行政の中で、それを管理している課が下している。必ずしもストリートの住人や、商店主などが思っ

ているというわけではない。公共の利益というポジティヴな評価は行政的な視点。 
関根：ヨーロッパにおけるパブリックとプライベートという区別がよく出ているように思える。つまり

外部空間というのは公共空間であって、そこは完全にコントロールしなければいけない、されるもの

だと人びとは思っている。しかし、プライベートな室内という空間は、その人に決定権があって、起

こることはその人の責任だと。そういうパブリックとプライベートの問題をからませないと、議論が

もうちょっと立体的にならないんじゃないか。そうすると、教会という空間はなんなのか。Ordnung
のあり方の差異、なんていう話にもつながるんじゃないか。 

関根：流入の状況についてわかる範囲で。 



山田：いま手元に詳しい資料がないんですが、10000 人弱という数字がでています。それから麻薬中毒

者の件ですが・・・ 
棚橋：麻薬中毒とからめて、セックスワーカーの状況などについても教えてください。 
山田：麻薬の売買は必ずしも室内ではなく、ストリートでも。推測だが。セックスワーカーについては、

ミュンヘンの北のほうに管理された空間がある。違法ではない。セックス関連のビデオやおもちゃな

どを販売する店は、ミュンヘンの中心部にも、外国人集住地区や歩行者天国にもある。以前は、中心

部が売春街だった。 
小馬：イタリアのベネチアのある聖堂では、ヨーロッパの最後の晩餐に絶対にない絵、乞食、ホームレ

スに施しをしている絵があって、アラブ世界的。今日の話でひとつ、Ordnung に入らないものをう

まく包摂していくような、そういう形で外部を作らないんだということでしたが、それにもかかわら

ず、先ほどひとつの例で排除したというのがありましたが、そのときに守ろうとした、あえて外部を

つくりだすことで守ろうとした価値は何か、そういうミュンヘン的な Ordnung と他の Ordnung とど

う関係するのか。ミュンヘンの人にとっての Ordunung っていうのはどういうものなのか。 
関根：「まとめ」で言っている内部／外部というのはなんなのか、ってことですね。最初の棚橋さんの

質問に戻っていくようだけど、Ordnung という言葉は一つなんだけど実態は別様と言うか、そこか

らすり抜けていく部分とか、これはこれで本格的な調査が必要なこと。 
阿部：違反者が出た場合の対処の仕方はどうなっているのか。例えば寝たらいけないところで寝ている

とか。 
山田：その場合の取り締まりはミュンヘン市の警察がする。一回目、二回目なら注意、次回からはしな

いように、と。かさなると罰金を科す。 
阿部：警察にまかせたまま、住民は自分たちでなにかしないのか。 
山田：あると思う。通報するとか。駅の構内はセキュリティ会社が委託されて監視している。 
鈴木：ストリートが非常に秩序だっていることはわかったが、それでもやっぱり人間として、そこから

はみ出ようとするパワーがいろんなところに出てくるはず。それがこれだけなくなるということは、

ここの住民の悪いことをしようとするパワーはどこへ発散されるのか。 
山田：屋内で、だと思う。 
鈴木：若者は、ヨーロッパだと例えばパンク・ロックやってなんか喧嘩したり、麻薬やったり、そうい

うことってのは、屋内で本当に見えないのか。これだけ整然とさせられたとき、そこで抑圧された人

間のパワーがどんなかたちで別の文化になるのかということに非常に興味があって、たぶん、ミュン

ヘンの地下街はスゴイことになってるんじゃないか（笑）。そういうのは住んでいて感じられないか？ 
山田：私が見れてないというところがあるのかもしれないが、例えばオクトーバー・フェストという大

きなビール祭りがあるが、そこには若者も当然のこと年配者も集まって、そこでどんちゃん騒ぎをす

る。会場は大きな広場で、ビア・テントが立ったり、野宿も自由にできる。そういう祝祭の機会に爆

発させる。あとはサッカーの試合とか、コンサート。コンサートは頻繁に開催されている。そこでシ

ュプレヒコールをあげたりする。 
鈴木：もうちょっとネガティヴな人間の欲情というか、そういうのを発散する場がないと、アブナイん

じゃないか。例えばこの都市では自殺が高いとかそういうことはないのか。 
山田：ちょっとわからないが、景気がいいということもあるので。あまりに整然としていて、私自身も

とまどう…。 
鈴木：はめ外しにベルリンに行ってる？ 



山田：それもあるかもしれない。あと、ミュンヘンの人に限らないが、ドイツ人がよく行くスペインの

島があって、そこではめを外す、と。 
棚橋：ポリネシアの島って、スイスとかスウェーデンの人がとても多い。ポリネシアの島に来ていろい

ろやってる。 
関根：Ordnungってそうやって保たれている。シンガポールなんてOrdnungだらけだと思うんだけど、

アジアの中で。インド人はシンガポールのことを Democratic Military State っていうんだけど、リ

トルインディアに行くとやっぱり立ちションしているインド人がいる。ああいうのもどう考えるかっ

ていうのも、一挙に比較はできないけど、おもしろい問題だと思う。シンガポール人はどうしている

って、今日の鈴木さんの質問をしたら、息苦しい、と。インターネットのエロサイトも見れないし。

プライベートでは見ているそうだが。変なまとめになりましたが、調査のメインでないところでの発

表で、山田さんご苦労さまでした。 


