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『民博通信』116 号特集「ストリートの人類学」へのコメント 
この特集は非常によくできており、「ストリートの人類学」研究会の前身である「＜都市

的なるもの＞とは何か？」研究会との連続性もあり、また以前月刊『みんぱく』8 月号で特

集を組んだ「ストリートのいま」と重なる点も多く、これまでにストリート研究会でどの

ようなことをやってきたかが、うまくまとまっている。 
特集には何本かの論文とエッセイが書かれており、それぞれがとても良い。しかしなん

と言っても巻頭の関根論文は説得力があって、対象との絶妙な距離感があっておもしろい。

わけのわからないところがあるところも、またおもしろい。朝、散歩にでかけていったら、

公園に「意地悪ベンチ」と関根さんが名付けているものがあるという話から始まる。そう

したものが存在することに驚いた。それは、ホームレスがそこに寝られないように、排除

するためにわざわざ設けられたものらしい。そして、関根さんがホームレスを見て考える

のは、「どこへ向かって歩いているのか」ということ、それは「死に向かって」であり「自

分もそこへ向かっていると悟らされる」という思考へと及ぶ。そのようなことを考えるの

か、という意外性に加え、絶対的な空間を超えて死に思考がとんでゆくすごさを感じた。

それに啓発されてふと、死の後のことを考えた。 
現在取り組んでいるエイジングへの関心からいうと、人は社会のなかに生まれて、社会

のなかで死んでいくから必ず死後があるが、ホームレスはそもそも社会から消えているか

ら死後がないのであろうか。人の死とは何をもたらすのだろうか。人は死んでも、生者の

記憶に残っている限り完全に消滅はしないけれども、社会がその死をどのように受け入れ

るのか考えてみると、死者と生者の関係が変化しているのかもしれない。このごろ直葬と

いう、お通夜も葬儀も告別式もせずに、直接火葬場でお別れするスタイルが増加傾向にあ

る。ホームレスはすべて直葬なのだろうか。いなくなってもはじめから消えているわけだ

から。こうして、「死に向かって」という発想から、いろいろと考えさせられることがある。

ホームレスの立場から死を考えるということは、言い方が不謹慎であるが、興味深いとい

うかおそらく大事なことなのではないか。 
死との関連から、空間的な問題として街の死、ストリートの死ということを考えた。そ

れは廃墟であると思う。世界の都市のなかでは廃墟が生きている。ローマなどはさまざま

な時代の廃墟の重なりの上にできあがっている。それがいま、廃墟も排除されようとして

いる。意地悪ベンチをつくるような人には、廃墟は都合が悪いところなのだろう。写真(特
集の関根論文中)を見ても、廃墟じみたところにいる靴磨きの人たちが、整序されようとし

ている。生産と消費、家庭と公共、男と女、子供と大人といったカテゴリーの区別が融解

してきている。分化の論理によって構築されてきた西欧近代の限界といって良いかも知れ



ない。 
「ストリート」とは、朝の路上から関根論文がはじまって、文字通り路上という意味の

ストリートから、比喩的に現象の問題として把握されていく。それは小田論文で言及され

る氾濫の場としてのストリート、そこで起こる現象をモダニティと結びつけ、比喩として

のストリート（「ストリートを取り戻せ」）という方向へいき、トランスナショナルという

問題へと展開していく。そこでひとつだけ言いたいのは、ローカルということについてで

ある。ストリートとは比喩にしても現象にしても道なのだが、それはいつも匿名で、場所

性をほとんど問題にしてきていなかった。ストリートの研究会でも、色々なところの話が

扱われてきた。それらはたまたまそこをフィールドにしていて、どこであってもいい話と

して展開されている。根本的な問題や現象をとらえるために、場所が匿名にされることが、

現在の人類学でも大半を占めている。そうした場合の「ローカルな場所」というのは、「グ

ローバルのなかのローカルな場所」といっても、どこでもない、概念になってしまってい

る。しかし、ローカルとは本来は名前がある特定の場所である。固有性、歴史、一回のそ

の場でしかないものということが大事なのではないか。とにかく一般論が多くなっている

なかで、たしかにフィールドの話をしていても、どこの話でもよくなってしまうのでは、

固有性のかけがえのなさはどこへいってしまうのか。人間におきかえるなら、「その人」だ

からこそというのはどうなってしまうのか。 
今年の春に、アメリカの人類学者の『築地』という本が出た。本としては構成も章立て

も滅茶苦茶で繰り返しも多く、筋道だっていない。ところが非常におもしろい。この著作

から啓発されたのが、場所の問題である。著者がとくに強調するのは、商取引における場

所の重要性である。築地は世界じゅうから魚があつまる水産業の中心であり、世界 大の

まさにトランスナショナルなグローバルなマーケットなのだ。著者は、これが築地という

ところでずっと営まれていることが肝心で、移転したらまったく別のものになるであろう

と言う。英語のマーケットもふたつの意味があり、マーケットとマーケットプレイス、日

本語でいうと「しじょう」と「いちば」と区別できるものが、築地の場合は区別できず分

かちがたいと言う。築地はグローバルな、為替相場と一緒でどんどん値が変わっているス

ポット市場なのだ。しかし、このマーケットとしての築地(しじょう)を、物理的な築地とい

う場所(いちば)と切り離して考えることはできない。空間や場所には文化的プロセスをとお

して意味というものが付着しているのだ。これは金融市場でも同じである。モノが動かな

いわけだからどこでもいいようなものだが、ウォール街が絶対的な力を持ち、そこでなけ

ればならない。古本のネット通販でも、取引相手が神田になっていると信用できそうに思

う。それは、その場所の固有性があるからということになる。関根論文にも引用されてい

る、トランスナショナルということが盛んにいわれているが、この著作においては、トラ

ンスナショナルというテーマのなかにおけるローカルの重要性について指摘されている。

「場所は、流動的なプロセスの真っ只中に、空間的(そして社会的)固定性という知覚を作り

出すのである」（『築地』テオドル・ベルター著，木楽舎，2007 年，58 頁）と。すべての場



所に、すべての空間にあてはまるわけではないが、名前の知られていると場所を考えてい

くのも大事だと思う。これまで、比喩的現象としてのストリートについてもずっと一般的

な問題として扱ってきたので、そのなかで個別の場所に徹底的にこだわる立場があっても

良いのではないか。文字どおりの道とか路上のストリートと、比喩や現象としての広義の

ストリートとを結びつけるもの、それが場所性なのではないかと考えた。 
 近森論文に出てくるベンヤミンのパサージュ論でいえば、パサージュにも本来場所性が

ある。ヨーロッパのどこにでもあるが、それぞれのパサージュには名前があって、アイデ

ンティティ、伝統、人間関係がそこに付着している。そうしたことにこだわると、もうひ

とつの展開を生むのではないだろうか。場所へのこだわりを取っ払ってしまうと、わかり

やすいものになってしまう。そもそも固有性とはわかりにくいものであり、だからこそ『築

地』の著者も何十年も築地にこだわってきたのであろう。場所というのもわからないもの

なのだ。人類学の魅力とは、何かわからない異物に取り組んでいるなかで、その異物をく

ぐり抜けて一般的なところへ出て行くことなのではないか。それが人類学の方法であり課

題だと思う。トランスナショナルの現象はたくさんあるわけだが、すべてがトランスナシ

ョナルなわけではない。トランスナショナルの地平まで出かけてそれを論じるためには、

その前提となるナショナルやローカルをくぐり抜けていく必要がある。その点からいうと、

加藤論文ではフーコーの規律社会からさらに先にいくドゥルーズの管理型社会というセキ

ュリティについて言及している。監視カメラはどこにでもあるが、しかし場所によって付

け方がいろいろとあるという、さすが地理学者は場所をおさえるものなのだと勉強になっ

た。トランスナショナルも、こうしたところからはじめなければならないと思う。 
規律社会や管理型社会ということから、もうひとつ関心を持っているのはマナー化とい

うものだ。 近、東京あたりでは高校生のマナーが悪くなったとか、マナーが問題になっ

ているらしい。それについてどう思うか、という日経新聞の取材を受けた。そのときに、

そういえば 近、マナーとは言うが、作法とは言わないなと思った。このマナーの問題は

じつは今年の５月９日の北海道新聞からはじまった。旭川からの支線で高校生が 126 人積

み残されてしまい、次の電車は１時間後とかになるからタクシーに分乗させたという出来

事である。これは高校生が詰めて乗らないからいけないと、ＪＲから校長にマナー指導の

要望が出された。そうすると、たしかに高校生のマナーは悪いという投書があったり、毎

日新聞や読売新聞でも続報が掲載されたり、関東でも同様だといった騒ぎになってくる。

ところがこの北海道の問題は、列車は車両１両しかないうえに、この日はいつもより定員

が 10 人少ない車体を使っていたことを黙っていた。でも東京の人はこの記事を読んで高校

生のマナーを問題にしてしまう。東京はどこにいっても人がいっぱいで、それで満員電車

ならまだ仕方ないが、これは北海道の話なのだ。北海道の原野のなかでぎゅうぎゅう詰め

の電車なんて、そんなばかな話があるか。電車を増やすのにお金がかかるのなら、道が負

担するなりするべきではないのか。設備をととのえないで当事者である高校生の責任にし

ようとする。これは大人が、あるいは社会が悪いのだ。フーコーのいう管理は外部からそ



れを見たりするが、いまのマナー化ではもっと内面化することを求めている。これが自主

性や自主的な自己管理という形で、ストリートのいろいろなところに出てきていることが

わかった。満員電車は根本的に考えなければいけないことだと思う。満員電車とは、人間

をモノとしてみるから詰め込めることができるわけで、知り合いだったら無理なことによ

って成り立っている。痴漢もそれに関連している。作法や礼儀というのは、顔が見える関

係でお互いがわかったうえでの配慮の関係である。しかしマナーというのは顔の見えない

関係が前提の、そうした人間関係をどう取り繕うかということであろう。満員電車という

この日本独特のとんでもない光景、しかもそのなかにまさにポストモダンな新しい規律が

求められている。それが都会ならまだしも、田舎の高校生に、彼らは互いに名前も顔も知

っている間柄で車両１両に押し込められているそのしんどさに怒りを感じるのだ。意地悪

ベンチや満員電車という日本の都市の風景をうけて、何をどうしようとしているのか見極

めていきたい。 
 
【質疑と議論】 
関根：いくつも大事な指摘があった。特に固有名をもった場所性をストリートの人類学の

なかに位置づけていく必要があるというのは、きわめて重要であると思う。それが、スト

リートの社会学でもなく、カルスタでもない、ストリートの人類学であるという特徴とも

なるかもしれないので、受け取っていきたい。それが野村さんの表現だと、路上としての

ストリートと、現象としてのストリートをつなぐ、媒介となるという非常に重要な示唆も

あった。その点でひとつだけ、わたしのローカリティについて考えていることを確認した

い。わたしはローカリティを勝利したものと敗北したものとに分けている。この敗北した

ローカリティのほうが見えにくいわけだが、強いて言えばその敗北したローカリティのな

かに、じつは野村先生のおっしゃる場所性が含まれている。それはまさにわかりにくいも

のであり、それこそ人類学が丁寧に追究しなければいけないと、その通りだと思う。 
加藤さんや小田さんがいつも微妙に議論しているような、支配・管理のあり方の変化を、

今回、マナー化という現象でとらえている点で、またおもしろい指摘があった。顔の見え

る関係と、顔の見えない関係。顔が見えているけど知らない関係とおっしゃっていました

が、そういう人びととのあいだの取り持ちが社会的に必要になってきているし、具合の悪

い対応が目立ってきているというのでしょうか。一種の内面化という話がでたが、それで

思い出したのは、河合隼雄が文化庁長官になってとくに進んだ心理学化というのだろうか、

心のノートとか、そうしたものとも対応している現象なのかもしれない。ということで２

つの点をとくに受け取らせてもらった。シニアのファッションについてのコメントは控え

たい。議論を進めるにあたって、名前があがった人から発言をもらいたいと思う。加藤さ

んいかがでしょう。 
加藤：マナー化の話はいろいろとおもしろく伺った。もうひとつ、民博通信の議論にたち

かえらせていただくと、ジェントリフィケーションを念頭に話を進めていくが、硬直化し



た図式になりまして、都心の回帰によって一定程度の所得の住民が入ってくることでスト

リートが変わっていくという、単一単線的図式があった。どうもあの議論は認識的甘さが

あったように思う。小泉、石原都政下ですすんだ環境浄化のやり方が、公共性に関して転

換をもたらしたのではないかと。九州大学で土木計画学会というのがあり、わたしがパネ

ルで話したこととちょうど対になるような発表があった。それは福岡県警の警視が中洲の

管轄について話したもので感じたことがある。ジェントリフィェーションについて文献を

いろいろ調べていると、マルクスやエンゲルスもジェントリフィケーションに近いことを

いろいろと言っている。それよりもう少し前の、ボードレールに立ち返っている。そこに

貧しき者の眼、貧者の目、という詩がある。パリのできたてのカフェでボードレールが完

全にうぬぼれて恋人と一心同体になったような満足しきった気持ちのなかで、ぼろを着た

親子があらわれたときに、自分が高いお金を払ってカフェしていることにいたたまれなさ

を感じた。それで、あなたも同じ気持ちですよね、と恋人の顔を見ると、彼女はむっとし

た表情をして、そのぼろをきた目障りな親子をどかせという態度をとるという詩を書いて

いる。そのことで社会学でのさまざまな解釈はあるが、プライベートな空間であるところ

のカフェにいながら、公共空間に対するまなざしの投げかけ方の、ある種のプライバタイ

ゼーションのあらわれだろうといわれてきた。わたしはそれを読んで無意識なうちに、こ

の図式のように、プライベートな空間が、公共空間を民営化してく過程としてとらえてい

たが、どうも 近の動きをみているとそうではなくて、新宿の環境浄化はひとつの街作り

的になっていると感じている。ストリートにおけるマナー違反やキャッチ排除が徹底的に

なされていくと、道行く人に適した店舗なりテナントなりがあるという主張に転じてきて

いる。街作りは、一旦は運動としてはストリートへ、ストリートへということで、わたし

が『民博通信』に書いたように犯罪を減らそうとか監視カメラをつけようとなった。でも、

周囲の街のあり方をかえるような力が入りこんで、そういう力が働いているのではないか

と思っている。今日の話を聞いた感想と、書いたことの反省としていうと、公共性なるも

のが公共空間からあふれだして、逆に、私有の空間に入り込んでいる過程もあるのではな

いかと考えました。 
関根：いまの話は場所性という問題とは関係していますか。 
加藤：場所性というのは、58 ページ(ベスター『築地』)にも引用していますが、マッシー

やハーヴェイという地理学者も、よりグローバルななかでの空間的諸関係における結節点

とか、ある特殊な拠点であったりという、ロケーションとしての場所を強調している。都

市空間の管理にまつわるなかで、ある固有の場所、あたらたな管理様式といったらいいの

でしょうか、空間変成の様式というのがあるのかなと。 
関根：加藤さんの指摘された 58 ページの先生が線をひかれているところは、ほとんどマッ

シーに近いですよね。これは意外であった。野村先生が評価されている場所性のニュアン

スと、本人のこの文章が合わない感じがする。進歩的場所関係でしたか、と似ている。こ

の人はすごいフィールドワーカーだから、それに理論をくっつけて妙になってしまったの



ではないかな、読んでないで言うのは失礼ですけど違和感があった。本人のやっているこ

とと理論的引用と違うような気がして引っかかった。それでは近森さん、いかがですか。 
近森：場所性ということで、ベンヤミンのパサージュ論は１９世紀のパリという特定の時

代の特定の場所である。博士論文を書いたときでも、質問をもらったのだが、社会学は一

般化したがるから、どこまで一般化できるの、なんでパリなの、１９世紀なの、っていわ

れてなかなか答えるのがむつかしかった。ベンヤミンとしては１９世紀の首都として扱っ

て、産業資本主義が花開いて、商品世界がスペクタクル化してひろがっていったパリとい

うもの。その場所というのに加えて、時代性と歴史性も同時に絡んできている。ベンヤミ

ンは、パサージュは１９世紀の歴史のモナドとなっている、歴史がつまっているという言

い方をする。ベンヤミンがパサージュに興味をもちはじめたのは、シュールレアリストの

ルイ・アラゴンを読んですごいと思ったらしく、その影響が強い。シュールレアリズムは

1920 年代には廃墟になっていた、すでに廃れてしまったパサージュを扱って、そこに親和

性を読んでいた。それにベンヤミンが注目していく。パサージュ自体は１９世紀初めにつ

くりだされて、１９３０年代に全盛期をむかえ、世紀の後半から廃れていく。商品世界の

陳列はパサージュから、隙間のないスペクタクル空間である百貨店になっていく。パサー

ジュは完全なスペクタクル化をしていない、どちらかというと隙間のある空間であったと

思う。そういう過渡期性というか、ぎりぎりの瞬間に何かをベンヤミンは見出そうとした

のかなと思う。パサージュがすでに廃れてしまった時代に、１９世紀の夢、商品世界のは

じまりと重ねあわせて、歴史の詰まったひとつのモナドとして集結しているということか

と思う。場所性と歴史性はかかわってくるのだろうと思った。 
野村：記憶痕跡ということばもでていますよね。 
近森：パサージュについても、ベンヤミンは名前についてもよくこだわっている。 
野村：加藤さんの話からすると、地名の変更がありますよね。区画が変わるのか、中央区

だらけになって前の名前がなくなっていくでしょう。ああいうのはどう考えたらいいのか。

町村合併も問題になっているけど、その前に始まっていることでしょう。 
加藤：住居表示にかかわって町名変更はよくあること。よく知られているのは金沢で、い

ま昔の名前を取り戻して、そのまま観光地化に利用していたりもする、町名をめぐっては

それなりの係争もある。ベンヤミンは町名の音韻から歴史的想像力をふくらませる人だっ

たようだし。 
関根：場所性にもう少しこだわってみたい。野村先生が築地の民族誌をひいておっしゃっ

たのは、ベンヤミンがいう固有名からイマジネーションがひろがっていく、というのとは

またちょっと違うアスペクトをいっているのではないかと思うんです。そのへんを区別し

て、今日の話を受け取らないといけないのではないか。まったく違うわけではないだろう

けれど、もうちょっとある意味でベタな場所の力みたいなものでしょうか？ 
松本：ベンヤミンの陶酔者ということばを使われる。今日の場所性というのは、たんなる

物理的なものではなくて、でも何らかの人間が作り出したものとして、ものはそこにある



わけだ。ドリーム・マッシーのように、そこに人間がかかわってという話を抜きにはでき

ない。アイデンティティとかそこにある人間関係とかのことばが並べられたけれど、もう

ひとつあるのが、無意識化された身体技法なんじゃないかと思う。そこの場所で過ごして

所属している人間にとっては、どういう行為をそこでやるかということは意識化されない。

身体技法にくわえてそこに生きている技能を含んでいる。ハビトゥス化された身体技法も

あるだろう。そんなものとして場所性というのはあるのではないか。そこのなかにおいて

技術革新があったりほかの要素が入ってきたりしたら、固定的ではなく、それをベースに

しながら変えていけるような無形のものであり、ひとつの資本とか資質のような、そうい

う性格を孕んでいるのではないか。一方的に場所というのは物理的なものではない。 
野村：それは築地に独特の身のこなしがあることとか、ベスターも書いている。場所とい

うことになると、次は身のこなしを備えた個人が問題になる。それには歴史とか一定の時

間が必要になってくる。 
松本：鈴木さんあたりが、本質的知性というか、ストリートを生きるというようなこと書

いていますよね。当人が暮らす過程において無意識化されている、処世術のためだけとい

うわけではないのだろうが、そういうような知性みたいなものが、場所性も含めてそうい

うのが何かあるのではないか。そして、関根さんのものを読んで、自分を俎に載せなけれ

ばならないことを要求されるなと思った。関根さんは死ということだったが、わたしがど

う考えるかというと、なにをおまえ根拠にここで生きているのかと、世間におけるつくり

だされた価値を、わたしは思い込んでいるのだろうけれど、それをひっぱがされたような、

ホームレスの人びとへのかえってロマン的まなざしなのかもしれないが、同じあやうさと

言いながら、何をよりどころに自分のアイデンティティをもっているの？というつきつけ

がある。関根さんのつきつけはわかるが、じゃあみなさんストリートで生きているのか、

と問われることを感じる。対象とはできるかもしれないが、その比喩的な側面においてど

こまで自分自身を秤にかけるかとなったとき、死に向かうよりも自分たちの立っている所

の危うさを感じる。野村先生がさきほど、人びとの記憶のあるあいだは生きているという

話をされたけれど、隠居世界とか林住期とかいう考え方、世間で生きている間は武装とか

が必要かもしれないが、世間から離れる時期というか。それはおまえのロマンだとまたい

われるかもしれないけれど、自分自身が何を比較してホームレスや物乞いに対して恐怖を

感じるのかと言ったら、世間というものさし。ものさしそのものに危うさを感じる。そこ

を外れたらその人たちへの恐怖感はなくなるのだと思うのだが。ホームレスの人たちは何

も名誉とかを自らはずして粋がっているわけじゃないから、それはわたしのロマンだとい

われるかもしれないが。わたしの恐怖感とは何かなと思ったときに、そういうところにあ

るような感じがする。 
小馬：それは野村さんの話を矛盾しないように思う。ホームレスはすでにいきながら社会

から排除されているから死んでいる。ホームレスは社会的なものとしての死からも排除さ

れている。生物的には生きているけれど、社会的に与えられた死からの排除。そういうも



のが、記憶の痕跡としてのストリートの名前があるところに住んでいるという何とも言え

ない、それは松本先生のおっしゃるように不安につながるんじゃないか。生とか死とか、

わたしたちは動物に近いような感覚でとらえている。昔はそうではなくてある区切りがあ

って、社会的に与えられていた。そういうことをホームレスの存在が気づかせてくれる。

彼らを排除しながら記憶の痕跡を彼らに与え続けるこの断絶。記憶からの排除、名前から

の排除、そうしてどこへ行くのだろうという関根さんの疑問を惹起する。死すら社会的に

も与えられないホームレス、直葬どころかそのへんで燃やされるような。 
野村：直葬でいえば、マナーとの関連でいうと生きている者にも内化されている。葬式は

やらなくていい、迷惑がかかるからといって、死ぬ人が遠慮をしている。何もしなくてい

いと。たとえば阿部謹也でも 2 ヶ月前に亡くなったことが判明したとかいう。そういう数

がすごく 近多い。有名人がそうだから、きっと一般の人も含めたら葬式が減っている。 
小馬：ケニアでは死亡広告がものすごく多い。死を社会によってどう扱うか。もうひとつ

思い出したのは、北陸線でのレイプのはなしも日本でなければ起こらないと思う、ストリ

ートの現象としてとらえるならそういうところもね。 
野村：日本だけということでいえばとにかく満員電車を放置するというのは許せない。痴

漢も日本だけだろうけど、痴漢は何をしているのかというと、あれはモノ化しているとい

うことだと思う。人間としてよりも、そこにおしりがあるからさわるという、特定の彼女

のというストーカーであるというのでなく、習慣化だろう。意地悪ベンチとまた別に、日

本ではアパルトヘイトのようになっている。優先座席についていえば、阪急電車はずっと

なしでやってきたが、設けることになったらしい。世界的にみてもあんなのはあまりない

でしょう？女性専用車もそう。地理学的には優先車両とかどう考えたらよいの？ 
加藤：基本的には用途、目的があるのだけれど、細分化して管理しやすくする。空間的に

純粋化させていくやり方のひとつでは。いい意味ではあまり使わないが、合理的だと。 
ギル：横浜の市営地下鉄ではすべての座席は優先席だとされている。意地悪ベンチについ

て（横たわれないベンチ写真集）この現象をどうとらえるか、発言したい。関根先生は論

文ではそれをみるたびに気持ちが悪くなって、主流社会で選挙をしたり自分が共犯者にな

っているというが、行政はそんなに一枚岩であるとは思わない。住民でも反対している人

がいる。より劇的な例を出すと、アメリカではホームレスの人に施すことを条例違反にし

ているところがある。サンタモニカでは４，５年前からホームレスの人に食べ物をあげる

と 100 ドルの罰金がつく。行政の中にも抵抗があると思う。意地悪ベンチに戻ると、たし

かにむつかしい。同時に、公園って人が寝てもいいところなのか？意地悪ベンチはふえて

いるが、同時に自立支援センターや一時的避難場所も増えてきている、街の行政の人にき

くと、屋根のあるところに暮らしてもらいたい、という。これは女性専用列車とか優先席

のことに連なる発想かもしれないが。マスコミで見ているかぎりではホームレス殺人とか

が１ヶ月に１人あたりはいるように思う。公園のホームレスとかが夜に。それらの人たち

を守るという観点で考えれば、ベンチの是非をマイナスだけにもとらえられなくなる。加



藤さんの写真のオブジェは、どう見てもホームレス排除だが、こうしたところで寝るのは

いいことなのかどうか。大きな道路の排気ガスのあるところで決していい環境ではない。

「ここで寝るな、どっかいって死ね」というのであれば悪意。でも「施設をつくって環境

の悪いところからどかす」のとは違って、必ずしも悪意とはいえない。新宿駅西口大型放

り出しが、青島都知事時代にあったが、管理的な部分とずさんな部分が両方あった。少し

ずつホームレスが西口に戻ってきて、火災があって４人の野宿者の死者が出た。４人の男

たちが犠牲になったのは誰のせいなのか？2 年ほど前に４人のイギリス人ホームレス専門

家を連れて新宿中央公園へ行った。当時、新宿中央公園には 100～ホームレスの家があって、

郵便局が正式に郵便物を届けることになっていた。これはかなりいいことだと思われてい

たし、わたしもいいなと思った。公園の住所を住民票に使えるかどうかという問題になっ

ていた。ところが、イギリス人たちは言語道断だと怒り出した。公園なんかの住所を行政

が認めるなんて、ホームレス対策をあきらめることと同じで、正しいことではないと。悪

意、意地悪というのはもう少し深く、前後関係の文脈で考える必要があるかなと思う。 
野村：善意の悪意っていうのもあるからな。ホーム化というか、ホームレスが増えてくる

とシェルターができていく。それと電車の専用の話の進展は似ている気がするが・・・一

応全部善意ということにはなっているけどどうだろう。 
小馬：マナー化してやっていることで、アパルトヘイト化しているということではないか。 
関根：論文の導入が意外に話題になっているみたいだけれど、わたしの頭のなかではイン

ドということがある。インドのホームレスは、わたしはハウスレスだと思っているけれど、

現象としては路上に寝ているということで似ている。そのインドの路上生活者の自由度を

みているから、その自由さを考えると、東京の周辺のホームレスはすごく空間利用自由度

を制限されている。単純な比較です。意地悪ベンチは一種のその象徴として取り上げてい

る。自由というと語弊があるが、空間利用のゆるさという点から見たら、なんともいじま

しい行政の努力が、良い悪いではなくて事実としてそこにある。誰かが大工にたのんで付

けているといういじましさ、それが言いたいこと。 
小馬：日本のホームレスの特徴はなにかっていうと、マナー化している。社会のなかでマ

ナー化されている。それはセグリゲーションでしょう。 
関根：作法かもしれないよ。 
小馬：いや、マナーでしょう。彼らは作法のつもりでも、社会の中でマナー化される。 
関根：ホームレスは作法にしたくても、外がどんどんマナー化してくるから、微妙な事が

つぶされていくわけじゃないですか。 
加藤：空間利用の調整が厳密化してきている。悪意のあるオブジェは単独ではりめぐらさ

れているわけではなくて、並行して若者が集まる広場がつぶされていくとか同時に行われ

た。空間があそびというか隙間がなくなって、禁止事項だらけになった。切り分けによっ

て調整がすすんでいくと、都市的ゆるさというか遊びの空間が減っていく。どこかでまた

生まれるのだろうが、空間管理の様式のひとつの代表例として、バリエーションとしてあ



らわれているのではないかという感想です。 
関根：話す人が固定化してしまうので、ホームレスの話ということで丸山さんと森田さん。

メンタル的にはホームレスでも物理的にはまだそうではない奴が、なぜホームレスを語れ

るのかとか、松本先生も指摘されたこととか、何年も調査されてきた上でどうでしょう。 
丸山：ホームレスの人は名前もなくて死に向かって歩いているというが、排除の中で生き

ている人はストリートをホーム化しているところがある。公園の中に家を造ったりして、

緊密なコミュニティを作り上げたりしている。ホーム化されるということは、女性の目か

らみると、いわゆるホームでの規範がストリートにも同じようにもちこまれているように

思う。主婦である、働かないことを押しつける、という価値観が持ち込まれている。スト

リートで生きるということと相容れない点。 
関根：丸山さんの論文にかぎカッコつきの共同体が出てきますよね。公園でもなんでもホ

ーム化したり人間関係が発生したり。なぜこれを聞いているかというと、小田さんの共同

体論とストリート論は紙の裏表のように思っている。丸山さんの仕事は、具体的なデータ

をもった接点をつくってくれているような気がする。あのとき言った共同体の、たとえば

女性が男性に依存したりする関係性をつかって生き延びるような、他者とのつながりを構

築しながら、その場その場で生きているという話だったと思うが。そういう共同体とスト

リートをつなぐように思っている。 
森田：公園で眠るのはホームレスではなくて、疲れたときとか天気がいいときとか、われ

われも寝るわけで、でもそういうときに意地悪ベンチみたいなものしかないと、われわれ

の社会はこういうことをしているんだなあと感じる。行政サイドのいじましさというが、

このベンチの柵の高さがもう少し高かったら、そこに体をねじこんで寝てしまうというか、

そうやって積み重なるいじましさが生まれそうに思う。もうひとつ、の青シートというの

が国をこえてグローバル化しているイメージを喚起している。自分のフィールドでの缶ひ

ろいのことと感覚的なものですがつながるように思っていて、これをきちんとかけるのか

なと思っている。第三世界とか、第四世界とかストリートがそこにあるとか、貫くような

議論の場ができるのかなと思っている。 
ギル：意地悪ベンチのもうひとつの読み方が可能に思う。ホームレスがグレーゾーンにい

るのだとしたら、意地悪ベンチはグレーゾーンを否定して白黒つけさせる、境界線をより

強くするものではないか。ホームレスかそうじゃないか、そうなら施設へ行け、そうでな

いなら家へ帰れと言う、“ちょっとホームレス”という状況を認めていない。日本の金融界

もそれに似ている。金のある人、ない人の区分がきっちりしている。管理が強い、どれだ

け排除しているか、ではなく、境界線の明確さがテーマなのではないか。 
野村：話を聞いていて思ったことですが、ホームレスの問題というのは、認知症の問題と

関係があると思う。エイジングで８月末に認知症のシンポジウムをやろうとしているが、

認知症が異様に増えている。65 歳以上 10％、数年前は 6％といわれていた。数年間での異

常な増加をしている。数年間でそんなふえるわけはなく、社会の側のセンシビリティが変



わっているのだと思う。病気に診断してなかったものが病気にされてくる。インドではア

ルツハイマーはないなんてことになったりしている。肉体的には問題がないから病気にな

らない。管理という話でいえば、日本のなかでパーセプションがやはり内面化されている。 
ギル：フリーター、ニート等、突然新しい専門用語が出てきて統計化される。 
関根：昨日発表の西垣さんどうでしょう。 
西垣：場所の話で、ことば自体が使い方として非常に難しいと思うが、ある種の固定性と

流動性の関係をどう考えるか、そのときに場所ということばの使い方を限定させていくこ

とができるのかと思った。     （文責：日本学術振興会・日本女子大学 内藤順子） 


