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ストリートの地理
⎜ 研究動向の整理と今後の研究課題 ⎜
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近年，都市のストリート，路上，街頭などに着目する論考が増えつつある。その一方で，こ

れらの研究は相互参照されることが少なく，批判的検討を含めた先行研究の整理がなされていない
のが現状である。本稿では現代都市のストリートをめぐる関連研究をいくつかの視点から整理する。
まず，建築学を中心としたストリートをめぐる空間利用に関する研究について論評し，次に，スト
リートをめぐる文化・社会史的研究を整理する。その後，ストリートにおける行為主体の経験やネ
ットワークに着目する研究，ストリートでの実践と空間管理との関係を問う研究についてまとめ，
これらの研究動向を整理，検討した上で，今後の研究課題について提示する。
キーワード：ストリート，地理，都市，文化実践，空間管理
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ている。これらの論考には左派的バイアスが強
近年，都市のストリート，路上，街頭などに

いものもあるが，ストリートでの実践 や運動

着目する論考が増えつつあり ，現代思想，社

とそれに対する管理・排除 ，監視社会批判 ，

会理論，都市論などを扱う商業誌や書籍で大き

そして建築批評 や都市計画 などに関する示唆

く取り上げられている。具体的に，商業誌では

的な論考が収録されている。このような状況は

現代思想 誌の第25巻５号で特集「ストリー

都市のストリートに対して多様で，学際的なア

ト・カルチャー」が，思想系建築専門誌である

プローチがなされていることを示していよう。

10＋１

Road／
Street」が組まれている。また，書籍ではイン
パクト出版会が 音の力―ストリートをとりも

また，加藤（2006）が「街路の地理学」と述べ

どせ― ， 音の力― ストリート 復興編― ，

を 含 む 隣 接 分 野 で み ら れ る。別 稿 で，加 藤

音の力―

誌 の34号 で 特 集「街 路

ストリート 占拠編― を出版し

本稿で使用する「ストリート」という術語について
説明したい。人文地理学やカルチュラル・スタディ
ーズなどの研究者によって編まれ，都市のストリー
ト を め ぐ る 諸 論 考 を 収 載 し た，Images of the
Street : Planning, Identity and Control in Public
Space において，編者で，都市社会地理学者の Fyfe
（1998）によれば，ストリートとは支配と抵抗，快
楽と不安といった対立するものが錯綜する場所であ
るという。また，同書に寄稿している文化地理学者
の Crouch（1998）によると，ストリートとは公園，
住居，遊び場，パブなど非常に多様な方法で使用さ
れ，多様に意味づけられるものであるという。これ
らの議論から，本稿では通行や交通という機能面だ
けに着目するのではなく，他者と出会い，時には対
立し，意味が読み替えられて使用される空間として

るように，都市を観察，記述，考察する際の起
点を「路上＝街路」に置く研究が，人文地理学
（2005）は「街路の地理学」の系譜として，シ
のストリートを想定する。ゆえに，多様な意味づけ
がなされ，利用される公園や広場もストリートとし
て含む。さらに，ストリートは後期近代の消費文化
の影響を色濃く受けており、現代的な意味合いが強
いことから歴史的研究の文脈では「街頭」を使用す
る。また，上 野 ・ 毛 利 は，欧 米 に お け る Reclaim
The Streets（ストリートを取り戻せ ）などの実
践に触れつつ，ストリートは「おしゃれな語感があ
るが，どうにも日本語で適切な訳語が存在しない」
と述べ，その理由として，「日本でこれまで「スト
リート」の重要性があまり語られてこなかったこと
にもよるだろう」と指摘している（2002：49）
。ま
た，Reclaim The Streets の実践についてはクライ
ン（2001）が参照される。
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カゴ都市社会学派，ヴァルター・ベンヤミン，

らの研究動向を整理した上で，今後の研究課題

シチュアシオニスト，ウィリアム・バンギ，エ

について提示する。

ドワード・ソジャなどの研究について言及して
おり ，人文地理学や社会学，現代思想，それ

．ストリートをめぐる空間利用に関する研究

に加えて，カルチュラル・スタディーズや建築

ストリートをめぐる空間利用を明らかにする

学，歴史学といった学問分野から都市のストリ

研究は建築学を中心に研究が蓄積されている。

ートへのアプローチがみられる。

例えば，窪田ほか（1994）は原宿の歩行者天国

その一方で，これらの研究は相互参照される

でのストリート・パフォーマンスと，それを取

ことが少なく，批判的検討を含めた先行研究の

り巻く観客の形態を示した。次に，小平ほか

整理がほとんどなされていない。ますます複雑

（1995）は日本の芸能史での表現活動やその場

化し，見えにくくなっている都市空間を理解す

所を整理することで，現代都市におけるストリ

る上でも，こういった作業は重要だと考えられ

ート・ミュージシャンの演奏空間との関係を考

るものの，さしてなされていないのが現状であ

察している。さらに，この論考の続編として，

る。本稿では，上述の「街路の地理学」や加藤

大影ほか（1995）は京都都心部におけるストリ

（2002）が重要性を提起する，遊歩による都市

ート・ミュージシャンの演奏場所や時間，形態，

記述，
「ストリート・ジオグラフィー」にも示

通行人の数を数量的に把握した。この研究は現

唆を得つつ，関連研究をいくつかの視点から整

代のミュージシャンの活動場所と中世以来の芸

理する。まず，建築学を中心とした，ストリー

能空間であり，境界領域であった河川や橋梁，

トをめぐる空間利用に関する研究（ 章）につ

宗教施設との関係を読み解こうとしたものであ

いて論評し，次に歴史研究において蓄積がみら

る。また，阪田ほか（2001）は大阪のターミナ

れる，街頭をめぐる文化・社会史的研究（

ルや商業集積地区といった繁華街におけるパフ

章）を整理する。その後，ストリートにおける

ォーマーの活動場所の空間特性や分布特性を明

行為主体の経験やネットワークに着目する研究

らかにした。また，上原ほか（2002）は原宿表

（

参道に出店しているアクセサリーや似顔絵など

章），ストリートでの実践と空間管理との

関係を問う研究（

章）についてまとめ，これ

ストリートめぐる様々な実践について， 現代思想
誌に収録されているものとしては，小倉（1997），
武・小倉（1997）が， 10＋1 誌に収録されている
ものとしては，増田（2004），矢部（2004）が参照
される。同様に， 音の力―ストリートをとりもど
せ ― で は，大 熊（2002）
，中 川 ほ か（2002）
，林
（2002），東（2002），本 山（2002）が， 音 の 力 ―
ス ト リ ー ト 復 興 編 ― で は，東（2004）が，
音の力― ストリート 占拠編― では，大島・
天野（2005），近藤（2005），山口（2005）が収録さ
れている。
ストリート，街頭をめぐる運動やデモについては，
外 山 ・ 鹿 島（1997），陣 野 ほ か（2002），粟 谷
（2004），稲 葉（2004），小 田 ・ 酒 井（2004），
ALAKI ほ か（2005）， ECD ほ か（2005），二 木
（2005）が参照される。
ストリートをめぐる管理や排除の動きを取り上げた
も の と し て，酒 井（2002，2005）
，ク レ ス ウ ェ ル
（2004），本山（2004），原 口（2005），山 川（2005）
が参照される。

の露店の種類や出店場所などを描き出した。
五十嵐（2004a ），毛利（2004）を参照。
隈・森川（2004）を参照。
石 川（2004a ， b ），織 田（2004），木 下（2004），
ゴ ー ル ド（2004），中 谷（2004），山 崎 ・ 山 田
（2004）を参照。
これらの論者がいかに都市空間を捉えてきたのか，
その街路をいかなる足どりで歩いてきたのか，そう
いった「かまえ」を分かりやすく論じたものとして，
加藤政洋・大城直樹編 都市空間の地理学 をあげ
ることができる。その各章で，シカゴ都市社会学派
については山口（2006）が，ヴァルター・ベンヤミ
ンについては大城（2006）が，シチュアシオニスト
については南後（2006）が，ウィリアム・バンギに
ついては原口（2006a ）が論じている。同書では，
これらに加えてミシェル・ド・セルトーについて，
森（2006）が簡潔 に 論 じ て い る。ま た，エ ド ワ ー
ド・ソジャが「路上の地理学者」であることについ
て分かりやすく論じたものとして，加藤（2004）が
参照される。
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道芸研究に関する基礎的データを提示している。

の活動の種類や時間，露店店主，観客といった

また，大道芸は小屋で行う「見世物」と関係も

ストリートでの活動に関係するアクターの人数

深く，近年，それに関する資料や解題も提出さ

や密集度などを数量的に把握し，その形態に着

れ て い る 。同 様 に，添 田（1982）は「て き

目することがあげられる。さらに，数量化した

や」の生活について取り上げ，親分・子分の関

活動の種類や場所をカテゴリー化することも共

係を示す原資料や浅草の縁日における露店の

通する特徴である。これらはアーティストの活

「場わり」の図，デパートなどの商業資本の進

動や活動場所といった空間利用を実態的に明ら

出に抵抗するビラなどの歴史的資料を豊富に提

かにしたという点で，それぞれの研究目的を果

示している。これらの研究は近世，近代都市の

たしているといえる。しかしながら，これらは

街頭とそこでの生活実践を示す基礎資料として

パフォーマーの数量的把握と分類にとどまって

の価値が高い。資料的価値という点では，戦後

おり，パフォーマーや露店店主などの意識や経

日本のストリートから湧出していた若者文化の

験，その活動の意味については，ほとんど言及

詳 細 な 記 述 も 散 見 さ れ る。例 え ば，馬 渕

されていない。調査手法が観察を中心とした数

（1989）は戦後日本のストリートを含む，
「族」

量的把握であるため，活動する者の意識を深く

文化について分かりやすくまとめている。また，

考察するまでにはいたっていない 。活動する

アクロス編集室（1994）は馬渕の研究以降の80

者の意識やその活動の意味を捉え返すことは，

年代中盤から90年代中盤までの「ストリートフ

後述するように，その活動空間であるストリー

ァッション」も含む，戦後のストリートファッ

トをめぐる諸力を逆照射することにつながる。

ションについて取り上げている。この研究では，

さらには都市空間をめぐる権力をあぶりだすこ

その当時の路上で撮影された写真を使用し，そ

とが可能となる。このような行為主体の意識や

れに詳細な解説を加えており，同時代的なスト

経験に着目する研究について整理する前に，も

リートの状況を把握できる資料として重要であ

うひとつの研究視座である歴史研究からのアプ

る 。だが，資料的性格が強いゆえに，一部の

ローチを整理する。具体的には，近世，近代に

例外を除いて大道芸や見世物などの種類の整理

おける大道芸など，ストリートをめぐる文化・

や分類にとどまっている。当時の都市の街頭に

社会史的研究について取り上げる。

おいても管理権力による取り締まりや空間管理
などが発現しており，それらを記述することが

．街頭をめぐる文化・社会史的研究

今後は必要となろう。

街頭をめぐる文化・社会史的研究について，

このような課題をある程度乗り越えている研

大道芸研究や芸能史，演芸史研究などをあげる

究として，例えば，石塚（1991）は明治初期の

ことができる。川添（2000）は江戸期の大道芸

東京の盛り場や道路での大道芸人の活動が，東

の種類や活動内容を整理，分類することで，大

京の近代化とともに規制されていく過程を明ら

また，上述の大影ほか（1995）の研究は，一般的理
解による中世以来の都市の芸能空間と現代都市にお
けるミュージシャンの活動場所の関係を問うている
ものの，現代のミュージシャンの活動場所が当時の
芸能空間といかに重なるのか，重ならないのかが全
く明示されていないという問題がある。
例えば，上島（1999）や川添（1992）を参照。また，
北田（2005）は江戸期の香具師の口上と「広告」で
あった「引札」というメディアの関係について興味
深く論じている。特に，「第１章 第１節 見世物
のなかの／としての「広告」」が参照される。

これらの研究以外に，90年代を中心に2004年までの
ストリートファッションを分析した渡辺（2005）の
研究が参照される。また，難波（2007）はブリティ
ッシュ・カルチュラル・スタディーズの「ユース・
サブカルチャーズ」研究やアメリカ社会学の系譜か
ら示唆を得て，膨大な文献，資料を引用しながら，
戦後日本の「ユース・サブカルチャーズ」に関する
具体的，歴史的な把握と記述を目指している。その
文献の引用方法に問題がないわけではないが，分析
枠組みを持たず，資料開陳の色彩が強かった先行研
究とは，全く異なる興味深い研究である。
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かにした。石塚は大道芸人の活動が消滅してい

．ストリートにおける行為主体の経験やネッ

く過程を，交通・風俗関係の取り締まりの変遷

トワークに着目する研究

や当時の警察統計，新聞記事などによって傍証

ストリートにおける行為主体の経験やネット

しながら明らかにしている。大道芸人の人数な

ワークに着目する研究は，近年，社会学や人文

どの数値的根拠には弱さがあるものの，東京の

地理学，ポピュラー音楽研究などでみられる。

近代化とそれに伴う空間管理のありようを取り

まず，教育社会学や都市社会学における研究

上げた興味深い論考である。また，森（2000）

では，新谷（2002）は大都市郊外の駅前広場で

は戦後の日本における大道芸の消滅と復活につ

活動するストリート・ダンサーが「たまり場」

いて取り上げている。猿まわしやパントマイム

としての場所，時間感覚，金銭感覚を共有する

などをする大道芸人に対して個人史的な聞き取

「地元つながり文化」を優先することを明らか

りを行ったり，聞き書きや自叙伝を分析したり

にした。新谷によると，この「地元つながり」

することによって，戦後の都市の大道芸をめぐ

には二つの意味があり，ひとつはダンサーが

る規制，管理と都市空間の変容について論じて

「地元」とよぶ，同じ中学，近隣の中学の同級

いる。さらに，神崎（1993）は近世から現代ま

生や先輩，後輩とのつながりを基盤にしている

での大道芸の変遷を東京の盛り場とのかかわり

という点である。いまひとつは上述した場所・

から論じた。とりわけ，上野公園・不忍池でタ

時間・金銭を共有する「共同的関係」を職業的

ンカバイ（口上売り）をする香具師の語りから，

達成よりも重視しているという点である。それ

露店の常設化や道路交通法などの法規制によっ

ゆえにストリート・ダンスの活動場所や自宅な

て，タンカバイが衰退していったことを鮮やか

どの「たまり場」での経験が，
「地元つながり

に描き出している。大道芸ではないものの，近

文化」をより強化し，だからこそ家庭や学校か

代都市の街路をめぐる「騒乱」と「群集」を取

らの逃避，さらに無業やフリーターへと導いて

り扱った研究として，中筋（2005）は近代東京

いく機能をもつことを示した 。

の「都市騒乱」における「群集」について，既
存の資料や歴史研究を批判的に再検討しつつ，

また，田中（2004a ）は JR 土浦駅西口広場
にスケートボードの専用「パーク」が設置され

考察している。日比谷焼打事件，大正政変，東

ていく過程を，設置に関わる主要アクターへの

京の米騒動といった騒乱を題材として，群衆行

フィールドワークや聞き取りから明らかにして

動を実録画や知識人の対談，警察資料などから

いる。スケートボーダーの活動は建造物の破損

明らかにしている。このような群衆行動は，中

や騒音などで，地元住民と問題を引き起こして

筋が述べる「群集による主体性の遂行」であり，

いた。だが，そのような問題を受けたスケート

社会学での群集論を参照しつつ，群衆が歩く経

ボーダーがスケボーショップの経営者や地元市

路や，焼打，演説が行われた場所を詳細にマッ

議会議員，前助役などの各アクターと連帯して，

ピングしている点も興味深い。

市当局に働きかけることで「パーク」の設置が

これまで，近世から現代にかけての都市の街

決定していったプロセスを明らかにした。さら

頭╱ストリートをめぐる文化・社会史的研究を

に，スケートボーダーはこの設置活動で構築さ

整理してきた。これらの研究を踏まえた上で，

れた社会的ネットワークを通じて，「土浦再生」

次章では現代都市のストリートで活動する行為

を掲げる市民ネットワーク組織の「ゆるやかネ

主体の意識や経験に着目する研究について論評

ットワーク土浦」の会合にも参加し，他のアク

する。

ターと意見を交わすまでになってきたというこ

後の論考で，新谷（2007）はストリート・ダンサー
の進路選択プロセスに，何らかの目的を持ちながら
生活手段を得ることができる「道具性」と情緒的安

定をはかっていくことができる「表出性」の機能を
見出している。
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とを示した。同様に，田中（2004b ）は JR 土

絶されたのだが，衆議院総選挙とそれへの立候

浦駅西口広場で活動する若年肉体労働者のスケ

補者が，票獲得のために利用したことによって，

ートボーダーへ聞き取りや参与観察を重ねてい

政治的意味を帯び，市当局と市議会との間で，

る。これによって明らかになったことは，その

この活動が翻弄していく様子を明らかにした。

広場の若者がスケートボーダーとして生きてい

田中（2004a ）が述べる，若者による社会的ネ

くことは日常生活の単なる「一部分」ではなく，

ットワークの構築とも重なるところがあるもの

そのような若者自身に生きる「意味」を備給す

の，鳴尾の研究は，より「都市の政治」に着目

る「文化」を創出しつつあるということである。

した研究であり，スポーツパークという場所を

だが，そのような文化は肉体労働者としての意

めぐる，政治的，社会的諸関係を明らかにした

識を弱めたり，日々の生活における仕事や健康

労作である。

などの不安を隠蔽したりする作用があるがゆえ

三木（2006）は大阪・キタの歩道橋界隈にお

に，労働者としてのスケートボーダーの「周辺

けるストリート・ミュージシャンやストリー

化」を無意識のうちに促進したり，スケートボ

ト・アーティストといった「路上活動者」の活

ーダーがそうした「周辺化」を進んで受け入れ

動を取り上げている。三木は路上活動者の活動

たりする可能性があるという 。

分布を時間・空間的パターンから確認した上で，

これらの研究は，若者が活動するストリート

路上活動者が出演するイベントやテレビ番組，

などと労働現場や学校，家庭など，ストリート

観客といった「社会的環境」との社会的ネット

以外の空間との関係を捉えるものであり，同時

ワークを詳細に描出している。また，三木は歩

に，そのような空間で活動する若者の経験や意

道橋界隈での路上活動がバンドル化し，それに

識，さらにはネットワークの構築を明らかにす

よってインターネットなどヴァーチャルな空間

るものであった。また，これらは若年層を対象

を含むさまざまな人間関係が構築され，社会的

とする労働政策の再考を示唆したり，若年層の

ネットワークが再生産されていくさまを経験的

労働意識調査などでは捉えられない若者の生の

に明らかにした。

ありようを提示したりするという点で重要であ
った。
社会学以外でもストリートの若者の意識やネ

ストリート・ミュージックあるいは，ストリ
ート・ミュージシャンを研究対象とするポピュ
ラー音楽研究では，演奏するミュージシャンの

ットワーク構築に着目する研究がみられる。近

意識や感覚を捉えようとするものが散見される。

年の人文地理学では，鳴尾（2008）が兵庫県姫

例えば井手口（2004）は賞賛や収入などの評価

路市のスケートボード広場，「スポーツパーク」

を得る，「芸人」としてのストリート・ミュー

の形成過程を，それに関わるアクターの諸関係

ジシャンではなく，
「芸を演じる」という感覚

を示しながら明らかにしている。鳴尾は「みん

を持っていない「非−芸人」としてのストリー

なでスポーツパークを造ろう会」の署名運動を

ト・ミュージシャンが増加していることを指摘

取り上げ，この運動に関わった中心人物Ａと運

し，なぜこのようなミュージシャンがストリー

動に参加した高校生，当事者であるスケーター

トで活動しているのかを明らかにしようと試み

の３者の立場から検証した。さらに，市議会に

ている。井手口は「非−芸人」としてのミュー

出されたスポーツパーク設置の請願は，当初，

ジシャンが，なぜ大衆の目に触れるストリート

共産党議員の紹介で行われたため，議会から拒

で活動しているのかという問いを立てる。井手

このような状況は，ウィリス（1996）が描いた，イ
ギリスの労働者階級で反抗的な高校生である「野郎
ども」が，高校の教師や恭順的な生徒に反抗し，そ
れを軽蔑するがゆえに，労働者階級の劣悪な環境や

仕事を自らものとして「主体的に」選びとっていく
という階級再生産のプロセスとも重なる。また，新
谷（2002）も，田中（2004b ）も，ウィリスの研究
に言及している。
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口は聞き取りから「非−芸人」としてのミュー

聴衆への詳細な聞き取りから，その活動をめぐ

ジシャンが，必ずしも歌を聴いてもらわなくて

る管理のポリティクスについて明らかにし，ミ

いいと言いつつも，やはり通行人に聴いてもら

ュージシャンと聴衆などとの間に「束の間の共

えれば嬉しい，と語ることから，「非−芸人」

同体」が構築されることを見出している。

としてのミュージシャンの実践が，ごく一部の

本章では，現代都市のストリートで活動する

「内在的な他者」とのコミュニケーションであ

行為主体の意識や経験，ネットワークに着目し，

るということを示した。

それを読み解こうとする研究を取り上げてきた。

また木島（2006）は上述の井手口の研究にも

このような行為主体の実践はストリートを舞台

触れつつ，ストリート・ミュージシャンの増加

に繰り広げられることから，管理権力にさらさ

は，ストリートに対する安心感の高まりが大き

れることになる。次章では，そのような行為主

いと述べ，それが「路上文化」が定着した要因

体の実践と都市空間における規制，取り締まり

であることを示した。さらに，ストリートにお

に関する研究を取り上げる。アーティストの活

いて，自由に活動していいという感覚は，行為

動を取り締まり，都市空間を管理する代表は警

主体のみならず，警察や自治体にも波及しつつ

察だが，近年，ストリートを含む都市の空間管

あるという。この自由というのが，どれほどの

理が強化されつつある。ストリートをめぐる実

意味なのか，その他，法制度との関連を問う必

践と空間管理の関係について整理するならば，

要があるものの，いずれにせよ，これらの論考

現代都市の空間管理の議論をレビューする必要

は，ストリート・ミュージシャンの意識や感覚

があろう。まず，現代都市において進行しつつ

に迫って，その行動様式を描き出そうとする研

ある空間管理に関する議論を概観した上で，ア

究である。

ーティストの実践と管理を取り巻く研究を整理

南田（2002）は大阪の梅田，難波，天王寺，

する。

京橋といった盛り場におけるストリート・ミュ
ージシャンの実践を取り上げ，これらの実践が

．ストリートでの実践と空間管理との関係を

公共空間を私的空間化したり，演奏時に周囲に

問う研究

配慮しなかったりする点で，基本的に「エゴイ
スティック」なものであると指摘する。さらに，

⑴ 現代都市における空間管理
近年，社会の「空間管理」が進行しつつある

多くのミュージシャンが集中し，競合するよう

といわれている（阿部・成実 2006）
。阿部・成

になると，アンプやスピーカーを使用するバン

実によると，現代社会における空間管理の特徴

ドなど「単一のエゴ」を解放するミュージシャ

とは，潜在的な脅威や危険を見張ることが日常

ンが現れ，音量は過剰となり，取り締まりの対

化しており，その一方で，空間をくまなく監視

象となるという。

することが，安心・安全を確保するという点で

さらに，水谷（2005）も韓国・ソウルの大学

人々に楽しさや快適さを約束しているという

路におけるストリート・ミュージシャンと聴衆

（2006：８）。実際，都市のストリートに目を

との実践から，韓国の伝統的な芸能空間である

うつせば，監視カメラが次々に設置され，その

「マダン」の特徴を読み取り，描出している。

ような状況に対する批判的論考もみられる。例

李（2003）はやや図式的ながらも，聞き取りな

えば，斎藤（2004）は東京都杉並区の監視カメ

どの質的調査により，東京におけるストリー

ラ設置に関する専門家会議議事録を分析するこ

ト・ミュージックを「都市サウンドスケープ」

とで，その設置の有効性が議論されないままに

と い う 観 点 か ら 解 釈 し て い る。海 外 で は，

監視カメラ設置が議決していく過程を明らかに

Tanenbaum（1995）がニューヨークの地下鉄
におけるストリート・ミュージシャンの活動と

した。また，小倉（2003）は監視カメラによる
空間管理強化について，ベックのリスク社会論
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や社会システム論を手がかりに監視社会批判を

体に作り変えていくこととも重なる。しかしな

展開している。小倉によると「犯罪可能性」を

がら，ライアンが述べる監視社会とはフーコー

取り除くために，監視カメラなどでセキュリテ

が論ずる一望監視的な監視が発現する社会とい

ィを強化すればするほど，それから漏れ落ちる

うよりも，ドゥルーズ（2007）が「規律 訓 練

潜在的な恐怖や脅威への不安が増大し，際限の

型」の権力の次に到来を予兆した，人の行動を

ない管理強化がなされるという。その結果，都

物理的に制御する「管理型」の権力や「管理社

市空間のゾーニングや，潜在的な脅威をもつ集

会」のより具体的な状況といえよう 。

団の隔離が進行することになる。このような特

これらの論考は批判理論などを参照した社会

定 集 団 の 隔 離 や 空 間 的 分 断 は，デ イ ヴ ィ ス

学的研究を中心としており，そのような影響を

（2001）が 要塞都市 LA で描いたロサンゼ

受けて，近年，人文地理学でも都市の空間管理

ルスの都市的現実でもある。デイヴィスによる

や排除に関する論考が増えつつある。

とロサンゼルスでは都市計画や建築，警察機構

酒井・原口（2005）は大阪・天王寺公園の青

の大規模な連携により，都市貧困層の隔離，排

空カラオケ屋台が公園整備という名目で排除さ

除が生まれているという。また，社会が脅威を

れていったことを，屋台店主への聞き取りや管

認識するのは，実際の犯罪率の高さゆえではな

理側の大阪市の思惑から明らかにした。この排

く，セキュリティという概念が拡大していった

除のプロセスについては原口（2005）でも論じ

結果であるという。酒井（2001）も述べるよう

られている。また，原口（2006b ）は「集客都

に，
「 セキュリティ が上昇」していくこと

市」という名のもとで開催された大阪市の世界

で，潜在的犯罪者への不安が増大し，セキュリ

バラ会議によって，大阪城公園， 公園の野宿

ティの論理の暴走を食い止めていた「たが」で

生活者が強制的に立ち退かされたことを示した。

ある「市民社会」がはずれ，分解していく 。

森（2006b ）はフーコーやライアンの研究にも

また，近年の空間管理は IT の進展に伴い，変

触れつつ，都市再開発とジェントリフィケーシ

容しつつある。ライアン（2002）は「バイオメ

ョンが都市の消費空間化を促進する一方で，ス

トリクス（生体認証）
」によって身体が「デー

トリートを含む都市の公共空間が民営化され，

タベース化」されることを指摘する。ライアン

公共空間の管理や特定の集団の排除が強化され

によると近代のある時期まで監視対象は人の身

ることを論じた。杉山（2003）は英語圏の「若

体だったが，現代では「身体部位」がその対象

者の地理」に関する理論的，経験的研究を幅広

となり，
「身体の消失」と「個人を再−身体化」

く渉猟，展望しつつ，若者が都市の集客には欠

することが監視社会論のキー概念になるとい

かせない存在である一方で，逸脱するものとし

う 。人間の身体を監視し，秩序に適合する人

てもみなされ，公共空間から排除されることが

間を作り出すということは，フーコー（2005）

あると論じている 。それでは，以上のような

が論じる「規律訓練」すなわち，身体を自己規

ストリートをめぐる管理に対して，アーティス

制できる主体に形成し，内面をもつ道徳的な主

トはどのような実践を繰り広げているのであろ

同様に，酒井（2004）ではキング牧師の論じる「恐
怖の治療法」が参照され，
「マジョリティの恐怖」
は現実の危険とは必ずしも相関関係がなく，それゆ
えに「理性」によって歯止めをかけることが困難で
あると論じられている。
さらに，ライアンはその後の論考で，監視には「配
慮」と「 管 理」の両義性が備えられていることを
強 調 し つ つ も，9・11以 降 に 監 視 も の も の が
「 管 理」や「統制」に大きく傾斜していったこと
を批判している（ライアン 2004）
。

ライアンの監視社会批判から，フーコーの「規律社
会」，ドゥルーズの「管理社会」について分かりや
すくまとめたものとして鈴木（2005）を参照。また，
東・大澤（2005）の対談ではフーコーの「規律訓練
型権力」からドゥルーズの「環境管理型権力」への
流れが解説され，フーコーの「規律訓練型権力」と
セットで理解されていた「生権力」について，より
「動物的」な生権力を考察しているアガンベンの仕
事が参照されながら，まとめられている。
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うか。次節では，アーティストの文化実践と管

ボーディングが空間的，時間的に拡散し，分散

理に関する論考を取り上げる。

した実践であるために，違法行為として規制す

⑵ 現代都市のストリートをめぐる文化実践と

ることが困難であるからだという（327‑329）
。

管理

日本における「スケーター」の実践について

管理に対してどのような実践が，あるいは，

興味深い研究を進めているのが，建築学者で，

ストリートをめぐる文化実践に対してどのよう

ボーデンの スケートボーディング，空間，都

な空間管理がなされているのであろうか。

市―身体と建築―

まず，スケートボーダーの「空間的実践」に
ついて，ルフェーヴル（2000）の

の訳者の一人である，矢部

恒彦である。矢部（2002）はカルチュラル・ス

空間 の 生

タディーズのサブカルチャー論などを援用しつ

産 に依拠しつつ，まとまった研究を発信して

つ，スケーターやスケートボード・パークを管

いるのが建築学者のイアン・ボーデンである。

理する行政担当者への聞き取りから，スケータ

ボーデン（2006）によると，1970年代はスケー

ーが行政などの空間管理者に直接的に抵抗，対

トパークという合法的な空間，すなわち「建造

抗するのではなく，都市空間を一時的に，有利

された空間」におけるスケートボーディングが

に利用することを示している。スケーターによ

なされていたが（75‑110）
，1980〜90年代には

る，このような「都市空間の流用」は，所有者

スケートボーダーが「都市エレメント」の新し

が予期しない空間利用という点で継続していく

い使用法を創造する，都市空間の「流用 」が

ことが困難である（矢部 2004：35）
。スケータ

みられるという（238‑263）
。この「流用」され

ーはパークの「つかのまの利用」を重ねていく

る空間とは「ストリート，小さいロータリー，

ことしかできない。だが，その多くは「つかの

都市広場，小さいショッピングモール」といっ

まの利用」と「継続的な占有」との違いをはっ

た「日常空間」であり，ルフェーヴルの言葉を

きりと意識しておらず，騒音やごみなどの問題

借りれば，意味や象徴性を欠く「零度の空間」

によって地元住民との軋轢を生み，最終的には

である（242‑243）
。このような都市の公共空間

パークの使用が禁止されることになるという

を，スケートボーダーは再定義し，その空間を

（矢部 2004：35‑36）
。そのような事態を避け

物理的にも，概念的にも占有することで，さま

るために，スケーターは管理側と対話し，平和

ざまな軋轢を引き起こしてきた。特に，公的領

的に交渉する「お目こぼしを勝ち取る戦略」を

域と私的領域が遷移するようなところでは，ス

駆使し，「限られた時間の借りものの場所」で

ケートボーダーはホームレスが経験するような

あるスケートボード・パークをより長く使用で

空間的ポリティクス，すなわち，空間管理者に

きるようにするのだという（2002：78‑79） 。

よる排除や法規制を受けてしまう。ボーデンに

社会学者の田中研之輔もスケートボーダーの

よると，「都市の管理者」は路面やベンチに凹

実践と空間管理との関係について明らかにして

凸や垂直の仕切りなどの「仕掛け 」を設置し

いる。

てスケートボーダーが滑走できなくしており，

章でも述べたように，田中は JR 土浦
駅西口広場におけるスケートボーダーの空間的

このような管理強化がなされる理由はスケート

実践から，スケートボーダーがスケートボート

さらに欧米の地理学における若者と社会統制の関係
を問う論考を展望しつつ，日本の公共空間としての
ストリートをめぐる管理やコンフリクトに関する
「若者の地理」を 紹 介 し た も の と し て Sugiyama
（2005）を参照。
「流用（あるいは再流用）
」とは，一時的にエレメ
ントを借用，引用または盗用することで新しい使用
法を創造することである一方で，「転用」とは永久

的な使用又は機能の転換のことを意味する（ボーデ
ン 2006：⑽）。また，ルフェー ヴ ル は「転 用」
（邦
訳では「領有」
）と「流用」を混同すべきでないと
指摘している（2000：251‑252）。
このような建造物は五十嵐（2004ｂ）が述べる「排
除系オブジェ」であるし，かつて丹羽（1998）が指
摘した，野宿生活者に対する排除意識の「空間的表
現」そのものである。
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パーク設置をめぐって多様なアクターと社会的

述したのが，吉見・北田（2007）であり，スト

ネットワークを構築していくプロセス（2004

リート・アーティストやちんどん屋，サウン

a ）やスケートボーダーが経験するスケートボ
ーディングと劣悪な労働環境での仕事との関係

ド・デモ，グラフティ・ライターの諸実践につ

に つ い て 論 じ て い る（2004b ）。ま た，田 中

トリート・アーティスト」ではヘブンアーティ

（2003）はスケートボーダーの活動から「巧み

ストの実践と東京都の管理について詳細に分析

な実践」について見出し，それを三点の実践に

している。また，拙論（2006）は吉見・北田の

まとめている（56‑57）
。まずはスケートボーダ

研究とほぼ同じ認識論的地平に立ち，この事業

ー間で連携したり，それ以外の外部とのネット

に対する東京都の思惑を議会議事録から明らか

ワークを構築したりするような「協働的な実

にした。さらに，この論考では東京都による管

践」である。次に広場をスケートボーダー自ら

理 の 動 き や 意 図 を 明 示 し た こ と か ら，拙 論

が楽しむことができる空間へとつくり変える

（2008）では，そのような管理側の動きに対し

「創造的な実践」である。そして地域住民や警

てヘブンアーティストが時には不満を漏らし，

察による空間管理が強化された「ストリート」

時には事業を利活用するような「したたかな」

で，そのような諸力をかわしたり，ズラしたり

文化実践を展開することを記述した。アーティ

しながら都市空間の隙間である「ストリート・

ストのこのような実践は，関根（2004）が「受

スポット」を探る「探求的な実践」である。ボ

動の主体性」と論じる，インド・チェンナイに

ーデン，矢部，田中の研究は，都市の空間管理

おける「歩道生活者」の日常生活実践とも重な

をすり抜けようとするスケートボーダーの多様

る。歩道生活者の「受動の主体性」とは，都市

な実践を取り上げたものであった。それ以外の

計画や都市美観の動きに翻弄されつつも，その

ストリート・アーティストの文化実践と管理の

ような動きを逸らすような点に特徴があるとい

関係を記述したものとして，拙論（2002a ， b ，

う。さらに，そのような実践はアンダーソン

2005）では，大阪・ミナミの盛り場を中心とし

（2003）の秀逸な都市のエスノグラフィーで指

て活動する，ストリート・ミュージシャンやス

摘された，ストリートから得られた戦術的な知

トリート・アーティスト，ストリート・ダンサ

恵や暗黙のルールである「ストリート・ウィズ

ーの文化実践と警察などの取り締まりなどの空

ダム」とも関連する。

間管理との関係について明らかにしてきた。

いて取り上げている。とりわけ，「第１章 ス

本章では，ストリートをめぐる文化実践と管

また，近年ではストリートの文化実践を，行

理の関係について整理してきた。現代都市の空

政が特定の時間，空間に囲い込んで管理する動

間管理が強まる中で，アーティストは自身が活

きがみられる。その代表が東京都の文化政策で

動する空間を新たに見出そうとしたり，既存の

大道芸ライセンス制である「ヘブンアーティス

空間を読み替えたりする「創造的な空間実践」

ト事業」であり，東京都からライセンスを与え

を重ねているといえよう。それでは 〜 章ま

られたアーティストである「ヘブンアーティス

での研究を踏まえた上で，都市のストリートを

ト」は，指定された活動場所を予約し，その予

めぐる研究はどのように展開していくことが求

約した時間に活動しなければならない。このよ

められるのであろうか。それを提示して結びと

うな現代の東京のストリートをめぐる状況を記

したい。

拙論（2005）でも，このような戦略や場所を見出し
ている。大阪・湊町にある OCAT の「ポンテ広場」
に集まるストリート・ダンサーは管理者に対して礼
儀正しく振る舞い，ダンスイベントの開催の許可を
得たり，ごみなどを散らかさない，裸で踊らないな
どの暗黙的なルールを決めたりして，管理者と友好

的な関係を構築しながら活動している。その一方で，
ポンテ広場は集客力が低下した OCAT にある多目
的広場だが，周囲の再開発の動きにより，その用途
を容易に変更できるようになっており，今後，ダン
サーが活動する空間として継続するかは不明である。
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結

からこそ，都市のミクロな空間で作動する管理
本稿で取り上げ，整理した研究について簡単

権力と実践の関係を詳細に捉え返す作業が必要

にまとめる。建築学を中心とした，ストリート

と な る。こ の よ う な 作 業 は，か つ て 水 内

をめぐる空間利用に関する研究や街頭をめぐる

（1994）が述べた「都市空間の断片」としての

文化・社会史的研究について，前者はストリー

ストリートを積極的に取り上げることとも重な

トの空間利用を実態的に明示し，後者は近世，

る。さらに，先述したように加藤が「街路の地

近代などの大道芸や香具師などの生活実践を明

理学」や「ストリート・ジオグラフィー」と述

らかにしており，資料的価値がある 。これら

べる，人文地理学から都市研究へ切り込んでい

の基礎的，実態的な研究をまず踏まえた上で，

くための，ミクロな空間から都市を記述してい

その次に，もう少し広い文脈に都市のストリー

く「かまえ」とも符合する。アーティストがス

トをめぐる実践を位置づけることが望まれる。

トリートでの文化実践を通じてどのような空間

その際に重要なテーマであると考えられるのが，

を創造するのか，あるいはどのようなストリー

行為主体の経験や意識，その実践と空間管理と

トを創造するのか，同時にそのような空間には

の関係についてである。 〜

章で取り上げた

どのような諸力が交錯しているのかを記述する

ストリートで活動するアーティストの経験や意

ことが求められる。その際には，都市のストリ

識，ネットワークに着目する研究とそのような

ートを研究対象とする学問分野との「他流試

アーティストの実践と空間管理との関係を問う

合」も意識しつつ，経験的研究を積み重ねるこ

研究は互いに関連している。今後はアーティス

とが肝要であろう。それを慎重に分節化し，明

トの意識やネットワークも含む，ストリートで

らかにした上で，ストリートをめぐるアーティ

の文化実践と空間管理の双方を捉える研究を進

ストの主体性やストリートでの空間創造から生

めていくことが求められよう。これが意味する

まれる「快楽 」，ストリートの開放性などに

ところは，アーティストが活動するストリート

ついて，理論研究を参照しながら経験的に考察

とは，アーティストの活動空間であるのと同時

していくことが望まれる。

に，管理権力によって規制され，取り締まられ
る空間である。アーティストが管理，取り締ま

付 記

りの空隙を見い出し，それをすり抜けて活動す

本稿は2003年１月に大阪市立大学大学院文学研究科

るストリートとは，そのような活動がなされる

に提出した修士論文の第 ・ 章を大幅に加筆修正し

からこそ，管理が強化される空間となる。もち

たものである。修士論文執筆にあたっては大阪市立大

ろん，アーティストの活動のみが，ストリート
の管理強化の原因ではないものの，アーティス
トが活動するストリートを起点として，その空

学大学院文学研究科地理学教室の先生方，院生諸氏に
大変お世話になった。記して感謝いたします。また，
本研究には平成18・19年度科学研究費補助金（特別研
究員奨励費：「戦後日本の都市のストリートをめぐる

間管理の動きや強弱を浮かび上がらせることは

実践・管理・表象の文化・社会地理学的研究」 課題

できよう。ストリートでの文化実践から都市を

番号：173436 代表者：山口晋）の一部を使用した。

めぐる，時には排除したり，時には馴致したり
する権力の動きを捕捉することは可能であり，
それは近年の都市研究の大きな課題である。だ
このような資料的研究というよりも，近代期の街頭，
街路，都市計画をめぐるポリティクスについて，理
論的にも，資料的にも明らかにした研究として，加
藤（1999）と西部（1999，2001）があげられる。
フィスク（2003）はポピュラーカルチャーを 知―

権力―快楽 のマトリックスに位置づけており，カ
ルチュラル・スタディーズのサブカルチャー論にお
ける「象徴的抵抗」のような従来の 権力―抵抗
図式からの脱皮をはかろうとしている。
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