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１．はじめに  

近年の人類学では、集団や組織といった語彙では形

容できかねるような社会現象に焦点をあてた研究が

徐々になされてきている。それは理論的な方法論のレ

ベル、および民族誌的なレベルの双方において展開さ

れてきているが、このような視座を前面に押し出した

のが、堀内正樹らが中東研究の立場から提起した「非

境界的世界」論だと言えるだろう［堀内・西尾（編） 

2015］。本発表では、中国農村研究の蓄積、および発

表者の調査事例をもとに、この理論的視座の有効性と

さらなる可能性について考えてみたい。 

２．「非境界的世界」論と中国 

 「非境界」とは、「境界的」な分類体系やそれに基

づくような関係性の捉え方を相対化し、それとは別様

のつながりのありようを焦点化するために概念化さ

れた語彙だと言える。「非境界的」なつながり方とは、

一方では中東世界に特徴的に見られる人間関係のあ

りようだとされるものの、また同時に、人類社会に普

遍的に見られる人間関係の一様式でもあるとされて

いる［堀内・西尾（編） 2015：xi-xii］。そして、この

視座を成形する上で堀内正樹自身がとりあげている

のが、「三大文明語」の一つたる漢語を有するととも

に、長い歴史のなかで異質な人々が移動と接触を繰り

返してきた社会としての、中国である［堀内 2014］。 

中国・漢族に関する民族誌的研究の立場からも、「非

境界的世界」論の有効性を指摘することができる。中

国農村社会は、しばしば「共同体がない」社会だとさ

れてきたからであり［川瀬 2015］、リジットな境界や

共同性（communality）を措定することではうまく把え

られないようなつながりが生きられているからであ

る。 

３．「差序格局」と「渦」 

 中国民族誌学上、おそらく最初に「非境界」的な関

係性を概念化したのが、費孝通の「差序格局」の理論

である。彼によれば、西洋では境界線を有し成員資格

が明確に定められた「団体」が形成されるが、中国の

場合、人々の集合体とは水面に石を投げ入れた波紋の

ようなものであり、それぞれが自己を中心とした伸縮

自在なネットワークを形成している――中国では

「家」ですら、栄枯盛衰に応じて成員の拡大・縮小が

見られるのであった［費 1991（1947）］。波紋の比喩

は、集団や組織と見做される人々の集合において、境

界が個々の場面や文脈に応じて揺れ動く様を焦点化

する観点を提起したものだと言える。 

 

他方、廟会（祭り）における人だかりの意義を、外延

に明確な境界を持たず、求心力の強弱に応じて伸縮する

「渦」の比喩で焦点化したのが、深尾葉子［1998］であ

る。深尾によれば、廟会の際に可視化する人の集まりは、

参加者にコミュニタス的作用をもたらすだけでなく、

人々の話題となること（e.g. あそこはどれほど人が集ま

っていたか）で、廟会の評判そしてその規模の趨勢を左

右する。渦の比喩は、単なる人だかり、いうなれば「烏

合の衆」が有する社会的機能を捉えるための観点だと言

える。 

４．流しのコンバイン 

 発表者の調査村 Q 村では、収穫作業は村内の共同体

的関係などによって行われるのではなく、「流し」の収

穫代行業者に依存して行われている［川瀬 2016］。Q

村の農民らは、予約も確証もないまま、よそ者らとの「即

興的分業」を難なくこなす。それが可能なのは、流しの

コンバインがあたかも未収穫田を中心点とする「渦」の

ごとく Q 村付近に出現するからであり、また、誰との

協力はできるかはわからなくとも、誰かとの協力はでき

るという確信を、農民と収穫代行業者らの双方が抱いて

いるからに他ならない。ここには、「非境界的世界」論

において指摘された「織り込み済みの偶発性」という性

質を確認することもできる。 

５．中国研究からの視点 

 このように中国民族誌学では、「集団」の非境界性と

ともに、「単なる集まり」にも分析の焦点が当てられて

きた。本発表では、「非境界的世界」論の更なる展開の

上で、これらの研究、とりわけ後者の論点がどのような

意義を有するのかについて考察する。 

【参照文献】 

川瀬由高 2016「流しのコンバイン――収穫期の南京市

郊外農村における即興的分業」『社会人類学年報』42：

121-141、弘文堂。 

深尾葉子 1998「中国西北部黄土高原における廟会をめ

ぐる社会交換と自律的凝集」『国立民族学博物館研究

報告』23：321 - 357。 

堀内正樹 2014「世界のつながり方に関する覚え書き」『成

蹊大学文学部紀要』49：61-85。 
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川瀬由高 2015「日本関于漢人農村的“共同体” 論与“祭祀
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北京：社会科学文献出版社。 
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中国農村で／から考える非境界的世界
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日本学術振興会特別研究員PD／東京大学大学院

川瀬由高（KAWASE, Yoshitaka）

日本文化人類学会第52回研究大会、於：弘前大学

2018年6月3日（日）

 自己紹介
 2013年10月~2016年2月：南京市の郊外農村でフィールドワーク

 2018年3月：博士論文「共同体なき社会の＜韻律＞――中国南京市郊外農村に
おける非境界的集合をめぐる民族誌的研究」（首都大学東京大学院）

 これまでの発表：

 2012.6.23.「1939年の機能主義」@広島大学

 15/May/2014. “From Functionalism in 1939 to Holism” @幕張メッセ

 2016.5.28.「『このトマトは都会人が一番好きなものだ』」@南山大学

 2017.5.27.「村の電気三輪車」@神戸大学

 本日の発表：

 博論での議論をもとに、「非境界的世界」論を考える
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１．はじめに――本日の発表

 「社会」に還元できない人々の生活への注目

 近年の人類学の一つの潮流だと思われる。

 理論・方法論のレベルでの議論：

 人を社会範疇のなかに凍結するな［Rapport 2012；cf. 川
瀬 2013］

 バラバラな人々を一つの社会集団と表象した民族誌的
技巧（ホリズム）への内省［Descola 2010］

 民族誌（学）のレベルでの議論：

 （ポスト）狩猟採集民社会における社会組織の「非在」
［二文字屋 2017］

 「流れ」という語彙で、一見捉えどころのない相互行
為の様相を活写［池田 2018；cf. 池田 2012］

 『＜断＞と＜続＞の中東』［堀内・西尾（編） 2015］

 この潮流の中での／を後押した、理論的研究
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１．はじめに――本日の発表

 本発表の目的

 同論の更なる展開［e.g. 鳥山 2016;田村 2017;池田 2018］に寄与

 堀内正樹［2014］は、中国の事例に着目

 しかし、中国民族誌学からの応答は（管見の限り）まだ無い

 中国民族誌学でも、「非境界的世界」論と近しい研究がなされてきた

 また、発表者の調査事例を考える上でも、非常に有益

 中東研究者（および中国研究者）への呼びかけとして、（発表者の考える）中
国からの「非境界的世界」論を提起する

 もくじ (配布資料は小冊子1冊です)

 2.「非境界的世界」論と中国 「非境界的世界」論の確認

 3.「差序格局」と「渦」 中国農村研究における「非境界」論の蓄積の紹介

 4.「流しのコンバイン」 調査事例からの検討

 5.   中国研究からの視点 まとめと考察
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１．はじめに――本日の発表
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 ２．「非境界的世界」論と中国
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２．「非境界的世界」論と中国

 「非境界」とは

 「境界的」な分類体系やそれに基づくような関係性の捉え方を相
対化し、それとは別様のつながりのありようを焦点化する語彙

 「中東では人々のあいだの関係の切断が当然のこととして了解されて
いるがゆえに、新たに人間関係を自在に取り結んでゆくことができる
のではなかろうかという認識」［堀内 2015：iv］

 その例［堀内 2015：v］

 境界的：「日本人と中国人」

 非境界的：「たとえばある企業の同じ職場で働く中国人と日本人が気脈が相
通じ、二人して無能な日本人上司に愛想をつかす」

 「非境界的」なつながり方［堀内 2015：xi-xii］

 ①中東世界に特徴的に見られる人間関係のありよう

 ②同時に、人類社会に普遍的に見られる人間関係の一様式

⇒（特に）前者の水準に関わる、堀内［2014］の中国論
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２．「非境界的世界」論と中国

 堀内［2014、2015：xviii］の注目する（中東に重なる）中国：

 「三大文明語」の一つたる漢語を有する

 長い歴史のなかで異質な人々が移動と接触を繰り返してきた

 費孝通［2008］の「中華民族の多元一体構造」論［堀内 2014：74-77］

 先行研究：

 「中華民族論」の政治性への批判的検討［e.g. 内堀 1997；シンジルト 2003］

 同論の現地社会への再帰性を視野にいれた再検討［瀬川（編） 2012］

 一方、堀内が読んだ「中国のつながり方」［堀内 2014：75-76］

 ①人々の移動（農民も耕す土地を求めて移動する）。居住や婚姻、言語、宗教と
いった様々なレベルの分布マップのあいだのズレが常態としてあったこと。

 ②雪だるま式の拡大の核心となった漢族。次々と異民族を受け入れることに
よって自らつねに異民族化し、また異民族の土地に住み着いて異民族の漢化
を促した。その際の橋渡しの手段が文字（漢字）。

 注目すべき読み。

 一方、費孝通はよりミクロなレベルでの非境界論も提示していた

7

 ３．「差序格局」と「渦」
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３．費孝通の「差序格局」（1947年）

 中国の社会構造としての「差序格局」 ［費 1991（1947）：29］

 西洋：「個人」（individual）からなる「団体」

 中国：「自己」（differential self）から広がる「輪っか」（圏子）

 〔中国における〕「己」を中心とするような社会関係は、石ころを水に投げ
込んで現れた水面の波紋のように、同心円的に広がっていき、次第に遠くな
っていく。〔西洋の〕「団体」の成員のように、誰でも同じ平面に立ってい
る場合とは異なる。ここに中国の社会構造の基本的な特徴がみられる

⇒堀内らの「境界」／「非境界」に重なる視点

9

西洋社会：薪の束 中国社会：水面の波紋

３．「差序格局」と中国民族誌学

 「差序格局」と繋がる研究蓄積 ［川瀬 2015、2018：ch.1］

 近年の「差序格局」への再注目
 非西洋型の理論の基礎であり、今日でも重要な参照点［Feuchtwang and 

Steinmüller 2017：3-4］

 社会性（sociality）に関する動態的モデルであり、リレイテッドネス・アプ
ローチの萌芽的なもの［Bruckermann and Feuchtwang 2016：77］

 日本の中国研究・中国民族誌学の蓄積

 中国漢族農村をめぐる「共同体論争」（共同体があるか／ないか）の発展
的継承としての＜集合＞論（groupではなく、assemblageが出発点）

 旗田巍［ 1986（1945）］ :宗教活動の参加者の目的に着目。その「集団」活動は
実のところ個々人の「共通的祈願の集合」であり、「単なる集まり」である
（心理面からの集合論）

 末成道男［1991a, b］: 日常祭祀や祭りなど、人々の集合活動は時と場合に
応じて硬く／柔らかくなる（場面性に着目した動態的集合論）

⇒ 差序格局論の補助線として［川瀬 2018：48-49］
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３．深尾葉子の「渦」の比喩

 「差序格局」と繋がる研究蓄積 ［川瀬 2015、2018：ch.1］

 中国の祭り（廟会）の人だかりの意味［深尾 1998：345-350］

①個人にとっては、小さな日常生活からの離脱と
コミュニタス的作用

②可視化した人の集まりと、祭りの後の「語り」
のもつ効力：

 あそこの廟会は評判が良い、では行ってみようと
いった日々の語りが、廟会の規模や華やかさを
常に流動的なものとする。

 渦は中心の速度が早ければより多くの人々を巻き込んで成長する。逆
に中心の速度が弱まると弛緩して、渦全体が縮小し、いずれは消滅す
る。これは中心に位置する廟の神と、廟会の「会長」の評判が高けれ
ば高いほど、より多くの、またより広範囲の地域の人々が参加し、逆
に廟の「会長」や廟会の勢いが衰えると集まる人々も減少し、廟全体
が失速するのに似ている。［深尾 1998：350］

⇒求心力の増／減に応じて変化する、非境界的な集合の動態性の指摘
cf.  費孝通の「家」の議論との共通性(配布資料の文献解題)

11

 ４．流しのコンバイン

 拙稿［川瀬 2016］に基づく

 川瀬由高2016「流しのコンバイン――収穫期の南京市郊外農村におけ
る即興的分業」『社会人類学年報』42：121-141。

12
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長江下流域、
江蘇省南京市の一地方行政区。

13

高淳（approx. 800 ㎢, with about 400,000 people）

14

高淳（approx. 800 ㎢, with about 400,000 people）

４．フィールド

調査村：

南京市高淳区 椏漆鎮の自然村：Q村

 呂氏単姓村

 人口：約５００

 主な生業：出稼ぎ、アルバイト、

農業（小麦と稲の二毛作）

 約23ヶ月の住み込み調査

 呂おじさん

 呂おばさん

 息子（@都市）

 嫁

 孫娘

 （婚出した娘と孫娘）

15

４．「久保田服務」(クボタ・サービス)

 調査当初の困惑：「いまは収穫は機械でやる」

 Ｑ村にはコンバインを所有する者はいない。

 日本の農村［Kuwayama 1992］との大きな違い

 疑問は収穫のころ、突如として氷解。

 麦や稲の収穫期になると、コンバインの群れがどこからともなくやっ
てきて、稲刈りを手伝い始める。

 コンバインの主はみな一様に、外地から「流し」で来ていた人々。

 また確認できた限りでは、コンバインはいずれもが「久保田(クボタ)」
、つまり日本の農業機械メーカーのそれ。

 彼らはあらかじめ現地の人々と何らかの約束をして来ている訳ではな
い。頃合いを見計らってやってきては、たまたま農民に呼び止められ
、そこでクボタ・サービス（久保田服務）＝クボタ製コンバインによ
る収穫代行というサービスを提供。

16
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４．「流しのコンバイン」について

 「収穫屋」（請負収穫人）とは

 コンバインの運転手が一人と、そのアシスタントたる人物（補助者）
の二人一組からなる。その多くが父子または夫婦 。

 高淳にやってくる収穫屋はみな一様に、遠方からやってきていた者た
ち。その多くが連雲港の出身者。江蘇省北部のこの都市は、高淳から
直線距離にしておよそ370km離れたところに位置している。

 彼らはトラックの荷台にコンバインを乗せ、コメや麦の収穫の時期に
各地を周り、収穫を手伝うことで稼ぎとしている。

 単なる農業機械ではないコンバイン

 流しの収穫屋たちは、自分たちの農地の収穫のためだけにコンバイン
を購入している訳ではない。

 コンバインの購入とは、収穫幇助を自身の生計として成り立たせるた
めの商売道具の購入＝「投資」なのであり、その購入の段階から、見
ず知らずの農家に対する収穫幇助が目論まれている。

19 20

４．流しの経路（点線は予想）
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４．（補遺）PRO688Qについて

 クボタPRO688Q：

 2010年に投入された中国市場向けコンバイン

 価格は148600元（約282万円）。

 中国農業の実情にあわせ、小麦、コメ（インディカ米）、菜種それぞれの収
穫にアタッチメントの交換で対応できる。

 このコンバインは、「籾受け補助者」が不要となることを目標に開発
された［平井ほか 2012：54－55］

 しかし、Q村での収穫の様子を見るかぎり、この「補助者」の「省人化」は
実現していない。

 補助役の者は、農民との価格交渉のほか、（農民が自己申告した土地面積が
小さすぎると感じた場合）土地面積を計測したり、コンバインから吐き出さ
れる穀物の袋詰めをしたりと、様々な役割を担っているから。

21平井良介、小宮良介、丹後芳史、堀内真実幸 2012 「中国向普通型コンバインPRO688Q

グレンタンク機の開発」『クボタ技報』46：54－59。

 着目点：

 収穫初日となったこの日、呂おじさんは麦の収穫を予定しておら
ず、家を空けていた。

 つまり、急に収穫を始めることになったという事実。

 Q村の小麦の収穫のタイミングとは、小麦の実りが十分な頃合いであるこ
とだけではなく、「流し」でやってきた収穫屋のコンバインが収穫に来
たその時である。

 それは、大まかな時期としては定まっているものの、「うちの田畑」に
いつ一体コンバインがくるのか、それは、当日の、まさに収穫を行おう
とする直前になるまで、不確定なままなのである。

22

４．「流しのコンバイン」について

 喩えるならば、流しのコンバインは「石焼き芋屋」

 それが秋になるとやって来ると一般に思われているように、コン
バインも収穫の時期にやって来る（そして来るものだと農民らも
思っている）。

 石焼き芋屋が注文を受けてから特定の顧客のもとに行くのではな
く、その販売者自体が不特定多数の潜在的顧客に向けサービスの
用意があることを伝えるのと同様に、

 コンバインの所有者（ないし使用者 ）もまた、流しているうちに
農民に「拾ってもらう」のを待っているのである。

23

４．「流しのコンバイン」について ４．「流し」の諸アクター

 稲の収穫の場面では、収穫屋の他にも
「よそ者」が登場。

 籾の運搬を担う、「流しのトラック」
 コンバインから籾を吐きだす際、（袋詰めする

のではなく）直接、トラックの荷台にコメを載
せ、それを「コメを干す場所」まで運ぶ

 彼らの多くはふだんは同車でゴミの回収業を行
っており、収穫期の副業として運搬幇助をして
いる。

 籾の転売を行う、「流しのブローカー」
 大きなトラックを運転して「流し」てくる転売

屋のこと。

 行政区画ごとに籾の買い取り価格が変わるため
、彼らは農民から籾を買い、それを高値で買い
取ってくれる糧食加工場の方まで運んでいく。

24
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25

４．（補論）「公共的」なものの有効利用

 費孝通［1947］ の「差序格局」
 各人自ら門前の雪を掃くも、

他人の屋上の霜を管する莫かれ

 「公のものといえば、誰でも勝手に
利用できるというようなニュアンス」

 Q村農民も、公共の道路を、
勝手に占拠。

 cf.中国の田舎でよく見る風景

 小麦, コメ, 白菜, とうもろこし, etc…

 高淳県城でも、自転車で白菜を。

26

４．即興的分業
 Q村の収穫期には流しのコンバインを起点とし、コメの収穫、乾燥、販

売において、複数のアクターが関わっていた（図１）。

 重要なのは、収穫屋・運搬屋・転売屋らと農民間の間には、不確定にし
て一回起的な関係しか成立しないこと。

 「流し」の人々が、いつ、どれだけ来るのかは、農民側には正確にはわ
かっておらず、また、「流し」の人々も、どの農民が仕事をさせてくる
のかは、わからない状態なのである。

27

農民 流しのコンバイン 流しの運搬屋 流しの「ブローカー」

① α A a
② β B b
③ γ C c

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
図１ 収穫に関わる諸アクター

４．即興的分業
 仮に、諸アクターに図1のように番号を振るならば、その協力関係は、

「①‐A‐a‐α」のようになるかもしれないし、「②‐A‐c‐γ」のようになるか
もしれない。

 しかも、どの立場の人間にとっても、各アクターの総数は不明である。
まさに仕事を行うというその直前まで、どのような人物に仕事を依頼す
る／されることになるのかは、誰にもわからない。

 このような分業のあり様は、一見すると生計をたてる上での不安的な要
素にもみえる。が、彼らはそれをごく自然なこととして、難なくこなし
ている。

28

農民 流しのコンバイン 流しの運搬屋 流しの「ブローカー」

① α A a
② β B b
③ γ C c

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
図１ 収穫に関わる諸アクター
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４．即興的分業を支える「渦」
 以上の考察で得た知見からは、このような即興的分業が可能になるような

社会的条件を指摘することができるだろう。

 それは、収穫の季節が来れば、そこに商機を見出した流しの人々が自然と
集まってくるという、単純な事実である。

 あたかも大きな渦に吸い寄せられるがごとく、流しのコンバインた
ちが、収穫期のごく短期間にのみ一斉に集まってくる。

 そこには、不特定多数の農民、即ち未収穫田を有する潜在的顧客の存在への期
待がある。

 誰との仕事になるのかはわからなくとも、誰かとの仕事はできるだろう、多く
の仕事の機会があるだろうという確信が、流しの人々を一群の人間の集合とし
て、Q村付近に出現させている。

 そして、このような集合的現象がなければ、農民らは、自家の農作物の収穫に
とって都合のいい協力者を選ぶことはできない。

 収穫屋αがダメならばβ を、転売屋aやbがダメならばcを、という選択肢の
幅広さこそ、即興的分業を下支えしているものである。

29

４．流しのコンバインが活躍する社会

 事例のまとめ：
 即興的分業は、個々人間の偶発的、一回起的な協同関係であるだけでなく

、不特定多数の農民と、不特定多数の流しの人々との間においてはじめて
生起するような集合的現象でもある。

 そして、そのような不確定な誰かとの分業は、ときに370kmの距離をも超
えて行われているのである。

 結論：
 流しのコンバインが活躍するのは、即興性に富んだ、一回起的な協同を取

り結ぶことに長けた人々の社会であり、収穫の季節に応じた一群の集合が
出現・消滅を繰り返す社会である。

30

 ５．中国研究からの視点

31

５．中国研究からの視点

 堀内らの「非境界的世界」論

 文明社会⇒非境界的世界。（「文明」「移動」に新たな意味を付与）

 特徴の一つ：「織り込み済みの偶発性」

 「偶然の出会いということが想定外の現象ではなく、常にあり得ることとし
て、人間関係の構築に際して織り込み済みの前提となっている」［堀内
2014：83、2015：xviii］

 中国からの視点

 発表者の主張：中国とは「即興性に富んだ、一回起的な協同を取り結
ぶことに長けた人々の社会」

 Q村農民：「よそ者」の到来に委ねられた生業

 流しの収穫屋：「誰かと」の仕事はあるだろう

⇒予約・確証はないが、偶発的な分業を「織り込み済み」とし、確信す
る人々。

32
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５．中国研究からの視点

 ①中国民族誌学との対話が可能だろう

 e.g. 共同体論争、硬い／柔らかいモデル、差序格局、渦

＊但し「非境界」論の射程は、恐らくは中東・中国に留まらない。

 e.g.  ケニアのマーレー氏は、バス停でトム氏に偶然会ったので、予定していた
古着の仕入れを止めて携帯電話部品の輸入業を開始［小川 2016：78-80］

 「機が熟するのを辛抱強く待ち、熟した好機を的確に捉える」［小川2016：64］

 「ふだんは『あるもの』とは意識されていないが、そのつど偶発的に立ち現れる
関係性と、その関係性がもたらす未来の関係性」［小川2016：72］

 ②あまり議論されていない論点としての「烏合の衆」

 お祭りの「人だかり」それ自体 ⇒ 祭り（渦）の動態

 コンバインの「群れ」それ自体 ⇒ 即興的分業の条件

 ある期間のみ出現・消滅（渦）⇒ 農民の収穫実践と表裏一体

⇒「単なる」烏合の衆も、社会現象として公平に捉えるべき

⇒「単なる集まり」（＝集合）を出発点とすること［川瀬 2018］は、
「非境界」論にとっても有益なアプローチの一つとなるのではないか

33
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◆補足資料――（私家版）文献解題を兼ねて 

中東研究において提起された「非境界的世界」論は、「境界的」な分類体系やそれに基づ

く関係性のあり方を相対化する上で重要な議論である。そしてこの理論は、これまでしばし

ば「共同体がない」と形容されてきた中国農村社会を捉える上でも有効な視座となる筈であ

る。この問題意識のもと、以下では中国民族誌学の知見を他分野・他地域の研究者と共有す

ることを目的に、ごく個人的な文献解題を記す（一部記述は拙稿［川瀬 2018］に基づく）。 

 

１．はじめに 

・「社会」に還元できない人々への注目――ラポート［Rapport 2012］ 

 人類学におけるコスモポリタニズム論への転回（turn）／回帰（return）を提唱するナイ

ジェル・ラポート2は、その議論の中で、カントの言葉「人を社会範疇のなかに凍結するな」

を引き合いに、人間の生を十全に扱うためには、範疇に囚われた思考（category-thinking）

からの脱却が必要だと主張している。そして、根源的経験主義（radical empiricism）を提

唱した人類学者マイケル・ジャクソン（Michel Jackson）の言葉を引きつつ、文化やコミュ

ニティ、ネイションなどの用語・概念・範疇は、人びとが人間性を生きる特定の文脈ではあ

るが、人間の本質そのものではなく、「実際に生きられ、感じられ、想像され、思考された

ものを十全に」公平に評価するものではないと指摘している［川瀬 2013a：179-180］。 

 

・「社会」に還元できない人々への注目――デスコラ［Descola 2010］ 

『ホリズムの実験』所収の論文のなかでフィリップ・デスコラは、「社会」概念では捉え

きれないフィールドの状況があったにも拘わらず、自分の民族誌ではその痕跡を隠してい

たと内省し、次のように述べている。 

 

そして、私はアマゾニアへと向かった。そこでは、私は、言及するに値するほどの首長、

村、出自集団、歴史、宗教、儀礼を持たない人々の一群と共に暮らした。〔彼らは〕自ら

が集合的に（collectively）何者であるのかについて確信を持っておらず、特にそれを熱心

に確かめることもしない、進んで団体（corporate group）として行動しようとはしない、

お互いを殺そうと試みることに彼らの時間の非常に多くの部分を費やす、という特質を

持った人々であった。アチュアルの人々の間では、私が認識し学んできたような社会が欠
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

如していることははっきりしていた
、、、、、、、、、、、、、、、、

。同様に、私の人類学的な工具一式の中から私が取り

出した、それ以外のわずかな概念的小道具もまた役立たずであった。そこには、自然も文
、、、、、、、、、

化もなく、経済も政治もなく、祖先も記憶もなかったのである。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

〔…〕私は当初、困惑し

少なからず落胆したのだが、すぐに、相互作用を完全に巧みにやりとげている人々の集合

                                                   
2 ラポートのコスモポリタニズム論に関しては次の論考も参考になる。 

中村昇平 2013「<書評論文>誰でもない誰かのために：コスモポリタニズムと普遍的個人

の概念化」『京都社会学年報』21: 81-88。 
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体（an aggregate）を、――総じて幸福なことに――いわばホッブズ的な自然状態につい

てのフィールドワークの中で、理解を試みる挑戦をすることの中に慰めを見出した。しか

しながら、全体（
、、、

wholeness
、、、、、、、、、

）のこの完全なる欠如は、私の最初の著作の中では見受けら
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

れない。それは主に、民族誌的な努力によるホリスティックな効果のためである
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。〔…〕

［Descola 2010：209-210（傍点発表者）］ 

 

・タイ、ムラブリの社会生活にみる「非在」［二文字屋 2017］ 

 タイに暮らすポスト遊動狩猟採集民ムラブリの社会生活において、明瞭な社会組織や制

度を措定することは難しいとする二文字屋の指摘は、上記のデスコラの調査体験と重なる

ものがある。しかし二文字屋は、現地の人々の振る舞いが「頓着しない」「執着しない」等

のように「ない」という語り口でしかうまく形容できない性質のものであったという事実に

正面から向き合う。そして、この特徴を狩猟採集民研究において議論する研究視座として、

「非在」という語彙を提起している。 

 

・レバノンの人々の「流れ」［池田 2018］  

 『＜断＞と＜続＞の中東』の分担執筆者でもある池田昭光は、堀内の所論に影響を受けな

がらも、独自に議論を展開していると言え、本書においても「非境界」論の発展的継承が行

われている。「流れ」の語彙のもと何気ない人々のやり取りを焦点化し、その独特の息遣い

や間
ま

を濃密に描くという手法は、たとえばただ単に「シャッターを閉める」というそれだけ

の行為を文化の手触りを伝える事例として浮かび上がらせており［ch.4］、鮮烈な余韻を読

者に与える。発表者は、このような池田の仕事にこれまで大きな影響を受けてきた。 

 発表者が池田の仕事で最初に大きな感銘を受けたのが、三木亘と宮本常一の研究につい

て論じたエッセイである［池田 2012］。発表者の力量不足でこれまでの論文では引用でき

てこなかったが、フィールドワークの前にこの文章を読むことができたお陰で、発表者の民

族誌学は大いに救われた。池田は、宮本常一が故郷の周防大島にある祇園を思い出して書い

た文章3について、次のように指摘している。 

  

仲間と連れ立って、お宮へ行く。浮きたつ心で桃を買う。神輿が出るが、必ずしもそこだ
、、、、、、、、、、、、、、

けに人が集まるのではない。参拝したらそれで帰宅する
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。特にこれという中心を抽出する

のではなく、人びとの感情や行為の「流れ」を書きとめ、人びとの用事が済めば、それ以

上の立ちいった記述をしない。 

                                                   
3 池田が引用している宮本の文章は次の通り。「お宮の前は浜までの間が広場になってい

て、そこに露店がならぶ。多くは桃を売る店である。桃は愛媛県の島々から売りに来てい

るものが多かった。この桃を買うのがたのしみであった。（中略）夕方神輿が出てお旅所

までゆく。そして日がくれると戻って来る。参拝者はそういうこととはほとんど無関係に

お宮にまいって桃を買ってゆく。別にこれという催し物もないのだから神様を拝めば用事

はなくなる。」［池田 2012：298］ 
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ここには、読者にたいして、情報を集約して祭りの全体をながめられる絵柄を提示しよ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

うという構えがほとんどみられない
、、、、、、、、、、、、、、、、

。「祭り」を書くというよりは、「祭り」という場にあ

らわれる「流れ」「動き」のほうが主役になっている。［池田 2012：298（傍点発表者）］ 

 

本書における「流れ」という用法とは若干意味合いが異なるが、池田の視座は一貫している。 

 

２．「非境界的世界」論と中国 

・「中華民族の多元一体構造」論［費 2008］ 

 従来、費孝通のこの理論は主にエスニシティ論の視点から議論されてきた［e.g. 内堀 

1997；シンジルト 2003；瀬川（編） 2012］。これらの優れた議論は有益であるものの、本

書の訳者西澤治彦が「この論文は、『玉虫色』の原典のようでもあり、〔…〕さまざまな『読

み』が生まれ得る」［西澤 2008：352］と述べ、また瀬川昌久がこの理論を「それ自体研究

対象化することが求められる」［瀬川 2012：vi］と述べていたように、この理論の射程は広

く、多方面からの更なる再検討が必要である。この意味で堀内［2014］の仕事は、中国研究

者にとっても示唆に富むものとなっている。 

 なお、この理論の原文は「中華民族多元一体格局」であり、後述の「差序格局」と同様に、

独特な「格局」（構造）の用語法がとられている。この点、本書の凡例の解説が詳しい。 

 

 中国語の「格局」とは「格」と「布局」とが合わさったもので、格とは縦横の線を意味し、

この場合は三次元の立体的な枠組みを指す。そうした枠組みの中の随所に、あるものが配

置された状況を、「格局」という。日本語の「構造」に相当する「結構」が物質的で静的

な枠組みであるのに対して、「格局」は枠組みだけでなく、それが時間や人為的な要素で

変化するという、よりダイナミックなニュアンスが加わる。［費（編） 2008：10］ 

 

３．「差序格局」と「渦」  

・「差序格局」（差異と序列の構造）［費 1991（1947）］ 

「差序格局」論が収められた『郷土中国』の日本語訳は、鶴間和幸らによる日本語訳

［費 2001a］と、蕭紅燕による日本語訳［費 2001b、2001c、2002、2003］の 2つがあ

る。私見では、前者は原文に忠実ながらやや生硬であり、後者は大胆な意訳（と時に誤

植）もあるものの費孝通の思考が読み取りやすい。同論において最も重要な指摘は、中国

における人間の集合体（「群（qun）」）を「水面の波紋」の比喩で表現した点である。 

 

〔中国における〕自己（「己（ji）」）を中心とするような社会関係は、石ころを水に投げ込

んで現れた水面の波紋のように、同心円的に広がっていき、次第に遠くなっていく。〔西

洋の〕「団体」の成員のように、誰でも同じ平面に立っている場合とは異なる。ここに中

国の社会構造の基本的な特徴がみられる。［費 1991（1947）：29］ 
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 費孝通はこのアイディアを説明するためにいくつかの例を提示しているが、そのうちの

一つが、「家（jia）」をめぐる次の記述である。彼によれば、家族という領域でさえも中国に

おいては伸縮自在であり、「団体」の発想では把握できないものなのである。 

 

『紅楼夢』の賈家大観園のなかには、イトコの林黛玉、イトコの薛宝釵などが住みこんで

いた。のちにはもっと多くなって、宝琴、岫雲など、少しでも親戚関係にある者は、誰で
、、、、、、、、、、、、、、、、

も引っ張り込んでしまう
、、、、、、、、、、、

。ところが、賈家が没落してしまうと、大木が倒れれば猿も逃げ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

るという喩えのように、親族関係もたちまち小さく縮んでしまう
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。それは極端な場合にな

ると、蘇秦が帰ってきた時、「妻はかれを夫とせず、兄嫁は叔としなかった」ほどであっ

た。［費 1991（1947）：28（傍点発表者）］ 

 

・共同体論から見た中国農村［旗田 1986（1945）］  

 中国研究の碩学・旗田巍［1973］の『中国村落と共同体理論』は「共同体があるか／ない

か」（そして、中国の自然村はどのような意味で共同体だと見なせないのか）という問いを学界

に提起したパラダイム・メイキングな著作であるが、清水昭俊が指摘するように、彼の先行

研究の整理には留意すべき点がある［清水 2012］。しかし旗田の徹底した「共同体探し」

は、分析上の利点もあった［川瀬 2015］。すなわち、旗田の「共同体」への拘わりは、彼自

身の儀礼論［旗田 1986（1945）］を既往の議論と一線を画すものとしていた。 

この論文の結論部分において旗田は、彼の調査地で実施されていた集団的祈祷は、各人の

祈祷に共通性があるために集まっているだけであり、「団体のための祈願ではなく、それぞ

れの共通的祈願の集合にすぎない」ものであり、「各自の御利益を目的とする人々の集まり

に過ぎぬ」と述べている［旗田 1986（1945）：146］。旗田は、集団活動をそのまま村の結

集作用の証拠とするのではなく、いかに「共同体」とは言えないのかを考えた末に、そのよ

うな集団活動の質感を示そうと、団体／集合という対比による記述を試みていたのである。 

 

・「硬いモデル」と「柔らかいモデル」［末成 1991a］ 

 1980－90年代の中国民族誌学における「祭祀圏」の議論で、日本の人類学者たちは、「祭

祀圏がセグメンタリーな構成をもつ集団であるかのように取り扱うことを見直すこと」［末

成 1991b：131］に注力していた。すなわち、広範囲な祭祀圏が一つの祭祀集団をなし、そ

の祭祀圏のなかに複数の村があり、各村もまた祭祀集団を構成する、といったような境界的

な発想のもとで「祭祀圏」を捉えるような先行研究を批判していたのである。 

このような一連の研究を牽引したのが末成道男である。末成によれば、住民の意識や語り

の中では秩序だった「硬い」信仰体系と信仰組織が存在しているのに対し、信仰実践をつぶ

さに観察すると、そこには秩序だった信仰体系は見いだせず、むしろ境界の不明瞭さや重複

といった「柔らかさ」が見られる。これを「硬い／柔らかい」モデルと理論化した末成の議
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論の特色は、「二者択一ではなく、二つの異なるモデルが併存することを強調し、祭祀実践

をめぐる凝集性と流動性の二つの側面を明らかにしたこと」［川瀬 2013b：70］だと言える。 

 末成はさらに、両モデルは相対的なものであり、連続した相互補完的関係にあるものだと

見るべきだと議論を展開した上で、集団性と個人性とが連続し相互補完的にあるというこ

とは、漢族が形成する集団が常に「個の集合」として成り立っているためではないかという

見解を示した［末成 1991a：97-98］。 

私見では、末成の「集合」論は、費孝通の差序格局論が「団体」と「群（qun）」を対置し、

後者を中国の基層的社会構造だと見なす静態的な枠組みに留まっていることとは対照をな

す。末成の議論は人々の集合活動が時と場合に応じて硬く／柔らかくなる点に着目してい

たのであり、「集団があるか／ないか」という二者択一的な議論をしていた訳ではない。末

成の議論は、集合体の両局面を一定の時間幅のなかにおいて捉えた、いわば場面性に着目し

た動態的集合論となっている。 

 

・「渦」としての廟会［深尾 1998］ 

深尾葉子の議論も、末成道男を起点とする一連の「祭祀圏」論に連なるものだと位置づけ

られるが、その議論をユニークなものにしているのが、「渦」という比喩である。 

深尾によれば、廟会（祭り）において可視化された人だかりは、個人レベルでは小さな日

常生活からの離脱というコミュニタス的作用を持つものであるが、社会レベルにおいても

重要な意味を持つ。というのも、祭りの活況は人々の口にのぼるからである。あそこの廟会

は評判が良い、あんなに人がいた、そうかそれでは行ってみようという具合に、人々の「語

り」が、廟会の規模や華やかさを常に流動的なものとする。そのため、廟会とはあたかも渦

のような現象となっていると深尾は指摘した。 

 

渦は中心の速度が早ければより多くの人々を巻き込んで成長する。逆に中心の速度が弱

まると弛緩して、渦全体が縮小し、いずれは消滅する。これは中心に位置する廟の神と、

廟会の「会長」の評判が高ければ高いほど、より多くの、またより広範囲の地域の人々が

参加し、逆に廟の「会長」や廟会の勢いが衰えると集まる人々も減少し、廟全体が失速す

るのに似ている。また、渦はその外延に明確な境界線を持たない。それは廟会をめぐる

人々の集まりが、何らかの境界を持つ圏では捉え難いことと共通する。［深尾 1998：350］ 

 

先の費孝通の「家（jia）」に関する記述は、この深尾の渦モデル、すなわち廟会の栄枯盛衰

という流動性の記述と、驚くほど重なり合う。すなわち、両者の議論は求心力の増／減に応

じて変化する、非境界的な集合の動態性を指摘したという点において通底している。この視

点は、集団をその帰属意識や境界の排他性／非排他性において論じるような議論とは大き

く異なり、「勢力」という視点から人間集合の動態を対象化した点において、独創的かつ新

たな社会理論モデルとなっていると言えるだろう。 
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しかし、双方の議論はその対象において大きな違いがある。すなわち、深尾が廟会にみら

れる人だかりという群衆に着目し「渦」の力学を指摘していたのに対し、費孝通が指摘した

のは、通常は集団だと見なされる家族という集合体が、中国の文脈においては必ずしも固定

的・境界的な存在だとは言えないという論点であり、それぞれが取り上げた「集合」の性質

は大きく異なる。 

ここでの両議論の差異の指摘で発表者が意図しているのは、どちらかの議論が正しく、ど

ちらかが間違っているということではない。むしろ重視したいのは、「渦」の比喩と「水面

の波紋」の比喩によって対象化された社会現象のモデルが、単なる人だかり、および中国の

ローカルな家族のあり様という別の水準の「集合」を説明しうる理論となっているというこ

とである。 

 

４．「流しのコンバイン」 

・「渦」としての流しのコンバイン、そして即興的分業［川瀬 2016］ 

中国農村部では、日本の農村のようにコンバインを各家で買うといった傾向［Kuwayama 

1992］は見られない。その代わりに見られるのが、「流しのコンバイン」である。 

中国南京市高淳区の東南部に位置する Q 村では、麦や稲の収穫は 370km も離れた外地

からコンバインを「流し」てくる収穫代行業者たちに依存していた。即ち、事前に予約もな

いまま、たまたま出会う「よそ者」の間で分業が行われているのである。ここに見られるの

は、既往の「共同体」論的発想では掴み取ることができない、一見すると不安定な生業のあ

り方である。 

このような農業実践を理解する上で着目すべきは、あたかも未収穫田を起点として渦の

ように出現する、コンバインの「群れ」の存在である。誰との
、、、

仕事になるのかはわからなく

とも、誰かとの
、、、、

仕事はできるだろうという確信が、流しの人々を一群の人間の集合

（assemblage）として調査村付近に出現させている。そして、このような集合的現象があ

るからこそ、農民らは自分にとって都合のいい協力者を選ぶことができている。即興的分業

とは、個々人間の偶発的・一回起的な協同関係であると同時に、不特定多数の農民と、不特

定多数の流しの人々との間においてはじめて生起するような集合的現象なのである。 

 

・各人自ら門前の雪を掃くも、他人の屋上の霜を管する莫かれ［費 1991（1947）］ 

 費孝通の差序格局論はまさに「古典」であり、様々な読み方が可能な理論である。同論の

冒頭部で提示されているのは中国独自の「公」―「私」関係についての議論であり、費孝通

によれば、中国においては「公のものといえば、誰でも勝手に利用できるというようなニュ

アンス」があるのだった。この新中国成立以前の指摘を彷彿とさせる光景が、今日の中国で

もしばしば見受けられる。例えば収穫期の高淳区では、本発表スライド 25（拙稿［川瀬 2016：

129］）のように、籾や白菜などで公道が好き勝手に占拠される光景が見られる。 
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５． 中国研究からの視点   

・「その日暮らし」を成り立たせている「非境界的」なつながり［小川 2016］ 

「非境界的世界」論は「文明」と「移動」をリンクさせているところに一つの特徴がある

とは言え、堀内自身が述べているように［堀内 2015：xi-xii］、「非境界的」な人間関係の接

続・切断は、人類諸社会において普遍的に見られうる。その恰好の例の一つだと思われるの

が、小川さやかが議論した「その日暮らし」をする人々の姿である。たとえば、ケニアのマ

ーレー氏は、バス停で友人のトム氏に偶然会ったので、予定していた古着の仕入れを急遽と

り止めて携帯電話部品の輸入業を開始した［小川 2016：78-80］。ここに見られる即興的か

つ柔軟な実践には、「機が熟するのを辛抱強く待ち、熟した好機を的確に捉える」［小川 

2016：64］という身構え方、そして、「ふだんは『あるもの』とは意識されていないが、そ

のつど偶発的に立ち現れる関係性と、その関係性がもたらす未来の関係性」［小川 2016：

72］を所与のものとしている姿、すなわち偶発性を「織り込み済み」のものとしている姿が

見られる。 

付言すると、本書第四章の香港・広東を舞台とする「コピー商品」をめぐる駆け引きの様

子は、中国民族誌家が十分に輪郭化できてこなかった状況を活写したものとなっている。 

 


