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北海道大学大学院教育学研究院�
紀要　第１０７号　２００９年 ６ 月�

北海道大学大学院教育学研究院　助教�＊�

貧困世界におけるボクシングセンスの社会的構成�

【要旨】本稿は，Ｐ．ブルデューとＬ．ヴァカンのリフレクシヴ・ソシオロジーの方法に倣い，フ

ィリピン・マニラ首都圏のジムに暮らすボクサーたちのボクシングセンスを再構成する試みである。

ヴァカンが言うように，社会学は生身の身体を具象な水準で論じてこなかった。よって，身体の

社会学を構想する必要性が９０年代以降社会学界で叫ばれながらも，そこで対象として扱われるも

のは，＜血と汗のにおい＞を内包した私たちにとってタンジブルな位相にあるそれからは飛翔し

た身体言説の分析が支配的であった。ブルデューとヴァカンと共に，社会的行為者が特定のフィ

ールドと親和性を持つ固有の道徳的倫理的図式のセット－本稿でボクシングセンスと呼ぶもの－

を受肉化するプロセスを「客観化の技法を客観化しつつ」記述すること，さらにそこから理論化

の構えを提示することが，本稿の目的である。�

【キーワード】リフレクシヴ・ソシオロジー，ボクシングセンス，貧困世界�

― ｏｐｕｓ ｏｐｅｒａｔｕｍからｍｏｄｕｓ ｏｐｅｒａｎｄｉへ ―�

Ｈｏｗ ｃａｎ ｏｎｅ ｂｅ ａ Ｐｕｇｉｌｉｓｔ？�

 ： Ｔｈｅ Ｉｎｃａｒｎａｔｉｏｎ Ｐｒｏｃｅｓｓ ｏｆ Ｐｕｇｉｌｉｓｔｉｃ Ｓｅｎｓｅ．�

�Ｔｏｍｏｎｏｒｉ ＩＳＨＩＯＫＡ�

石　岡　丈　昇＊�

１．リフレクシヴ・ソシオロジーへ�

　『リフレクシヴ・ソシオロジーへの招待』の中で，ピエール・ブルデューはこう述べている。�

�

　「家系図をつくる人類学者の『親族』に対する関係は，息子に適切な結婚相手を世話

するという現実的で切迫した問題を解決しなければならないカビリア人の父親の『親族』

に対する関係とは程遠い」１�

　�

　ここでブルデューが述べていることは，フィールドワークを実施しそれに基づくレポート

を生産することで現実構成に手を貸すすべての研究者が直面する事態についてである。研究

者は対象に対して距離を取り外在的観点から現実を構成する。一方，対象世界に住まう人び

とは，自らを取り巻く諸条件の内部で，社会経済的・象徴的な利害に包囲された中で行為を

生み出す。こうしたふたつの対照的な観点は，これまで「客観的観点」と「ネイティヴの観点」

とパラフレーズされ，近年の民族誌記述批判の文脈では前者の後者に対する認識論的優越性

が暴露されてきた２。その結果，新たな試みとして，調査する「私」を記述の中に登場させる
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セルフ志向の民族誌３や対話的民族誌４といった試みが登場してきた。�

　こうした９０年代以降の民族誌批判をめぐる議論に先立ち，ブルデューはすでに５０年代の

アルジェリア調査の段階で研究者と対象の間にある観点の相違に自覚的であった５。そしてブ

ルデューの独創性は，こうした「客観的観点」と「ネイティヴの観点」というふたつの観点

の相違を，認識論的優越性の問題や表象の権力性の問題としてではなく，時・間・に・対・す・る・身・構・え・

の・問・題・として考察したことにある６。どういうことか。�

　先の引用部に戻れば，家系図を作成する研究者は，対象世界の住人が時間的側面において

切迫性（ｕｒｇｅｎｃｙ）を持って対処している諸事項－息子への嫁の世話，近隣住民間の金貸し

をめぐるトラブル，贈与品を渡すタイミングを間違えたことによる親類との軋轢など－の関

心外に立っている。すなわち時間を超越した地点にいる。そしてこうした研究者は，対象世

界の住人が躍起になって取り組むこれら諸事項が「まやかしの事実」であって，ネイティヴ

の観点を認識論的に切断した客観的観点より構成されたモデルによって初めて社会学的真実

は解明できると措定している。�

　しかしブルデューは，このような理論モデル信奉者に反して，対象世界の住人が抱えてい

る切迫性を分析の中心に据えることこそが，社会的世界を調査する社会学者の為す仕事のす

べてであると宣言した７。ブルデューは，「息子に結婚相手を世話するカビリア人の父親」の

側に立とうとするのである。すなわち，時間を超越した地点からではなく，対象世界の時間

と共にある地点から社会学的認識を紡ごうとするのである。「実践は時間の中で（ｉｎ ｔｉｍｅ）演

じられるだけでなく，実践は戦略的に時・間・と・共・に・（ｗｉｔｈ ｔｉｍｅ），とりわけテ・ン・ポ・と・共・に・（ｗｉｔｈ 

ｔｅｍｐｏ）ある」８のであり，ブルデューはこの対象世界に息づく時間感覚を領有する努力を介

して社会的世界を記述しようとした。�

　その上でさらにブルデューは議論を進める。対象世界の切迫性を分析の中心に据えつつも，

そこから再度理論モデルの構築へと向かうのである。すなわち，時間と共にある地点から時

間を超越した地点へと再び飛躍しようとするのである。なぜなら「記述のレベルを超えてわ

れわれは進まなければならない」９からである。社会学者はあくまでモデルの構築職人として

在るのであって，決してジャーナリストとして生きているわけではないからである。ここで

登場する問題は次の点である。時間と共にある実践を組み込んだ理論化作業とは一体いかな

るものか。�

　この段階でブルデューが概念化したのが「リフレクシヴ・ソシオロジー」である。これは

社会学者の方法的手続きを概念化したものであるが，その内実は次のようなものだ。社会学

者は，時間と共にある地点から論理を立ち上げつつも，それを最終的には理論モデルとして

提示しなければならない。そして，こうして構築されたモデルは必ず無時間性を帯びる。だ

とすれば，社会学者にできることは，対象世界の切迫性からモデルを立ち上げつつも，いか

なる手続きを経ることで対象世界の切迫性から撤退しモデルを構築したのか，この手続きの

痕跡を当の完成モデルのなかに内包させておくことしかない。モデルの完成物（���� �����	�
）

をその産出手法（
���� �������）から切り離さず使用するという社会学的公準こそが『実戦

感覚』においてブルデューが論じたことであり，彼の言うリフレクシヴ・ソシオロジーの営

みである。�

　本稿はこうしたリフレクシヴ・ソシオロジーの方法的態度に倣い，筆者が２００２年よりフィ

ールドワークをおこなっているフィリピン・マニラ首都圏のボクシングジムの日常生活を再
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構成する試みである。ジムの日常生活は，見習いボクサーをプロボクサーへ，さらにはチャ

ンピオンへと成長させるという一点を基軸に編成されている。早朝のロードワークから，昼

のスパーリング，夜の睡眠管理まで，すべてがこの基軸に沿って編成されている。こうした

日常を通じてボクシング技能が習得され，ボクサー世界に特有の道徳的倫理的図式のセット

－本稿ではこれをボクシングセンスと呼ぶ－が獲得されるが，以下の記述はこの受肉化の過

程をどのようにボクサーの観点（ｐｕｇｉｌｉｓｔｉｃ ｐｏｉｎｔ ｏｆ ｖｉｅｗ）から再構成することが可能かを

探る試みである１０。ボクサーの実践を切迫性の中で捉え，ボクサーの血と汗のにおいを社会記

述とそこからの理論化作業に復権させるための実験的試みである。�

�

�
２．対象の理論的構成�

　具体的記述に入る前に，本稿の認識論的前提を述べておく必要がある。本稿はフィリピン・

マニラのスクオッター世界に位置するＥジムの日常生活を再構成する試みであるが，ここに

は対象を理論的に構成する上での大きな困難がある。それは「フィリピンのボクサー」とい

う私・た・ち・にとっての他者世界をいかに正・確・に・客観化できるかという点である。�

　より具体的に言い換えればこうである。私・た・ち・は「ボクサー」や「フィリピン」に対して，

ある一定の認知地図をすでに獲得している。たとえば「ボクサー」に対しては，「起伏が激

しく，教養がない若者男性たちで，彼らは家庭崩壊した実家の出身であり，自らの腕一本で

貧民街から脱出し富と名声を獲得する」といった映画や小説などで繰り返し描かれてきた集

合神話に私たちは取り囲まれている１１。また，「フィリピン」に対しても，数多くのスクオッ

ター地区，絶え間ない交通渋滞と大気汚染，廃墟と化した病院や商店，ストリートに投げ出

されたゴミの山といった「あらゆる場所で嫌な印象を受ける」１２光景，さらに貧困からの脱出

を求めてフィリピンの女性エンターテイナーが日本へと出稼ぎに訪れる１３といった定型化され

た神話に，私たちの認知地図は塗り潰されている。そして問題は，研究者もまたこうした集

合神話の外部に立っているわけではないことにある。だからこそ科学的調査に従事する研究

者は「客観化の技法を客観化する」１４必要がある。�

�

　社会科学における誤りの源泉のひとつは対象に対する［社会科学者の］関係をチェッ

クしていないことであり，その結果分析のなかに分析されざる関係を投影してしまって

いることである。…一見すると学問的な言説が，そ・の・対・象・に・つ・い・て・よ・り・も・む・し・ろ・，・対・象・に・

対・す・る・彼・ら・の・関・係・を・物・語・っ・て・い・る・こ・と・がとても多い１５。�

�

　ブルデューのこの言明は，『悲しき熱帯』の叙述を懐疑する小泉義之の視線とも重なる。「レ

ヴィ＝ストロースは，戦後社会が自らについて抱く表象を先住民社会に投影して再認してい

るだけではないのか」１６。�

　「客観化を客観化する」視角が教えてくれることは，次の点である。研究者が自らにとっ

ての異世界に降り立ち，その世界の存立機制を描こうとする学問的作業は，研究者と対象と

の関係，およびその関係性を基に生産された調査資料を解釈する際に動員される研究者の思

考カテゴリーに対して反省的にならない限り，「人は相手について語っているつもりでつね

に自分について，あるいはその相手と自分との関係について語ってしまう」１７ことである。こ
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こから引き出される論点は，研究者が異世界に降り立つことが，それ自体では社会学的認識

を立ち上げる上での本質的契機とはならないことである１８。�

　フィールドワークを通じて生産されるレポートが「自らについて抱く表象を他者に投影し

て再認しているだけ」のものから脱するためには，対象についての詳細な調査が実施される

と同時に，それがどのようにして調べられどのような思考カテゴリーに準拠して認識が生産

されたのかに反省性が向けられる必要がある。「距離が近づけられるとすれば，それは一般

的に想定されているように，観察者と想像的現地人を虚構的に接近させることによってでは

ない。そうではなく，客観化を通じて距離を打ち立てることによって，観察者は現地人に接

近可能になるのである」１９というブルデューの言明は，こうしてフィールドワークをおこなう

研究者にとっての共通課題となる。�

　ここまできて再度「フィリピンのボクサー」をいかに対象化し客観化するかという先の課

題に戻ろう。「フィリピン」や「ボクサー」といったカテゴリーが集合神話を構築する点は

すでに述べたとおりであるが，ここで注意しなければならないのは，この集合神話に対して

その対極に位置する言明をぶつけること，たとえば「ボクサーは科学的思考を持っており起

伏も穏やかである」とか「フィリピンには巨大なショッピングモールがあり，都心部の発展

は日本の東京以上である」と述べることは，ブルデューに倣うならば，これらもまた，まや

かしの社会学的議論であるということである。�

　「客観化を客観化する」科学的実践は，「フィリピンのボクサー」という対象がすでに備

え持つ集合神話を追認することでも，この集合神話と同様の上空飛行の観点から集合神話に

対抗する別の神話をぶつけることでもない。そうではなく，仔細なフィールドワークと資料

生産を通じて「先入観，常識，自明性などを破壊する」こと，そして「ありきたりの考え方

とは違ったやり方で対象を設定すること」である２０。対象に先入観を投影することでも，その

先入観に別の先入観をぶつけることでもなく，対象に真に接近するために先入観を集合的無

意識の水準を超え出て意識化した上で，それを破壊することである。そうすることで，対象

を理論的に構築することが可能になるのである。�

　こうした作業は，佐藤健二が社会史について論じた点とも重なりあうものである。�

�

　社会史が解明の対象としているのは，しばしば誤って理解されるように対象として実

在する「民衆の世界」ではない。研究主体そのものが内属する歴史過程の構造を対象と

する，そのために「批判的自己認知」をふくまざるをえない２１。�

�

　閉域へと囲い込まれた－そしてそこに囲い込むのは他ならぬ研究者自身なのであるが－「民

衆の世界」を論ずる記述の身構えによってはなく，私たちが受け取っている認知地図それ自

体の再構築までを射程に入れた身構えによって，以下の記述を進めよう。�

�

�
３．ボクサーになる�

　Ｅジムはマニラ首都圏のパラニャーケ市に立地するボクシングジムである。このジムの概

況や特性，また所属ボクサーの所帯構造や生活史的背景については，すでに別稿で記したこ

とがある２２。よって，それらの詳細はここでは省略し，かわりにジムとボクサーについての基
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本的データのみを記す。�

　Ｅジムにはふたつのボクシングチームがある。ひとつはジュン氏（４９歳）がマネージャを

おこなうチーム（以下，Ｊチーム）で，もうひとつがルイス氏（４４歳）がマネージャをおこ

なうチームである（以下，Ｌチーム）。ジュン氏とルイス氏は兄弟である。すなわち，兄弟

二人がそれぞれボクサーを抱えながら，ひとつのジムとして活動を展開している。�

　ボクサー数は２００８年９月時点でＪチームが１２名，Ｌチームが１１名である。またボクサー

を指導するトレーナーが，Ｊチームには６名，Ｌチームには３名いる。これらふたつのチー

ムに所属するボクサーの多くはジムに住み込みで練習している２３。ふたつのチームは，ジム内

の居住部屋が異なるが，練習は合同でおこなっている。よって，ボクサーから見れば，ジュ

ンとルイスのどちらのマネージャに付いているかという違いは各々あるもの，基本的にはＥ

ジムのボクサーとして，ひとつのまとまりが出来上がっている。�

　筆者は２００２年よりこのＥジムの調査をおこなっているが，特に２００５年４月より２００６年３月

までの一年間は，ジムに住み込みで，自らもボクシングの練習に従事しながら，調査をおこ

なった。住み込み部屋はＬチームのボクサーたちが寝泊まりする部屋であった。筆者には四

人部屋が宛がわれ，Ｌチームの二人のボクサーと共にそこで暮らした。そのため，本稿の記

述はＬチームの事例が多くを占める。しかし，当然Ｊチームのボクサーとも密な交流はあり，

Ｊチームについての記述も取り入れる。�

　さて，ボクサーの社会的特性を確認するために，学歴と出身地のふたつのデータを見ておく。

対象は２００２年１１月から２００８年９月までの間に，Ｌチームのボクサーとして活動した４７名

である。最終学歴は，高校卒業９名，高校中退３１名，小学校卒業２名，小学校中退が５名で

ある（表１）２４。出身地は，最も多いのが東部ビサヤ地方で２０名，その次にビコール地方７名，

その後ソクサージェン地方５名，中部ビサヤ地方５名と続いている（図１）。このふたつの

指標からわかるのは，フィリピン中南部に住む少年が高校卒業もしくは中退後にマニラ首都

圏へと出郷し，ジムに入門するという経路が，ボクサー供給の中心的ルートとなっているこ

とである。�

　Ｅジムボクサーには，当初よりボクサーになることを志して母村から出郷してきた者が数

多いが２５，高校中退後に職を求めてマニラ首都圏へと上京したものの職を得ることができず，

その後ボクサーになることを決意した者もいる。後で見るように，ジムに入門が認められれば，

最低限，食事と寝床は確保されるため，「空腹から逃れる」べくボクサーへと転身を遂げる

のである。�

�

学　　歴�

高校卒業�

高校中退�

小学校卒業�

小学校中退�

人数�

９名�

３１名�

２名�

５名�

割合�

１９％�

６６％�

４％�

１１％�

聞き取りより�

表１　ボクサーの最終学歴�
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行政地方�

マニラ首都圏（ＮＣＲ）�
コルディリェラ行政地域（ＣＡＲ）�
Ⅰイロコス地方�
Ⅱカガヤンバレー地方�
Ⅲ中部ルソン地方�
Ⅳ－Ａ カラバルソン地方�
Ⅳ－Ｂ ミマロパ地方�
Ⅴビコール地方�
Ⅵ西部ビサヤ地方�
Ⅶ中部ビサヤ地方　�
Ⅷ東部ビサヤ地方�
Ⅸサンボアンガ半島地方�
Ⅹ北部ミンダナオ地方�
ＸＩダバオ地方�
ＸＩＩソクサージェン地方�
ＸＩＩＩカラガ地方�
ムスリム・ミンダナオ自治区（ＡＲＭＭ）�

*ボクサー数�

０�
０�
０�
０�
０�
０�
２�
７�
３�
５�

２０�
１�
０�
０�
５�
４�
０�

**年間世帯平均�
　支出額（２００６年）�

２５８，０００ �
１５１，０００ �
１２４，０００ �
１１８，０００ �
１７０，０００ �
１８６，０００ �
９３，０００ �

１１０，０００ �
１１６，０００ �
１２４，０００ �
１０４，０００ �
９９，０００ �

１１７，０００ �
１１５，０００ �
９６，０００ �

１００，０００ �
７５，０００ 

　＊聞き取りより、�
＊＊（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ Ｏｆｆｉｃｅ ２００８）�

図１　ボクサーの出身地分布図�

３‐１．トライアウトと「観戦者」�

　Ｅジムのボクサーになるには，トライアウトと呼ばれるスパーリングを経験しなければな

らない。トライアウトの実施希望者は，月・金曜日の午後１時にジムに来る。事前連絡など

は必要なく，その時間にジムに来てトライアウトをおこなう意思をジム関係者に告げさえす

れば，誰でもそこに参入可能である。トライアウトのスパーリングで良いパフォーマンスを

披露すれば，Ｅジムのボクサーになることが許可され，その日からジムに住み込みで練習を

開始することも可能になる。まったくトライアウト生がいない日もあるが，多い時には５人

以上のトライアウト生がジムに詰めかけることもある。�

　トライアウト生のスパーリング相手には，通常プロデビュー前の練習生かデビュー直後の

４Ｒ２６ボクサーが宛がわれる。しかし入門後の一年近くをトレーニングに費やしてきたプロ

ボクサーとこれまでほとんどボクシング経験のないトライアウト生の間には，大きな実力差

がある。よって通常は，３Ｒのトライアウトが１Ｒか２ＲでＫＯによって切り上げられること

が多い。�

　トライアウトでは，トレーナーによって，トライアウト生の潜在能力が判断される。トラ

イアウト生の合否を判断するのはこのトレーナーたちである。またそこでは同時に，ボクサ

ーに必須の「ハート」の強さも確認される。トライアウトの場は，初心者が練習生とはいえ

プロボクサーとリング上で対面する場であり，トライアウト生はこの恐怖に立ち向かわなけ

ればならない。�

�

　今日は月曜日でトライアウトがあった。５人のトライアウト生がいたが，その中の１
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人は黒く薄汚れた白のランニングに緑の短パン，それにスリッパを履いた１８歳の少年だ

った。彼の番になると，ジムのトレーナーによってグローブとファウルカップ，それに

ヘッドギアが付けられる。先ほどまで不安そうな顔をして座ってリングを見つめていた

彼は，バンデージなしの裸の拳にそのままグローブをつけられた。リングに上がれとい

う指示が出され，少年はスリッパを脱いで，裸足でリングに上がった。�

　彼はからだが大きいため，スパーリング相手がおらず，６Ｒのプロボクサーであるマ

イケルがスパーリングパートナーとなった。１Ｒ開始の鐘が鳴ると，マイケルはトライ

アウト生にゆっくりと歩み寄る。トライアウト生は左右のパンチを必死に－まるでケン

カのように－連続して１０発ほど繰り出すが，空を切る。しばらく様子をみていたマイケ

ルは，トライアウト生の大きな右フックを交わした直後に左のボディーブローを叩き込

んだ。この一発で，トライアウト生はその場に立ちすくむ。今度はマイケルがトライア

ウト生の顔面に右のフックを返す。トライアウト生はロープにくぎ付けになる。「おい，

手出せよ！」，「ガード上げろ」。トライアウトを周りで見ている１０名近くのトレーナ

ーやプロボクサーたちがトライアウト生に言う。�

　マイケルがわざと攻撃の手を緩めると，トライアウト生は最後の力を振り絞って前に

出る。まだ開始から１分も経っていない。大きな左のパンチをフック気味に繰り出すが，

あっさりと交わされ，彼は空振りの反動でそのまま大きくバランスを崩し，ひとりで転ぶ。

マイケルが「見えないパンチでダウンしたぜ」とジョークを言い，それを聞いてトレー

ナーやボクサーたちが大笑いをする。立ち上がった彼に，マイケルは右のボディーアッ

パーを打ち込み，そのままトライアウト生はダウンし，立ち上がれなかった。「おい，

立ち上がれ」。周りのボクサーが言うが，もうトライアウト生の眼は力を失っていた。

トライアウト生は開始から１分２０秒でＫＯとなった。（２００５年６月１３日のフィールド

ノート）�

�

　このトライアウトの場を構成する不可欠なものとして，リング外からトライアウトを眺め

るボクサーやトレーナーなどの「観戦者」の存在がある。トライアウト生は目の前のプロボ

クサーと対峙しつつ，この「観戦者」たちとも象徴的に闘わなければならない。「観戦者」

たちはＫＯを目撃することよりも，トライアウト生が素人ゆえに見せるコミカルなリング上

の動きやそこでの心の動揺を見ることを楽しむのである。�

　ほとんどのトライアウト生は，１Ｒの開始直後におもむろにパンチを繰り出し，それらが

空を切り続けた時点で，すでに疲れている。同時に，パンチが当・た・ら・な・い・こ・と・の恐怖を覚える。

そこにプロボクサーのパンチ－多くがボディブロー２７－が入る。こうしてリング上で動揺した

トライアウト生の動きは，開始直後の動きとは別物になる。そしてそれらは，「観戦者」の

野次や笑いに晒されることで，より一層萎縮したものになるのである。�

　ここで重要なことは，一見素人を嘲笑うものであるかのようなこうした「観戦者」たちの

ふるまいが，実はボクシング世界にトライアウト生が参入する上での重・要・な・イ・ニ・シ・エ・ー・シ・ョ・ン・

の・役・回・り・を・果・た・し・て・い・る・こ・と・にある。この「観戦者」たちのふるまいに耐えることができる

かどうかが，トライアウト生の「ハート」の強弱を示すからである。あるボクサーは言う。「素

人なんだから，パンチが当たらないのは当たり前。それよりもお前が勇敢（ｍａｔａｐａｎｇ）だっ

てことを示さなきゃならないさ」（ゴーレス，１０Ｒ）。すなわち，トライアウトではスパー



７８�

写真１　スパーリングと「観戦者」�

リングパートナーとリングの

周りを囲む「観戦者」たちを

前に，自らの勇敢さをアピー

ルしなければならない。そし

て，この勇敢さが示された場

合には，先ほどまで野次を飛     

ばしていた「観戦者」たちが，

トライアウト生を賛辞する行

為に出る。�

　あるトライアウトの場で，

２１歳の青年がスパーリングをおこなった時である。彼は１Ｒからプロボクサー（デビュー前

の練習生）のパンチを浴び続けた。しかしその度に彼はパンチを打ち返そうとした。息が上

がりながらも，２Ｒ，３Ｒとスパーリングを続けると，まわりの「観戦者」たちは，そのト

ライアウト生の応援へとまわったのである。「頑張れ」「ラスト３０秒だ」，こうした声が周

りから上がり，彼らはまるで本番の試合のセコンドのようなふるまいを取るに至った。トラ

イアウトは３Ｒを終了し，トライアウト生がリングから降りると，「観戦者」の一人のプロ

ボクサーが彼のグローブを外す作業を手伝った。�

　ここにはボクシング世界の構成原理の特質が表れている。「観戦者」であるボクサーたちは，

トライアウト生というその時点での外部者に対し，当初は野次や嘲笑などのふるまいを取り，

自分たちの世界に参入を試みる他者を受け付けない。しかし，トライアウト生がリング上で

適切なパフォーマンスを示せば，彼らはトライアウト生を自らの世界の新たな住人として承

認するのである。すなわち，ボクサーやトレーナーにとって，自らとその人物との関係性を

認識する評価軸，すなわち自他界区分の軸は，リング上でのパフォーマンス，この一点のみ

である。�

　筆者はトライアウトをこれまで何十回と見てきたが，トライアウトを一度でクリアしＥジ

ムのボクサーとなった者は一人もいない。トライアウトの合否はその場ですぐにトレーナー

からトライアウト生に言い渡されるが，通常，合格とされたボクサーは，第二回目のトライ

アウトが課される。二回目のトライアウトで，再度，そのトライアウト生の資質が検討され

るのである。二回目のトライアウトを経て合格となりＥジムのボクサーとなった者は数多いが，

場合によっては最終チェックとして三度目のトライアウトが課されることもある２８。�

�

３‐２．ハート�

　ところで，ここまで幾度となく用いた「ハート」とはいったい何のことであろうか。ボク

サー自身の説明では，通常，「勇敢さ（ｍａｔａｐａｎｇ）」のことであると具体的に言い換えられ

る。では「勇敢さ」とは何か。�

　Ｊチームのトレーナーで８０歳のマリオはこう説明する。「痛いこと，自分が疲れているこ

と，相手のパンチを恐れていること，そ・う・い・っ・た・感・情・を・相・手・に・見・せ・ず・に，前に出ることだ」。

すなわち，自分が抱える恐怖や痛みを曝け出さず，それを隠して相手に向かい続ける，そう

した態度を生み出す母胎が「ハート」であると言える。実際，ボクサーたちと話していても，

「アイツはここが弱いよ」と言って，手で胸のあたりを指すことが頻繁に見られる。これは
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ボクサーたちに共通するふるまいである。�

　しかしながら，ただ勇敢にパンチを繰り出しさえすれば「ハート」が強いというわけでは

ない。というのも，実際ほとんどのボクサーが口にすることであるが，いくらベテランボク

サーになろうとも，やはり相手のパンチをもらえば痛みを感じ，また相手のパンチ力が強け

れば恐怖を感じるからである。重要なことは，ボクサーたちが決して「本能」として相手を

殴ることに飢えているわけではなく，相手のパンチに痛みを覚え，恐れおののきながらも，

その痛みや恐怖を自らの内面で操作し，パンチに恐れを抱いていない自己を呈示することに

ある。ここにあるのは，高度な自己管理作業である。そして，こうした自己の内面操作を積

み重ねることで，ボクサーは時間をかけて強い「ハート」を構築するのである。血に飢えた

本能的ボクサーなどがいるわけではない。ボクサーは日々の練習を通して，「ハート」を獲

得するのである。�

　ボクシングの試合は「夢中になりながらもクールでいること」が大切だとあるボクサーは

いう（ロイ，１０Ｒ）。「夢中」になってパンチを放ちつつも「クール」を備えていることに

よって自己の内省が可能になる。こうした「夢中になりながらもクールでいる」という技法は，

通常，ボクサーたちがボクシングを始める前にストリートファイトを通じて暗黙のうちに獲

得してきたものである。もちろん，Ｅジムのボクサー全員がストリートファイトを経験して

きたわけではなく，ボクシング以前にケンカを一切経験したことのない現役ボクサーもいる。

しかし，多くはすでに幼少期の経験を通じて，「夢中になりながらもクールでいる」という

技法を暗に獲得しており，それをボクシングの場でさらに伸ばし，自らの技能として我が物

としている。�

　この「夢中」と「クール」というふたつの身構えのうち，先に見たトライアウト生たちに

とって難題となるのは，後者である。スパーリング状況を冷静に自らの頭の中で整理し，次

にどうしたらよいかを「計算」し，その上で自らを奮い立たせること。こうした「クール」

の身構えは，トライアウト生が自己操作しづらいものであるが，「観戦者」たちの視線や野

次や笑いはこうしたトライアウト生の「クール」の領域をより一層破壊するための集合的ふ

るまいとして在る。そして，こうした「観戦者」たちの挑発的ふるまいにもめげず，リング

上でパフォーマンスを発揮するトライアウト生には，先に見たとおり，声援が送られるに至る。�

�

３‐３． Ｅジム内のボクサー関係と平等主義�

　トライアウトを経てジムに入門が可能となったボクサーは住み込みで練習を開始する。ボ

クシングキャリアを開始する時点の彼らの年齢は，１０代後半から２０代初頭のケースが圧倒

的多数である２９。入門後のボクサーの日常生活は次のとおりである。�

　まず入門が決まった日から，彼らはジムに住み始める。練習以外の時間はジム内のボクサ

ー部屋で過ごす。Ｅジム内では，練習以外の時間はベテランボクサーも新人ボクサーも同等

に扱われる。たとえば，食事の順番や量に関しても差はない。新人ボクサーが先にキッチン

を訪れていれば，彼が先に自らの食事をテーブルまで持っていき，ベテランボクサーの方が

そこに先にいれば，ベテランボクサーの方が先に運ぶだけのことである。�

　また部屋の清掃がマネージャによって呼びかけられる場合があるが，その際にも，新人ボ

クサーとベテランボクサーの間に仕事量の差はない。ボクシングキャリアに関係なく，ボク

サーたちは同等に清掃作業をおこなう。さらに，時折，ジムのマネージャの友人などがボク
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写真２　マットレスなしのベッドで眠る中堅�
　　　　ボクサーたち�

写真３　ガラスケースの上で眠る新人ボクサー�

サーにチョコレートやビスケットなどの差し入れをおこなう場合があるが，その時にもそれ

らがどのように分配されるかという点において，新人ボクサーとベテランボクサーの間に差

異はない。同じ量が割り当てられ，また順番に関してもベテランボクサーに先に提供される

ことは決してなく，その場に居合わせた者から順番に配布されていく。�

　新人ボクサーとベテランボクサーの間で，生活環境上唯一差異があるのは，ベッドの有無

である。Ｌチームのボクサー部屋には，２００８年９月時点のケースで，１３人分のベッドがある。

この時点でのＬチームの住み込みボクサー数は１１名で，さらに新人のトレーナー１名がそこ

で生活しているため，合計１２名がここに居ることになる。よってベッドは各人にひとつは割

り当てが可能であった。しかし，２００５年８月にはＬチームに２４名のボクサーがいた。この

時期ベッドは明らかに不足していた。その時，ベッドではなく，ジム内の机の上やガラスケ

ースの上に寝る者がいたが，それは新人ボクサーたちであった（写真２，３）。�

　このようにベッドの不足状況下においてのみ新人ボクサーとベテランボクサーの間に生活

環境上の差が生じるが，それ以外の面ではジム内での境遇上の差はない。すなわち，ボクサ

ー間には境・遇・面・に・お・け・る・平・等・主・義・が息づいている３０。�

　このジムには他ジムからの移籍ボクサーや引退後にカムバックしたボクサーもいるが，こ

うしたボクサーもジム内に住み込む限り，特別優遇もされなければ冷遇されることもない。

２００８年６月には，このＬチームの元ボクサーでアジア地域のタイトルマッチを経験したこと

もあるジェイキが，３年間の不安定工場労働者生活に見切りをつけボクサーとしてカムバッ

クしたが，彼もジム生活においては新人ボクサーと何ら境遇面に差のない中で日々を送って

いた。�

�

３‐４．ボクサーの「典型的な一日」３１�

　ボクサーたちの日常生活は，時間によって厳密に区切られている。彼らの一日の活動の柱

をなしているのは，①朝６時からのロードワーク，②朝食，③午後１時からの練習，④マネ

ージャと共同で摂る夕食である。�
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①朝のロードワーク�

　Ｌチームのボクサーたちは月曜日から土曜日まで毎日朝５時半に起床する。起床後は歯を

磨き，顔を洗い，服を着替え，午前６時前にはジムからゆっくり歩いて，隣接の共同墓地公

園へと全員で向かう。Ｊチームのボクサーたちもまた，同じ時間に共同墓地公園に向かうが，

Ｊチームの場合，起床後にすぐ集合しトレーナーからの話を聞くのに対し，Ｌチームにはそ

の過程がない。�

　ＬチームのボクサーとＪチームのボクサーは別々のルートを走る。Ｊチームのロードワー

クがトレーナーも参加の上でタイムを測定するのに対し，Ｌチームはボクサーが思い思いに

走る。�

　ロードワークとシャドーボクシングが終わると，ボクサーたちは全員でジムに歩いて戻る。

ジムではウエイトトレーニングをおこなう。シャドーボクシングを再び始めるボクサーもいる。

こうした朝の一連のトレーニングは，Ｌチームの場合，内容が各々に任されている。また，

新人ボクサーに対しても，特に内容が決められるわけでもない。多くの場合，新人ボクサー

は朝の練習，午後の練習とも，何をすればよいのか当初は戸惑うが，ベテランボクサーのお

こなっていることを見様見真似でおこなう中で，練習のプログラム，練習のリズムを学ぶ。よ・

っ・て・，・こ・の・Ｅ・ジ・ム・に・は・練・習・の・プ・ロ・グ・ラ・ム・な・ど・が・壁・に・貼・ら・れ・る・こ・と・は・な・い・３２。練・習・メ・ニ・ュ・ー・は・

徹・頭・徹・尾・，・ジ・ム・の・構・成・員・で・あ・る・ボ・ク・サ・ー・た・ち・同・士・で・伝・え・ら・れ・，・そ・の・内・容・が・実・践・さ・れ・る・。・�

　各ボクサーによって早朝のジムワークの時間は異なるため，早く切り上げたボクサーから

部屋に帰り，シャワーを浴びる。シャワーは，水を溜めた青色のポリバケツから洗面器で水

を掬い，頭からかぶるというものである３３。ボクサーたちはシャワーを済ませてから，服を着

替え，しばらく休憩してから，朝食の準備に入る。�

　ボクサーの中には汗をかいてもシャワーを浴びることを好まない者が何人かいるが，そう

した者たちへは「くさい（ｍａｂａｈｏ）」，「シャワーなし（ｗａｌａｎｇ ｌｉｇｏ）」といった非難が

他のボクサーや，とりわけマネージャから浴びせられる。�

�

②朝食とフリータイム�

　全員のボクサーがシャワーを浴び終えた午前８時前後より，ボクサーたちは合同でジム近

くの市場に食材の買い物に出かける。合同で出かける理由は，そこに行くことで，水３４とスナ

ックパンをボクサー各々が自らの分として買うことができるからである。�

　食事を作る係は，Ｌチーム内で担当が決まっており，６Ｒボクサーのアランと４Ｒのニッ

クが料理人である。よって，この二人がマネージャのルイスから朝食代をもらい，そのお金

を持って市場に向かう。そこに他のボクサーが同行するのである。アランとニックにとって

食事担当を担うことは，それほど苦痛でないばかりか，むしろその役回りの遂行を好んでい

るように思える。彼ら二人はメニューの決定権を保持することで，ボクサーにとって最も大

切なルーティンの構成要素である食事を自らの意図で差配できるからである。ボクサーにど

れほど食事が重要なものとして捉えられているかについては，次節で詳述する３５。�

　市場に合同で出かけた後は，料理係の二人がジム内のボクサー部屋に置かれたガスコンロ

を使って調理を始める。その間，他のボクサーたちはテレビを観たり，話をしたり，洗濯を

したりする３６。多くの場合，朝食ではスープが出てくる。それに白御飯が加わる。スープは

カラマンシー３７の効いた味がするものが頻繁に作られる。料理をはじめて４０分ほどすれば完
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成し，午前９時前後にボクサーたちは朝食を取る。この朝食は，夕食と違い，マネージャ抜

きでボクサーのみで食べる。食べる前には，ボクサーが各々簡単な祈りを神に捧げるが，き

ちんとこの儀礼をおこなうボクサーがいる一方で，まったくそれをおこなわないボクサーも

多くいる。�

　食事後は，それぞれ自らが使った皿を洗って，部屋に戻る。ここから午後１時まではフリ

ータイムである。テレビ観賞３８，洗濯，ジム隣接のスクオッターに居住する友人宅の訪問など，

それぞれが思い思いに過ごす。ボクサーたちのほとんどは，お金をまったく持っていないか

持っていても１０ペソから５０ペソ程度のため（日本円にして２５円～７５円），ジプニー３９を

利用するような遠出を彼らのみですることは滅多にない。ジム内か，ジム近郊の徒歩で移動

可能な場所に，彼らの行動範囲は限定されている。�

　ボクサーたちがこの時間に割合多く取る行動が，スクオッターに住むボクサーのラフィ（１０

Ｒ，元フィリピンチャンピオン）の家を訪問することである。ラフィの家は，ジムに隣接す

るフォースエステイト地区内のスクオッターであるグリーンビルにある。ここはジムからも

っとも近いスクオッターエリアに当たるリノタイプとは別のエリアである。リノタイプには

数多くのトレーナーや所帯持ちのベテランボクサー，元ボクサーが居住しているが，ラフィ

のいるグリーンビルにはラフィを含め３人のボクサー及びトレーナー所帯が生活の本拠を構

えている。�

　Ｌチームにはラフィの弟であるニック（４Ｒで料理係でもある）とジョバンニ（デビュー

前の練習生）という２人のボクサーがいる。この２人の弟はジムに住み込みであるが，頻繁

に兄所帯を訪ねることから，他のボクサーもそれに同行してラフィの家を訪れることが多々

ある。�

　ラフィの家では特に何かをするわけではない。スクオッター家屋－この家はラフィがファ

イトマネーで建てた持ち家である－の一階で，みんなでテレビを観ながら，雑談をするのが

いつものパターンである。ラフィには２００４年１２月に生まれた長女がおり，２００５年の頃には

ボクサーたちが代わる代わるベビーシッターをしていた。２００８年にはすでに彼女は４歳にな

っており，ボクサーと一緒に部屋の中で遊ぶことが

増えた。�

　ボクサーがラフィの家を訪れる場合のほとんどが

純粋に暇つぶしのためであるが，時にはまったく違

った意図でラフィの家を訪問するケースがある。ラ

フィの家には，ラフィのパートナーの妹が家事手伝

いとして住んでいるが，その妹を口説こうとしてこ

の家に足しげく通うケースである。また，ラフィの

家には近所の住人が訪れていることも多く，そこで

ボクサーが同世代の女性と出会うことも時折ある。

ボクサーがガールフレンドを見つける上でのひとつ

の結節点としての機能を，ラフィの家が果たすこと

もある。�

写真４　リノタイプのスクオッター�
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③午後の練習�

　午後１時から，ボクサーたちの練習が始まる。しかしこの時間に全員が集合し合同で練習

を始めるといった手順は踏まない。ボクサーたちは，それぞれ１時前後に練習場にやってきて，

準備に入る。まず各々でバンデージを巻く。その後，鏡の前でそれぞれ準備体操をして，そ

の後は各自の練習メニューをこなす。�

　トレーナーもまた１時前後には練習場に来ており，準備をしているボクサーたちと話をして，

その日の練習メニューを決める。Ｅジムの場合，月・水・金曜日は全ボクサーがスパーリン

グをおこなう日であるため，それらの曜日では練習内容もスパーリング中心となるが，火・

木曜日はトレーナーとの話し合いのもとにボクサーはそれぞれの課題をこなす。土曜日は筋

力トレーニングのみで，技術練習はない。�

　スパーリングは，練習の中核をなすものである。スパーリングは，ボクサーにとって非常

に重要な練習である。そのため，後の箇所で詳しく論じることにし，ここではそれ以外の練

習内容を記述する。�

　新人ボクサーが最初に教わる技術はジャブならびにフットワークである。これらの練習は

すべてリングではなくフロアの鏡の前でおこなわれる。ジャブとは自分の利き腕とは反対側

の手で出すストレートパンチである。右利きなら左手のパンチ，サウスポーなら右手のパン

チとなる。ボクシングの基本の構えは，右利きなら左足前で右足を後ろに引いた半身の姿勢

を取る。よって，左肩が右肩よりも相手に近い位置にあることになる。ジャブはすなわち，

相手に近い方の腕で繰り出すパンチであり，「リードパンチ」と言われる。試合の際には，

ジャブは相手との距離を掴むパンチである。そしてジャブをヒットすることで相手を立ち止

まらせ，利き腕のブローへとつなげて行くのがボクシング戦術の基本となる。�

　フットワークは，前後左右の動きをトレーナーと二人で確認しあいながら，練習すること

で身につける。左足が前で，右足は後ろで踵を上げた状態にして，構える。そこからトレー

ナーの合図に従って，前に一歩，さらに一歩，さらに一歩と計五歩ぐらい出てから，今度は

後ろに一歩，さらに一歩，さらに一歩と五歩ぐらい下がる。この時トレーナーは，ボクサー

の目の前に立ち，ボクサーが前に移動する際には，「前」と掛け声をかけて，自分は一歩後

ろに下がり，ボクサーに正しい構えのまま一歩前に移動させる。さらにもう一度「前」と声

をかけて，自分は一歩下がり，ボクサーは前に一歩出ると言う動作を繰り返す。ボクサーが

後ろに下がる際には，「後ろ」と言って自分が前に一歩出ることで，ボクサーを一歩下げさ

せる。こ・う・し・て・ボ・ク・サ・ー・は・そ・の・キ・ャ・リ・ア・の・最・初・期・よ・り・ト・レ・ー・ナ・ー・と・共・同・で・自・ら・の・身・体・を・鋳・造・

化・す・る・。�

　一方で，すでに公式戦を経験済のプロボクサーやさらには１０Ｒのベテランボクサーなどは，

練習開始後に，準備体操，シャドーボクシングを各自３Ｒから４Ｒおこなった後に，サンド

バッグ打ち４０やミット打ち４１に励む。その後に，パンチングボール４２，スピードボール４３の練

習をこなし，再びシャドーボクシングをおこない，縄跳びへと進む。最後に，ストレッチと

筋力トレーニングをおこなって，練習は終了となる。練習終了時間は，午後２時半から３時

ぐらいである。すなわち，一日の平均練習時間は２時間弱である。�

　練習の間，トレーナーはボクサーを隈なく見つめ，指導をおこなう。トレーナーとボクサ

ーとの関係は固定している。Ｌチームの場合，トレーナー３名のうち，サニーは毎日５名，

ジュンは４名，ジョジョは３名のボクサーの練習を見る。トレーナーはこうした専属ボクサ
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ーのことを「マイ・ボクサー」と表現する。

練習時間中，トレーナーは「マイ・ボクサー」

たちの間を行き来し，ある時間は一人のボク

サーのミット打ちの相手をし，次の時間には

別のボクサーのバッグ打ちを見守り指示を出

す。その次はまた別のボクサーのシャドーボ

クシングを見ながら，パンチの角度や動きの

スピードについて指示を出す。トレーナーは

練習の間中，腰をかけることは決してなく，

絶えず忙しくフロア内を動き回っている。�

　ボ・ク・サ・ー・と・ト・レ・ー・ナ・ー・の・こ・う・し・た・固・定・的・か・

つ・持・続・的・関・係・は・，・ボ・ク・シ・ン・グ・用・語・で・「・コ・ン・ビ・

を・組・む・」・と・表・現・さ・れ・る・。どのボクサーがどのトレーナーと「コンビを組む」かは，当初はマ

ネージャであるルイスとトレーナーたちの協議で決まる。通常，３つの要素がそこで話し合

われる。１）現時点での各トレーナーの抱えるボクサーの数，２）ボクサーのボクシングス

タイル，３）ボクサーのポテンシャル，である。１）は，ひとりのトレーナーがあまりにも

多くのボクサーを抱えるとそれぞれの練習を十分に見ることができなくなるため，特定のト

レーナーにボクサーが集中している場合にはそのトレーナー以外の者にボクサーを割り当て

ようとするものである。２００２年からの継続的調査の中で，ひとりのトレーナーが最高８人の

ボクサーを担当していたことがあるが，これが最多のケースである。この時，そのトレーナ

ーは「この数では扱いきれない」とぼやいていた。�

　この１）が個々のボクサー特性の面からみれば外在的理由による割り当て方法であるのに

対し，２）・３）は，ボクサー特性に沿った「コンビの組み方」である。２）は次のような

ものである。Ｌチームのトレーナーのうち，サニーはどちらかといえば「アウトボクサー」４４

を育成するのを得意とする。一方，ジュンは「ファイター」４５の育成が上手である。トレーナ

ーとボクサーの間の関係性をボクサーたちは「相性があう」と言うが，このボクシングスタ

イル上の相性に応じて「コンビを組む」。この原理に基づくトレーナーへのボクサーの割り

当て方法が２）である。３）はＬチームではトレーナーのジョジョに関係するもので，ジョ

ジョはあまり潜在能力の無さそうな新人ボクサーを一手に引き受けて指導をおこなう４６。もち

ろん，ボクサー才能は急に開花することがあるので，ジョジョの「マイ・ボクサー」が将来

チャンピオンになる可能性はある。しかしトレーナーたちは「どのボクサーにポテンシャル

があって，どのボクサーにないかは練習を少し始めればわかる」と口を揃える。Ｌチームでは，

サニーとジュンに将来性のあるボクサーが託され，残りのボクサーをジョジョが担当している。�

�

④夕食�

　練習が終わってから，ボクサーたちは夕食までフリータイムを過ごす。夕食は午後６時半

前後にボクサーたちが食堂に集合し始め，７時頃に全員で食事を取る。�

　夕食には，マネージャが必ず同席し，マネージャとボクサーが共同で食事をする。マネー

ジャとボクサーが対面して一日の出来事を語り合う重要な時間が夕食である。夕食の際には，

長机を３つほど突き合わせ，そのいわゆる「誕生日席」にマネージャが座る。そのマネージ

写真５　「コンビを組む」ボクサーとトレーナー�
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ャを囲むようにして，両サイドにボクサーが腰を掛ける。マネージャと一緒に食べる夕食では，

食事の前に必ず一人のボクサーによって祈りが神に捧げられ，神妙な面持ちの下，胸の前で

クロスを全員切ってから，ご飯を食べ始める。�

　どの位置にどのボクサーが座るかという点については，特に取り決めがあるわけではなく，

日によっても位置が異なる。しかし，Ｌチームを代表するチャンピオンクラスのボクサーは

マネージャから見て真ん中あたりに座るか，一番奥の席に座ることが多い。一方，マネージ

ャのすぐ隣，すなわち一番前の席には，必ずデビュー前の新人ボクサーが座る。そこで，マ

ネージャの食事を調理場から運んできたり，食事中も醤油やソースをマネージャに渡したり

する。また，マネージャは，食事をしながら，一日の出来事などをボクサーに聞くが，その

時この直近の席に座ったボクサーが，マネージャの問いかけに答えることが多い。なお，筆

者がジムで調査をする際には，筆者の席はマネージャの隣の席と暗黙のうちに決まっていた。�

　夕食はボクサーが料理したものではなく，マネージャのルイスが経営するジム隣のレストラ

ンで作られたボクサー用の食事を全員で取る。白米のご飯に焼魚，それにスープというのが，

典型的なものである。これにマネージャの席にだけ，もう一品の肉料理や別の魚料理が盛られ

る。飲み物は，ボクサーたちは水であるが，マネージャはアイスティーやコーラを飲む。筆者

が調査をしている時は，筆者もまたボクサーたちと同じメニューにさらに別の一品がついた料

理を食べ，また飲み物もアイスティーやスプライトなど自分の好みに合ったものを飲んでいた。�

　食事を終えると，ボクサーたちはその場に座ったまま，いろいろと話を始める。その日の

練習について，テレビ番組について，出身村についてなどトピックは様々である。ボクサー

たちは，離れた席に座っている者でも，その位置から大きな声で「クヤ」と話を切り出し４７，

いろいろな話をマネージャに持ちかける。しかし新人ボクサーは黙っていることがほとんどで，

ベテランボクサーがいろいろと語り出す。「昨夜ボクサーの誰々がベッドから落ちた」，「誰々

のパンツには穴が開いているがそれを着用し続けている」，「誰々が近くのスクオッターで

巨乳の女性を見て勃起した」，「ボクサーの誰々は顔は猿だが，上手にフォークとスプーン

を使う。でもグローブは上手に使えない」など，とにかく話題には事欠かない。筆者の調査

中は，マネージャが「誰か何でもよいからトモ（筆者

のこと）に質問しろ」と語りかけることが頻繁にあった。

マネージャは新人ボクサーに対して，この呼びかけを

おこなった。多くの場合，「無いです，クヤ。彼はや

さしいです」といったかたちで返答するか，「恥ずかし

いです」と言い，筆者に質問をすることはなかった。

その度にマネージャは筆者に「ボクサーたちは，きち

んと話すことに対して，本当に恥ずかしがり屋が多い」

と言っていた。�

　ボクサーたちは食事後，勝手に席を離れてはならない。

マネージャが，「じゃ，部屋に戻りなさい」と言った

後に，ボクサーたちは席を立ち，食器を洗い場へと運

んでから，部屋に戻る。その後，ボクサーたちは再び

フリータイムを過ごし，午後１０時過ぎには電気を消し

就寝する�
写真６　夕食の風景�
　　　　（一番手前がマネージャ）�
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�
４．サクリフィショ�

４‐１．サクリフィショ�

　ところで，こうしたＥジムの日常生活は，ボクサーにどのような規範を教え込むのだろうか。

この点を考える上で，重要な言葉がある。「サクリフィショ（ｓａｋｒｉｐｉｓｙｏ）」である。英語

で言う「サクリファイス（ｓａｃｒｉｆｉｃｅ）」のことである。ボクシングジムに暮らしていると，

盛んに耳にする言葉がいくつかあるが，この「サクリフィショ」はその代表例である。�

　タガログ語の辞書によれば，「サクリフィショ」の意味はふたつある４８。第一に「困難なこ

とをおこなうこと」，第二に「神に捧げるおこないを取ること」である。この二番目の説明

の中には「供犠」や「奉納」といった言葉も登場している。ボクサーはこの「サクリフィショ」

という言葉を次のように使用する。「俺はジュースが飲みたいけど飲まない。サクリフィシ

ョだ」。あるいは，「明日は日曜日だけどどこにも行かないで，日中は軽くジムで練習する。

サクリフィショだ」。�

　ジムで寝泊まりを続けた筆者の実感から，「サクリフィショ」の発話水準での語感を整理

するならこうなる。「私は～をしたいがそれを我慢する」。これがこの言葉の最も直截な感

覚である。そしてそれに次の感覚が付け加わる。「そうすることが，ボ・ク・シ・ン・グ・で・良・い・結・果・を・

収・め・る・ことにつながる」。科学的因果関係の面では，「したいことの我慢」と「ボクシング

で良い結果を収めること」の間にはいかなる関係も無い。にもかかわらず，ボクサーたちは

この両者をつなぐ言葉として「サクリフィショ」を使用するのである。すなわち，この「サ

クリフィショ」という言葉はボクサーの集合的信念のありようを指し示しているのである。�

　ここで押さえておくべき点は，「したいことの我慢」が彼らの望み一般へと普遍的に連携

されるわけではないことだ。たとえば「お金を稼ぎたい」，「ガールフレンドが欲しい」，「今

度の日曜日のバランガイ・バスケットボール大会で勝ちたい」といった望みの実現には，そ

うした「したいことの我慢」は不必要である。その我慢は，ただ「ボクサーとして良い結果

を収めること」，この一点においてのみ有効と信じられているのである。すなわちこうなる。

「したいことの我慢」はボクシングという固有の世界と不可分であり，そこでの我慢の内容

とボクシング世界の間には象徴的な対応関係が打ち立てられている。そしてそれを表象する

言葉が「サクリフィショ」である，ということである。�

　よって，「サクリフィショ」という言葉を手がかりに，私たちはボクシング世界において，

より具体的にはＥジムにおいて，正当な行為を規則づける基準について知ることが可能とな

るかもしれない。以下では「サクリフィショ」と関係する４つのシーンを論述する。①スパ

ーリング，②食事，③夜の過ごし方，④マネージャとの会話である。�

　さて，これらのシーンの論述に入る前に，「サクリフィショ」という信念がジム秩序とい

かに関係するのかを整除するために，ボクサー道徳に言及しておこう。「サクリフィショ」

がボクサーたちの集合的信念としてあることを踏まえれば，規範の教え込みはジム空間にお

いて一方向的にボクサーに注入化されるのではなく，ボクサー自らそれに従う身構えを持つ

ことによって達成されていると考えることができる。すなわち，ジム規範とボクサーたちが

共犯関係を取り結ぶことによって，ジム秩序は強固に維持されると言える。この共犯関係を

明瞭に浮かび上がらせるうえで道徳に注目するわけである。�

　この道徳への注目がもたらす理論的含意は次の点にある。ジムでは，先にも述べたとおり，
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望ましい行為とそうではない行為が峻別される。そしてボクサーは日常生活を通じて前者の

それへと自らの行為を順応させていくが，その過程において重要な働きを持つのは，明文化

された規則としての法ではない。そもそもジムにはボクサーの行為を統制する法，学校で言

えば校則のようなものがない。かわりにボクサーは，暗黙の倫理コードを日常生活の中で身

体化することによって，望ましい行為とそうではない行為を自己峻別するに至る。そしてこ

の倫理コードの身体化プロセスは，ボ・ク・サ・ー・道・徳・を・介・す・る・こ・と・で・個々のボクサー身体へと行

き渡ると本稿では考えるのである。�

�

　道徳は明確な教義や体系をもたないがゆえに，個別的で具体的な道徳と主体の間には，

道徳にそって「自己を導く」という関係が成立する。その導き方は教義や規範により一義

的に決定されるものではなく，具体的実践のなかで個々人がつくりあげるものなのである。

ここにモラルという問題設定が価値の内面化の問題に単純化されえない理由がある４９。�

�

　集合的に領有された道徳によって個々のボクサーが「自己を導く」営為を通じて，ジムの

倫理コードがボクサー個々人に刷り込まれる。この道徳という位相が入り込むことによって，

ジムの倫理コードに適合しないふるまいを取ったボクサーは，「道徳的逸脱者」として他の

ボクサーから排除の対象とされる。こうしてボクサー間で相互凝視の網の目が張り巡らされ

ることによって，ジム規範は隅々にまで行き渡り，それを逸脱した者に対するボクサー集団

内での懲罰的視線が生み出されることになると言える。�

　以下では，「サクリフィショ」によって自己制限される行為を，この道徳の働きと絡めて

見ていくことにしよう。�

�

４‐２．スパーリング�

　本章２－３でも述べたように，スパーリングは練習の中心に位置するものである。スパー

リングが公式戦と用具面で異なるのは，ヘッドギアを着用することと１６オンスのグローブを

使う点である５０。�

　ロイック・ヴァカンはスパーリングが高度にコード化された性質５１を備えていると述べるが，

この点はＥジムのスパーリングにも当てはまる。スパーリングは通常，体格・実力ともにそ

れほど差のない者同士でおこなわれる。このスパーリングパートナーの選定は，トレーナー

によっておこなわれる。また，スパーリングにはそれぞれ課題があり，その課題をこなすこ

とを目標にする。技術を修正するスパーリング（たとえば右ストレートから左ボディショッ

トへのコンビネーションパンチの洗練など），試合が近づいてきて身体感覚を試合用に近付

けるためのスパーリングなど，トレーナーによって課題がボクサーに言い渡され，ボクサー

はそれに忠実にスパーリングをおこなうことが課される。すなわち，ストリートファイトの

ようにただ相手を殴りつけるという暴力とは異なり，形式化された練習としてそれはおこな

われる。�

　２－１のトライアウトに関する記述で論じたように，スパーリングには「夢中」と「クール」

というふたつの身構えが一人のボクサー内に共在していなければならない。スパーリングは，

徹底した課題練習の場であり，この点においてボクサーは考えながら自分のスパーリングを

こなす必要がある。これは「クール」の身構えとして位置づくものである。しかしながら，�
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写真７　肘打ちにより目尻をカットしたロセリト�

相手との打ち合いをおこなう上で，「夢中」に手を出すこともまた必要となる。あるボクサ

ーは言う。�

�

　今日のスパーリングはダメ。クールになりすぎて，もっとハイブラッドになって，打

たないと。…最近試合でもテンションが上がりきらないまま，リングで，（力を）出し

きれないんだ。（ラフィ１０Ｒ）�

�

　「クール」なだけでは問題があり，同時に「夢中」にもならなければならない。ラフィは

この「夢中」の側面を彼の用語で「ハイブラッド（高血圧）」と表現する。他のボクサーは，

この時期，ラフィのことを「あいつが最近勝ってないのは技術のせいじゃなくて，相手を殺

す気がないからさ」と評していた。�

　ラフィは１０Ｒのベテランボクサーであり，「クール」と「夢中」のうち，スパーリング時

の彼の身構えは前者に傾いていた。しかし，ほとんどの新人ボクサーは，このふたつの身構

えのうち後者に傾倒した状態で，スパーリングをおこなう。特に，パンチが当たらないこと

にイライラし，肘打ちを喰らわしたり，クリンチ状態で相手の目に親指を入れたり，ブレイ

ク状態で相手を全力で殴ったりすることは，新人ボクサーのスパーリングの場合，それほど

珍しい事態ではない。�

　こうしたリング上での「クール」を忘却したふるまいは，トレーナーによって，即座に注

意される。それと同時に，練習中のボクサーから一斉に非難の言葉や視線が突きつけられる。

「ボクシングはストリートファイトじゃない」という常套句がリング周辺から吐きつけられる。

すなわち，ボクシングがルールに依拠した競技であることが前面に押し出され，それを忘却

した新人ボクサーのふるまいが糾弾されるのである。�

�

　今日のスパーリングでロセリトが目尻を大きく切った。アランとのスパーリング中だ

った。でも，パンチで切ったのではなく，アランの肘打ちによるものだ。アランは，ス

パーリングで自分のパンチが当たらないことに立腹して，思わず肘打ちを食らわしたのだ。�

　ロセリトはスーパーフライ級（５２．１６㎏）の１０ラウンダーで，アランはライト級（６１．２３

㎏）の６ラウンダーのボクサー。ロセリトにとってアランは五階級も体重が上のクラス

の選手となる。身長差は１５㎝もある。し

かしキャリアの面で，ロセリトは格上で

あり，この体重差を差し引いてもスパー

リングは成立すると，トレーナーが判断

したのだろう。体の大きさの面では明ら

かにミスマッチなスパーリングだった。�

　でも今日は，この体格差を活かしきれ

ないアランが醜態を晒すことになった。

５階級も体重の下のクラスのロセリトを

相手に，まったくパンチを当てられなか

ったのだ。リーチで圧倒的に上回ってい

るにもかかわらず，パンチが空を切り，
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挙句の果てには足を止めて打ち合う始末である。その距離ではロセリトの方に圧倒的に

有利となるのに。�

　アランは「キレて」しまい，スパーリングの第３ラウンドでロセリトに肘打ちを見舞

った（もちろん反則行為である）。ベテランボクサーのロセリトはさすがで，やり返す

わけでもなく，「カットした」と言ってスパーリングを中断した。アランのトレーナー

であるサニーは激怒し，周りのボクサーもアランを非難している。サニーはアランを罵

倒し，頭を小突いた。１０Ｒのロイは「すぐキレやがる，あんなんじゃいつまで経っても

使いもんにならねえよ」と言う。アランはやり場のない感情を抱え込み，しばらく椅子

に座っていた。（２００５年８月２２日のフィールドノート）�

�

４‐３．食事�

　食事はボクサーにとって，日々の大きな楽しみである。 特に，夕食前は「俺は腹が減った

（Ｇｕｔｏｍ ｎａ ａｋｏ）」という言葉を頻繁に耳にする。彼らは空腹を満たしたいと思い，今夜の

夕食が何であるのかを楽しみにしている。�

　ボクサーにとって食事を取る上で大切なのは，その食事の味と同時に量である。彼らは夕

飯でできるだけ多くの量を食べようとする。というのも，ボクサーは試合が近づくと減量せ

ねばならず，減量を気にせず食べることが可能な時期は，できるだけ量を食べておこうとす

るからである。もちろん，たくさんの量を食べることは，生理的に胃袋を満たすということ

を超えた象徴的意味を兼ね備えている。すなわち，「・腹・い・っ・ぱ・い・食・べ・る・」・（・ロ・イ・，・１・０・Ｒ・）・と・

い・う・欲・望・を・こ・の・期・間・の・間・に・達・成・し・て・お・く・こ・と・で・，・空・腹・と・戦・わ・な・け・れ・ば・な・ら・な・い・減・量・期・間・中・の・

困・難・を・乗・り・越・え・や・す・く・す・る・のである。�

　しかし，試合がない期間の食事によってボクサーが体重を増やしすぎてしまい，減量がよ

り一層きつくなることもある。この点を重々承知しているマネージャは，ボクサーたちの食

べ過ぎを規制しようとする。ボクサーたちのおかずは全員に均等に配分されているため，た

くさんの量を食べたいボクサーはご飯をおかわりすることになるが，こうしておかわりに立

ったボクサーに対して，マネージャは「食べすぎだ」と注意するのである。筆者が住み込み

で調査をしている際，この食事量に関する指導は，頻繁におこなわれていた。�

　また，食事がボクサーにとって，絶えず受・動・的・に・設・定・さ・れ・て・い・る・点もジム生活を考える上

で重要なポイントである。ボクサーたちは現金を持っていない。よって，彼らはジム外で買

い食いをすることもままならない。いくら空腹であろうとも，マネージャと一緒に夕飯を食

べる時間まで待たなければならないのである。すなわち，空腹の調整を自らおこなうことが

できず，その調整はマネージャが果たしてくれるものなのである。これはボクサーに対して

途轍もない辛抱を要求させる事態である。�

　実は筆者はこの点に長らく気付かなかった。フィールドワーク中，筆者は現金を持ってい

たので，小腹が空けば近くの市場でジュースやおかしを平然と買っていたからである。しかし，

ある日，筆者は訪れた先に財布を忘れてジムに戻ってしまった。夕暮れ時だったので，食事

をして眠るだけと思っていたが，その日はたまたまマネージャの仕事の関係で食事時間が通

常よりも遅くなり，午後８時頃の夕飯となった。筆者は午前１１時頃にサンドイッチを食べた

のみであった。筆者がジムに着いた午後５時から８時までの間，筆者は途轍もなく空腹であ

った。ボクサーたちも「腹減ってるのか？俺も腹減った」と筆者に語りかけてきた。�
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　しかしながら，食事予定時間の午後７時になっても，食べ物が出てこない。「クヤがいな

いからだ」とボクサーたちが言っていた。こうして自らの空腹をボクサーたちと共同で耐え

忍びながら，午後８時まで待つ中で，食事の時間やメニューを自ら選択して摂ることが可能

な状態にないボクサーたちの感覚が胃袋を通じて掴めたように思った。食事をめぐるこうし

た受動性は，ボクサーに受忍を強いるものである。そ・し・て・，・こ・の・食・事・の・受・動・性・に・関・し・て・，・ボ・ク・

サ・ー・た・ち・は・マ・ネ・ー・ジ・ャ・に・不・平・を・口・外・し・て・は・な・ら・な・い・。これはジムで強く作動している暗黙の

取り決めである。�

　しかし，食事量についても食事の時間に関しても，こうして受動性を強いられたボクサー

たちは，食事が必要以上に少なかったり，古い食事が出されたりすると，マネージャ，ひい

てはジムに対して不満を蓄えていく。美味しいものをたくさん食べることへの禁欲は彼らも

承認していることであるが，日々の料理を一定量食べることすら満たされなかった時，彼ら

は強烈な不満を抱えることになる。以下は，あるボクサーの語りである。彼は，以前の所属

ジムでは最低限の水準を下回る食事しか提供されないと感じ，Ｅジムに移籍してきたのだった。�

�

　俺たちはメイドが出す食事に我慢ならなかった。いつもそいつとケンカだ。…俺たち

を馬鹿にしている。メイドは調子に乗ってたんだ，ヤツが俺たちのメシを握ってたからな。

…そのメイドは，腐ったメシを，食えるはずのない腐った臭いメシをいつも出しやがる。

美味くなんかないぜ。でもそれを食べるしかなかった。悲しい話だ。俺がクヤ・リッキ

ーのジムを出たのは，それが理由だった。メイドだ。（ロイ，１０Ｒ，元汎アジアフライ

級チャンピオン）�

�

４‐４．夜の過ごし方�

　ジムに住み込みのボクサーたちにとって，日々の暮らしは朝のロードワークと昼の練習を

基軸として繰り返される。しかしボクサーたちは，このルーティンに耐えがたくなる時がある。

ボクサーたちがジムの構造化された時間秩序から逃げ出す先としてあるのが，夜の外出である。

夜にジムを抜け出したボクサーたちは，次の３つのおこないを取ることが一般的である。飲酒，

ガールフレンドとの密会，家族訪問，である。�

　このうち最も頻繁に見られるのが飲酒である。ボクサー数人でジムに隣接するスクオッタ

ーに行き，そこでビールを飲む。一人でジムを抜け出し飲酒するボクサーもいるが，そのケ

ースはごく稀である。多く見られるのは，２～３名で連れ立ってジムを抜け出すパターンで

ある。ボクサーたちのジム抜け出しに筆者も付き合ったことが幾度かあるが，そのうちのひ

とつである２００５年９月２日の際にはボクサー３人に筆者が加わった計４人で外出した（１０

Ｒボクサー１人に４Ｒボクサーが２人）。私たちはジプニーに乗って繁華街のバクラランま

で移動し，そこの安居酒屋でビールを飲んだ。そしてそれぞれの悩みを話し合い（スパーリ

ングがうまくいかない，親が病気になった，ガールフレンドに裏切られた，など），またジ

ョークを言い合う。ボクサーたちの夜のジム抜け出しに同行して筆者が実感するのは，そこ

での彼らのおこないが至って「普通」のものであることだ。ビールを飲み，会話をし，通り

を歩く女性の品定めをする。こうしたふるまいは，筆者の日常生活に照らし合わせてみれば，

別段特別なものではなく，日常を構成するありふれた出来事の一部としてあるようなものだ。�

　しかしながら，ボクサーたちはこうしてジムを抜け出してビールを飲んでいる時，ジム内
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では決して見せないほどテンションをあげて話が盛り上がる。おそらく，ボクシング倫理を

ごくたまに逸脱することに，わずかの自由を感じ取るからである。飲酒中に他の客と「もめ

ごと」が生ずる場合もあるが，その際には同行したボクサーがすぐに間に入り，ケンカを回

避する。ジムを夜中に抜け出したボクサーたちが取る行動は，通行人にケンカをふっかけたり，

他の若者を威嚇するようにふるまうことでは決してない。�

�

　先週末の試合で判定勝ちを収めたシェルウィンとニックと一緒に，ロペスの居酒屋へ

と繰り出した。ボクサーの就寝時間である１０時前後に，まずは最初にシェルウィンがＴ

シャツにジーンズを着こんで外に出て行った。「おい，どこ行くんだよ？」と他のボク

サーたちが聞くが，シェルウィンは「カズに呼び出されたんだ」と答える。カズとはＥ

ジムのボクサーと親密にしている在比の日本人サラリーマンで元ボクサーの人のことで

ある。他のボクサーたちは，「カズと会う」というシェルウィンの答えを半分信じて半

分疑っている。こうしたボクサーの夜中の外出について，他のボクサーたちは決してマ

ネージャに口外することはない。シェルウィンはジム脇の人影の少ない階段に座って残

りのメンバーを待っている。�

　その１０分後くらいに，今度はニックがジャージ姿で外に出かける。「どこ行くんだ？」

と他のボクサーが聞く。ニックは「ラフィの家に行って風邪薬をもらってくる」と告げる。

ラフィは，ニックの兄のことで，フォースエステイトのスクオッターに住んでいる。ニ

ックはジーンズに着替え一張羅のＴシャツを着て今晩外出したかったが，そのような余

所行きの格好をしていると他のボクサーたちに遊びに行くのがバレてしまうので，仕方

なく綺麗目なジャージ（ヒップホップ風のダブダブの大きめな赤ジャージ）にＴシャツ，

サンダルの姿で外に出た。僕も一緒に外に出たが，他のボクサーたちには「俺もラフィ

の家にちょっと行ってくる」と告げた。�

　ニックと僕は，ジム外で待っているシェルウィンと合流して，さらにフォースエステ

イトまで歩いてから，ジプニーに乗り込んだ。ジムの前でジプニーに乗ると，他のボク

サーに目撃されるかもしれないからだ。外出時の言い訳やら，服装への配慮やら（余所

行きの格好をしない），ジプニー乗場の細心の注意やらは，もちろんマネージャにバレ

ないようにするためであるが，同時に他のボクサーに同行されることを防ぐためでもある。

外出するボクサーがいることを知れば，楽しみに餓えた他のボクサーもそれへの同行を

必ず懇願してくるからだ。実際，先月，僕がロセリトと２人で夜の街に繰り出した時，

ジムの前に座っていたアランが「俺にも行かせろ」と言ってジプニーに乗り込んできて，

結局３人で飲みに行った。こうした他のボクサーの同行を避けるために－というのも人

数が増えればそれだけ金（ビール代・交通費）もかかり，誰かがそれを負担しなければ

ならなくなるのだ－，他人にバレないようにごく少人数のみで外出を企てるのである。�

　ロペスでジプニーを降りて，スーカット通り沿いにある安居酒屋に入る。サンミゲール・

ビールを１本ずつ注文し，それを５回繰り返した。一人５本，全員で１５本を飲んだ。飲

みながら，Ｅジムボクサーのライアンが，先日出会った１５歳の女性とデートの約束をし

て待ち合わせ場所に行ったがそこには誰も来なかった話，シェルウィンの女性遍歴の話，

フォースエステイトで「バクラ」５２にフェラをして５００ペソをもらったニックの体験談な

どで盛り上がった。何か特別なことをするわけではなくて，ただビールを飲んで話をし，�
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居酒屋の音楽に合わせて踊った。（２００５年８月２６日のフィールドノート）�

�

　ただしボクサーたちが，飲酒を超えたおこないを取るケースもある。�

�

　Ａはバカだ（ｓｉｒａｕｌｏ）。Ａはトレーナーを殴った。シャブさ。フォースエステイトで

３００ペソさ，一回分だ。二回分なら５００ペソで買える。マリファナはない。ビールはＯ

Ｋさ。次の朝，起きてジョギングすればもう全部からだから出ていく。でも，シャブは，

５か月，６か月ぐらい，からだから出ていかない。バカだよ。フォースエステイトは少

しだけど，サンパロックにはたくさんシャブを売っている。（ロッキー，元１０Ｒボクサー）�

�

　さて，こうしたボクサーたちの飲酒であるが，これがマネージャやトレーナーに見つかっ

た際には，厳しい懲罰が下される。ある夜，アルコールの匂いを漂わせながら午後１１時半頃

にジムに戻ってきた新人ボクサーは，ちょうどその時間に用事でジムにいたトレーナーのサ

ニーに見つかり，顔面の殴打を受けた。また，ミッキー（１０Ｒ）が，試合が決定しているに

もかかわらず飲酒していたことを知ったサニーは，翌朝ジョギングを怠りベッドで寝ていた

ミッキーを叩き起こし，袋叩きにした。そして同時に，こうして夜中に出歩いていたボクサ

ーは，その後の試合で負けた際には，周りのボクサーたちから「夜中に出歩いているんだから，

負けて当然だ」という酷評を敗戦後しばらくの間受け続けなければならない。�

　飲酒の次にボクサーたちがジムを抜け出しておこなうことが多い行動が，ガールフレンド

との密会である。Ｅジムではどのボクサーにガールフレンドがいるのか，ボクサー間で正確

な把握がなされている。マネージャやトレーナーは，ボクサーがガールフレンドを持つこと

を嫌い，原則的にガールフレンドとの交流を禁止している。�

　ガールフレンドとの交流を原則的に禁止する理由は，マネージャの説明によると「ボクシ

ングに集中できなくなる」からである。身体を極限にまで鍛え，四六時中ボクシングだけを

考えることが強いボクサーになるための必須条件である。しかしそこにガールフレンドとい

う要素が入り込むと，ボクサーたちは最も彼らが考えるべきことであるボクシングについて

頭を働かそうとせず，かわりにガールフレンドとのことばかりを考えてしまい，ボクサーと

しての成長を妨げるとマネージャやトレーナーは考えるのである。「良いボクサーになるた

めにはガールフレンドにうつつを抜かさないこと」，これはＥジムに限らず，全世界のボク

シングジムでボクサーに教え込まれることである。�

　しかしその一方で，１０代後半から２０代前半のボクサーたちに，ガールフレンドとの交流

を一切断たせることが，とても難しいことであることをマネージャやトレーナーは十分わか

っている。Ｅジムでも，ガールフレンドとの交流は原則的に禁止されながらも，ボクサーた

ちがガールフレンドと関わりを持っていることをマネージャやトレーナーが黙認することが

ある。たとえば，筆者の下に送られてきたジムトレーナーのサニーからのメールはそのこと

を如実に表したものである。�

�

　ジェイソンのスペインでのタイトルマッチは延期になりました。対戦相手がケガをし

たからです。ジェイソンは試合の延期を知ってから，１週間と半分，練習を休みました。

ガールフレンドに会いに行き，練習がおろそかになっていました。私はジェイソンを叱り，
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トレーニングを続けるように指示しました。お前の希望を捨てるんじゃない，お前はま

だ若い，たくさんの試合がお前には舞い込んでくる，と。それ以降は，今日まで，彼は

ジムに戻ってトレーニングを続けています。（２００８年１２月３日付の筆者へのメールより）�

�

　ボクサーたちは原則的に禁止されているガールフレンドとの交流をこのように侵犯する。

しかしボクサーが，ガールフレンドと会う中で自ら守るルールがある。そ・れ・は・試・合・が・決・定・し・て・

い・る・段・階・で・は・，・セ・ッ・ク・ス・を・お・こ・な・わ・な・い・点・で・あ・る・。この点は必ず遵守される。試合前３週間，

最低でも２週間前からは，ボクサーはセックスを止める。ボクシング世界の用語では試合中

に「膝にくる」からである。ガールフレンドとの交流の禁止は，マネージャやトレーナーか

ら命じられた原則であるのに対し，このセックスの休止はボクサーが自己承認したふるまい

である。セックスを禁忌とすることは「サクリフィショ」の代表的なものである。また，試

合が決定した日より，ガールフレンドと一切会わないボクサーもいる。「女と会うと，心も

女のようになるから」（アラン，６Ｒ）。�

　一方で，なかには試合が近づいても，ガールフレンドと会うボクサーもいる。「怖いんだよ。

リングじゃ，誰も助けてくれない。そんな不安を誰かに聞いて欲しいんだ。俺のガールフレ

ンドとさ，話をして，話を聞いてもらえれば，俺は楽になる」（デニス，１０Ｒ）。ここでデ

ニスが語っていることは，ボクサーの夜の外出理由の三番目に当たる家族訪問と同じ理屈に

よるものである。試合が近づくと，ボクサーは不安に駆られる。また試合がない際にも，ジ

ムでのトレーニングに明け暮れる日常の中で，ボクサーたちはジム外に束の間の安息を求める。

とりわけ，試合が近づくと，対戦相手対策として集中してスパーリングをおこなうが，この

スパーリングの日々はボクサーにとって自己犠牲以外の何物でもないと１０Ｒボクサーのジェ

イキは言う。�

�

　毎日，毎日，スパーリング。打たれるのが嫌なんじゃないぜ。自分の出来具合の悪さ

に憂鬱になるんでもない。嫌なのさ，明けても暮れても，スパーリングをし続ける，た

だそれが嫌なのさ。（ジェイキ，１０Ｒ）�

�

　ある日，試合が近づいたジムで，練習を開始し，準備体操を始めたジェイキは，準備体操

を終えただけで，ジムから姿を消してしまった。ジェイキの状態は悪くなく，ここ数日間の

スパーリングでの動きも良かった。しかし，ジェイキはこれ以上スパーリングに耐えられな

くなってしまっていたのである。�

　翌日，当然，彼はトレーナーに強く叱られた。ジェイキはスパーリング週間を乗り切り，

からだを仕上げ，本番の試合ではすばらしいパフォーマンスを見せて圧勝した。その試合後に，

トレーナーのサニーは筆者にこう言った。「ボクサーはリングに上がるまでに一番の敵と戦

うんだ。リング上の敵は，大したことない」。�

　このような自己不安を少しでも軽減するべく，ボクサーたちはガールフレンドや家族のも

とに赴くのである。しかし，こうして親密な他者に自己不安を打ち明けることでそれを軽減

する手法は，「自分で自分を管理できないボクサーをつくってしまう」ことにつながるとマ

ネージャやトレーナーは口を揃えて言う。ボクサー自ら不安と対峙する中からそれを打ち破

っていく技法を獲得することこそが重要であるという理屈が，ボクシング世界には息づいて



９４�

いる。よって，ガールフレンドや家族のもとへ赴くこともジムでは規制され，またボクサー

自身も基本的にはその規制を承認し「サクリフィショ」としてそれを禁忌とするのである。�

�

４‐５．マネージャとの会話�

　ここまで見てきたスパーリングでの感情抑制，食欲の自制，夜の外出禁止といったものは

ボクサーの倫理コードとして，よく知られたものである。しかし，Ｅジムで強く刷り込まれ

るコードとして，口答えの抑制というものがある。この口答えの抑制を根幹に，ジムではボ

クサーたちの「話し方」をめぐる規範が形成されている。�

　ボクサーがマネージャやトレーナーと話をする際には，必ず「クヤ（ｋｕｙａ）」という呼び

かけから始まる。「クヤ」とは，タガログ語で，社会的に目上の男性人物に対して用いる呼

びかけの言葉である５３。たとえばボクサーたちは「クヤ，ルイス」とマネージャのことを呼ぶ。

同様に，トレーナーに対しても，「クヤ，サニー」と呼ぶ。「ルイス」，「サニー」と名前

のみを呼ぶことはしない。�

　この「クヤ」という言葉は，それが語られることによって，発話した者と発話された者と

の関係が定義される点に特徴がある。たとえばボクサーたちは，ストリートで女性をナンパ

する時に，その地区に詳しい男性を見つけて，どこに若者女性が出没するのかを聞こうとする。

その時，彼らは必ず初対面のその男性に「クヤ」と呼びかけてから話を始める。これは，「ク

ヤ」という言葉を発話することによって，自らをへりくだり，相手の男性を目上に位置づけ

ることで会話をスムーズに進めるための技法である。すなわち，「クヤ」という呼びかけは，

発話された者が発話した者よりも社会的に上位に位置づくことを確認し定義する手続きである。�

　ジムにおいても，ボクサーはマネージャに「クヤ」という呼びかけをおこなうことで，マ

ネージャが自らよりも目上の存在であることを確認する。この呼びかけを通じて，マネージ

ャとボクサーの関係性は確認され維持されると言える。しかし，入門後間もないボクサーは，

この「クヤ」という呼びかけをせず，いきなり会話を切り出すことが多々ある。マネージャ

に対するこのような会話の切り出し方は，ジムメンバーによって修正教育が施される。�

�

　ここはボクシングジムだ。なんで，ビサヤ語を話すのか。タガログ語を話さなきゃい

けねえだろ。あと，ちゃんと「オポ（Ｏｐｏ）」と答えろ。「オオ（Ｏｏ）」なんて言うん

じゃない。「ルイス」じゃない５４。「クヤ，ルイスだ」。「クヤ，ルイス」，「オポ」，

新米ボクサーは口のきき方から学ばなきゃならねえ。俺はベテランボクサーだから，俺

がやつらに教えてやらにゃきゃいけないんだ。（ロイ，１０Ｒ）�

�

　しかし，こうした話法の習得はそれほど難しいものではない。一定時間ジムでボクサーと

して過ごせば，次第に体得されるものである。ボクサーに取ってより問題となるのは，自己

感情を露呈させるような話し方を自制することである。マネージャのルイスは言う。�

�

　ボクサーには言葉のディシプリンが必要だ。これはも・の・す・ご・く・重要だ。昨晩，アクロ

に前回の試合内容について話をした。アクロは言い訳をした。リングが滑って，足が踏

ん張れなかったと。シューズが悪いと。「じゃあ，何で試合の前半はスリップしなかっ

たのに，後半になると滑るんだ？シューズじゃない，お前の準備不足だ。お前の膝が弱
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っているからだ。お前が街を出歩いているから，あんな結果になったんだ」と俺はアク

ロに行った。�

　そうしたらアクロは，いろいろと口答えしてきた。口答えするのが悪いんじゃない。

そこで自分の感情を言葉で吐き出すことがダメなんだ。ボクサーは，言葉に出しちゃい

けない。そこで耐えなきゃいけないんだ。思っても言葉に出さないんだ。言葉に出すと，

自分を抑えることができないボクサーになる。（ルイス）�

�

　感情を言葉として外に吐き出さないこと。マネージャは良いボクサーになる条件としてこ

の点を指摘している。ボクサーは感情を自らコントロールする術を四六時中の努力を通じて

我が物としなければならない５５。そのためにも「思ったことをすぐに言葉に出さずにいる」

ことが望ましいとされる。�

�

４‐６．自己不安の飼い慣らし�

　ここまで「サクリフィショ」の対象となる代表的な４つのシーンを記述してきた。ではこ

れらのシーンを貫く要素があるとすれば，それはいったい何であろうか。�

　まず，欲望が管理されていることがわかる。食欲，性欲といったそれである。また，朝の

ランニングが課されることで，睡眠欲も管理される。ボクシングという身体それ自体を極限

まで鍛え上げ試合をおこなう競技では，このような欲望の管理は徹底される必要がある。�

　しかし，こうした欲望の管理という点のみでＥジムの日常を捉えるならば，それはいささ

か平板に過ぎる。ここで注目すべきは，口答えの自制や家族に会いに行くことを認めないと

いった規範である。話し方を矯正し，休日もジム内に留まるというおこないは，食欲や性欲

の管理と比較するならば瑣末なように見えるが，こうした瑣末な事柄に注目することによっ

て食欲，性欲，睡眠欲といった欲望の管理もより本質的な諸相で考察可能になるように思わ

れる。�

　この点に関する筆者の見解をあらかじめ述べておく。ジムの日常を通じてボクサーに獲得

されるものは自・己・不・安・の・飼・い・慣・ら・し・である。自己不安に耐えるのではなく，それを飼いなら

すのである。�

�

　ボクサーは我慢しなきゃならない。リングでは一人だ。誰も助けてくれない。大切な

ことがある。ボクサーは，自分の感情や不安や窮乏感に苛まされる。計量前日のボクサ

ー見ただろ？そんな感情や不安や窮乏感を自分の身から切り離してしまってはいけない。

自分の一部として，身の中の（ｉｎ ｔｈｅ ｂｏｄｙ）一部として，付き合えるようにならなきゃ

いけないんだ。（ルイス）�

�

　この語りを念頭に置いて，「耐えること」と「飼いならすこと」を整理してみよう。「耐

えること」とは，ボクサーの諸々の身体制御－これまで見てきたような種々の欲望管理など

－に終点を設定することを前提としている。その終点まで耐えることができた際には，その

制御からは解放される。ここにあるのは，苦痛に苛まれる時間／苦痛から全面的に解放され

る時間が暗に前提され，前者を一定期間経れば後者に至ることができるという観念である。

逆に言えば，後者の時間があるがゆえに，前者の時間の乗り切りが可能になるというような
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考え方である。そして重要なこととして，自らが抱えている苦痛や不安は，ある時を境に全

面的に「身から切り離す」ことができると想定している点である。�

　一方で，「飼いならすこと」には，このような身体制御を被る時間とそこから解放された

時間といった区分はない。試合に勝とうとも，減量が終わろうとも，ボクサーである限り完

全には解放されることのない，こうした事態に関わるものである。もちろん，試合前の減量

期間と同等の食事制限が常に課されるわけではなく，また性交渉も完全禁止となっているわ

けではない。しかし，だからといって完全にボクシングが要請する身体制御から自由になれ

るわけではなく，こうした制御をボクサーである自らの宿命として受け入れた上で，それと

付き合い続けなければならない。すなわち，あらゆる感情や不安や窮乏感を身から切り離す

のではなく，それを自己の内面に抱えたままそれと付き合う方法を主体的に生み出さなけれ

ばならないのである。�

　ボクサーがガールフレンドや家族に会いに行くことに対し，マネージャやトレーナーが良

い顔をしないのは，そこでボクサーとして抱えている感情や不安や窮乏感が吐き出され，彼

の身から切り離されることの快感をボクサーが体得してしまうからである。「不安は口に出

さず，自分の中で処理しなければならない」（サニー，トレーナー）という規範と相反して

しまうからである。ジム生活で要請されることは，ボクサーが自己不安や窮乏感を我が身で

受け止め，それとの対処法を獲得するよう努めることである。不安を口に出すことは，不安

を自己の外部へと投げ出し，身から切断することである。そうではなく，不安を我が身から

切り離さないまま，それと付き合う術をボクサーは獲得しなければならない。そのため，マ

ネージャは感情をむき出しの言葉にする点を戒めるのである。�

　こうして自己不安を我が身から切り離さず対処すること－「飼いならすこと」－を身体化

する営みとして，本章でこれまで記述してきた様々なおこないはあると言える。冒頭に記し

たトライアウト場面での「観戦者」の存在も，こうした視角から読み解くことで，ジム秩序

形成の一端としてそれがあることがわかるのである。そしてこうした自己不安の飼い慣らしは，

ボクサー間で集合的に領有された道徳と「サクリフィショ」という集合的信念を通じて達成

されていくのである。�

�

�
５．女性の排除形式�

５‐１．女性の物理的排除�

　ボクシングセンスの内実とその刷り込みの機制を捉える上で，言及すべきもうひとつの重

大な事項がある。それは，ジム空間における女性の排除形式である。�

　ジム空間において女性は恒常的に排除される。ここでいう排除とは，ジムでは女性が物・理・的・

に・ボクサーから隔絶されることを指す。女性はボクサーの練習場や部屋への立ち入りが一切

禁止されている。Ｌチームにはマネージャの秘書として雑務をこなす一人の女性（２５歳）が

いるが，彼女ですらボクサーの部屋への立ち入りは認められていない。�

�

　部屋でロセリトとジョバンニと一緒にトランプで賭け事をしていると，外から女性の

声が聞こえてきた。トランプに熱中していたので，自分を含めた三人とも立ち上がらず

その声を無視していたが，二，三回と声がするので，ジョバンニが立ち上がり，部屋を
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出て，さらに廊下を歩いて，外の入口にまで歩いて行った。入口には秘書のマリリンが

立っていて，ボクサーの履歴書の作成に関してボクサー個々人に訊ねたいことがあった

ようだ。マリリンはジョバンニを通じて，ロセリトとアランとニックを呼び，何か訊ね

事をしていた。中に入って来れば用件はすぐに済むが，マリリンは中に入ることができ

ないのだ。（２００６年１月１２日のフィールドノート）�

�

　同様に，ボクサーの妻や姉妹も練習場や部屋に足を踏み入れることはできない。�

�

　ニックと二人でフォースエステイトをふらついてからジムに帰ると，入口の所でロセ

リトの妻であるアウラが立っていた。「誰かに用事？」とニックが聞くと，アウラは自

分の夫に着替えのＴシャツを持ってきたのだと言う。どうやら，恥ずかしがり屋のアウ

ラは，入口から自分の夫の名を大声で呼ぶことができなかったようだ。後になってロセ

リトから聞いた話によると，アウラは入口で１０分近く佇んでいたらしい。（２００５年７

月４日のフィールドノート）�

�

　女性をボクサーから物理的に遠ざける理由は，ボクサーをボクシングへと専念させるため

である。「ボクサーは朝から晩までボクシングだけを考えていないといけない。金のことや

女のことを考えていたのでは商売にならない」（サニー，トレーナー）。「年頃の男と女が

出会えば，やることをやっちまう。セックスして，その女に入れ込んで，子どもでも作って

みろ，もうボクサーとしておしまいだ」（ジョジョ，トレーナー）。「女なんてボクシング

には邪魔だ。グローブのにおいの替わりに女の香水のにおいを嗅いだ奴に，リングで闘う資

格なんかねえよ」（ジュン，トレーナー）。Ｅジムのトレーナーたちは，このように口を揃

えて，ボクサーが女性に入れ込むことの弊害を語る。そしてボクサーと女性との出会いの機

会を無くすために，ジム空間では女性を物理的に排除しているのだと言う。�

　このようにトレーナーたちが強調するということは，実態としてはいかにボクサーが女性

に「うつつを抜かす」ことが多いのかを示してもいる。前節で見てきたように，場合によっ

ては，マネージャやトレーナーはボクサーがガールフレンドを作ることを黙認することからも，

この点は明らかである。またベテランボクサーになると，所帯を持つボクサーも多く５６，あら

ゆるボクサーを女性から完全に遠ざけることは至難の業であることがわかる。�

　この点を踏まえた上で，ボクサー生活と女性排除をめぐる実相をパラフレーズするならば，

次の二点が浮かび上がる。第一に，実態としてはボクサーが女性と親密な関係に陥ることが

見られつつも，ジ・ム・空・間・に・お・い・て・そ・れ・は・明・示・的・に・否・認・さ・れ・続・け・な・け・れ・ば・な・ら・な・い・こと。第二

に，ジムの外でボクサーが女性と交流を持つことは黙認しつつも，ジム内では女性を物理的

に締め出すことで，ジム空間を聖化させることである。以下ではこれら二点の考察を進めた

上で，そこからボクシング世界と女性身体の象徴的対立の把握へと議論を進めよう。�

�

５‐２．象徴的否認�

　ジム生活を送る中で，多くの新人ボクサーが違和感を持つ事態がある。それは，ボクサー

が全員すでに知っている出来事であっても，それを公的に口外することが憚られるような主

題が複数存在することである。その代表的なものが，ボクサーの女性関係である。�
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　Ｅジムのボクサーにとって，ガールフレンドを作ることは，両義的な意味を持つ。一方で，

そのボクサーは羨望の的となる。そして，そのボクサーとガールフレンドの情事の逐一が周

りのボクサーによって聞き出される。また，そのボクサーに自らのガールフレンド候補を紹

介してもらおうと働きかける者もいる。他方で，そのボクサーは軽蔑の対象となる。女性に

惚れ込むのは，ボクシング倫理に背くおこないであると彼らは感じるのである。そのボクサ

ーが試合で敗戦すると，「あいつは頭の中が女のことで一杯だから集中できないんだ」，「ガ

ールフレンドがあいつを軟弱にさせているんだ」と至る所で噂される。�

　ここでポイントとなるのが，羨望の的になるにしても軽蔑の対象と見られるにしても，ボ

クサー間ではボクサーのガールフレンドをめぐって盛んに語り合われるということである。

あるボクサーにガールフレンドができると，それから一週間はジム内でその話題が持ちきり

になる。そして，こうして盛んに語り合われるがゆえに，その話題は必ずジムのマネージャ

やトレーナーにまで伝わる。ジムボクサーのうちのひとりがマネージャに告げ口をすること

もあれば，会話に盛り上がっているボクサーたちを見てマネージャが話の内容を聞き出すこ

ともある。いずれにしても，ボクサーがガールフレンドを作りながらも，マネージャやトレ

ーナーにそのことを知られずにいることは，ほぼ不可能である。というのも，ボクサーは朝

のロードワークから夕食まで生活を共にしており，その合間を縫って単独で外出すると否が

応でも目立ってしまい，その理由を必ず誰かに探り当てられてしまうからである。�

　マネージャやトレーナーは，ボクサーがガールフレンドを作ったことを知ると，その点に

ついて追及し，ガールフレンドと別れるように忠告する。多くの場合，夕食後のマネージャ

とボクサーたちの雑談の中で，この話題はマネージャから切り出され，他のボクサーたちの

面前でこの忠告がおこなわれる。忠告を受けるボクサーは神妙な面持ちでマネージャの話を

黙って聞く。他のボクサーは黙って聞いている者もいれば，ここぞとばかりに，そのボクサ

ーがどれほどガールフレンドに惚れ込んでいるのかをマネージャに語り出すボクサーもいる。

そのボクサーとガールフレンドの情事を開けっぴろげに語り出すボクサーもいる。ガールフ

レンドを作ったボクサーをその場から救うようなコメントをする者は，誰ひとりいない。す

なわち，夕食後のテーブルでは，マネージャに加えて他のボクサーたちも一体となって，そ

のボクサーは攻め立てられるのである。こうして，ジム空間での公的な場では，ガールフレ

ンドを作ったボクサーは貶められ，そのことに他のボクサーたちも同意し，その結果ガール

フレンドを作ることはボクサーにとってあるまじき行為であると公・承・さ・れ・る・わけである。�

　しかし，事態は簡単には解決しない。なぜなら，ボクサーは容易にはガールフレンドと別

れないからである。筆者が住み込みで調査をおこなっていた際，ボクシングに集中するとい

う理由でガールフレンドと別れたボクサーはひとりもいなかった。彼らがガールフレンドと

別れるのは，単にガールフレンドとの関係が諸々の過程を経て修復不可能になった時のみで

ある。すなわち，マネージャやトレーナーからの忠告が幾度もあるにもかかわらず，彼らは

その忠告を行動に移すことはないのである５７。�

　こうした状況の中，すでに第４節で述べたとおり，マネージャやトレーナーはボクサーの

ガールフレンド関係を黙認するに至るケースが多々ある。しかしながら，ここで重要なのは，

マネージャやトレーナーは，ボクサーがガールフレンドと特別な関係にあることを公認する

ことが決してない点である。それは黙認のレベルに留まり続ける。つまり，実・態・と・し・て・は・そ・れ・

を・認・め・て・し・ま・っ・て・い・る・の・で・あ・る・が・，・そ・れ・を・口・外・し・て・公・的・に・認・め・る・こ・と・は・決・し・て・な・い・のである。�
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　そして，夕食後のテーブルでの談話時間には，ガールフレンドと別れないボクサーは，事

あるごとにその件をマネージャによって切り出され，先に見たような忠告が繰り返される。

ボクサーがガールフレンドを作ることを公的に否認されるのである。この時のマネージャの

心性であるが，マネージャはボクサーにガールフレンドと別れて欲しいと強く思っている。

しかしそれが容易ではないこともわかっている。そして，この点が重要なのであるが，マネ

ージャは既成事実としてのボクサーのガールフレンド関係を公的に認めてしまっては，ジム

の秩序が崩壊すると考えている。「ガールフレンド関係を認めなんかしたら，新人ボクサー

もみんなそれを後追いしてしまう。そうしたらもう，ジムは終わりだ」（ルイス）。それゆえ，

その件に関しては黙認することはあっても，公認することは決してないのである。より的確

に言えば，公的場面で明示的に否認され続けなければならないのである。�

　こうしたボクサーのガールフレンド問題をめぐるマネージャの身の処し方は，次のように

言うことが可能である。ジムでは，暗黙のうちに知りそして認めてしまってもいる事項があ

ったとしても，それを公的に口に出すことが憚られるような話題があり，その代表的なもの

がガールフレンド問題であるということである。実態としてそれを受け入れてしまっていても，

公的場面ではそれを否認し続けるようなふるまいのことをここで「象徴的否認」と呼んでおく。

ボクサーのガールフレンド問題をめぐる対処は象徴的否認の例の最たるものである。�

�

５‐３．空間の聖化�

　なぜ象徴的否認が必要とされるのかと言えば，ボクサーのガールフレンド問題は，マネー

ジャが実感しているように，ジム秩序を根本的に揺るがしかねないものだからである。�

　まず，ボクサーがガールフレンドを作り，密な付き合いを日常化させることによって，ジ

ム暮らしの規則が破られてしまう可能性がある。ボクシングジムのような身体改造のベース

キャンプにおいて，規則に「例外」はない。というのも，あるボクサーを例外ケースとみな

してしまった瞬間に，他のボクサーの不満は噴出し，結果としてジム全体の秩序は一気に綻

びてしまうからである。とりわけ，ボクサーの多くが興味関心を持つガールフレンドをめぐ

る事項に例外ケースを作ってしまうと，他のボクサーもガールフレンド保持の公認を求めて

マネージャに訴えかけてくる可能性がある。こうして，ジムの日常生活を通じて共同達成さ

れる「サクリフィショ」が脅かされてしまうことをマネージャは熟知しているのである。また，

第３節で確認したように，ジムには一日の時間リズムが息づいている。そして，このリズム

に沿って全員の住み込みボクサーが同じことを共同でおこなうことによって，Ｅジムボクサ

ーとしての自己意識が個々のボクサーに刻み込まれていく。しかし，ガールフレンドとの密

会のために，単独行動をおこなうボクサーが登場すると，このリズムにも影響を与えかねない。

この点からも，ボクサーのガールフレンド保持は否認されるのである。�

　その一方で，「女はボクサーを軟弱にする」，「女と一緒にいるとボクサーが柔和になってし

まう」という説明もジムでは頻繁になされる。これは土着のシンボリズムに依拠した説明であ

る。ボクサーがガールフレンドを保持することによってジム全体が女性性（ｆｅｍｉｎｉｎｉｔｙ）を帯

びてしまうと想念されているのである。たとえば，女性の香水のにおい，女性の髪の毛が付

いたＴシャツ，女性の口紅の跡，こうした女性の身体の痕跡が入り込んだひとりのボクサー

身体がジムに在ることで，ジム全体が男性性（ｍａｓｃｕｌｉｎｉｔｙ）を喪失してしまうと考えられて

いる。そして，この時に興味深いのが，「女性性が男性性を骨抜きにしてしまう」とボクサ
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ーたちもマネージャも揃って考えていることである。ジムに必要なのは，汗のにおいであっ

て香水のにおいではないのである。このようにジムは男性性／女性性という明瞭な二項対立

図式を性別特性に関して抱えており，前者の維持のために，ボクサーのガールフレンド保持

を否認すると言うのが，この説明原理である。�

　この点に関連して，父性と母性という分類軸に関しても言及しておこう。ジムでは，母性

を表すものがまったく存在しない。傷ついたボクサーを奮い立たせ，彼らに諸々の躾を教え

込む役割はトレーナーによって担われている。第３節のジムの練習記述で，トレーナーとボ

クサーが「コンビを組む」ことを述べたが，この関係性は技術の伝習にのみ限定されるもの

ではなく，ボクサーの精神的支柱となるような様々な営為までも含みこむものである。ボク

シングではすべてが父性に還元され，母性を表すもの自体を一切この世界から退けているの

である。�

　このようにボクサーがガールフレンドに没頭することを阻止し，さらに女性性あるいは母

性をジムから追い払うための手法として，ジム空間における女性の物理的な排除が実施され

るのである。ボクサーを四六時中統制することはできないものの，ジム空間では女性性を徹

底して排すことで，ジム秩序を維持しそのことで身体改造のベースキャンプとしての機能を

保っているわけである。そして女性と女性性の排除を通じて，ジム空間はその周りを取り囲

むスクオッター地区から象徴レベルで存在意味を引き離し，聖化された空間として位置づく

ことになる。�

�

�
結語．ボクサー身体の集合管理�

　本稿ではＥジムの日常生活のエスノグラフィックな記述から，ボクシングセンスの受肉化

のありようを見てきた。これまでの記述からボクシングセンスを構成する機制についてまと

めると次のようになる。�

　第一に，ボクサーは入門当初よりジム空間へと囲い込まれることである。朝のランニング

から夜の就寝までジムで過ごし，ジム外とは一線を画す生活をそこで送ることによって，ボ

クサーたちは拳闘家としての身体を作り上げる。ボクサーはジム外を出歩くことも可能であ

るが，練習や食事などに合わせてジムに戻ることが必要なため，それは短時間のものでしか

ない。さらに女性が物理的に遠ざけられ，家族訪問も規制される中で，ボクサーはジム内の

秩序に沿って自らの身体を鋳造化していく。�

　第二に，ボクサーには時間のリズムが新たに刻み込まれることである。第３節で確認した

ように，ボクサーの一日の過ごし方は構造化されている。その時間のリズムを反復する日常

を生きることによって，ボクサーは入門以前に纏った時間のリズムを刷新し，この規則化さ

れた時間を身につける。２４時間労働としてのボクシングに従事することで身につけるこの時

間リズムは，たとえばジム入門以前に職にあぶれ路上で何もすることなく過ごした経験を持

つボクサーの時間リズムとはまったく異なるものである。ボクサーはジム生活を送ることに

よって，ボクシング世界の時間リズムを体得し，そのことで自らの生活史に根ざす時間リズ

ムに修正を施すのである。朝のランニングの時間にベッドで寝ていれば叩き起こされ，マネ

ージャとの夕食の時間にジムにいなければ懲罰が加えられる。ジムの規則化された時間を通

じて，ボクサーが生活史のうちに刻まれた身体化された時間を書き換えるのである。�
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　第三に，ボクサーは自己不安を自らの身体から切り離すことなく，自己の内面で飼いなら

す技法の習得を迫られることである。相対的に自律したジム空間で同じ内容の日々を反復す

る中でボクサーが抱え込む自己不安は，ジム外の他者に話を持ち寄ることによってでも，飲

酒などのジムの倫理コードからの逸脱行為によってでもなく，ジム内の暮らしの中でボクサ

ー自らが対処すべき方法を見出すことが求められる。また自己不安を聞き入れてくれる役割

の人物はジムにはいない。母性の排除と父性の独占という象徴的図式を備え持つジムにおいて，

懲罰が下されることはあっても慰めの言葉が他者から与えられることはない。良いボクサー

になるための日常訓練として，このようなジム秩序が構成されるわけである。�

　以上のように，外部世界からは自律した時空を備えるジム空間の中で，個々人に自己の再

定位が要求される機制によって，その成員たちは長い時間をかけてボクサー化していくので

ある。ここでいうボクサー化とは，身体技能の位相に限定されるものではなく，ものの見方

や道徳，集合的信念の体得をも含むプロセスのことである。�

　ひとりの少年がボクサーになる経緯を辿れば，「ボクサーとして成長する」という個人の

視野構造から捉えた表現でそれが表象されうるが，本稿で跡付けたように，トライアウトで

の「観戦者」の存在から，「サクリフィショ」のありようまで，彼らはジム秩序を享受する

ことによってボクシングセンスを我が物とするのである。その点において，ジムとは「集合

的教育（ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅ ｐｅｄａｇｏｇｙ）」５８が施される場であると言えよう。ボクサー個々人のボクシ

ングセンスの内実を取り上げることによってではなく，ジムの機制を総体として捉える視角

から本稿の記述をおこなったのもこうした理由によるものであった。マネージャ，トレーナー，

ボクサーが共同で織り成すジム空間が入門者をボクサー化していくこと，すなわちボクサー

身体の集合管理がジムでは作動しているのである。�

　外部世界から遮断されたジム空間で集合管理の下に生きることは，本稿で見てきたように「サ

クリフィショ」の絶え間ない要求を日常化することでもある。しかし長期に渡るジム生活の

中で，ボクサーたちはこの空間を自分のものとして手なずけてしまう。あるいは，ジム空間

がボクサー身体をこうした状態へと手なずけてしまう。「ハビトゥスとそれがはめ込まれて

いるフィールドとの間に実践的に打ち立てられる直接的同意の関係」５９が生み出されるからで

ある。この点を示すボクサーの語りを引用して本稿を閉じよう。�

�

　俺は幸せさ，わかるかい。金もなくってただここにいるだけでもさ，俺は幸せだぜ。

俺たちはここ（Ｅジムのこと：筆者注）で家のようにリラックスできる。ここじゃ緊張

に身をすくめることもないし，俺たちはここを実家みたいに感じているんだ。昔ここに

住んでいたんじゃないかっていう感じだね。起きて，寝て，ジョギングをして，パンを

食べて，ジムで練習して。それで良いのさ。（ロイ，１０Ｒ）�

�
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Ｐｉｅｒｒｅ Ｂｏｕｒｄｉｅｕ ａｎｄ Ｌｏ・ｌ・ｃ Ｗａｃｑｕａｎｔ， １９９２， �� ��������	� �	 
������� �	��		��， Ｃｈｉｃａｇｏ： Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ 
Ｃｈｉｃａｇｏ Ｐｒｅｓｓ＝２００７，水島和則訳『リフレクシヴ・ソシオロジーへの招待－ブルデュー，社会学を語る』藤原書店，
１０３頁。�
１９８４年５月に合州国ニューメキシコ州サンタフェのスクール・オブ・アカデミック・リサーチで開催されたセミナーをもとに
公刊された Ｊａｍｅｓ Ｃｌｉｆｆｏｒｄ ａｎｄ Ｇｅｏｒｇｅ Ｍａｒｃｕｓ （ｅｄｓ．） ， １９８６， ������� ������� ��� �	����� ��� �	����� 	�

����	������ ， Ｂｅｒｋｅｌｅｙ： Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ Ｐｒｅｓｓ ＝ １９９６， 春日直樹ほか訳『文化を書く』紀伊国屋書
店に端を発する文化表象の政治的解体をめぐる一連の思想運動は，その後の社会学・人類学に多大な影響を与えた。
この「ライティング・カルチャー・ショック」については欧米圏で膨大な論文が書かれているが，この問題をめぐって日本語
で書かれた文献として太田好信， ２００１，『民族誌的近代への介入－文化を語る権利は誰にあるのか』人文書院を参
照。また，松田素二， １９９９，『抵抗する都市－ナイロビ移民の世界から』岩波書店は，クリフォードたちの思想運動の核
心を受け止めた上で，フィールドワークを再構想する知的実践である。特に，その終章「二一世紀の人類学のために」
を参照。�
Ｐａｕｌ Ｒａｂｉｎｏｗ， １９７７， 
������	�� 	� �����	� �� !	�	��	，  Ｂｅｒｋｅｌｅｙ ： Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ Ｐｒｅｓｓ ＝ 
１９８０， 井上順孝訳『異文化の理解－モロッコのフィールドワークから』岩波現代選書。�
Ｖｉｎｃｅｎｔ Ｃｒａｐａｎｚａｎｏ， １９８０， "#$�!�� �	������ 	� � !	�	����， Ｃｈｉｃａｇｏ ： Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｃｈｉｃａｇｏ Ｐｒｅｓｓ ＝
１９９１，大塚和夫・渡部重行訳『精霊と結婚した男－モロッコ人トゥハーミの肖像』紀伊国屋書店。�
Ｐｉｅｒｒｅ Ｂｏｕｒｄｉｅｕ， １９８０， %� ���� 	� �����&��， Ｐａｒｉｓ ： Ｌｅｓ Ｅ′ｄｉｔｉｏｎｓ ｄｅ Ｍｉｎｕｉｔ ＝ １９８８， 今村仁司・港道隆訳，
『実戦感覚Ⅰ』みすず書房， の序文を参照。�
時間をめぐるブルデューの洞察は，筆者の読解では，ブルデュー理論の根幹を成すものである。さしあたり以下のふた
つの文献を挙げておく。  Ｐｉｅｒｒｅ Ｂｏｕｒｄｉｅｕ，  １９７７，  ������'( � ���������� )�	�	*�&��� �� ���������� ��*�	����，   
Ｐａｒｉｓ ： Ｌｅｓ Ｅ′ｄｉｔｉｏｎｓ ｄｅ Ｍｉｎｕｉｔ ＝ １９９３，  原山哲訳 『資本主義のハビトゥス』 藤原書店。  Ｐｉｅｒｒｅ Ｂｏｕｒｄｉｅｕ，  
１９９７， !)������	�� �����������， Ｐａｒｉｓ ： Ｅ′ｄｉｔｉｏｎｓｄｕ Ｓｅｕｉｌ ＝ ２０００， Ｒｉｃｈａｒｄ Ｎｉｃｅ ｔｒ．， �������� !�������	��， 
Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ ： Ｐｏｌｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ。特に前者の第三章「主観的願望と客観的チャンス」および後者の第６章「社会的人
間，時間，存在感覚」が，ブルデュー時間論をハビトゥス概念と絡めて読み解く上で重要である。�
「観察の対象とした個々の人びとを操っている糸を発見することだけが社会学の目的であるとしたならば，社会学が人
間を相手としているのであること（たとえ彼らが操り人形のように自分の知らない規則に従うゲームを演じているときでさ
え）を忘れたならば，要するに，社会学が人びとに彼らの行為の意味を取り戻させることを自らの任務としていないのなら
ば，社会学には三文の価値もない」Ｐｉｅｒｒｅ Ｂｏｕｒｄｉｅｕ， ２００２，%� +� ��� �)�,������� � %� ����� �� � �	��)�)

�������� �� +)����Ｐａｒｉｓ ： Ｅ′ｄｉｔｉｏｎｓ ｄｕ Ｓｅｕｉｌ ＝ ２００７， 丸山茂ほか訳『結婚戦略－家族と階級の再生産』藤原
書店， １５２頁。�
Ｐ．ブルデュー，『実戦感覚Ⅰ』（前掲）， １３１頁。強調は引用者。なお，訳文は変更してある。�
Ｐ．ブルデュー ＆ Ｌ．ヴァカン， 『リフレクシヴ・ソシオロジーへの招待－ブルデュー，社会学を語る』（前掲）， １０６頁。�
社会学はこれまで生身の身体を具象の水準で論じてこなかった。そこには社会学者の性向が表れている。言語と身
体という二項対立図式のもと，前者の後者に対する優越を価値前提とする社会学界において，生身の身体は真面目に
論じるべき対象として位置づいてこなかったのである。よって伊藤公雄の次のような「感想」をいまだ論理へと練り上げ
ていないのが現状である。「身体的・直接的・具体的経験を記述し分析しようとするとき，すでにその身体経験は失われ
てしまっている。それを抽象化し理論化したとき，もっとも大事なものが手の隙間から漏れ落ちてしまったのではないかと
いう思いがいつもつきまとう」（伊藤公雄,１９９１，「身体論の系譜」『ソシオロジ』３６－１，６－１６：１４頁）。�
またこうした論点に関して，武術教室のフィールドワークをもとに，そこに参与する個々人が身体をめぐる自己認識の変化
を獲得する過程を社会理論に復権すべく試みた労作として倉島哲,２００７，『身体技法と社会学的認識』世界思想社
がある。倉島の目論見は，武術における技の有効性が観察者によって独占的に定義されるものではなく，当事者もまた
有効性の表象を手にしており，この当事者の有効性の表象を社会理論に埋め戻すことにある。この視点から，倉島は
社会学的認識論をめぐって私たちが手にしているフランス社会学の蓄積を整理し直し，マルセル・モースの現代的読
解を試みる。 もちろん， この倉島の学的作業には， 幾度となく議論を呼び起こしてきたマルセル・モース著作集の序文
のレヴィ＝ストロース論文が重く圧し掛かっている。 マナやハウといった概念をどう観察者が取り扱うべきかという議論
である（Ｃｌａｕｄｅ  Ｌｅ′ｖｉ － Ｓｔｒａｕｓ，  １９５０，  “Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ” ｉｎ Ｍ． Ｍａｕｓｓ．，�	��		��� �� �����	�		���- Ｐｒｅｓｓｅｓ 
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｉｒｅｓ ｄｅ Ｆｒａｎｃｅ ： ＩＸ－ＬＩＩ＝１９７３，有地亨ほか訳「マルセル・モース論文集への序文」Ｍ．モース『社会
学と人類学』弘文堂 ， １－４６頁）。倉島のこの著作と筆者のエスノグラフィー記述をめぐる構えの異同については，稿を
改めて論じたい。なおモースに対するレヴィ＝ストロースの批判を歴史記述の今日的課題へと結び付けた洞察として
次の著作がある。冨山一郎 ， ２００２，『暴力の予感』岩波書店。特にその序章「予感という問題」における４７－６３頁
の議論を参照。�
ところで，何を研究の対象とするか，すなわち正当な研究対象とは何かを（集合的無意識のうちに）定義する過程は，象
徴闘争の過程そのものである。スポーツ，写真，文学，住宅，そして大学。ブルデューが論じてきた対象の多くが，それまで
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正当な研究対象とみなされてきたものからは程遠いものであることを確認しておこう。取り上げる問題とその際に正当と
される対象の間に打ち立てられた関係それ自体を検討することが，ブルデューにとっては何よりも重要だったからである。
たとえばフランス農村の世代間再生産を問題化する際に，村落の構造分析から研究を進めるのではなく，独身者のダ
ンスパーティーの調査からそれを進めるブルデューのことをここでは念頭に置いている。�
こうして問題設定と対象選定の間に打ち立てられた自明的構図を打ち壊すことから，ブルデューのリフレクシヴ・ソシオ
ロジーは開始する。「ありきたりの考え方とは違ったやり方で対象を選定すること」（Ｐ．ブルデュー， ２００２，『ピエール・ブ
ルデュー１９３０－２００２』藤原書店 ： ６６頁）がすでに既成社会学への批判的モーメントを孕んでいるのである。このよう
に研究者共同体が特定の問題を語る時に暗に踏襲してしまっているその問題との関係性それ自体に反省性を向け
るリフレクシヴ・ソシオロジーは，通常言われる知識社会学とは大きく異なっている。�
これらの点に関してもう一点触れておくべきことがある。ブルデューは対象選定にまつわる社会学者の性向それ自体に
社会学的分析を仕向けたわけであるが，写真やスポーツといった多くの社会学者にとって「取るに足らない事象」を語
ることが可能となったのは，コレージュ・ド・フランスの教授となり，学界において有効に作用する象徴資本をブルデューが
一定量身に付けていたことによるものでもあったということである。また，言語と身体の二分法図式のうち，後者をより直
截に表現するスポーツ実践，とりわけ格闘技などに関しては，やはりブルデューは本格的な調査研究をおこなうことはな
かった。本稿が対象とするようなボクシングなどの実践を正面切って論じるには，ブルデューの弟子にあたるＬ．ヴァカン
の時代まで待たねばならなかった。すなわち，ボクシングなどの生身の身体文化を社会学の対象として学界に位置づけ
るには，相応の時間が必要であったことをここで指摘したいのである。�
こうした対象選定について，シカゴの黒人ゲットーのボクサーについての詳細なエスノグラフィーを執筆したヴァカンは，こ
う述べている。「私は，もしピエール・ブルデューとの共著で社会理論についての本（�� ��������	� �	 
�������

�	��		��のこと ： 引用者注）を刊行していなかったならば，ボクシングの本の執筆に着手しなかっただろう。そして着手
したとしても，相当に長い時間をかけただろう。ブルデューとの社会理論の本が，私をスポーツの社会学（ｓｏｃｉｏｌｏｇｙ ｏｆ 
ｓｐｏｒｔ）へと消え入ることから守ってくれたのである。スポーツの社会学に限らず，そもそも私は何 「々の」社会学者（ａ 
ｓｏｃｉｏｌｏｇｉｓｔ“ｏｆ”ａｎｙｔｈｉｎｇ）になるべきではないと信じているのである」（Ｌｏ・ｌ・ｃ Ｗａｃｑｕａｎｔ�１９９９， “Ｆｒｏｍ Ｃｈａｒｉｓｍａ 
ｔｏ Ｐｅｒｓｏｎａ： Ｏｎ Ｂｏｘｉｎｇ ａｎｄ Ｓｏｃｉａｌ Ｂｅｉｎｇ”， ｉｎ"�� ������*� 	� ��	�� ��� 
���-Ｂｅｒｋｅｌｅｙ，  Ｄｏｒｅｅｎ Ｂ． 
Ｔｏｗｎｓｅｎｄ Ｃｅｎｔｅｒ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｈｕｍａｎｉｔｉｅｓ， Ｏｃｃａｓｉｏｎａｌ Ｐａｐｅｒｓ， ｎｏ．８，２１－３０：２４）。ヴァカンは，合州国のボクシ
ング史についてすばらしい研究 （１９８８，+��	�� ��� 
���� "�� 
	� 	� +	���� �� �*������ �	�����-  Ｃｈｉｃａｇｏ：  
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｉｌｌｉｎｏｉｓ Ｐｒｅｓｓ）をおこなったジェフェリー・サモンズを引き合いに出し，サモンズが合州国の主要大学
のアフロ・アメリカ研究学科への就任が取り消されたことを述べている。スポーツの研究をした歴史家は二流の歴史家
だと主張したアフロ・アメリカ系の学生の抵抗にあったためであった。ヴァカンは言う。「私はこのことを個人的な価値判
断として述べているのではない。ただデュルケミアンが言うところの社会的事実を報告しているだけである」（ｉｂｉｄ：２４）。
先のブルデューの引用箇所はこうであった。「ありきたりの考え方とは違ったやり方で対象を選定すること」。しかし一方
で，ありきたりではないやり方で対象を選定することが引き起こす，物質的象徴的追放の力を十分に念頭に置いておか
ねばならないとヴァカンは述べているのである。�
ヴァカンは，スポーツのような生身の身体を分析対象とする研究が学界において周辺化される構造的理由を次の三点
から説明している（ｉｂｉｄ：２３）。第一に，スポーツは社会生活の低俗な対象であること。スポーツはエンターテイメントの
世界であり，それは仕事の世界の対極にある。仕事の世界は研究されるに値するが，スポーツの世界はそうではないと
いう暗黙の前提が学界に蔓延っているがゆえに，スポーツを対象とした研究は周辺化される。�
第二に，生身の身体に照準していること。アカデミックに属する人間は誰もが身体を忌避するのである。ヴァカンによれば，
近年の身体社会学，身体人類学のブームの中でも，生身の血や肉を備えた身体を対象とする研究はほとんどなく，身体
について書かれたテクストを解析するのが主流であるのもこの点と関わっている。�
第三に，スポーツは社会的除け者がその世界の中心を占めること。階級的にも人種民族的にもメイン社会から隔絶さ
れた者たちが集う場であるがゆえに，アカデミシャンはその世界を語ることを忌避する。�
ヴァカンのこうした指摘からわかることは，科学的装いを保って社会について語る社会学者が，いかに自らを取り巻く集
合的無意識に反省性を向けることなく科学的実践を遂行しているか，そしていかに社会空間上に占める彼らの位置
から見た社会像を無自覚に全体化しているかということである。ブルデューとヴァカンに倣って，リフレクシヴ・ソシオロジ
ーを徹底させようと考えた時に浮上する研究対象のひとつが，本稿で扱うような貧困世界の身体文化研究である。�
Ｌｏ・ｌ・ｃ Ｗａｃｑｕａｎｔ， １９９２， “Ｔｈｅ Ｓｏｃｉａｌ Ｌｏｇｉｃ ｏｆ Ｂｏｘｉｎｇ ｉｎ Ｂｌａｃｋ Ｃｈｉｃａｇｏ： Ｔｏｗａｒｄ ａ Ｓｏｃｉｏｌｏｇｙ ｏｆ Ｐｕｇｉｌｉｓｍ”，
�	��		�� 	� ��	�� .	����９， ２２１－２５４： ２２２．
Ｅｒｈａｒｄ  Ｂｅｒｎｅｒ  Ｅ， １９９７，/�������� � ���� �� ��� ����� ＭｅｔｒｏＭａｎｉｌａ： Ａｔｅｎｅｏ ｄｅ Ｍａｎｉｌａ Ｐｒｅｓｓ： ｘｉｘ．
石山永一郎 ， １９８９，『フィリピン出稼ぎ労働者－夢を追い日本に生きて』柘植書房新社。�
Ｐ．ブルデュー ， 『実戦感覚Ⅰ』（前掲）， ２４頁。
Ｐ．ブルデュー ＆ Ｌ．ヴァカン， 『リフレクシヴ・ソシオロジーへの招待－ブルデュー，社会学を語る』（前掲）， １０１頁， 強調
は引用者。�
小泉義之， ２００８，「意味の地質学，人類の腫瘍学－『悲しき熱帯』を読む」『思想』１０１６号，５２－６９：６１頁。�
水島和則， ２００７，「訳者あとがき」 Ｐ．ブルデュー＆ Ｌ．ヴァカン『リフレクシヴ・ソシオロジーへの招待－ブルデュー社会学
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を語る』藤原書店， ３３３－３４１ ： ３３８頁。�
私たちにとっての異世界を語ろうとする時，まず検討すべきはその異世界と私たちとの関係性である。というのも，すでに
私たちはどんな異世界についても，すでに一定のイメージと思考カテゴリーを携えてしまっているからだ。このイメージを
解体し，思考カテゴリーを鍛え直す努力を通じて，異世界は科学的に記述されうる。�
この点に関して昨今の日本の社会科学の動向をひとつ挙げておこう。近年，新たなカテゴリーがマスメディアを通じて
量産されている。挙げればきりがないが，たとえば「ネットカフェ難民」というカテゴリーもその典型的なものである。これは
通俗的な用語であって，科学的概念ではない。にもかかわらず，「ネットカフェ難民」というカテゴリーをそのまま援用した
調査研究なるものが様 な々場で報告されている。デュルケムを引いておく。「日常語というものは，それによってあらわさ
れている概念と同じように，いつも曖昧なものなのだ。だから，学者が日常語を慣用どおりに使って，その意味を特別に吟
味し，あらためて規定する労をいとうならば，重大な混乱に陥るだろう」（Ｅｍｉｌｅ Ｄｕｒｋｈｅｉｍ， １８９７，%� �������0 )����

�� �	��		���， Ｆ． Ａｌｃａｎ＝１９８５， 宮島喬訳『自殺論』中公文庫， １７頁）。�
Ｐ．ブルデュー ， 『実戦感覚Ⅰ』（前掲），３４頁。訳文は変更してある。�
Ｐ．ブルデュー， 『ピエール・ブルデュー １９３０－２００２』 （前掲），６６頁．�
佐藤健二， １９８７，『読書空間の近代－方法としての柳田国男』弘文堂 ： ３３頁。「自己認知」と言っても著者個人の水
準を超えた「構造」の水準に反省性が向けられている点において，佐藤の見解とブルデューの議論は相同性を持って
いる。�
石岡丈昇， ２００５，「表情を帯びた語り－マニラに暮らすボクサーのライフストーリー」山田富秋編『ライフストーリーの社
会学』北樹出版 ： ９１－１１５，及び，２００７，「貧困下におけるスポーツと生活実践：マニラ首都圏のボクシングジムとスクウ
ォッター世界から」 『スポーツ社会学研究』１５ ： ８７－１０２。�
ボクサーは入門から初級キャリアを積む間は，基本的にジムに住み込みで生活を送る。ベテランボクサーとなり，所帯を
持つに至った者はジム外のスクオッターエリアに生活の本拠を構える。ちなみに２００８年９月の段階では， Ｌチームに所
属ボクサー１１名のうち，ジム外に暮らしているのは１名である。�
フィリピンの教育制度は初等教育（土着の言葉では小学校）が６歳から６年間，その後中等教育（土着の言葉では高校）
が４年間と続く。初等教育は義務無償教育となっており，中等学校は義務教育からは外れているが無償教育ではある。�
フィリピン中南部のビサヤ諸島からミンダナオ島にかけては，村祭り（フィエスタ）でアマチュアボクシングが盛んにおこな
われている。アマチュアボクシングであるにもかかわらず，プロボクシング同様にヘッドギア無しで顔を直接殴り合う。また
バンデージを巻くこともなく，裸の拳をグローブにそのまま包んだ状態で試合をおこなう。�
ボクサーのキャリアは次のようにステップアップする。デビュー戦から２～３勝するまでは４Ｒの試合をおこなう（このボクサ
ーのことを「４ラウンダー」と呼ぶ）。３勝以上すると，６Ｒの試合へと格上げされる（「６ラウンダー」）。さらに２～３勝を上げ
ると８Ｒの試合をおこなう（「８ラウンダー」）。さらに２～３勝挙げると最も格の高い１０Ｒの試合をおこない，タイトルマッチの
実施も可能な地位となる（「１０ラウンダー」）。なお，こうしたラウンドのステップアップには，明文化された規則がコミッショ
ンにあるわけではない。あくまで，プロモーター（興行主）とマネージャの意向によって決定される。よって，潜在能力のあ
るボクサーなどは，マネージャの判断で，デビューから一勝後，いきなり６Ｒの試合をおこなう場合もある。�
なぜ顔面を打たないのかと言うと，相手が「素人」だからである。プロボクサーは「素人」の顔面を強烈にヒットすること
を躊躇する性向を共通に持つ。顔から下の部位へは躊躇なく思いっきりパンチを打ち下ろすことができるのである。�
トライアウトには例外もある。スパーリングをおこなうことなく，Ｅジムボクサーになる者がいるのである。これはＥジム内のふ
たつのチームのうち，Ｌチームのみに認められる事態である。マネージャのルイスは，トライアウト生の身長が高い場合－こ
こで「身長が高い」とは，その人物が属するであろうボクシング階級における他のボクサーたちに比べ高いという意味で
ある－，腕が長い場合－ここでも同様に階級内の他のボクサーに比較して長い場合－，顔が小さい場合，などトライアウト
生の身体的特性を考慮し，もしそのトライアウト生がこうした特性を持っていた場合，スパーリングを課さず，そのまま入門
を認めることがある。２０年以上にわたりマネージャ業をおこなってきたルイスのこの評価は適切でもある。というのも，「技
術やハートは練習で身に付くが，身長や腕の長さは永遠に変わらない」（ルイス）からである。ルイスは，身長や腕の長さ
といった生来の体つきが，ボクシング界において身体資本となることを熟知しているのである。�
２００８年９月時点でのＬチームの所属ボクサーの年齢を記すとこうなる。１１人中，１０代が６名，２０代が４名，３０代が１名
である。�
Ｌチームのボクサー部屋は３つあり（４人部屋×２， ５人部屋×１），それらは互いに隣り合わさっているが，新人ボクサーが
どの部屋のベッドに寝るかは，マネージャの指示ではなく，ボクサー間で取り決めがなされる。どの部屋にベッドが空いて
いるかに応じて部屋の割り振りがなされるのが基本であるが，ボクサーの出身地に応じて割り振られる場合もある。たと
えば２００８年８月には，レイテ島のバト町出身のボクサーが新人ボクサーとして入門したが，彼はＬチームの１０Ｒボクサー
であるジェイソンと同郷者（ｋａｂａｂａｙａｎ）であるため，ジェイソンのいる４人部屋が彼の部屋になった。�
一日という単位を取り上げるのは次の古典的研究に倣ってのことである。Ｏｓｃａｒ Ｌｅｗｉｓ， １９５９， ���� ��*�����

!������ ���� �� ��� ������ 	� �	������Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ： Ｂａｓｉｃ Ｂｏｏｋｓ ＝ １９７０， 高山智博訳『貧困の文化－五つの家
族』新潮社。なお，次の拙稿も参照。石岡丈昇 ， ２００８，「貧困を生きる－Ｏ．ルイス『貧困の文化』」井上俊・伊藤公雄
編『都市的世界』世界思想社， ２０９－２１８。�
日本のボクシングジムは練習メニューが貼られていることが多く，その点では対照的である。また日本のジムでは「教訓」
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のようなものを記した紙がジムに貼られていることも多々ある。たとえば，「挨拶なくして勝利なし」や「己に勝てば相手に
勝つは易し」などである。これは世界的に見て，日本のジムの固有性である。しかしフィリピンでも，「ボクササイズ」（フィッ
トネス・ボクシング）専用のジムでは，練習メニューが貼られている場合がある。Ｅジムもまた，ボクサーの練習時間以外は，
フィットネスジムとして営業している。�
ボクシングジムであるためこのような水浴びをしているのではなく，中産階級以上の家でも同様の仕方で身体を洗う。こ
れはフィリピン共通の「シャワー」の仕方なのである。�
ミネラルウォーターではない蒸留水でビニール袋に入れて売っているもの。一袋で２００ｍｌ程度入っており，２ペソ（約４円）
で購入できる。�
ちなみに，ボクサーたちは誰もが上手に料理をつくる。夜中にお腹の空いたボクサー（１８歳）が，余った食材を鍋で煮込
み，絶品のスープを作ったことは，筆者を驚かせた。�
しかし，ジムで水がなくなることも多々ある。Ｅジムには上水道があるわけではなく，定期的にタンクローリー車が水を配達
するのである。よって貯水庫の水が切れれば洗濯もできなくなる。筆者も水不足で洗濯ができず，同じＴシャツを二～三
日と着回したことが何度かある。�
フィリピンの代表的な柑橘系のフルーツで，沖縄のシークワーサーに良く似ており，すっきりとした風味がする。�
Ｌチームのボクサー部屋には，共同テレビがひとつ備え付けられている。何もすることがないボクサーはテレビをずっと観
ていることが多い。�
フィリピン全土に見られる乗合ジープのこと。最大１６人乗ることができ，庶民の足としてフィリピンでは生活に必須の交
通手段である。最低運賃は８．５ペソ（＝２１円）であり、乗合タクシーであるＦＸや通常タクシーに比べ割安である。�
天井から吊らされたサンドバッグを打つ練習のこと。サンドバッグは二種類あり，ひとつは「ソフトバッグ」でこれはバッグの
上部から下部まで一直線の縦長長方形のバッグである。ジャブ，アッパー，フック，ストレート，すべてのパンチの練習をこ
れでおこなう。最も使用されるバッグである。もうひとつは，「アッパーカットバッグ」である。これは，アッパーカットの練習を
中心に設計されたバッグで，上部から下部へと徐 に々膨らんでいく形をしており，砂袋を上部で結ったような形態である。�
トレーナーが両手に装着したパンチングミットをボクサーが打つ練習。トレーナーは掛け声を出すと同時に，ミットを構える
（たとえば「ジャブ」と言って左手のミットを上げ，その後，「ジャブ，ストレート」と言って左手，そして右手のミットを上げるな
ど）ボクサーはその掛け声とトレーナーのジェスチャーに合わせて，タイミングよくパンチを打ち込む。�
別名，ダブルエンドバッグとも言う。この別名から示唆されるとおり，天井と床にロープによってひとつなぎとなった円形状
のボールをジャブで打つ練習である。ジャブを打つたびにボールはロープの反動で揺れる。その揺れたボールをジャブ
でヒットすることで，ジャブのスピードとボクサーの眼を鍛えることが目指されている。�
別名シングルボールとも言う。木でできた円形状の専用ボードに吊るされて設置される。これはグローブを外した状態で，
左右の手で交互にボールをはじき，リズムと眼を鍛える練習である。�
相手と距離を取って，フットワークを使いながら，ジャブやカウンターを当てていく「スタイリッシュ」なボクシングスタイルのこ
と。打ち合いを好む「ファイター」とは対極のスタイル。代表的なアウトボクサーとしては，モハメド・アリがいる。近年の日本
では徳山昌守など。�
相手との距離を詰めて，接近戦で打ち合うことを目指すボクシングスタイルのこと。なかでも，ひたすら突進し続けるファイ
ターは，「ブル・ファイター」と呼ばれる。�
ここでポイントとなるのは，なぜそういったボクサーをマネージャはそれでもジムに留まらせて練習を積ませるのかという点
である。端的に言えば，チャンピオンにならなくても，ボクサーにはそれぞれに適したボクシング世界の位置が割り当てら
れるからなのであるが，この点についてはボクシング世界全体の客観的仕組みを踏まえた上で論述する必要がある。
稿を改めて執筆予定である。�
「クヤ」という言葉はタガログ語で盛んに発話されるものである。この言葉の使用法については，第４節で述べる。�
Ｌｅｏ Ｊａｍｅｓ Ｅｎｇｌｉｓｈ， １９８６，"���	�1������ /����	���� �Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｂｏｏｋ Ｓｔｏｒｅ．�
冨山一郎 ， ２００６，『増補　戦場の記憶』日本経済評論社 ： ７９頁。�
試合ではこの半分の薄さの８オンスのグローブを用いる。�
ここでいう「コード化された性質」とは，スパーリングパートナーの選定から明確な練習課題がトレーナーから出されること
まで，スパーリングのすべてがトレーナーを中心的位座とするジム空間全体によって制御されていることを指す。Ｌｏ・ｌ・ｃ 
Ｗａｃｑｕａｎｔ， ２００４� +	�� ��� �	� � 2	��,		 � 	� �� ���������� +	���- Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ： Ｏｘｆｏｒｄ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ： 
８０．�
「バクラ（ｂａｋｌａ）」とは "���	�1������ /����	����によると「女じみた（ｅｆｆｅｍｉｎａｔｅ）男性，あるいはホモセクシュアル
な男性」と定義されている。しかし「バクラ」は，こうした辞書的定義以上の意味をフィリピン社会で帯びている。この点
に関して， 以下の文献がある。 Ｍａｒｔｉｎ Ｍａｎａｌａｎｓａｎ， ２００６，3	,� /����� ������	 3�� !�� �� ��� /����	��-

ＭｅｔｒｏＭａｎｉｌａ： Ａｔｅｎｅｏ ｄｅ Ｍａｎｉｌａ Ｐｒｅｓｓ．とりわけ第一章 Ｔｈｅ Ｂｏｒｄｅｒｓ ｂｅｔｗｅｅｎ+� �ａｎｄ3�� を参照。�
目上の女性に対しては「アテ（Ａｔｅ）」が用いられる。�
“Ｏｏ”，“Ｏｐｏ”ともに英語で言う“Ｙｅｓ”の意味である。“Ｏｏ”は話者と社会的地位が同列の他者に対して用いるの
に対し，“Ｏｐｏ”は社会的地位が目上の他者に対して用いる。�
「真にボクサーになるには２４時間労働が必要なのだ」（Ｌｏ・ｌ・ｃ Ｗａｃｑｕａｎｔ， １９９５�“Ｐｕｇｓ ａｔ Ｗｏｒｋ ： Ｂｏｄｉｌｙ Ｃａｐｉｔａｌ 
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ａｎｄ Ｂｏｄｉｌｙ Ｌａｂｏｕｒ ａｍｏｎｇ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ Ｂｏｘｅｒｓ”， +	�� ��� �	�����１，６５－９３：８０）。�
２００８年９月の段階では１名のみであるが，筆者が長期住み込み調査をおこなった２００５年には４名のボクサーが所帯
を抱えていた。このうちの２名は２００８年までにボクシングを引退し，１名はスクオッター暮らしを止めてジム内に住み込み
を再び始めた。所帯生活を維持するだけの生活を捻出できなくなったため，家族を村へと戻し，彼は単身でジム生活に
舞い戻ったわけである。�
ジムで暮らしていると，ボクサーが自らの財布を取り出して，その中身を凝視している光景をたまに目にすることがある。
彼らの財布に現金が入っていることはまずない。空っぽの財布を凝視しているボクサーが何をしているのかと言うと，財
布に収められたガールフレンドの写真を眺めているのである。ボクサーたちはその関係をマネージャやトレーナーから規
制されるがゆえに，敢えてガールフレンドとの関係を保持しているようにすら見えることがある。マネージャの忠告にもめ
げず，ガールフレンドとの関係を保つことが，逆に彼らにとってのささやかな自己享受の感覚をもたらしているかのようであ
る。�
Ｌｏ・ｌ・ｃ Ｗａｃｑｕａｎｔ� +	�� ��� �	� � 2	��,		 � 	� �� ���������� +	���： ９９．
Ｐ．ブルデュー ， 『実戦感覚Ⅰ』（前掲）， １０９頁。訳文は変更してある。�




