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【要約】「よそ者」は，日常会話だけでなく，地域再生の分野や，ビジネス，組織に関する議論でも

頻繁に使用される用語であり，組織や集団外の存在という一般的な意味をその使用者が共有している．

しかし，既往研究の中では，よそ者を指し示すものは，状況や場面によって多様な呼称や外部評価を受

けており，必ずしもポジティブな効果だけを生むのではなく，ネガティブな効果を持つこともあると報

告されている．本研究では，このように多義の意味と影響をもつよそ者を，よそ者が対峙し干渉するコ

ミュニティとの関係性から分類し，よそ者の性質を分類することを目的とした．調査は，先行研究で参

照された文献を再度網羅的に探索することで行い，よそ者とコミュニティの関係性からその言及の分析

を行った． 

 

【キーワード】よそ者，コミュニティ 

 

1目的 

本研究の目的はこれまでに議論されてきたよそ者とよそ者が関わるコミュニティの関係性に着目し，

よそ者の性質を解明することである．そのためによそ者に言及した先行研究（敷田，2009）で参照され

ている文献を再度網羅的に探索し，コミュニティとよそ者との関係に着目して，よそ者への言及を分析

した． なお，本研究でこれまでの先行研究におけるよそ者に対する言及を分析することで，コミュニテ

ィとの関係性に基づいてよそ者の性質を解明することができ，今後の地域経営や組織運営において，よ

そ者の「有効利用」が可能になると考えられる． 

 

2背景 

国内の地域再生の現場では，総務省が推進する地域おこし協力隊のように，地域外から当該地域を

訪問滞在して活動支援を行う，いわゆる「よそ者」を活用する事例が増加している．こうしたよそ者

は，地域関係者とは異なる属性や特性を持つことから，一般的に「地域再生を推進する力になる」と

いわれ，一定の評価を得ており，この点に関して地域再生における「よそ者効果」を検討した敷田

（2009）は，「地域の再発見」など複数のよそ者効果を整理している．また，佐藤（2016）は，外部者

であるよそ者が持つ異文化が理由で，地域に変容がもたらされると述べている． 

一方，よそ者には多様な定義や呼称があり，地域再生分野だけでなく，例えばビジネスや組織論の

中でもその用語が使用されている．例えば，ビジネスの場では，社会にとって都合の悪い事象を再認

識させる存在として「トリックスター」（赤坂，1995）という用語や，コミュニティにおける少数派と

いう意味で「異人」（安岡，2014）という存在が指摘されている．また組織論の中では，よそ者概念を

現代ビジネスへ応用した中西（2001）の，「ビジネストリックスター」などへの言及がある．しかし，

民俗学における赤坂（1992）や地域づくりにも言及した敷田（2009）以外，こうしたよそ者の定義を

網羅して，説明や比較した研究はない． 

また，よそ者が対峙し干渉するコミュニティとの関係性に着目した場合，よそ者は必ずしもコミュ

ニティにとってポジティブな効果を持つとは限らず，ネガティブな効果を生み出すこともある．こ

の，よそ者が持つポジティブ，ネガティブな効果の発現に関しては，柴山・丹下（2010）が指摘する

ように，よそ者の存在する場や条件に依存すると考えられる．しかし，こうした関係や条件への言及

を行った研究はあるものの，実際にそれらを分析した研究は，前出の敷田（2009）の効果とその発揮

条件への言及を除いて存在しない． 



 

よそ者への言及を行う先行研究において概ねの了解が得られているのは，よそ者がコミュニティ内

部の人間と異なる存在としてコミュニティから認識されているという点である．そこで本研究では，

よそ者とよそ者が対峙し干渉するコミュニティとの関係性に特に着目して，先行研究で言及されてき

たよそ者の性質の全体像を整理し，その分類を試みることとした．このことは，多種多様な意味合い

で用いられているよそ者の共通理解を促進するだけでなく，よそ者とコミュニティが適切な関係性を

構築していくための有益な知見を得ることだと考えている． 

 

3． 方法 

本研究では先行研究の探索的な文献調査を行った．よそ者が関わるコミュニティとよそ者との関係性

に着目し，敷田（2009）などの先行研究で言及している，よそ者に言及した図書や論文を対象として，

よそ者の同義語を整理した．その際に，定義を伴った新たな同義語が出てくるまで探索を繰り返し，複

数の文献を探索してもそれまでと異なる同義語が見いだせない場合に，その同義語については「飽和」

した状態と判断してそれ以上の検索を中止した．この結果，計 64点の図書が本研究の対象となった． 

さらに本研究では，対象とする文献に対して，よそ

者とコミュニティの関係性についての分析を行ってい

るが，その際に両者の関係を分析する枠組みとして仮

説モデルを構築している．そのモデルを図 1 に示す．

このモデルでは，よそ者とコミュニティの関係性を包

括的に捉えるために，両者は相互に影響し合う関係で

あると仮定し，地域づくりで主張されるよそ者への期

待のように，よそ者がコミュニティに一方的に好まし

い影響を与える存在であるという前提を用いていな

い． 

なお，池田ほか（2001）は，コミュニティを「ある同一の時空間的・地域的な広がりのなかで個人ま

たは家族を単位として暮らす人々の集合体であり，その人々の営みにおいて共通の利害や関心事といっ

た問題（ニーズ）が生じた場合，共通の情緒的な意識にもとづく行動などが継続的に社会的な相互作用

となって体系化された共生社会」としている．また，1950 年代にコミュニティの定義を比較研究した

Hillery（1955）は，コミュニティには，空間的共有，社会的相互作用，絆が含まれると分析している．

本研究では，上記のコミュニティの性質を総合的に勘案し，コミュニティを，時期や時代によって異な

るが，共有している空間に存在する相互に関係を持った集団と表現して考察することとした． 

なお，「関係性」とは，2 つ以上の主体の関係がある状態における両者の関係のあり方を示し，本論

文では特に，よそ者が関わるコミュニティとよそ者の両者間の相互関係を示すこととする．最後に本研

究で使用する「よそ者」とは，コミュニティと何らかの関わりを持っていることを前提として，先行研

究で扱われている「他者」や「異人」などに従い，コミュニティの外部に存在しつつ，その一方でコミ

ュニティによって存在を認識されている存在とした． 

 

4 結果と考察 

まず，よそ者について言及した図書 64冊のうち，本研究で対象とするよそ者を明確に指し示す，よそ

者の「同義語」を 28点確認することができた（表 1）．さらに，そこから同種の表記を整理すると，以

下の 12種類の同義語にまとめることができる． 

 

他者，異人，トリックスター，ストレンジャー，ノマド，アウトサイダー，異人としての他者，異界，

異端，ボヘミアン，部外者，インティメイト・ストレンジャー 

 

このうちもっとも頻繁に用いられていたよそ者の同義語は，「他者」であり，その次が「異人」であ

った．いずれも日常生活でも用いられる表記であるが，前者は「TASYA」と口語で表現することは少なく，

口語ではむしろ「よそ者」が頻繁に用いられている．対象とした文献がいわゆる「研究」の結果や専門

書であることがこのような結果に影響を与えていると考えられる．一方，「まれびと」や「風の人」な

どの呼称は，日常生活でよそ者を指し示す用語として頻繁に用いられているが，今回の調査結果のなか

にそれらの用語を見いだせていない．折口（1995）や赤坂（2002）が，まれびとの役割として，中心と

図 1：よそ者とコミュニティの関係モデル 



 

周辺を往来する存在と言及しているが，現在では，よそ者へ言及する図書に頻繁に用いられる状況には

なく，文献内では多用されないよそ者の同義語も存在している． 

次に，よそ者の定義の説明内容をみると，大きく 2つの共通点が見出せた．まず一つ目が，よそ者が

関係する集団や組織（コミュニティ）とよそ者が，異なる利害や指向を持つと説明されている点である．

ハリス（2015）やベッカー（1978）のアウトサイダーの定義で用いられる，集団や組織内に共通のルー

ルや規則に捉われていないという説明は，この特徴を集約している．そして二点目が，逆説的ではある

が，よそ者はよそ者自身が関係するコミュニティや組織と何らかの接点を持っているという点である．

この点については，赤坂（1992）が，「よそ者は関係概念｣だと説明しており，よそ者自体も何かしらの

コミュニティのうちに存在し他者と関係を構築していることを指摘している．つまり，よそ者をよそ者

にしているのは，よそ者でもコミュニティでもなく，その両者の関係だと考えることができる．この点

に関して，敷田（2009）は，特定の事例では，よそ者の持つ「異質な文化」，つまり内部者との違いが

よそ者に対する「差別」を生み出していることや，よそ者とコミュニティとが関係しあいその性質を変

容させている事例を確認している． 

さらに，山口（2000）のノマドや中沢（1994）のボヘミアンのなどの定義からよそ者はコミュニティ

の外部で生きようとする意思のある存在だと確認できる．そのため，よそ者は自分の意志でよそ者をや

めることが出来ると考えられる．また，菅（2015）のストレンジャーの定義からよそ者はいつかコミュ

ニティから出ていってしまう存在であることが確認された。このことからよそ者は「状態」を指すとも

考えることが出来る。 

表 1 先行研究で言及されたよそ者の定義の分類 

よそ者の

定義 
定義の説明 出典 

アウトサイダー 

つまり，アウトサイダーとは，常識や社会のルール，あるいは特定の組織や集団のセオリー，そうした

ものに囚われることなく，自由に考え，発想し，行動する人間のことを指すのである． 

ハリス＝ロバート（2015）序章「アウトサイダー

―その 6 つの条件」，『アウトサイダーの幸福論』，

pp．3-38． 

アウトサイダー 

ある規則が執行された場合，それに違反したとおぼしい人物は，特殊な人間―集団合意に基づくもろも

ろの規則にのっとった生き方の期待できない人間と考えられる．つまり彼は，アウトサイダーと見做さ

れるのである．ここに，このことばのもう一つの意味が生ずる．すなわち，規則違反者が判定者をアウ

トサイダーと見做すこともありうるということである． 

ベッカー＝ハワード（村上直之訳）（1978）第１

章「アウトサイダー」，『新装アウトサイダーズ 

ラベリング理論とはなにか』，pp．7-30． 

異界 
こうした境界の向こう側に展開している領域のことである 小松和彦（2015）序章「異界をめぐる想像力」，

『異界と日本人』，pp．6-19． 

異人 

民族社会の外部に住み，様々な機会を通じて定住民と接触する人々をここでは「異人」と総称する 小松和彦（1995）第１章「異人の民俗学」，『異

人論』，pp．13-94． 

＜異人＞とは，共同体が外部にむけて開いた窓であり，扉である．世界の裂けめに置かれた門，である．

内と外・此岸と彼岸にわたされた橋，といってもよい． 

赤坂憲雄（1992）序章「〈異人〉漂白と定住のは

ざまに」，『異人論序説』，pp．15-21． 

ただいまの中華人民共和国には，五五の少数民族の存在が認められている． 

漢民族にとって，それらの多くは，ながらく，異人としてとらえられていた． 

武田雅哉（2005）第１章「〈日本人〉と〈鬼〉」，

『「鬼子」たちの肖像―中国人が描いた日本人 』，

pp．3-24． 

すなわち，その共同体からすぐに立ち去っていくのか，それともとどまり続けるのかという違いがある

ものの，両者とも共同体という境界づけられた社会の外的存在として位置づけられた人々のことであ

る． 

坂本俊生（2015）第３章「現代社会における知人

の発達と異人の物語」，『異人論とは何か ストレ

ンジャーの時代を生きる』，pp．65-96． 

民族知識において，超自然的な存在であり，怪奇を引き起こす主体と考えられている妖怪は，人間とは

異なる異界の存在であり，いわば「異なる人」ではなく「人と異なるモノ」という意味で〈異人〉とす

ることができる． 

飯倉義之（2015）第 7 章「異「人」化する妖怪言

説」，『異人論とは何か ストレンジャーの時代を

生きる』，pp．173-192． 

異端 

この定義からはっきりすることは，異端が洗礼を受けた者であること，したがって異端はあくまでもキ

リスト教の内部に属する問題であること． 

小田内隆（2010）第１章「正統と異端の地平」，

『異端者たちの中世ヨーロッパ』，pp．24-27． 

インティメイ

ト・ストレンジ

ャー 

本章では，このような他者のことを「インティメイト・ストレンジャー」（Intimate Stranger）と呼

んでおきたい．それは「メディアの上だけで仲良くする他者」であり，オンライン上の親友や恋人であ

る． 

冨田英典（2009）第４章「「匿名性」と「親密性」

の融合：インティメイト・ストレンジャー概念の

検討」，『インティメイト・ストレンジャー -「匿

名性」と「親密性」をめぐる文化社会学的研究-』，

pp．149-172． 



 

よそ者の 

定義 
定義の説明 出典 

ストレンジャー 

ストレンジャーという言葉には「よそ者」，「見知らぬ者」，そして「風変わりな者」という 3 つの位

相がある．本章で主として考察の対象とする脱都市型移動，すなわち I ターンは，伝統的な「よそ者」

論の延長線上に置かれている． 

菅康弘（2015）第８章「ストレンジャー体験と愛

着の位相」，『異人論とは何か ストレンジャーの

時代を生きる』，pp．195-219． 

他者 

「他者」とは最も素朴にいえば，「われわれ」ではない人々のことである． 安岡健一（2014）序章，『他者たちの農業史』，

pp．1-24． 

「他者の受容」の「他者」は，何らかの理由から「われわれ」とは異質とみなされる個人や集団を指す．

異質とみなされることが，文化的生活様式や伝統による場合もあれば，信仰，価値観による場合も，ま

た社会的階層や国際社会における地位による場合もある． 

ハーバーマス＝ユルゲン（2004）訳者あとがき，

『他者の受容』，pp．395-396． 

すなわち，ここでの他者とは目に見え，手で触れられる個体なるものの自明性ないし普遍性を手掛かり

にして，ある個体を当事者として注目したときの他個体という意味での他者を考えるということであ

る． 

河合香吏 編（2016）序章「進化から「他者」を

問う―人類社会の進化史的基盤を求めて」，『他

者 人類社会の進化』，pp．２． 

h は humanの h を示している 

条件 3（h）． 「他者とは，h と社会的にインタラクト可能な相手である」 

条件 3（h）-1．  「他者とは，実際に h と社会的にインタラクトする（した）相手である」 

条件 3（h）-2．  「他者とは，潜在的に h と社会的にインタラクトすることが可能な相手である」 

a は animalの a を示している 

条件 3（a）． 「他者とは，a と社会的にインタラクト可能な相手である」 

条件 3（a）-1．  「他者とは，実際に a と社会的にインタラクトする（した）相手である」 

条件 3（a）-2．  「他者とは，潜在的に a と社会的にインタラクトすることが可能な相手である」 

中村美知夫（2016）第２章「動物は「他者」か，

あるいは動物に「他者」はいるのか？」，『他者

人類社会の進化』，pp．43-64． 

まず「他者」とはあるまとまりをもった認知/行為主体としての「わたし」が認知/行為する（「わたし」

に認知/行為を迫ってくる）存在である．より簡単にいえば「他者」とは，「何か」ではなく，「誰か」

である． 

また，「他者」は一生物個体とはかぎらず，個体の集まり（例：あるまとまりを持った集団）や個体の

一部（例：あるふるまい方）が「他者」として感知されることもありうるだろう． 

西江仁徳（2016）第６章「続・アルファオスとは

「誰のこと」か？―チンパンジー社会における

「他者」のあらわれ」，『他者 人類社会の進化』，

pp．125-148． 

その場にいる複数の個体のうち，どちらがより自分に近いナカマなのかを類別することによって，「自

分たち」という集団的なくくりと同時に，自分たちとは異なる「かれ」＝「他者」というくくりが生み

出される．あるいは，「自分」と「かれら」というくくりが生み出される場合には，「かれら」にとっ

ても「自分」が「他者」となることを知る． 

杉山祐子（2016）第１１章「祖霊・呪い・日常生

活における他者の諸相―ザンビア農耕民ベンバ

の事例から」，『他者 人類社会の進化』，pp．

251-273． 

他者とは，顔によって把握した気にさせられるような相手なのである． 西井凉子（2016）第１２章「「顔」と他者―顔を

覆うヴェールの下のムスリム女性たち」，『他者 

人類社会の進化』，pp275-294． 

ところで，自己の周りには長期的な関係にある身内と他人以外に，短期的な（ほとんどの場合，瞬時と

表現してもいい）関係にある人々が存在するという点にも留意したい．本章では，かれらを「他者」と

表現する． 

田中雅一（2016）第１３章「道義と道具―他者論

への実践的アプローチ」，『他者 人類社会の進

化』，pp．295-314． 

他人は環境からの入力に対して決まりきった反応をするのではなく，目的や意図をもち，自らのふるま

いを主体的に決定する存在だとみなす．本章で「他者」と呼ぶものは，そのような，「自己が主体性を

感知する対象」のことである． 

竹ノ下祐二（2016）第１７章「社会という「物語」

―分業，共同育児と他者性の進化」，『他者 人

類社会の進化』，pp．379-398． 

つまり本章でいうところの「他者」とは，（通念的理解に反して）必ずしも「自己ではないもの」と同

義なのではなく，むしろ「自己でもなく，また単なる環境でもない」存在者を指すものとして考えたい． 

床呂郁哉（2016）第１８章「野生のチューリング・

テスト―非人間の〈もの〉が他者となるとき」，

『他者 人類社会の進化』，pp．399-418． 

このように，既存の境界線や対立の妥当性，その構築の自然性に疑いを生じさせるような「よそもの」

を，ここでは，多重に他者化された存在，異人としての〈他者〉と呼ぶことにしよう． 

石田佐恵子（2015）第５章「メディアの〈共同体〉

と〈他者〉表象について」，『異人論とは何か ス

トレンジャーの時代を生きる』，pp．121-144． 

トリックスター トリックスター＝道化とは，社会の表層から隠蔽されているものを人々の眼前に曳きずりだし，秩序の

仮面の下からカオス（無秩序・混沌）を湧出させる者である．  

赤坂憲雄（1995）第２章「浮浪者／ドッペルゲン

ガー殺しの風景」，『排除の現象学』，pp．81-124． 

要するに，トリックスターは境を越えるものである．どの集団も端，内と外という観念を持っている．

そしてトリックスターは，つねに端にいる．交流が生じるようにと，都市の出入り口，人生の門口にい

るのだ． 

ハイド＝ルイス（2005）序章，『トリックスター

の系譜』，pp．1-19． 



 

トリックスター（trickster）は，こうした既存の秩序と硬直した文化に挑戦し，それを破壊し，新し

い秩序や文化を創造する「知の転換者」である． 

原田保ほか（2001）第２章「知のトリックスター」，

『知の異端と正統』，pp．78-121． 

ノマド ノマドとは，もともとは遊牧民を意味するフランス語で，移動すること，したがってノマディズムとは

移動主義ということになります． 

山口昌男（2000）第３章「大学は再生できるか―

行き詰まりを打開するためのノマド化のすす

め」，『独断的大学論』，pp．80-115． 

部外者 本書に提示されている郊外の共同体に関する説明は，共同体内における古い定着集団と，より新しい住

人集団-その集団は定着者集団によって部外者として扱われていた-との間にある激しい分裂を示すも

のである． 

スコットソン＝エリアス（2009）序章「定着者と

部外者に関する理論的エッセイ」，『定着者と部

外者 コミュニティの社会学』，pp．1-6． 

ボヘミアン ようするに，ボヘミアンは歴史の外部に生きようとしている人たちなのであり，ボヘミアン的なものと

いったら，そういう生き方を突き動かしている根本のエートスをさしている． 

中沢新一（1994）第１章「歴史のボヘミアン理論

へ」，『悪党的思考』，pp．10-29． 

 

次に，表１で分類されたよそ者の定義をよそ者とよそ者が関わるコミュニティとの関係性に着目し，

分類した．よそ者とよそ者が関わるコミュニティとの関係性とは，よそ者とよそ者が関わるコミュニテ

ィの両者間の相互影響を指す．よそ者への影響は 2 パターン（よそ者への影響あり，よそ者への影響な

し），コミュニティへの影響は 4 パターン（コミュニティへポジティブな影響とネガティブな影響，コ

ミュニティへポジティブな影響，コミュニティへネガティブな影響，コミュニティへ影響なし）あると

考えられるため，2×4 で 8 パターンに分類できる． 

その結果，以下の 6 タイプの関係性を確認することができた（表 2）．この結果から，今後の地域経

営や組織運営におけるよそ者と，よそ者が関わるコミュニティの関係性はよそ者が自身の関わるコミュ

ニティに対して，ポジティブな影響のみを与えている以下の 2 つが好ましいと考えられる． 

・よそ者はコミュニティ内部の中で活躍することができ，コミュニティは活躍するよそ者の知識を発

見することにより，新たな知識が発生するタイプ 2 

・よそ者の存在だけでコミュニティのアイデンティティが確立されてしまうタイプ 6 

また，タイプ１から 6 を総合考察するとよそ者はよそ者が関わるコミュニティに対して，コミュニテ

ィ内部のしがらみやコミュニティのアイデンティティを確立されるなど，コミュニティだけの力では達

成できないことに対して行動を起こしていると考えられる． 

そして，よそ者とよそ者が関わるコミュニティの関係性が多岐にわたる理由は，よそ者とよそ者が関

わるコミュニティの関心度の強弱なのではないかと考える．なぜなら，タイプ１から４のようによそ者

とよそ者が関わるコミュニティが相互に影響を与えている場合に関係性が細かく分岐しているためで

ある． 

 
 

表 2 コミュニティとの関係性から見たよそ者のタイプ 

タイプ 
よそ者への

影響 
コミュニティへの影響 例 

タイプ 1 

よそ者への

影響あり 

コミュニティへポジティブ

な影響とネガティブな影響 

・よそ者がコミュニティに与えた影響が社会的に悪とみな

された場合，よそ者は悪者扱いをされる． 

・コミュニティの内部で困っていた人間に対して，よそ者

がアドバイスを与えることにより，コミュニティの内部の

人間は問題が解決する． 

・よそ者がコミュニティの内部のしがらみに困っていた人

間に対してアドバイスを与え，その結果コミュニティ内部

の人間が社会的に悪と見做されるものに変わってしまうと

本当は悪くないコミュニティの内部の人間が悪と見做され

てしまう． 

タイプ 2 
コミュニティへポジティブ

な影響 

よそ者がコミュニティの中で活躍し，コミュニティ内部の

人間に認められることでよそ者はコミュニティの中で権力

者となる．一方，よそ者とよそ者が関わるコミュニティの知

識が交わり，新たな知識が生まれる． 

タイプ 3 
コミュニティへネガティブ

な影響 

よそ者がコミュニティから新たな考え方や知識を得る．た

だし，よそ者がコミュニティの中で活躍後にコミュニティ

から離れた場合，コミュニティの内部の人間が混乱する． 

タイプ 4 コミュニティへ影響なし よそ者が一方的にコミュニティから差別される． 



 

タイプ 5 
よそ者への

影響なし 

コミュニティへポジティブ

な影響とネガティブな影響 

よそ者の意見により，コミュニティのしがらみがなくなる．

しかし，同時に，コミュニティ内部の人のつながりが薄くな

ってしまう． 

タイプ 6 
コミュニティへポジティブ

な影響 

よそ者の存在によりコミュニティのアイデンティティが確

立される． 
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