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第３回 2013.1.27

「ポスト３・１１の反原発運動 何が起こっているのか」

での論議から

2013年１月27日（日）、生・労働・運動ネットでは、表記のような

タイトルで、「アンラーニングプロジェクトⅡ」の第３回めの集いを

行いました。以下は、そこでの提起と、その後の「フリートーク」で

の論議のアウトラインです（なお、以下の提起での「私」は提起者

自身を指す）。

当日の提起から

「３・１１」後の反原発デモの軌跡をたどりなおす□

福島原発事故以降、この国の各地の街頭でかつてない規模と広がりで反・脱原発を訴えるデモや直接行動が

行われてきています。今日は、原発デモをめぐって書かれたものを素材として、「３・１１」以降の反・脱原発運動の

あり方を探ることを試みたいのですが、その前に「３・１１」以降の反・脱原発運動がどのように展開されてきたかを、

手短に振り返ってみたいと思います。

今日の私の話の資料の一部として、「３・１１」以降の反原発デモや反原発アクションの内、私の目にとまったもの

を時間軸に沿ってピックアップしてみました。そこにもあるように、早くも2011年3月18日に、富山の私たちも交流の
ある東京の「フリーター全般労組」のメンバーを中心に東電前の路上で抗議行動が行なわれています。最初はわ

ずか数名の参加者で行われた「東電前抗議行動」は、同月の終わりには、数百人規模の参加者のアクションにま

で拡大しています。また、同月27日には、たんぽぽ舎や原子力資料情報センターといった古くからの反原発団体・
グループの主催で、450人が参加した反原発デモが東京・銀座で行われました。
中央線の高円寺駅界隈で若い人たちがリサイクルショップなどを営みながら、ある種のコミュニティーをつくって

いる「素人の乱」のことは、皆さんもご存じだと思います。「３・１１」以降、この国の各都市で展開された反・脱原発デ

モの中でも、とりわけ、新たな状況を画するもののように思うのが、「素人の乱」主催で高円寺周辺で行われた2011
年4月11日の「超巨大反原発ロックフェスデモ」です。そのデモの申請のために「素人の乱」の人たちが警察署に
行って、申請書類の参加人数の欄に千人と記入したところ、警察官にどうせそんなに来るわけがないから500人ぐ
らいにしたらと言われて、その通りの人数でデモの申請をしたら、実際には何と1万5千人がデモに参加したという
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エピソードがあります。その後も、「素人の乱」では、何度も1万人規模の大きな反原発デモを企画しています。「３・
１１」からちょうど3ヶ月後の6月11日に、「素人の乱」が企画した新宿デモも含めて都内の各地で反原発デモが行わ
れましたが、「共同行動」として同日の夕方にそれらのデモの参加者が何万人もの大群衆となって新宿駅東口アル

タ前広場に集結したことで、一時的ではありますが、そこに警察の規制の及ばない「解放区」が出現しました。

「素人の乱」では、その3ヶ月後の9月11日にも、1万人規模の反原発デモを行ったのですが、その時には12人も
の逮捕者が出るという厳しい刑事弾圧を受けています。

2011年9月19日に、原水禁や元総評系の労働組合等が中心になって、「さようなら原発5万人集会」が行われて
います。その集会に6万人も参加したということではそれなりの意義はあったのでしょうが、そこでのアピール・発言
や、参加者の動き自体には特別に目新しいことはなかったように思います。むしろ、私としては、9月11日の「経産
省前包囲行動」の一環として、その日に「９条改憲阻止の会」のメンバーが同省の敷地内に「経産省前テント」を設

置したことに注目したいと思います。「経産省前テント」は、政府側の度々の脅迫や妨害行為にも関わらず、原発に

反対する人々の「拠点」として現在も継続されていますが、2012年4月17日から5月5日にかけて、「9条改憲阻止
の会」では、「経産省前テント」で大飯原発再稼働反対を訴えるためのハンストを行っています。

福島原発事故からちょうど1年目に当たる2012年3月11日には、全国各地で反・脱原発デモやアクションが行わ
れましたが、その日には、「原発再稼働反対」や「脱原発社会」を訴えて国会議事堂を1万人の「人間の鎖」で包囲
するというアクションが行われています。なお、同アクションの呼びかけ団体の「Ｎｏ Ｎｕｋｅｓ Ｍｏｒｅ Ｈｅａｒｔｓ」は、後

でも触れる「官邸前行動」を中心的に企画したグループの一つです。

それをどう評価するかということはありますが、2012年の反原発運動の注目すべき動きとして、間違いなく、「官
邸前行動」があるように思います。「Ｎｏ Ｎｕｋｅｓ Ｍｏｒｅ Ｈｅａｒｔｓ」等のいくつかの都内の反原発グループで構成す

る「首都圏反原発連合」では、2012年3月から毎週金曜日に首相官邸前の歩道で「官邸前行動」を行っていました
が、当初の参加者は数百人程度でした。大飯原発の再稼働が決定される前後の時期から「官邸前行動」の参加者

が急増し、6月15日には1万人、6月22日には4万5千人、大飯原発再稼働の直前の6月29日には、主催者発表で
20万人がそこに参加しています。その後、数ヶ月に渡り、毎週金曜日の「官邸前行動」には毎回数万人が参加す
るという状態が続いていました。11月11日の「反原発100万人大占拠行動」では、首相官邸前や国会議事堂周辺
を数万人の参加者で包囲・占拠することが行われました。

12月に入ってからは、衆議院選挙が行われたこともあり、私の知る範囲では、特に目立った反・脱原発デモはな
かったように思います。また、2012年の秋頃から、反・脱原発それ自体を街頭で訴えるというよりも、放射能汚染瓦
礫の「広域処理」に反対するといった具体的な課題への取り組みの方に運動の重点が移ってきたということもある

のではないか、と思います。

以上、「３・１１」から今年1月現在までの約1年10ヶ月間の反・脱原発デモの流れを概観してきました。2年足らず
の短い期間の出来事ですが、それ以前から「生の無条件の肯定」を掲げて街頭でサウンドデモや奇抜なアクション

を展開してきたフリーター労組や「路上解放」系の若者たちが中心となって大規模な反・脱原発デモを行っていた

時期がまずあり、それから少し間を置いて、昨年夏を中心に「官邸前行動」や国会議事堂周辺での抗議行動が登

場してきた経緯を、改めて確認することができたように思います。

反原発デモ論から運動の「現在」を探る□

今日の私の話の資料の中に、「３・１１」以降の反・脱原発デモやアクションについて論じている本の抜粋や、新

聞のインタビュー記事、インターネットや雑誌の論文といった９つの文章を収録しました。この後は、それらの文章を

手がかりとして、「３・１１」以降の反・脱原発運動のあり方や、そこからどのような新たな運動状況が生み出されてい
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るかを探ることを試みたいと思います。

まず、「資料Ⅱ－①」ですが、これは、五野井郁夫という若手の研究者の「『デモ』とは何か」（ＮＨＫブックス・

2012年4月）という本の中の文章です。著者の五野井郁夫は、「３・１１」以降の反・脱原発デモの技術的な側面、と
りわけ、デモを企画・実行する際のインターネットやメール、ツイッターといったコミュニケーション・テクノロジーの役

割に焦点を当てて論じています。例えば、デモの際に使用するプラカードやバナーなども、インターネット上からダ

ウンロードしてコンビニのコピー機でプリントアウトする手法が広まったり、ツイッター上で不特定多数の人たちにデ

モへの参加を呼びかける「ツイッター・デモ」という手法が生み出されていくことで、デモへの「参加の敷居」が下が

り、多くの若者たちが不安や抵抗感なくデモに参加できるようになっていると、彼は指摘しています。そのことと大き

く関わることだと思いますが、ネット上の呼びかけに応じてデモに直接参加しない沿道の人たちも反原発のシンボ

ル・カラーである黄色を身につけてデモを応援したり、ネットやツイッター上のデモの呼びかけに応じて見知らぬ者

同士が集まって議論しながら、企画・準備を進めていくということが珍しくありません。そのように、この間の反・脱原

発デモでは、しばしば、デモの主催者と参加者、参加者と見物人といった区分が明確ではなくなり、多様な回路や

手段を通じて直接・間接的にデモに参加することが可能になっています。

五野井郁夫は、このような特色をもつ「３・１１」以降のデモについて、かつてのような党派的・暴力的なイメージを

脱した「直接民主主義の表現と実践へと変貌を遂げている」という高い評価を与えています。それでは、そのように

新しく生まれ変わったデモが社会を変えるということについて五野井郁夫はどう捉えているかということですが、彼

はデモの役割について、政治学者の丸山眞男の、「『院内』と『院外』のずれをなくしていかなければ議会政治は健

全にならない」という言葉を引用しています。つまり、「院外」たる民衆の意思が「院内」の議員連中に無視・黙殺さ

れるような場合、自分たちの未来と将来世代を守るために、「議会外の力」を「院内」に突き付けるためのデモという

「直接民主主義の表現」が必要だというのが、五野井郁夫の主張です。

「資料Ⅱ－②」は、最近の反・脱原発デモの社会的な背景や、その参加者について分析を行っている社会学者

の小熊英二へのインタビュー記事（2012年7月19日付「朝日新聞・『オピニオン』欄）です。彼は、そのインタビュー
記事の中で、この間の反・脱原発デモの呼びかけ人の多くが安定した生活・雇用の外部にいる人々であり、「原発

再稼働」反対の動きには、原発事故や放射能への恐れはもちろん、こんな風に政治・経済が動いていることが許せ

ないという思いや、勝手に再稼働を決定する「日本のあり方」全体への抗議が込められていると、指摘しています。

また、小熊英二は、革命派によるバスティーユ監獄襲撃というフランス革命の大きな転換点の日に、狩りの獲物

がなかったフランス国王ルイ16世が日記に「何もなし」と書いたエピソードを紹介して、ルイ16世同様に社会の根底
が大きく動いていることの認識が欠落している政府やマスコミのあり方を厳しく批判しています。小熊英二は、「代議

制の危機を招いているのは政府自身」であり、「デモをする人たちは、もはや議員に自分たちを代表してほしいとは

思っていない」と言っています。そうした彼の認識は、デモを通じた「院内」と「院外」のズレの解消を訴える五野井

郁夫とは、大きく異なるものでしょう。既存の政治システムへの深い不信感をもつ人々のことをマスコミでは「無党派

層」と捉えていますが、それは単に支持政党の有無に止まることではなく、官庁や経済界、マスコミも含めた日本の

社会システム全体への人々の信頼が大きく損なわれていることを、小熊英二は指摘しています。

「資料Ⅱ－③」は、「週刊金曜日」という雑誌に掲載された、政治学の研究者で「官邸前行動」にも深く関わって

いる木下ちがやへのインタビュー（2012年8月31日付「週刊金曜日・路上から『Ｎｏ Ｎｕｋｅｓ』を Ｎｏ．４」）です。先

程の私の話で触れた、2011年4月10日の「素人の乱」のデモから2012年夏を中心とする「官邸前行動」に至るまで
の人々の行動や意識は、決して急速に変化したのではなく、「３・１１」以降、人々が放射能汚染や原発について学

習・議論やデモを通じて場を共有することで厚みのある粘り強い意思が形成されていったと、彼は捉えています。

彼によれば、大飯原発の再稼働は、そのようにしてじっくりと形成された人々の反・脱原発の意思が一挙に「爆

発」するきっかけになったということです。また、2011年9月19日の「さようなら原発5万人集会」以降、翌年3月11日
まで万単位の人が集まることはなかったのですが、そのように、「３・１１」以降の反原発運動は、直線的に動員数や
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社会的なインパクトが高まったのではなく、社会にしっかりと根付く時間を経て、更に大規模化するというサイクルが

あったことを、木下ちがやは指摘しています。

「資料Ⅱ－④」は、メディア論やコミュニケーション論の研究者の伊藤昌亮（いとう・まさあき）の「デモのメディア

論」（筑摩書房・2012年12月）という本の中の文章です。彼の論議で興味深いのは、五野井郁夫が言っているよう
なデモの際のインターネットやツイッターの活用といった意味でメディアに注目するだけではなく、デモそれ自体を

一種の「メディア」として捉えている点です。そのような観点から、彼は、「３・１１」以降の反・脱原発デモを「市民運

動型」と「サウンドデモ型」という２つのタイプに分けて論じています。

伊藤昌亮が「市民運動型」のデモの例として挙げているのは、2011年9月19日の原水禁主催の「さようなら原発
5万人集会」ですが、一方、彼がそれと対比しているのは、同年4月10日の「素人の乱」主催の「反原発超巨大ロッ
クフェスデモ」です。「より正確に言えば、そうであることの比重が相対的に高い」という留保付きですが、伊藤昌亮

は、「市民運動型」のデモでは、「シュプレッヒコールが執拗に繰り返され、スローガンが声高に言明される」というよ

うに、デモは「あくまでもメッセージを伝えるための手段」だと言っています。それに対して、「サウンドデモ型」のデ

モでは、ある特定の政治的なスローガンやメッセージを伝えること以上に、音楽を鳴らしながら、「『市民』と呼ぶに

はあまりにも危なっかしい雰囲気」の若者たちも含めた「有象無象」が街頭でお祭り騒ぎを繰り広げるというスタイル

自体が、自分たちの存在や集合性のあり方を提示するための「メディア」となっています。

「素人の乱」の主要メンバーの一人の松本哉は、デモの中でしばしば、「革命後の世界を今、創るぞ！」というス

ローガンを唱えています。いわゆる「ロスジェネ世代」が参加者の多くを占める「サウンドデモ型」のデモでは、「社会

が壊れていく姿を目の前で見ながら自分たちの社会観を形成してきた」者たちが、一時的であれ、街頭で一体感

や共同性を生み出そうとするという意味で、一種の「社会を創り出す運動」であると伊藤昌亮は捉えています。

「資料Ⅱ－⑤」の「ざくっとデモ論」という文章は、「かすが」というハンドルネームの人物による２０１２年７月１０日

付のブログの中のものですが、彼は、デモの「機能」と「メタ機能」という２つの区分を立てながら、デモのもつ政治的

な機能について考察を行っています。デモの「機能」というのは、一言で言えば、街頭で集団的に声を上げることを

通じて「『民意』の顕在化」を図るということですが、この場合のデモの「機能」というのは、「政府が十分に民意を知

ろうとしない時に民衆の側から強制的に行う輿論調査のようなもの」ということになるでしょう。

そのようなデモの「機能」に対して、通常であれば投票行為という間接民主的な政治変革の手段しかもたない民

衆が、街頭で直接に国家の法遂行行為に対する意義申し立てを行い、既存の社会秩序に「亀裂」や「麻痺」を生じ

させるということが、デモの「メタ機能」ということになります。日本国家も含めた近代国民国家は、「フランス革命」と

いう「構成的権力」、つまり、新たな社会の「構成」（constitution）や「憲法」（constitution）を創り出す民衆の力能に
起源をもつものです。そのような意味で、デモは法的に保障された人権に属する行為であると同時に、法を成立さ

せる「構成」・「憲法」の起源でもあるという両義性をもつものであり、「民主制を支える闘いの武器」として不可欠なも

のです。そのように、デモが潜在的にもつ既存の社会秩序への解体的・転覆的な側面という視点は、「資料Ⅱ－

①」の五野井郁夫の論議に大きく欠けているものではないか、と思います。

「資料Ⅱ－⑥」の「ポスト運動の分析」という文章は、「現代思想」誌の論客の一人であり、昨年3月末に「生・労働
・運動ネット」が企画した討論集会でのスピーカーを引き受けてくれた矢部史郎のブログ（2012年9月4日付「原子
力都市と海賊」）から取ったものです。彼は、「３・１１」以降、この国の主婦たちを中心に取り組まれている放射線防

護活動も含めた都市住民の集団的行為の組織化が、「ネットワーク」（諸団体・グループの結合）から個人のレベル

まで分解された人々によって再び織り上げられる「メッシュワーク」へと転換したことに注目して、そのような「メッシュ

ワーク型」の集団的行為は、「誰も指令できないし、誰にもコントロールできない」と言っています。

それと併せて、「警察の位置と員数、態勢、装備、車両の有無」に関する短文メールが都市暴動でのダイレクトな

行動を導いたり、「空間線量計の機種や、計測時間、時間当たりの放射線量」といった即物的な情報の交換で放

射線防護活動が進められたりするように、スマートフォンや線量計の大規模な利用によって、暴力や直接行動の組
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織化がマルクス主義といった理論を媒介せずに直接に行われていることを、彼は指摘しています。そのように、矢

部史郎は、「資料Ⅱ－⑤」で論じられているデモや直接行動のもつ体制転覆的なポテンシャルを更に引き出すも

のとして、コミュニケーション・テクノロジーの可能性に着目しています。

「資料Ⅱ－⑦」は、「東京新聞」の記者でエジプトのタハリール広場の占拠運動の取材・報告を行っている田原

牧が書いた「『海』を耕す試み エジプト民衆反乱と反原発」という文章（「ａｔプラス13号」2012年8月）の抜粋で
す。その中で、田原牧は、「羊のように人畜無害の運動を支持しておきます。ただし、革命とはそのようなものでは

ないと思います」という、自分の職場の新聞社に送られた「官邸前行動」に批判的な投書を紹介しています。

そのような投書があった背景として、主催者発表で２０万人の人々が参加した昨年６月２９日の「官邸前行動」

で、呼びかけ団体が、警察の指揮官車のマイクを通じて「ここで暴動みたいになっても原発は止まりません」と言い

ながら、参加者たちに終了予定時間前の解散を呼びかけたという「前代未聞の出来事」がありました。後日、呼び

かけ団体のメンバーの一人が、その時の率直な心情として、「とにかく、集まった人数にパニクってしまった。それま

でも、メディアや一般参加者の目を気にして、労組や党派の旗を持ち込ませないように規制してきた。暴動がどうの

という発想も、その延長線上だったかもしれない」と、田原牧に語ったということです。田原牧は、「官邸前行動」のよ

うな現在の硬直化した社会の流動化を促す行動は肯定されるべきだとする一方で、「暴徒のように映ったら困る」と

いった主催者側の「自主規制」や単純な多数派願望、また、「ここで事故が起きてしまえば、再び抗議行動ができ

なくなる」という「官許」の発想を厳しく批判しています。

その上で、彼は、「赤提灯や茶の間、井戸端で庶民がお上に対して悪態をつく」ような民衆同士の共同性や権

力者への批判意識といった「新たな社会を構想する前提そのものが崩落している時代に私たちは生きている」と指

摘する一方で、タハリール広場の占拠運動や「官邸前行動」のような、現在、世界各地で広がっているデモは、そう

した乾ききった「『人民の海』を耕す試み」ではないか、と言っています。

文化・社会批評活動と併せて、ラテンアメリカを中心に反ネオリベ・反グローバル経済を掲げる民衆運動の紹介

を行っている廣瀬純については、この場の皆さんもよくご存じと思います。最後に、「資料Ⅱ－⑧」の「ⅰ」と「ⅱ」とし

て、彼が「３・１１」以降の反・脱原発デモについて論じている２つの文章（「週刊金曜日」2011年10月14日号・「生
の最小回路３１ すべてのうちにすべてがある」、同2012年9月4日号・「自由と想像のためのレッスン１ 現代思想

の実践 『怒り』から『自由』へ」を紹介したいと思います。

先程、「３・１１」以降の反・脱原発デモの流れをたどった際に、2011年9月11日に「素人の乱」が企画したデモで
12名が逮捕されるという刑事弾圧があったことに触れましたが、「資料Ⅱ－⑧ ⅰ」の文章の中で、廣瀬純は、その

時の取り調べの際に逮捕者が警官から「何がやりたいデモなのか、まるで理解できない」と告げられた、というエピソ

ードを報告しています。もちろん、「反原発」を掲げたデモである以上、反・脱原発を訴えているに違いないのです

が、廣瀬純によれば、「この警官はそこに『まるで理解できない』何事かを看取している」ということなのです。更に廣

瀬純は、「反原発」を掲げたデモを掲げたデモのただ中に、その警官は、反原発・脱原発の声とは別の「過剰な何

かを聞き取っている」のであり、警官にとって「ノイズにしか聞こえないその『過剰な何か』のほうこそが、『原発やめ

ろ』の意思表示にもまして、反原発デモの参加者たちの『やりたいこと』の中心をなしているという奇妙な事実に気

づいてもいる」と言っています。彼はそうした事態を映画の場面に喩えて、「それでも原発は必要だ」という大合唱キ

ャンペーンのショットの後で、反原発を訴える人々を映す切り返しショットが示されたはずなのに、そこには予想とは

全く別の何かが唐突に映っているようなことだと言っています。

そのことをもう少し補足するために、廣瀬純は、著名な批評家の柄谷行人が、社会に「代案」を提示する「アーキ

テクト（建築家・設計者）」であることを止めて、「アーティスト」という資格で反・脱原発デモに参加すると同時に、他

の人々にもデモへの参加を呼びかけている、と発言していることを紹介しています。つまり、「それでも原発は必要

だ」という大合唱の後で、脱原発のための「代案」を掲げるだけなら、そこにはただ「同じもの」の反復があるだけで

あり、「まるで理解できないもの」や「過剰な何か」は存在しません。廣瀬純は、「歩くことでわれわれ一人ひとりがそ



- 6 -

れぞれ『アーティスト』になるのであり、疲労とそれゆえの怠惰とに抗って踏み出される一歩一歩が『解放』なのだ」と

言っています。そのように、彼としては、人々が「過剰な何か」に突き動かされてデモのような直接行動に踏み出す

ことを全面的に肯定したいという思いがあるように思います。

「資料Ⅱ－⑧ ⅱ」の文章の中で、廣瀬純は、市田良彦の「革命論」（平凡社新書・2012年2月）の中の言葉を引
用して、「革命とはクリシェ（常套句・決まり文句）との闘い」であり、「クリシェとは、社会的・経済的・利害的・物理的

な因果性に従って継起する諸現象や、そうした因果性、すなわち『運命』それ自体を原因としてわれわれのもとに

到来する緒現象」のことだと言っています。そうした視点から謂えば、「原発事故を原因とする結果としての反原発

デモ」という「必然性の中で生きられる限り、反原発デモはクリシェでしかありえない」ものです。また、反原発デモの

参加者の怒りが「原発事故とのほとんど『条件反射』的とも言ってよい相互作用関係に止まる限り、すなわち、その

怒りが原発事故によって隅々まで規定されている限り、反原発デモは革命でありえない」ということになります。

それでは、反・脱原発デモが「革命」になるということについて廣瀬純はどう考えているかということですが、それ

について、彼は、「現実には原発事故との因果的連鎖の中でしか生起し得ない反原発デモがそれでもなお、その

連鎖の『切断』となり、まったき『自律性』を得るということ」、「怒りの必然性に決して決してとどまることなく、例外とし

ての革命の可能性を肯定すること」という言い方をしています。その上で、彼は、「革命論」での論議を引いて、「因

果的連鎖からの『逸脱』や『切断』としての革命の原因に人間がなるための思索や技法、あるいは、技術の具体的

な発明こそが、『現代思想』と呼びならされてきたもの」にとっての根本的な課題だと言っています。

今回紹介した廣瀬純の文章は、彼特有のレトリックに満ちていて、彼が本当に言いたいことをどこまできちんと理

解できているのか、私自身不確かなところがあります。しかし、原発事故後も原発の再稼働や原発プラントの海外

輸出を進めようとする現在の政治のあり方をきちんと批判することなしに、それこそ「アーキテクト」として原発に代わ

るエネルギーを論じるような人たちが少なくない中で、彼が反原発デモの中の「何か過剰なもの」に注目したり、反

原発デモはいかに革命になりうるかという「問い」を精一杯追求しようとしていることに、共感を感じています。そうし

た彼の論議の中に、「３・１１」以降の反・脱原発デモを考える上で大事なヒントがあるように思っています。

「フリートーク」での論議から

以上のような提起の後、参加者同士の「フリートーク」の論議では、参加者がそれぞれの関心やスタンスから、当

日の提起の中で紹介された反・脱原発デモ論を改めて整理し直すことを行いました。併せて、今回の「フリートー

ク」の論議では、「３・１１」以降の反・脱原発運動を戦後の日本の社会運動の流れの中で捉え直すことを試みまし

た。以下、その要旨を紹介します。

参加者Ａ： この後の論議につなげていくために、 今、紹介してもらった９つの文章のどれとどれとが互いに補足

しあうものであるとか、報告した人がとりわけ何にポイントを置いてそれらを読んだかといったように、報告者自身の

スタンスからもう一度それらの文章を関連づけながら、整理し直して欲しいと思うのだが。

報告者： 先程の私の話でも言ったように、自分としては、特にデモのもつ既存の社会秩序に対する撹乱（かくら

ん）的・転覆的な要素に焦点を当てて論じる文章に親近感をもっている。そのような意味で言えば、デモの「メタ機

能」を論じている「Ⅱ－⑤」の「ざくっとデモ論」や、「Ⅱ－⑥」の矢部史郎の文章、「Ⅱ－⑧ⅰ」と「Ⅱ－⑧ⅱ」の廣瀨

純の文章に特に共感を感じている。言い方を変えれば、そのようなデモの「メタ機能」への期待と共感をもって状況

を捉えるのか、それとも、「Ⅱ－①」の五野井郁夫の文章や、「Ⅱ－②」の小熊英二インタビュー記事、「Ⅱ－③」の

木下ちがやインタビューのように、デモが広がっている社会的な背景やデモ参加者の階層の分析といった社会学

的な視点から状況を捉えるのか、という風にそれらの文章を整理し直すことができるのでは。
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参加者Ａ： 「Ⅱ－⑦」で、田原牧は、多くの人々の思いを踏みにじって大飯原発の再稼働を強行した政府に対す

る怒りから人々が首相官邸前の路上を占拠して抗議行動を行ったこと自体を高く評価する一方で、「官邸前行動」

の主催者側の「官許」の発想を批判しているが、彼の言っていることは、この場に参加している人たちの一つの共

通認識だろうと思う。そのことを前提にした上で、私として目指したいのは、「Ⅱ－⑤」で言うデモの「メタ機能」をい

かに析出するかということだが、そこまで行く途上に、「Ⅱ－①」の五野井郁夫の文章や、「Ⅱ－④」の伊藤昌亮の

文章で言われているようなデモのあり方があるということではないだろうか。

参加者Ｂ： 「Ⅱ－④」で、伊藤昌亮が、デモ参加者の存在のあり方や意識にまで降りたってデモを見ようとする視

点はとても大事だと思う。しかし、「市民運動型」のデモと「サウンドデモ型」のデモという「二分法」でデモを捉えるの

は少し乱暴だと思うところもあって、そういうことで言えば、労働組合が組合員を「動員」して行うようなデモも、いわ

ゆる「新しい社会運動」の当事者のデモも、同じように見なされることになってしまう。

参加者Ａ： 私も「市民運動型」のデモと「サウンドデモ型」のデモという二分法でいいのかと思うのだが、それは、

一つには、「市民運動型」のデモの参加者自身が本当に自分のことを「市民」というアイデンティティーで捉えてい

るか、ということがある。そのような意味では、デモの参加者が自分のことを自覚的に「市民」として捉えていたのは、

60年代末の「べ平蓮」の時ぐらいではないか。私の記憶で言えば、〈68年〉の運動では、むしろ、学生や労働者で
あるといった自分たちの社会的な属性をいかに離脱するかということが意識されていたように思う。

〈68年〉のデモでは、それまでの社会的な属性を否定して、まだ名前のない集合的アイデンティティーを形成す
ることに自分たちの存在を賭けるということがあった。そのように人が街頭で社会的な属性から離脱して新たな集合

性を獲得するというのは、サウンドデモに限らず、どのようなデモでもありうることではないか。「Ⅱ－⑤」が論じてい

るデモの「メタ機能」ということにしても、デモで人が街頭に出ることで自分の社会的な属性や日常性から最大限は

み出そうとすることの中で孕まれるようなことであって、デモの「メタ機能」それ自体があるということではない。

参加者Ｃ： 「Ⅱ－⑧ⅰ」と「Ⅱ－⑧ⅱ」で廣瀨純が言っていることは分かるようでよく分からないところがあって、彼

が言うように、「原発デモの参加者の怒りが原発事故によって隅々まで規定されている限り、反原発デモは革命で

ありえない」ならば、「素人の乱」のサウンドデモと「官邸前行動」とは、その限りでは同じことになってしまう。彼として

は他の論者にはない問題提起を精一杯しようとしていると思うが、それが充分に現在の運動状況に即した論議に

なってはいないと思うし、運動側も、まだ、「反・脱原発デモはいかに『革命』になりうるか」という彼の問題意識を受

け止めることができるようなレベルにはない。逆に、「Ⅱ－⑥」で矢部史郎が言っていることは、この間の運動の新し

さをそのように捉えたいという思いはよく分かるが、現実の日本の運動がそうなっているとは全く思えない。

参加者Ｄ： 今回取り上げられた９つの文章の中で、幼い子どもをもつ女性たちを中心に進められている放射線防

護活動について触れているのは「Ⅱ－⑥」だけだが、首都圏の若いお母さんたちが放射能を計測して、その情報

を即座にスマホで交換しながらような動き回っているような運動のあり方をうまく捉えているとは思う。

参加者Ｅ： デモをめぐって論じる際に、デモの社会的な背景や参加者の階層分析といった論議とは別に、デモ

の参加者の「身体」が日常性からどのようにあふれ出ようとするか、ということがあるのではないか。単なる投票行為

では自分の身体が思わずあふれ出すということは絶対に起きないし、労組の動員でデモに参加するような場合で

も、そうはならないだろう。そのような意味では、やはり、今回紹介された文章の中でも、デモのもつ「危険な匂い」と

いうか、人が社会的な役割や属性を脱ぎ捨てて街頭に出ることを積極的に肯定するような論議に惹かれる。

参加者Ｆ： 「Ⅱ－④」の論議を言い換えれば、デモの中で脱ぎ捨てるべき確固たる社会的な属性を最初からもた

ずに、デモを通じて自分たちのアイデンティティーを集合的に確かめるような世代が登場している、ということになる

だろう。それとは逆に、「官邸前行動」では、たとえ不安定雇用労働ではあっても、賃労働者として働くような日常性

を脱ぎ捨てずに、そのまま、あまりにもなだらかに首相官邸前の歩道で抗議行動を行うことへと移行しているという

印象を受ける。そういった意味で、先程の「３・１１」以降の反・脱原発運動の流れをたどる中で指摘されたような「３・

１１」以降の反・脱原発運動の「切れ目」や不連続性があるように思う。
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参加者Ａ： 今回の報告や今までの論議をもう少し大きな射程で見るために、「３・１１」以降の反・脱原発運動を日

本の社会運動の流れの中で捉え返すことをしてみたい。

平和運動や貧困問題への取り組みなども含めて、総評といった全国組織の労働組合による労働運動を中心に

取り組まれるような社会運動の「古典的範型」が戦後長らく続いてきたが、それを解体させたのが、全共闘も含めた

〈68年〉の運動だった。それは、いわば、文化＝革命といった「磁場」の中で展開されたのだが、それが消滅した後
の空白状態を埋めるようにして、「反公害・反開発」の住民運動や、障害者運動やフェミニズム運動、エコロジー運

動のようないわゆる「新しい社会運動」が登場するが、日本の反原発運動もそうした流れの中で出てきたものだ。そ

れらの運動はこの日本社会の中で自分たちの課題に取り組むことはしても、それぞれの運動グループ同士は互い

に距離があるという状態が現在まで続いている。

そうした「新しい社会運動」の登場を社会運動の範型の「解体の始まり」だと捉えれば、そのような「解体の始まり」

の「終わり」を示すのが、「原発いらない、命が大事」というスローガンを掲げた８０年代末の反・脱原発運動の「ニュ

ーウエーブ」ということになるように思う。当時、新しく反・脱原発運動に入ってきた女性たちが、デモや電力会社前

での抗議行動を規制する警察官に向かって、「あなたたちも人間として危険な原発に反対してください」と呼びかけ

て、古くから反原発運動に取り組んできた者たちを当惑させたということがあった。この段階まで来ると、社会運動

のあり方はそれまでになく大きく崩れてしまったと言ってもいいだろう。その時の女性たちの動きは、この間の放射

線防護運動を進めている母親たちの運動とも共通する面が多いが、現在の放射線防護運動と比べて、反・脱原発

運動の「ニューウエーブ」の参加者は、多少とも経済的・時間的に余裕のある主婦層が中心だったように思う。

もう少し後の９０年代半ば以降になると、NPOやボランティア活動と社会運動との区別自体がなくなってしまい、
社会運動という概念やカテゴリー自体が散逸してしまうが、現在は、その「散逸」自体が散逸しているというか、そう

いったことが全く意識に昇ることもないような状態になっている。

1999年のアメリカ・シアトルでのＷＴＯ総会を大群衆で包囲・流会させた「シアトルの乱」に代表されるような反グ
ローバリズム運動は、英語で"ａ movement of movements"と呼ばれているが、それは、巨大企業やネオリベ政
策に反対する複数の運動グループで構成される１つの運動ということだ。それをもじって言えば、この国の「３・１１」

以降の反・脱原発運動は、"ａ movement of several movements"、つまり、互いにあまり交差することのない
複数の反・脱原発運動グループ・団体も含めて構成される１つの運動ということになるのではないか。そのことを更

に厳密に言えば、"ａ stream of several streams" 、つまり、まとまった運動というよりは、いくつもの流れから

成る一つの大きな流れとして、現在の反・脱原発運動があるように思う。そうしたあり方を象徴的に表すのが、今回

の報告の中でも触れられた2011年6月11日の新宿・アルタ前広場での「解放区」の出現だったと思うし、その後の
「官邸前行動」も、一つの運動というよりも、様々な反・脱原発運動の潮流が、合流しているという自覚もないままに

一つに合わさったものと見るのが相応しいように思う。

福島原発事故が起きた日本では反・脱原発運動を中心に運動が展開されているが、ヨーロッパや北米では、経

済危機の中で強行される「生の保障」の破壊に対する抗議行動を軸に運動が行われている。運動の課題は同じで

はないが、ようやくこの国でも大規模なデモや占拠行動が行われるようになっているということでは、海外の運動とも

共通する運動状況が生まれているように思う。そうした状況の中で、私たちは今後、日本社会が更に大きく変わる

契機になるのは何かを見いださなければならないと思うし、もしかしたら、それは原発の問題に限らないことかもし

れない。

2000年代初頭のイラク反戦運動の時にこの国の街頭では大きな「ざわめき」が生じたのだが、その後も、「生の
無条件の肯定」を掲げる「保障されざる者」たちによる「路上解放」運動や、反貧困運動として、街頭の「ざわめき」

は小さくとも続いてきた。「３・１１」以降の反・脱原発運動の中で、再び大きな街頭の「ざわめき」が生じているが、そ

のことの中に、「アンラーニング」のような場で私たちが考え合ってきた「日本の『構成的』解体」に向かうベクトルが

どのように孕まれるのかを、今後もぜひ探り続けていきたいと思う。


