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第４５回 高畠ＯＢ／ＯＧ読書会             ２０１３年５月１８日 

      『社会を変えるには』 小熊 英二 講談社現代新書    報告：佐藤 健人 

 

日本が“人がデモをする社会”ではない時代に“デモをしつづけた人・高畠通敏”はおよそ４０年前

に、政治学者として＜運動／デモ＞について興味深く、刺激的な考察していました。 

    

私たちは、しばしば、運動――たとえばデモや集会が＜成功＞したり、＜失敗＞したりすることを実感する。 

もし、それが運動の目的達成や効果ということだったら、運動は基本的にいつも目的を達成しないで負けつづけ 

ているのだから、意味がない。それはむしろ、運動が参加者の間に充実した存在感覚をあたえたか、それとも空 

しい疲労感だけを残したかという次元での問題でつねにあるのだ。そして、そのような充実感覚が、運動を＜手 

づくり＞する喜びを味わい、参加者相互に共同の連帯感を味わい、新しい経験がからだのなかに蓄積されるのを 

知り、自分が運動のなかで変わるのを感じ――といった類のものでもたらされるのを私たちは知っている。 

 

私たちが強制とコントロールとしての権力概念とはいくらかちがう他者への働きかけの力の概念（運動―報告者 

注）を、人間の努力と能力の社会的蓄積を背景にした非零和的（つまり、その力の行使が相手に対して価値剥奪 

とはならない）な力の概念をもちいてきているということだ。もし、この視点を拡大していって、全く権力的地 

位とは関係ないところの、日本の民衆の常民的共同性をつくりあげる力、共有できる政治力のイメージを造型し 

てゆくことができれば、それは、政治運動がもつ他者への働きかけの力の定着、民衆の相互組織化による権力の 

否定への第一歩になるだろうということだ。 運動の政治学・ノート 

 

  報告者（佐藤）は、『運動の政治学・ノート』は『政治の発見』とともに高畠先生の重要な論文と 

考えていますが、今回はこれについては述べません。 

 

Ⅰ 

  小熊英二は、秀作『＜民主＞と＜愛国＞』で、一方で丸山眞男、石母田正、竹内好、吉本隆明、鶴見 

俊輔等、といった個々の思想家たちの膨大な著作を丁寧に読み込み＜戦争体験＞をもつ「戦後知識人」

から生みだされた思想を考察して見事に展開しながら、他方では日本共産党や日本国憲法から当時の時

代／社会状況までを広範な資料を駆使して注目すべき仮説を提示しました。 

 

    1956年の経済白書には、当時の流行語となった「もはや『戦後』ではない」という言葉が現れていた。 

すなわち、1955年をもって「戦後」は終わったというのが、当時の認識であった。その「戦後」が終わったとき、

「55年体制」と高度経済成長に象徴される、もう一つの「戦後」が始まったのである。かりにここでは前者の「戦

後」を「第一の戦後」、後者の「戦後」を「第二の戦後」とよぼう。当然ながら、「戦後、日本は豊かになった」

という「戦後」とは、「第二の戦後」のことにほかならない。 

 ここで、一つの仮説が立てられうる。「第一の戦後」と「第二の戦後」のあいだに、日本のナショナル・アイデ 

ンティティをめぐる議論に、何らかの質的変化があったのではないかという仮説である。 

    当然に予想できるのは、「第一の戦後」では日本がアジアの「後進国」として、「第二の戦後」では西洋並みの 

「先進国」として語られていたのではないか、ということである。 

 

    「第一の戦後」と、「第二の戦後」では、同じ言葉が異なる響きをもっていた。～ 

   「第一の戦後」とは、秩序が安定しておらず、「現実は変えられる」という言葉がリアルに響いた時代だった。 
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そうだとすれば、この時代において、秩序の一形態である「国家」という言葉は、どのように響いていたのだろ 

うか。それは、人間を圧しつぶす所与の体制としてではなく、変革が可能な「現実」の一部として語られていた 

局面が、部分的にせよあったのではないか？ 

 

    しかし彼ら（佐伯啓思・西尾幹二・加藤典洋）は、一九五五年以後に成人した人間たちであり、「第一の戦後」 

   を思想的に経験していない点では共通している。彼らは「第二の戦後」のなかで思想形成を遂げ、そこから「戦 

後民主主義」を描きだしているのである。『＜民主＞と＜愛国＞』１６Ｐ 

 

『＜民主＞と＜愛国＞』で「戦後」には「第一の戦後」と「第二の戦後」のあるとした小熊英二は、 

２０１１年３月１０日発行の『私たちはいまどこにいるのか』では、冷戦終結以後を「第三の戦後」と

して「戦後」を区切ってそれぞれの社会状況を分析しました。 

   

   大日本帝国が明治維新から建国されたように、日本国は敗戦から建国されている。～少なくとも日本国の国是である 

  日本国憲法が改正されないかぎりは、戦後何年といった言い方は続くと思います。『私たちはいまどこにいるのか』１５ 

 

 「第一の戦後」 １９４５～１９５５ 

     国内的）敗戦直後の混乱と貧困と改革の時代、アジアの「後進国」 

＊戦争体験を基盤とした愛国と民主化――平和と民主主義―― 

  戦争から個々人がうけた傷を語ることが、そのまま他者と結びつく回路となっていた P795 

  （戦争体験が創りだした）「国民共同体」の成立は政府の愛国心教育と総力戦の平準化効果の産物 

  沖縄や朝鮮は視野外 

   国際的）国際情勢の混乱期  

      

「第二の戦後」 １９５５～１９９０ 

国内的）55年体制と高度経済成長で豊かさと安定の時代、西洋並みの「先進国」 

    ＊戦争の記憶を基盤とした「第一の戦後」の残像＝平和主義が背後で安定を支えた 

    ＊秩序が安定した「第二の戦後」に成人した世代の多くにとって、世界とは安定した退屈な既存 

     秩序であり、多少反抗しても崩壊の危険がないものであった。P800 

    ＊「１９７０年のパラダイム」 

      戦後生まれの若いベビーブーマーが担い手 

      従来の平和思想（直接の戦争体験の記憶）にリアリティが感じられず、マイノリティや加害 

      責任を重視 

      高度経済成長で突然に豊かになった後ろめたさの気持ちを持つ 

    ＊高度経済成長・・・「第一の戦後」と「第二の戦後」を分ける画期 

              （戦後の）社会の実態のうえでも、思想のうえでもとても大きな転換点。 

     「高度経済成長」1955～70 P552 

         都市人口・・・45年２８％⇒70年７２％に上昇 

         農家戸数・・・明治から高度成長期前まで５５０万戸でほとんど変わらない 

          村人の意識に変化  

（宮本常一）昭和 35年頃を境にして村人の統一行動がむずかしくなる 

              テレビが 50％以上普及⇒地域が一つになってとりくむ意欲は失われる 
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「村人」から「日本人」に変容の最終的な仕上げの機能を果たす。 

          地域コミュニティが崩壊して全国の生活様式や文化が「単一化」 

           50年代前半までは知識人と労働者、都市と農村のあいだには圧倒的な文化的格差が 

          存在し、話題の共有もありえない、のが常識だった 

        体系的な思想をもたない、無自覚なナショナリズムの広がり 

          ＊生活の安定をもたらしてくれる「日本」への信頼と安定 

          ＊私生活志向の上昇と政治参加意識の低下 

        「近代人の孤独」が一般化 

          ＊８割は満足、２～３割が疎外感・焦燥感から全共闘へ 

   国際的）冷戦状態での国際秩序の安定期 

 

「第三の戦後」 １９９１～２０１１ 

    ＊世代交代の進展とともに、「第一の戦後」の残像も最終的な減衰段階に入ってきた 

     団塊ジュニア世代以下は「脱『戦後』の世代で、若い世代は「社会認識と問題意識がそれ以前 

     の世代と根本的に違うんです」宇野常寛 

     １９７５年ごろの生まれの人たちは、ベビーブーマーの逆で、豊かな時代に生まれ育って人格

形成をしたのに、二十歳くらいになって不況に直面する経験 

     ＊経済的理由による自殺よりも、学校でのいじめなど「生きづらさ」を原因とした自殺に共感 

１９９１年・・・「第二の戦後」と「第三の戦後」の屈曲点 

Ⅰ冷戦終結 

     ・日本の平和主義が前提としてきた国際条件が失われた 

     ・戦後日本の国家体制はアメリカの属国が顕在化 

       （国外）世界情勢についての判断は米国任せ：対米追従外交 

（国内）非武装中立の平和主義は冷戦体制（米国寄り）に沿っていた。 

Ⅱ湾岸戦争 

     ・国家間戦争（冷戦体制時まで）から地域紛争に変質 

Ⅲ日本の経済成長の停止 

     ・高度成長を前提としたライフスタイルの崩壊 

       政治：（自民党的）利益誘導と（社会党＝労組）再配分のシステムの行きづまり。 

       経済：完全雇用 終身雇用と年功序列の経営スタイルの行きづまり。 

       社会：高度成長型ライフスタイル・マイホーム（専業主婦）の崩壊 

       

「戦後」を「第一の戦後」「第二の戦後」「第三の戦後」と区分して分析・考察することは、かならずしも

小熊英二の独創とはいえないが、『「第一の戦後」と、「第二の戦後」では、同じ言葉が異なる響きをもって

いた。彼ら（佐伯啓思・西尾幹二・加藤典洋）は「第二の戦後」のなかで思想形成を遂げ、そこから「戦

後民主主義」を描きだしているのである』という指摘は卓見に富むものです。 

『＜民主＞と＜愛国＞』『私たちはいまどこにいるのか』と『社会を変えるには』を書いたときの状況で、

もっとも大きな違いは、いうまでもなく東日本大震災・福島第一原発事故です 

 日本中のすべての人びとが体験した＜３．１１＞を、特定のイデオロギーや個別的な主義・主張に陥ら 

ずに、戦後日本の歴史的意味として“リアル・チャンス”に考察するためにはどのような方法があるだろ 

うかと、小熊は考えたに相違ない。 
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    日本の思想の特徴は何かといえば、以下のような対立軸を立てることではないでしょうか。 

   「建前と本音」「官と民」「啓蒙と土着」「西洋と東洋」「からごころとやまとごころ」といった、なじみ 

深い対立軸です。近代科学・西洋思想・経済学・儒教といった「輸入思想」に長けた側が前者で、それ 

では割り切れないものが大切だと考える残余感覚の表現が後者だ、ということになるのでしょうか。 

さらに続けて 

  私が研究した近代日本の思想家でいえば、福沢諭吉や丸山眞男、柳田國男などは、「理」が自分でも見えていた時 

期があっただろうと思いますが、それを形式だけ受け継いだ人は、丸山は近代合理主義者、柳田は土着伝統主義者、 

などと位置づけたりします。 

 

  日本の場合、政府や帝国大学卒業者が、西洋の文物をよくわからないまま輸入して近代化を進めたこと 

が多かったせいなのか、固執や転向が多かった歴史がありました。そのため、「そういわれても私にはピ

ンとこない」という主張のほうが、「身についた思想」らしくみえる傾向がありました。５１０Ｐ 

 

小熊英二は『社会を変えるには』のおわりでこのように語っています。『＜民主＞と＜愛国＞』で日本の

思想の特徴を対立軸と考えた彼は、＜３．１１＞という惨事は、日本の社会と国家に暮らすすべての人び

とに普遍的な体験である、そのためにはすべての人びとが共有できるような方法は何かを模索して「工業

化社会からポスト工業化社会へ」という視点から考察をします。 

     

いま日本でおきていることがどういうことなのか。社会を変えるというのはどういうことなのか。 

   歴史的、社会構造的、あるいは思想的に考えてみようということ。 

 

    一九六〇年代から八〇年代まで、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」ともよばれた日本。 

   いい学校に行って、いい会社に行けば、安定した生活と老後が待っていると信じられていた「一億総中流」

の時代。その時代に築かれた社会のしくみが、雇用でも教育でも、社会保証でも政治でも、行き詰ってい

ます。しかし、次のモデルが見出せない。日本で「社会を変える」には、まずこの状況をつかむことから

始めなければなりません。 

 

    日本のさまざまな経済指標は、９０年代半ばがピークです。～国内新車販売台数などは１９９６年が 

   でした。『週刊少年ジャンプ』も１９９５年に６５３万部、２００８年には２７８万部 

   雇用者の平均賃金も、９７年から２０１０年までに約１５％低下。生活保護受給者数（１ヵ月平均）は、

９５年に最低の８８万人、２０１１年には２００万人を超えました。 

    こうした状況は、どうして生まれたのでしょうか。財政や金融の政策から説明したり、人工動態から説

き明かしたりなど、いろいろな説があります。しかしここでは、それを「工業化社会からポスト工業化社

会へ」という視点から整理してみましょう。１５P 

 

工業化社会――― 「東京オリンピックからバブル崩壊まで」 ＜ヒトとモノの固定化＞１５P 

  ・１９６５年から１９９３年：日本が工業中心の「ものづくりの国」だった時代。 

  ・「団塊世代」が働き盛りで、労働人口が多かった時代。就業者数も１９９７年がピーク 

    製造業の就業者数のピークは１９９２年：全体の２５％（１９９２年）⇒１６％（２０１１年） 

工業化社会の象徴 

・２０世紀はじめのフォード自動車工場 
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    ベルトコンベア式の大工場での大量生産。大量の労働者が雇用されて、高賃金。 

巨大な労働組合―高賃金―旺盛な購買力―安定した雇用のサイクル 

  ・専業主婦 

    農家でも商家でもなく、地主でも貴族でもない、都市中間層に特徴的なもの 

    大量に生まれたのは、多くの男性が雇用労働者になり、女性が働かなくてもいいだけの賃金を 

安定的にもらえるようになった、工業化社会の現象。17 

  ・政治の安定 

 マイナス面 

  ・画一的な社会 

   この社会では、みんなが同じような自動車に乗り、同じような電化製品を買って、同じような住宅に住んでいます。 

働き方も画一的でした。ピラミッド型組織の大きな会社で長期雇用。決まった時間に会社や工場に行って、決まった

時間に帰る。労働者はみんな制服、ホワイトカラーはみんな背広を着て、ピラミッド型の会社組織のなかで上に上が

ることをめざします。 

    また女性も、主婦になる以外の選択肢が少ない。子どもはいい大学に行って、大企業に入ることをめしました。 

２０代の半ばで結婚し、３０歳までに子供どもが二人でき、長期雇用を前提にローンで家を買い、６０歳になったら 

引退する。よく言えば安定した人生、悪く言えばレールの上を走るだけの人生です。18 

     ライフスタイルとライフサイクルが均質化６８ｐ 

      ―――ライフスタイル像（家庭・家族）を描けた社会・時代。 

 

ポスト工業化社会 1990年代半ば以降（日本）     ＜ヒトとモノの流動化＞ 

小熊は西欧諸国やアメリカは１９７３年と７９年の石油ショック以降はポスト工業化社会へ移行し 

たが、ポスト工業化社会への日本社会の移行は遅れて１９９０年代の半ばになったという。その理由

として＜冷戦という国際環境＞をあげている ２７P 

    韓国や東南アジアの西側諸国は、冷戦体制特有の親米独裁政権で、政情不安定、工場の移転先に 

    適していない。 

    中国は東側陣営で、世界市場に参入していない。 

    先進国で衰退した製造業を肩代わりする新興国（７０年代～８０年代の日本） 

 

・情報技術の進歩で、グローバル化が進む 

    世界中のどこでも安い工場に発注 

    コンピューター制御で熟練工から短期雇用の非正規労働者に切りかわる。 

    先進国では製造業が減り、情報産業やグローバルに投資する金融業などが盛んになる 

  ・「マックジョブ」形の雇用／労働形態が象徴的  ＊「新しい日本型の経営」 

    外注や短期契約のアルバイト・パート：労働組合の弱体化 

    ピラミッド型からネットワーク型に組織も替わる 

    長期雇用の正社員は、少数の中核社員に絞られる＝１人の中核エリートに５人の周辺労働者 

    正規労働者対非正規労働者 格差が生じ、増大 

  ・男性の雇用と賃金が不安定化して、女性の労働力率の上昇。 

・若者の失業と非正規雇用の増加 

  ・（若者はパラサイト化して）晩婚化と少子化が進む。 

   ―――工業化社会のライフスタイル像が破たん 
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プラス面 

・「自由」の増加 

   長期安定雇用の職は減って非正規の職が増えるが、働き方は良くも悪くも自由で多様になって、 

   いろいろな生き方が許容される。いい商品が安く提供されるようになる。 

 しかしながら、このような「自由」は次のような状況でもあるのです。 

    経済が悪くなり、規制や保護をはずし、公共事業や補助金を削らざるをえなくなると、システム全体にガタがきて 

そこから漏れて「自由」になる人が大量に出てきました。どこかに所属するとしても、一生面倒見てくれることもな

ければ、一生所属する意識もなく、浮動する「自由」が増えました。 

     「格差社会」２００６  「年越し派遣村」２００８ 

 

消費者でいるぶんには、とてもいい社会ともいえます。しかし生産者、労働者にはつらい社会です。どんどん価格

を下げ、いいものを提供するため、賃金を切り下げ、非正規雇用に切り替え、海外に発注し、市況をみながら忙しく

働くことになります。働かないで消費者でいられる人や、高収入を稼げるエリートはいいですが、それ以外の人たち

は、安い賃金で働きながら安くていいものを買って、うさを晴らすしかありません。２３Ｐ 

 

報告者も全く同意見だが、小熊の視点から考察すれば、アベノミクスは大多数の市民がデフレ経済社会

２０年間で体験的に学んだ賢い消費生活の知恵をまったく理解できない、過ぎ去ったそしてけっして戻

って来ない高度経済成長時代の夢を追う甚だ時代遅れの政策と思想でしかない。 

 

・若者の幸福感が高い  

１８から２４歳：９０％が「幸せ」「どちらかといえば幸せ」世界青年意識調査 2003年 

働き盛りの３０～５０代より高い 

 生活や仕事の厳しさがまだよくわかっていない。 

 体力もあるし病気もあまりしないし、未来も何とかなると漠然と思っている。 

   いいものが安く買える、自由がある、楽しみが多い ＊『絶望の国の幸福な若者たち』 

    （しかしながら他方から見れば） 

  先行きの展望は明るくない結果、親元から出られない、結婚できない、子どもが作れない、という状

況でもある。 

 

こうした条件のもと、いま私たちが「昭和の日本」と考えているものの原型ができた。１９７３年の石油ショッ

クのあと、日本企業はオートメーション化を進め、石油コストと人件コストの削減に成功します。こうして「ハイテ

クの国日本」ができ、その製造業の高い生産性は他国を圧倒します。 

     しかし、人員を削減して、どうして失業が増加しなかったのか。それは女性・地方・中小企業といった日本社会 

「弱い環」が負担をかぶり、それに補助や保護を加えるという、「日本型工業化社会」が成立したからだったと考え

られます。２８ｐ 

 

     日本では、１９７５年に、女性労働力率が最低、逆に言えば専業主婦率がピークとなりました。ちょうど「団塊

世代」の女性が、結婚して子どもを産んだ時期です。 

     子育てが終わると、女性たちは低賃金の非正規労働者として、製造業やサービス業で日本経済を支えました。都市

部のスーパーや、地方の中小の下請工場です。日本の製造業の合理化は、こうした下請企業と、非正規労働者の負

担で成立しました。２８P 
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     １９８０年代半ばの時点で、未婚女性、主婦、学生、高齢者などからなる「第二労働市場」とも呼ばれる層は、

全雇用者の６０から６５％を占め、この割合は主要先進国のなかでは最高でした。いわば石油ショック後の雇用格

差は、日本ではおこらなかったのではなく、周辺化され目立たなかっただけだったといえます。 

 

     こうした状況にあったにもかかわらず、問題が露呈しなかったのは、日本社会の「中核」が、こうした「周辺」

を支える社会構造が作られたからです。 

     ここでいう「中核」は、製造業を中心とした大企業と、そこで働く男性の正社員でした。～ また、地方や中小

企業、自営業や農業には、補助金がまわり、競争からの保護や規制がかけられました。 

 

     こうして１９７０年代から８０年代にかけて、「日本型工業化社会」が築かれることになります。大企業に中小企

業が、都市部に地方が、男性正社員に、女性と若者と高齢者が、それぞれに依存しているかたちです。日本型とい

っても、文化的なものというより、当時の国際的位置や技術水準のなかでできた、社会構造のバリエーションです。 

 

     しかしこの仕組みは、「中核」の勢いがなくなってしまうと、総崩れになってしまう危ういものともいえます。し

かし当時は、日本の製造業が「ジャパン・アズ・ナンバーワン」とよばれた時代でした。１９７３年の総理府調査

では、自分の生活を「中」ともなす回答が９割を超え、「１億総中流」という意職が定着します。３０Ｐ 

 

機能不全になった日本型工業化社会 1990年代 

    １９８０年代後半以降、円高や冷戦終結などによって、大手製造業が中国やアジア諸国に生産拠点を移すように

なりました。やがてバブル崩壊とともに、製造業の就業者数は減少に転じ、非正規雇用が増えていきました。 

   あわせて、やはり８０年代後半に始まった日米構造協議をきっかけとして、多くの規制緩和と自由化が行われました。 

   １９７３年に制定された大店法（大規模小売店舗法）が日米構造協議で批判され１９９１年に改正された結果、 

１０年間で小売店数は約２／３に減少（現在はほぼ崩壊状態ー報告者のおもい） 

 

    経済の低迷にたいして、日本政府は公共事業を増やすことで対応しました。地方には公民館や大型道路などがどん

どんできてきましたが、大型道路を作れば作るほど、幹線沿いには大型郊外店が建ち、都市へ人は出て行って、かえ

って地方の衰退が進みました。３１P 

 

この文章は、１９９０年代後半の日本の政治・経済の実態を記述したものです。この事実から明らかに

なるのは、たとえば日米構造協議をＴＰＰと差替えて読めば、ＴＰＰ参加をめぐる２０１３年現在の政治・

社会状況の行く末の結末はもっともっと悲惨なことになると思うのは報告者だけだろうか。 

       

 さて、小熊英二は日本型工業化社会＝「昭和の日本」の社会生活の変貌を、「専業主婦」等を社会構造の

変化のファクターとしながら論じてきました。 

ここからは、日本型工業化社会＝「昭和の日本」の国家の歴史の変化を、「原発」を象徴として語ります。 

 

原発と工業化社会 

 １９９３：奥尻島津波  

       （災害後）漁業の衰退は止まらず、人口は約７割に減少 

 １９９５：阪神・淡路大震災 

       （震災後）湾港は釜山との競争に敗れ、ケミカルシューズは中国産品に勝てない 
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 ２００４：中越地震 

       （震災後）山古志村の高齢化率は一気に上昇 

 ２０１１：東日本大震災 

       震災の影響は依然として継続している。「日本型工業化社会」の崩壊現象 

 

   日本の原発は、日本型工業化社会の象徴的存在になりました。経済成長とともに伸び続ける電力需要を前提に、政府

主導で競争制限と独占を認められた電力会社、補助金に支えられた立地自治体といった構図。これはまさに、戦争から

高度成長を突っ走った、「昭和の日本」の風景そのものです４６ｐ 

１９６６：商業用原発の運転開始（東海） ＊７０：美浜、敦賀原発――大阪万博 

      「原発」に関する、「昭和の日本」の風景のもう一つの側面 

         戦後、福島原発をはじめ原子力発電所が日本列島各地に建てられていく道を用意した最大の作用因は 

「アメリカ」であった。アメリカによる占領は、サンフランシスコ講和条約で終わったのではない。 

それは戦後史を通じて強化され、私たちの社会の深部に浸透し続けてきた。 

 

          戦後日本における原子力発電技術の発展は、この冷戦体制のなかでの日本の自己再定義と切り離せ 

ない。だからこそ、高度経済成長の完成を祝賀する１９７０年の大阪万博には、日本原子力発電が 

万博開幕にあわせて運転を始めた敦賀原発１号炉からの送電がなされたのである。 

『夢の原子力』 吉見俊哉 

 

   原発を支えてきた仕組みは、～日本型工業化社会の一部として、１９７０年代前半にできたものです。１９７２年か 

  ら７４年の田中角栄内閣の時代は日本型工業化社会を支えた、一連の制度の完成です。 公共事業予算が大幅に増やさ

れたのも、大店法ができたのも、自民党がこうした制度を通じて利益誘導システムを作りあげたのも、田中が活躍した

時代でした。４１ｐ 

 

道路や原発の建設は、国会審議なしの閣議決定。しかも「国策民営」 

「国策民営」＝政・官・業のトライアングル＋無責任体制 

 

 原発産業の限界 ４６P 

 １．経済の停滞  

 産業構造の転換（製造業⇒サービス業）と省エネで電力需要の伸び悩み 

 ２．民主化と情報公開の進展 

    ９５年「もんじゅ」の事故 ９９年東海村ＪＣＯ臨界事故 ０７年柏崎刈羽原発事故などは 

    自治体の調査やＮＰＯなどの民間専門家による検証 

 ３．経済の自由化  

    電力会社の地域独占に対する自由化の意見が台頭。 

 ４．コスト感覚の高まり 

    人びとのリスク感の高まり（安全・人権意識・専門知識）で経済コストは高まる 

「原発」に対して小熊は、感情が多分に横溢するような語りでこう結論します。 

   原発は、経済成長している工業化社会の権威主義国家に向いています。さらに言えば、すでに核武装しているか、 

これから核武装したい国なら、採算を度外視しても積極的になるでしょう。しかし経済が停滞するか、製造業から産業 

転換がおきて電力需要が下がるか、自由化や民主化が進めば困難になります。 
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   そう考えると、日本では原発は福島の事故前から、将来性のない状態になっていたことがわかります。90年代末から、

経済が停滞し、工業化社会からの転換が進み、自由化と民主化が進んでいたからです。 

    

  もはや原発は、経済的にみれば政策と投資の失敗から生じた一種の不良債権です。５３ｐ 

 

   また原発は、日本社会の抱えている問題の、いわば象徴的な事例でした。雇用、教育、社会保証、経済、財政、政治、

その他すべて、「昭和の日本」に築かれた日本型工業化社会の仕組みは、すでに限界にきていました。その仕組みは、 

  過去には機能したかもしれないけれども、もう変えていかなければならないことは、日本社会のみんながうすうす感じ

ていたのです。 ５５Ｐ 

 

   それでも、既存の構造から利益を得たい人、ゆり戻したいという人は、少なくありません。そこで、社会を変える動

きが必要になります。そしてこれからは、それが成功することが多くなると思います。 

   なぜでしょう。日本社会が変動期だからです。 

  これまで、日本社会を変えようという動きは、数多く失敗してきました。最大の理由は、不可能なことをやろうとした

からです。たとえば日米安保条約をやめることは、冷戦という国際秩序が変わらないかぎり、日本の一国内で運動して 

  も困難なことです。 

   しかし社会構造や国際秩序が変わりつつあるとき、すでに古くなって適合しなくなった仕組みを変えることは、それ 

  ほどむずかしいことではありません。 

   一時的に揺り戻しがあったとしても、中長期的には原発は、日本から消えていかざるを得ないと思います。 

 

   原発だけが社会を変えるテーマではありません。しかし原発は、包括性と象徴性のあるテーマでありながら、運動に 

よって変えられる見込みの高いテーマのひとつです。 

 

   ２０１１年から１２年に、脱原発のデモに参加した経験を持った人は、数十万人にのぼったと思われます。不当なこ 

  とがあれば抗議するという体験をして、やってみればおもしろい、それほどむずかしいことではない、という習慣を身   

  につけた人がそれだけ増えれば、社会を変えていきます。 ５７Ｐ 

 

   課題になるのは、そうした避けられない転換のあいだに、日本社会が支払う犠牲を最小限におさえること。そして 

  その転換のあいだに、多くの人が自分で考え、声をあげられるようになり、積極的に社会を変える動きを活性化させる 

  ことです。そこで試されているのは、日本が「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の時代へのノスタルジーを断ち切り、 

  新しい時代へふみだすことができるか否かにほかなりません。 ５９Ｐ 

 

   行動というのは、もちろんデモだけではありません。それ以外のいろいろな行動、たとえば政府の発表以外の情報を 

集めようとしたり、放射線量を計測しようとしたり、自治体や学校に苦情を言ったり、自分の判断で非難したり、企業 

や官庁のなかで意見を言ったり、買物や投資のやり方を変えたり、ネットに書き込みをしたりした人は、おそらく数千

万単位でしょう。 

 

海外の「原発」事情は以下のとおりです。 

  アメリカ：７３年の石油ショック ７９年スリーマイル島事故 

発注された原子炉２４９基のうち、７５年以降は１３基のみでどれも建設にいたっていない 

      コストが高い＋スリーマイル島事故の影響 
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  ドイツ ：１９９０年代以降は建っていない 

  イギリス：高コストのため、準国営のフランス電力会社（ＥＤＦ）に買収される 

  フランス：採算を度外視して、原発路線を進める 

        その背景には核兵器によるアメリカからの自立に熱意 

    ⇓ 

  原発は経済的にみあわないという認識が、先進国では共通して広まっています。 

  ドイツ、イタリア、スイスなど、核兵器を持たない国は、すでに原発からの撤退を決めています。 

 

   日本でもアメリカ、ヨーロッパでも、大規模投資で作る巨大プラントである原発は、エネルギーを大量消費する重厚

長大型の工業化社会の象徴だったといえます。 

   そして先に述べたように、災害がおきると、弱っていた産業の衰退が一気に進むという現象が見られます。福島第一

原発事故は、スリーマイル島事故がアメリカで果たしたのと同じ役割を、日本で果たす可能性が高いといえます。３９ 

 

１９８６：チェルノブイリ事故（旧ソ連・現ウクライナ） 

           「チェルノブイリはわが国体制全体の多くの病根を照らし出した。このドラマには長い年月の間に 

          積もりつもった悪癖がすべて顔をそろえた。異常な事件や否定的なプロセスの隠蔽（黙殺）、無責任と 

          呑気、なげやりな仕事、そろいもそろっての深酒、これは急進的改革が必要であるもうひとつの確実 

 な論拠だった」 （『ゴルバチョフ回想録（上）』）） 

 

   ゴルバチョフもまた、この原発事故が「従来のシステムがその可能性を使い尽くしてしまったことをまざまざと見せ 

つける恐ろしい証明であった」という認識に立って、体制変革と情報公開を進めました。その結果として、ソ連の崩壊 

というかたちでしたが、社会と世界は変わったのです。 

   ゴルバチョフの述べていることは、「深酒」をのぞけば、日本の原発事故でも、大なり小なり見せつけられたことだっ

たといってよいでしょう。 ４０ｐ 

 

   ソ連は膨張した勢力圏から撤退することを決断できず、その維持費と軍事費がかかりすぎてつぶれました。自民党は 

２０１２年に、政権に就いたら１０年で２００兆円の公共事業をやるとうたっていましたが、このままいけば、日本は 

公共事業と原発から撤退できずにつぶれるかもしれません。５４ｐ 

 

Ⅱ 

先進国の社会運動の変遷 

   著者は２章では先進国の工業化社会初期・後期、ポスト工業化社会の社会運動がどういうかたちで

おきてきたかを、社会構造の変化という枠組みのなかでスケッチしています。 

 

工業化社会初期の社会運動 

 ・労働者が中心 

   基幹産業（製鉄・炭鉱など）の「たくましいプロレタリアート」が労働運動の中核を担う。 

 ・その運動を指導したのが都市の知識層（大学教授、弁護士、教員、作家、学生、ジャーナリスト） 

   「学生」は社会のエリート：エリート意識と使命感を持っている 

 ・運動のスタイル 

   １．倫理主義 
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     知識人や学生は恵まれたエリートであり、貧しい労働者や農民を搾取する側であることを自覚

してかれらに奉仕しなければならない。 

     特権（エリート意識）を捨てろ、というような非常な気負いが生じる 

   ２．組織形態 

     ロシアにおけるような「前衛党」という組織形態 

      政治活動や言論の自由がない以上、社会変革は、非合法手段や武力による革命になる。～ 

      党はいざというときに大衆を指導する、少数精鋭集団でなければならない。 

～中央の方針に従わない者は査問して除名する。６５P 

     西欧 

大衆政党型の労働政党が政権につく 

       社会民主主義路線で、労働者保護規定や福祉政策を実現 

  

工業化社会後期 

 「新しい社会運動」が台頭 １９６０年代から７０年代 

「６８年」の学生運動、女性解放運動、エコロジー運動 

人種的・性的なマイノリティな運動、ベトナム反戦運動 

・運動のスタイル 

・運動の新しさ 

階級」（労働者や農民）にもとづいた運動ではない。共産党の指導もなく、マルクス主義を掲げない 

倫理主義は強くなく、お祭りの要素がある 

ピラミット型ではなく、自由なネットワーク型 

運動のスローガンは経済的な要求（賃上げ、雇用）よりも、「自由」を求める 

＊体制の打倒／革命から、体制へのプロテスト／自由を求める運動に変化していく。 

 ・運動の担い手 

「若者」、「女性」など工業化社会のなかで周辺化された層＝この時代の社会構造の産物７３P 

 若者――スーツを着て９時から５時会社に行く人生をうとましく思っていた。 

 女性――主婦になるしかないという未来をうとましく思っていた。 

画一的・均質的な社会にがまんがならないという心情から「自由」を要求 

デモや座り込みなどの非暴力行動、自由を訴える音楽や文化など自己表出性に重点をおいたのが特  

徴 

階級の差は目立たなくなり、世代の差のほうが目立ってくる ７１P 

ポスト工業化社会 

 自由度や多様性が大幅に広がって、「労働者」「若者」、「女性」といったカテゴリーが成立しなくなって 

きて、転職やら離婚やら、将来やら恋愛やらアイデンティティに悩み続ける人が増え、「青年期の延長」 

などと呼ばれるような社会に変わってくる。そうして「個人化」の傾向が広がる 

 

   「階級」とか「女性」が成立しなくなったので、「自分が不幸なのは労働者階級であるせいだ」という意識が持てな 

  くなってきました。そのため、たとえば「女性なのに成功している人もいる。うまくいかないのは自分のせいだ」と考

え、自己責任だと思ってしまう。社会構造の問題より、世渡りがへたなせいだとか、心理的な問題だと考える、 

だからノウハウ本や心理学の本は読むけれども、「労働者」や「女性」の運動が自分と関係があるとは思えない。こう

した「個人化」の傾向が広まります。７７P 
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 こうなると、社会運動もむずかしくなってきます。「われわれは労働者だ」とか「われわれは女性だ」という連帯 

意識が成立しない。人びとが「自由」になり、「われわれ」という意識が持てなくなって、まとまりがつかない。 

ポスト工業化社会では、家族や政治もまとまりを失って不安定になりますが、運動のほうも同じ問題に直面するよう 

になったのです。 ７８Ｐ  

「リスク社会」 １９８６ ベック 

   雇用も、家族も、教育も、それまでの安定性を失って、不安感が増している。政府も専門家も信頼

を失い、未来が見通せない。「危険」と「安全」の明確な線引きができない「リスク」の意識が広まっ

て、精神を病む人が多くなり、心理学がはやる状態 ７８P 

  

  『「貧困は階級的で、スモッグは民主的である」』――チェルノブイリ原発事故による放射能のリスク 

安定性を失って、不安感が増してきた社会、階級という概念が成立しにくくなる社会 

と同時にリスク社会は「ブーメラン効果」がおこる社会でもある。 

自然をいいようにあつかうと、環境問題が発生して、自分にはねかえってきます。あまりに格差が開くと、治安が悪

化したり、少子化や税収低下がおこって、自分にはねかえってきます。第三世界の貧困など関係ないと思っていると、

テロや地球環境破壊がおこって、自分にはねかえってきます。地方のことは東京には関係ないと思っていると、原発事

故がおきてはねかえってきます。これがブーメラン効果です。４１８P 

      

   しかし、「リスク」は、人間が作り出すもの、働きかければ減らせると考えられているものです。交通事故や医療事

故はもちろん、地震や津波の被害も、予測可能だったのではないのか、情報提供があれば、選択可能だったのではない

か、～「危険」は人間のあり方や行動を変えませんが、「リスク」は人びとを行動へ駆り立てます。 ４２１P 

      

「緑の党」この時代の社会運動 

    反核平和運動（中距離ミサイル配備）とチェルノブイリ原発事故 

    産業文明批判、環境保護、反核平和、反原子力 

     ⇒人びとが近代産業文明の行き詰まりを感じ、それに代わる社会のあり方をめざす感覚 

「６８年」 

    学生反乱は新時代の社会運動の始まり 

    ポスト工業化社会の前兆 

 

戦後日本の社会運動 

 小熊英二は日本の社会運動の特徴を述べるまえに、次のように指摘します。 

   

 どこの社会にも特徴があります。それじたいは悪いことではありません。しかしそれを「文化」とか「風土」と言っ

てしまうと、それ以上に分析が進みません。分析が進まないと、変えようのない運命だとあきらめてしまいがちです。

あるいは、西洋の「進んだ理論」を輸入して在来のものを全否定するか、その逆に「輸入思想」を全否定するかといっ

た、不毛の対立に陥ります。  

   それを避けるためには、どういう特徴が、どういう社会背景のもとで形成されたか、を調べなければなりません。 

戦後日本の社会運動の特徴 ８８P 

 １，強烈な絶対平和志向 

   第二次世界大戦の悲惨な経験から生じた、すべての戦争を否定する絶対平和主義 

：日本国憲法第９条 
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 ２、マルクス主義の強い影響 

   社会民主主義ではなく、少数精鋭の前衛党を組織して革命で政権をとるというレーニン主義の影響 

    1950年代の日本が開発独裁型の発展途上国に近かったことの影響 

 ３、倫理主義の強さ 

    特権意識からの奉仕、（治安維持法なでの影響で）批判的な政治参加が根付かなかった 

    革命運動のなかで人格修養 

 

戦後日本の特徴的な政治配置 ８８P  

 共産党や社会党 

マルクス主義の政党というより、「平和の党」だった。 

  それらを支持した人びとの「民主主義を守る」という意識は、「戦前回避」への反対や「戦争はごめん

だ」という感情表現であり平和志向・男女平等・愛国心教育反対などが含まれていた。 

  

 保守政党（自民党の前身） 

  憲法 9条の改正、男女平等、言論・出版の自由、労働組合の権利などの見直しを検討課題 

  天皇の元首化、県知事を政府の任命制、参議院の改革（戦前同様） 

  教育政策は、教育委員会の戦前の任命制に戻す、愛国心教育を行う。 

 

＊愛国と民主主義の両立 

  フランス：国旗を掲げること（自由・平等・友愛）と民主主義は両立する。 

「国旗を掲げた反戦運動」「人種差別をなくすための愛国心教育」 

  植民地独立戦争を戦った国々（中国・韓国など――報告者） 

      勇敢な革命軍兵士であることと、独立後の国家を愛することは、民主主義と両立する。９０P 

 

  ＊戦後日本で愛国と民主主義の両立の関係が成り立たない最大の原因 

    保守政党は「愛国心」や「民主主義」の多様性にたいする想像力を欠いたまま戦前回帰を「愛国

心」の名のもとに押しつけようとしたこと。 

 

 日米安保条約改定反対運動 

  たんなる外交問題ではない、安保が通ればまた戦争になる、飢えて貧しくなる、軍隊や官僚がいばる 

女性は差別される、言論の自由がなくなる、「民主主義」が危ない、と捉えられた。 

 

日本の社会運動の弱点 

 １．個別の社会問題への取組みが軽視されたこと 

    平和運動や公害反対運動は、社会党や共産党の指導下に入って、資本主義の変革運動まで成長し

ないと、社会を変える力にならない。 

    「戦略」は地元有力者や自民党へのコネ、労組や社会党のリーダーに話をつける 

 ２．「民主主義」とワンセットに頼りすぎ 

    民主主義と平和志向と愛国心反対が結びついたために、戦争体験世代が社会から引退すると支持

が広がらない。 

    「平和主義」「マルクス主義」「民主主義」は単独で強くはなく、緊密に結びついていた。 
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2010年代に変化 

  ・一方では戦争体験に訴えるというやり方の有効性は下がったが、他方では冷戦が終了して、軍縮や

平和主義そのものは実現可能性が高くなっている。 

  ・「保守と革新」の枠が意味を失い、超党派や無党派の動きもおこりやすくなった。 

  ・投票やデモ以外に、運動の選択肢は広がり、やり方や目標も多様化（ＮＰＯ、ロビイング、インタ 

   ーネット、ユーチューブ、デザイン） 

  ・政権与党や超党派の政治家たちと、デモの主催者たちが対等に対話する 

  ・ポスト工業化社会への移行とリスク社会になり、倫理主義がなくなる 

 運動の形骸化したイメージ 

   ・第９条、やっているのは労組、社民党・共産党、中高年の「一部市民」でデモ、著名活動 

   ・政界や財界のことしかわからないマスコミ＋（「第二の戦後」までに思想形成した人びと？） 

日本の社会運動の基盤（安保闘争） 

 ある種の共同体単位での参加（現在の運動との最大の違い） 

  自治会 労働組合、地域、大学教授団 

   「ふつうの市民」・・・『市民主義の成立』久野収、「声なき声の会」は珍しかった 

   自由参加の市民は神話化されている側面が大きい 

日本の社会運動の組織形態 

   署名運動（原水禁）・・・一人ひとりの自由署名よりも共同体を巻きこんだ組織的なもの 

   地縁、血縁、社縁、労組縁などで政党を支持 

日本の社会運動のテーマ設定の変化 

   「戦争の記憶」にかかわる平和問題 60年安保の参加者は戦争を体験した人ばかり 

   「民主主義を守れ」 

    「民主主義」は制度の問題ではなく、戦争、男女平等、教育の問題＝戦前に戻るかどうかの問題 

60年安保が 1ヵ月しか続かなかった理由 

   １．運動の盛りあがりは、安保そのものよりも、岸の政治姿勢への反発が強かった 

   ２．祝祭的な盛りあがりの大規模デモは長続きしない 

   ３．池田内閣の「所得倍増計画」 

「６８年」 

  著者には『１９６８』上下２巻の大冊があるので、今回は省略します。 

   日本の「６８年」というのは、日本が発展途上国から先進国になる過程の流動期、不安的におきた動乱でもあったわ 

  けです。～道もアスファルト舗装され、街全体がきれいになり、交通渋滞や喧騒が落ちついて、荒々しいデモが似合わ 

  なくなっていきました。７０年には「すかいらーく」、７１年にはマクドナルドが開店し、新しい「たまり場」や娯楽も 

  整備されていきます。 

   一言でいうと、発展途上国型の混沌が整理されて消えていき、急激な経済成長にともなう混乱も消えました。その 

  一方で、先進国型の市民参加が育つほどには自由度がなく、人びとは忙しく企業中心の活動に拘束されていったのです。 

   この時期は、いまイメージされる「昭和の日本」が確立した時期であり、社会運動がもっとも停滞した時期です。 

原発反対運動の歴史 

 １９６０年代後半から始まる 

  担い手は工業化時代初期の社会運動の担い手の人びとで、つながりを基盤していた（共同体・自治会・ 

知的権威） 

  原発立地地域の農業者と漁業者が、土地や漁業権の買収に反対し、それを労働組合員と社会党員、 
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弁護士・教員・学生・科学者などの知識層が支援する 

６０年代末から７０年代 

  水俣病訴訟や成田空港反対運動などと並列に語られていた。住民運動の一環として原発の建設は、 

ブルドーザーが「ふるさと」をふみつぶしていく光景 

 ８０年代「脱原発ニューウェーブ」（８６チェルノブイリ事故） 

  担い手は都市部の主婦（高学歴で、３０代後半～４０代前半の団塊世代の女性たち） 

  共同体に依拠せず、組織や政党のような方針の統一を重視せず、水平的な個人がネットワークを作る 

運動スタイル 

  運動のテーマは食品の安全性や、理念的な環境保護運動に近い自然志向 

 

Ⅲ 

  小熊英二はデモに行くのは昔から嫌いではなく、１９８０年代の反核・反原発、２００３年のイラク

反戦、２００７年のプレカリアート運動などのデモにも出かけているようだ。 

  そして３．１１後の「人がデモをする社会」の現実を、彼自身の体験を通してどのように見えたかを 

 語っている。 

 

２０１１．３．１１東日本大震災と福島第１原発事故 

  担い手は、３０代を中心とする「自由」労働者たち： 

「１億総中流」の日本型工業化社会が機能不全になって、増加してきた社会層 

 比較的高学歴であるにもかかわらず、経済の低迷で正規雇用に就けなかった人びと 

社会経験と知識があり政治的関心が具体的。 

２０１１．４ 高円寺のデモ 

デモ：約 15,000人が参加。組織的動員はなく、インターネットやツイッターで集まったデモに初参加 

の人びと（呼びかけは３０代が中心、２０代から４０代の男女が参加） 

動機：日本型工業化社会の特権層が、自分たちを犠牲にして既得権を守っているのは許せない、と 

いう感情の表現 

「フクシマ」以後 

   電力会社と原発は古い日本の既得権益の象徴だ、とみなす論調が広まる。 

  電力市場自由化や再生可能エネルギーの支持は、放射能への恐れやエコロジー志向だけでなく、 

日本型工業化社会の構造を変えなくてはいけない、という志向の表現 

 

   かつての反原発運動では、原発は産業文明の象徴であるとして、電気は使わない、経済成長をやめる、～ある意味で 

   は、推進する側も反対する側も、「原発は経済成長の象徴」というイメージを共有していたといえます。 

    しかし２０１１年からの脱原発論に多かったのは、原発はコストが高い、自由化に立ち遅れている古い産業だ、 

   再生エネルギーのほうが経済成長できる、新しい技術を使えば賢く節電できる、といった論調でした。これはかって 

   の論調よりも、はるかに広がりやすくなっています。１７４P 

 

  社会改革の知識を提供者は、ＮＰＯの対抗的専門家たち。インターネットやユーチューブを活用 

  被災地支援では「難民を助ける会」や「ピースボード」の NGOが活躍 

 

   かたや非正規労働者や零細自営業者、かたやＮＰＯというと、非エリートとエリートのようにも聞こえます。しかし 
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  現代日本の文脈では、どちらもけっこう高学歴で、日本型工業化社会の枠から外れた人たちです。ＮＰＯのスタッフと 

  いっても、その活動だけで高収入を得ている人は少なく、生活の不安定さは非正規労働者とほとんどかわらなかったり 

しました。 

 日本型工業化社会が機能不全になっていくなかで、その枠組みからはずれ、その政治のあり方に不満であるという人 

が、過去２０年のうちにどんどん増えていました。そしてそういう人たちが、何らかの活動をしているという事例も、 

１９９０年代以降にやはり増えていたのです。 １７５Ｐ 

 

 首相官邸デモ ２０１１年夏の金曜日 

  10万～20万人が集まり、平和的に「再稼働反対」をアピール 

 自由参加で、老若男女・親子連れ・カップル・外国人・障害者などあらゆる層が参加、３０～４０代 

 単身世代の増加や雇用の「自由」化、少子化や晩婚化という日本社会の構造変化を反映 

 ＝「原発問題」という次元を超えて、デモにでる社会層が形成されていた１７７P 

 

  そもそも２０年も経済停滞し、政治への不信が高まっていた国で、何かのきっかけから首都の官庁街で万単位のデモが 

  毎週起きたら、政権の危機の可能性があると考えられても不思議ではありません。日本の政界やマスコミには、そうい 

  う感覚は薄かったといえます。 １７９P 

 

  日本の大手マスコミは、記者クラブを最大の取材源にしていますが、それらは中央省庁・国会・政党・警察・経団連・ 

  商工会・証券取引所・自治体などに配置されています。～日本型工業化社会の要所とされていた部分が、主な取材源だ 

  ということです。 

   そのため、それらの部分から流れてくる情報は大きく報道されますが、それ以外のところでおきる事態に対応する 

  体制が確立されていません。安定した雇用と高い給与を保証され、日本社会の旧い安定部分とばかり接触しているので、 

  社会の変化や新しい事態にたいして感性が鈍い記者も少なくありません。 １７９P 

 

「自由」層の増大 

   運動に対する自由参加というあり方は、ますます進みました。 

 

   私はいろいろなデモに行っていたので、新聞記者の人などから「学生が参加していますか」「新しい対抗文化が生まれ 

ますか」といったことを聞かれました。こうした質問は、「若者」が対抗文化で運動をやるという「６８年」が残したス

テレオタイプが残っていたことを示しています。１８０P 

 

   「連合赤軍みたいになる心配はありませんか」という質問もありました。しかしリスク社会では、「労働者」や「若者」

や「女性」に依拠した運動は成りたちませんが、逆にいえば「かわいそうな労働者のために」という倫理主義も消えてい

きます。 

 

   私が知っている、新しく出てきた主催グループの活動家は、その多くが３０～４０代の働いている人たちでした。 

  けっこう高学歴で優秀なひとが多く、会社員や主婦もいましたが、IT自営業や非常勤講師、イラストレーターなど「自

由」な職業のひとも多かったようです。みんな大人なので、社会に対する考えも具体的で、抽象的な思想をふりかざす

ようなところなどはありませんでした。学生の間だけ理想を掲げ、警官と勇ましくぶつかって、就職したら運動から引

退する、といった行動様式は成りたたない人たちでした。 １８２P 
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   人によって、立場によって、いろいろな行動のしかたがありますが、社会運動に対する拒否感が薄れてきたことも感 

  じられました。２０１１年には、デモが東京の街を通ると、びっくりして照れながら携帯で写真を撮ったりする人が多

かったのですが、２０１２年になると、デモの多い国ではそうであるように、手を振ったり「支持」のクラクションを 

  鳴らしたりする人も出てきました。  

 

  東京では、デモや社会運動が、普通のこととして定着していったようです。 １８３P 

 

Ⅳ 

 

現代日本で「社会を変える」とは、小熊英二はつぎのように語っています。 

 

   貨幣経済が浸透し、ポスト工業化社会へ移行し、再帰性が増大した現代の社会では誰しもが共有している問題意識に 

「誰もが『自由』になってきた」「自分はないがしろにされている」「居場所がない」「代表されていない」という感覚が

ある。 

 

   現代日本語の「格差」というのは、単に収入や財産の差のことだけではなくて、「自分はないがしろにされている」と 

いう感覚の、日本社会の構造に即した表現でもあるといえます。 

 

私の思いつくかぎりでは、答は一つしかないようです。 

みんなが共通して抱いている「自分はないがしろにされている」という感覚を足場に、動きをおこす。そこから対話と

参加をうながし、社会構造を変え、「われわれ」を作る動きにつなげていくことです。 ４４０P 

 

その意味では、現代日本における原発は、かっこうのテーマです。 

  非正規雇用労働者と単身世帯が増加し、高学歴でもよい職に就けない人が多くなり、「自分はないがしろにされている」  

 と感じる人びとが増えて、よい意味でも悪い意味でもグローバル化や情報技術の発達に直面している状況は、日本でもア

メリカもヨーロッパも、さらにはエジプトなどでも共通でした。しかしそこで台頭する社会運動が批判する対象は、それ

ぞれの社会構造を反映して違っていました。４４０P 

  アメリカの場合には金融エリートが、エジプトの場合にはムバラク体制が、日本の場合には、日本型工業化社会を支配 

 してきた独占企業・行政・政治の複合体が対象になっていました。 

 

２０１１年からの脱原発のデモで、多くの人が望んでいたことは ４４２から４４３P 

１．自分たちの安全を守る気もない政府が、自分たちをないがしろにし、既得権を得ている内輪だけで、すべてを決めるの

は許せないということ。 

２．自分で考え、自分が声をあげられる社会を作りたい。自分の声がきちんと受けとめられ、それによって変わっていく。 

  そんな社会を作りたいということ。 

３．無力感と退屈を、ものを買い、電気を使ってまぎらわせていくような、そんな沈滞した生活はもうごめんだということ。 

  その電気が、一部の人間を肥え太らせ、多くの人の人生を狂わせていくような、そんなやり方で作られている社会は、

もういやだということ。 

  

  これらは、人間がいつの時代でも抱いている、普遍的な思いです。～こうした普遍的な思いとつながったときにおこる 

 運動は、大きな力を持ちます。それが２０１１年の日本では、脱原発という形をとった、ということだと考えられます。 
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  人びとのいろいろな行動や議論や参加の気運が高まってくれば、それは単に原発をやめることにとどまらない、「社会を 

 変える」ことになるでしょう。 

 

  デカルトやニュートンも、この世に現れた運動は数式で把握できるし、操作することもできると考えましたが、では運 

 動を最初におこした「力」は何なのかについては、それは神の恩寵だとしか言えませんでした。４７９P 

 

  運動は、政治目的を達成するための手段でもありますが、つながりを作って自分や他人を活性化する状態を生み、それ 

 によって関係や地域社会を変えていくものでもあります。 ４８８P 

 

「デモの意味」について、私はこう考えます。 

  まず参加者が楽しい。こういうことを考えているのは自分だけではない、という感覚がもてる。ひさしぶりに顔見知り 

に会うこともありますし、見知らぬ人に声をかけても共通の話題があります。これは一種の社交の場です。そこで一人ひ 

とりが力をえて、帰っていくのはいいことです。 ４９７P 

 

  具体的に人が集まることによってかもしだされる、五感がすべて複合した、あるいは五感をこえた「雰囲気の盛りあが 

り」は、メディアでは代替できないものです。 

  盛りあがりがあれば、「自己」を超えた「われわれ」が作れます。 

 参加者みんなが生き生きとしていて、思わず参加したくなる「まつりごと」が、民主主義の原点です。 

 

  社会を変えるには、あなたが変わること。あなたが変わるには、あなたが動くこと。言い古された言葉のようですが、

いまではそのことの意味が、新しく活かしなおされる時代になってきつつあるのです。 

 

「ふつうの先進国に」 

  よく「これからの日本はどうなるでしょうか」と聞かれることがあります。私はたいてい「ふつうの先進国になってい

くでしょう」と答えることにしています。 

  ひと昔前に「日本のユニークさ」といわれた特徴、会社と政府におまかせで、政治に無関心で消費だけやっていても、 

 レールに乗って一億総中流の安定状態が続いてくれる、という時代は終わりました。ほかの先進国と同様に、そこそこに 

 市民参加や社会運動や政権交代があり、ときどき財政破綻や恐慌もあり、自分で考えて自分で行動しなければやっていけ 

 ない社会。そういう国になるでしょう。 ４２７Ｐ 

 

論点 

 １．著者は、思想的に不毛な「対立軸」や一方的な主張に陥らないような方法として、「工業化社会から

ポスト工業化社会へ」という視点から考察して現在の日本社会の限界を分析しました。と同時にこ

の「社会を変える」ための可能な方法のひとつとしてデモを提示しました。（２０１２．７） 

著者の視点に寄り添いながら、その可能性を検討したいと思います。 

２．愚かな首相が執拗に強調する＜伝統や文化＞をもっとも体現しているフクシマや被災地の人びとが、

災害（自然そして人災）によって＜日本国民＞としての権利や誇りを奪われています。 

  「ふる里にもどって先祖代々の土地で暮らしたい」とひたすら願う＜強い国民＞のための＜強い国

家＞とはどのような国家であるかを議論したいとおもいます。 

  かれらは、アベノミクスに踊るグローバル企業や個人投資家たちとはもっとも無縁な人びとで、 

  ＜強い国家が守るべき国民＞なのだから。 


