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日　時　：　2017年10月21日（土）10：30～16：00

会　場　：　国立歴史民俗博物館講堂

主　催　：　国立歴史民俗博物館

プログラム

　10：30	 開会の挨拶	 久留島　浩（国立歴史民俗博物館長）

　10：40	 趣旨説明	 荒川　章二（国立歴史民俗博物館）

　10：45	 「1968年」と沖縄闘争	 大野　光明（滋賀県立大学）

　11：30	 平和運動の展開─ベトナム反戦とベ平連運動

	 	 平井　一臣（鹿児島大学）

　12：00	 休憩

　12：50	 経済成長と豊かさへの問い：熊本水俣病闘争

	 	 安田　常雄（神奈川大学）

　13：15	 三里塚闘争：戦後民主主義と戦後農政への問い

	 	 相川　陽一（長野大学）

　13：40	 住民運動の噴出とその問い：横浜新貨物線反対運動

	 	 安田　常雄（神奈川大学）

　14：05	 地方都市から戦後社会を問う：神戸の街から

	 	 黒川　伊織（神戸大学）

　14：30	 休憩

　14：45	 「1968年」社会運動と学生・若者	 荒川　章二（国立歴史民俗博物館）

　15：10	 質疑応答

総合司会：原山　浩介（国立歴史民俗博物館）

第107回歴博フォーラム

戦後社会運動のなかの『1968年』
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報告者の紹介

荒川　章二（あらかわ　しょうじ）
国立歴史民俗博物館研究部歴史研究系・教授

『全集　日本の歴史　第16巻　豊かさへの渇望』（小学館、2009年）

「地域のなかの1968年」　安田常雄編『シリーズ　戦後日本社会の歴史３　社会を問う人び

と』（岩波書店、2012年）

「「1968」大学闘争が問うたもの―日大闘争の事例に即して」『大原社会問題研究所雑誌』

（法政大学大原社会問題研究所、698号、2016年12月）

大野　光明（おおの　みつあき）
滋賀県立大学人間文化学部・准教授

『沖縄闘争の時代1960／70－分断を乗り越える思想と運動』（単著、人文書院、2014年）

『戦後史再考－「歴史の裂け目」をとらえる』（共編著、平凡社、2014年）

「『沖縄』を問題化する力学－反公害住民運動のつながりと金武湾闘争」（単著、『社会学評

論』67巻4号、2017年）

平井　一臣（ひらい　かずおみ）
鹿児島大学・理事

「戦後社会運動のなかのべ平連－べ平連運動の地域的展開を中心に」（『法政研究』第71巻

第４号、2005年）

「現代日本の社会運動とイデオロギー－1968年を起点として－」（『法学論集』第52巻１

号、2017年、掲載予定）

安田　常雄（やすだ　つねお）
神奈川大学法学部・特任教授

『日本ファシズムと民衆運動』（れんが書房新社、1979年）

「現在史における自治と公共性に関する覚え書－横浜新貨物反対運動の＜経験＞を通じて」

（『法学新報』第109巻1-2号、2002年）

「水俣を表現する人びと－記録の思想を中心に」、安田常雄編、『シリーズ戦後日本社会の歴

史３　社会を問う人びと』（岩波書店、2012年）
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相川　陽一（あいかわ　よういち）
長野大学環境ツーリズム学部・准教授

「成田空港建設と地域社会変容：巨大開発下における農民主体の形成と展開」、地方史研究

協議会編、『北総地域の水辺と台地：生活空間の歴史的変容：地方史研究協議会第61回

（成田）大会成果論集』（単著、雄山閣、相川陽一、2011年）

「基地拡張反対運動をめぐる共感の構図：砂川闘争における『激励電報回覧綴』に基づい

て」『歴史評論』778号（特集　砂川闘争から60年：地域の視点から）（単著、2015年）

「現代山村における地域資源の自給的利用と定住促進の可能性：林野を活かす高齢者と若手

移住者の暮らしを手がかりに」『村落社会研究』52号（共通テーマ	現代社会は「山」と

の関係をどう取り戻すことができるのか）（単著、農山漁村文化協会、2016年）

黒川　伊織（くろかわ　いおり）
神戸大学国際文化学研究科・協力研究員

『帝国に抗する社会運動―第一次日本共産党の思想と運動』（単著、有志舎、2014年）

「朝鮮戦争・ベトナム戦争と文化／政治―戦後神戸の運動経験に即して」（単著、『同時代

史研究』７号、2014年）

「いやがらせの思想―「ベトナムに平和を！」神戸行動委員会の経験」（単著、『大原社会

問題研究所雑誌』697号、2016年）

『「サークルの時代」を読む―戦後文化運動研究への招待』（共著、影書房、2016年）
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趣　旨　説　明

　平成29年度本館企画展示「「1968年」─無数の問いの噴出の時代─」は、1960年

代後半期の、個性的かつ代表的な社会運動として、ベ平連を中心とするベトナム

反戦運動、「生存」を根底から脅かした「公害」に対する意義申し立ての重要な事

例としての熊本水俣病闘争、高度経済成長期の巨大開発政策・社会資本整備のあ

り方に対し、「農」の営み・「土」へのこだわりを対置して頑強に問いと抵抗を続

けた三里塚闘争、公共性あるいは民主主義を、そこで暮らしを営む「住民」の立

場から問い直し、「公共」の再構築を実践しようとした横浜新貨物線建設反対闘争

をとりあげました。また、展示の後半部分では、全共闘運動に代表される当時の

大学での闘争を紹介しています。

　本日のフォーラムでは、このうち大学闘争を除いた、この時期の諸社会運動を

めぐる議論をしていただきます（大学闘争は、11月の歴博講演会の主題として設

定します）。「1968年」の社会運動といえば、展示後半で扱う全共闘などの学生運動、

あるいは新左翼の運動を想起する場合が一般的であると思いますが、ここでは、

「1968年」社会運動を、より広い対象に目配りして考察する手がかりにしたいと

考えています。

　課題は、およそ４点を考えています。

　第１は、議論の前提となりますが、個々の社会運動の実態とその特質、さらに

現代的な意義を明らかにすることです。

　第２に、これらの運動の同時代的な共通性を議論し、この時期の社会運動の総

合的な姿を浮かび上がらせることです。

　第３に、この社会運動の展示コーナーには、神戸という、海上輸送拠点として
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ベトナム戦争支援に深く関わり、華僑コミュニティ・在日コリアンなど多様な人々

が暮らし、都市の被差別部落問題を抱え込んだ地域からの視点も組み入れていま

す。そこから、「1968年」の問いが吹き出した地域固有の文脈を提示していただき

ます。「1968年」とは、「個」として、「私」として、そして個々の地域からの問い

が一挙に吹き出した時代でした。学生運動を含む地域内の諸運動を俯瞰する視点

は、第１と第２の課題を架橋する一つの方法として設けました。

　第４は、歴史的な背景の深さ、あるいは運動の性格から、本土の社会運動と同

列の文脈に置くことが難しく、残念ながら本展示においては取り組めなかった同

時代の沖縄の社会運動の意味を考えることです。ここでは、展示プロジェクト委

員会の外部からゲストを招いて、日本「本土」における沖縄問題への多様な取り

組みをも含めて、考察していただき、沖縄問題を「1968年」にどう位置づけられ

るのか、議論していただくことを期待しています。本土における「1968年」社会

運動が、琉球国併合にさかのぼる沖縄の「1968年」問題をどこまで捉えていたのか、

「1968年」社会運動の射程にも関わって、議論していただきたい重要な点です。

　以上につき、フロアーからの積極的なご意見も含めて、この歴博フォーラムが

実り多い議論の場となるよう期待致します。

荒川　章二（国立歴史民俗博物館）
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■１　沖縄闘争をどのように歴史化できるのか
　沖縄闘争とは、米国による沖縄統治と日米両政府による沖縄返還政策を批判する多様な政治闘争、
社会運動、文化運動である。1967年頃から1970年代前半（沖縄の日本復帰前後の時期）に大きく展
開され、沖縄に生きる人びとのみならず、日本「本土」の人びと、沖縄から「本土」へ渡った学生
や労働者、海外のベトナム反戦・反軍運動、沖縄の米軍占領とベトナム戦争に反対する米兵までそ
の担い手は幅広い。
　よって、その歴史化にあたっては、日本史に従属させず、一国主義的な枠組みに切り縮めること
なく、沖繩－日本「本土」－海外の闘争の相互連関をすくいとる視座が必要不可欠である。

■２　沖縄統治の転換点としての1960年代後半
（１）日米両政府の沖縄返還交渉：1960年代後半、米国による沖縄統治をめぐり、日米両政府によ
る沖縄返還交渉が進んだ。返還交渉は、ベトナム戦争の泥沼化と沖縄の前線基地化の進展と並行す
る。69年11月の日米共同声明で72年沖縄返還が合意されるに至った。
（２）背景と意図：米国政府内において、沖縄住民の自治権要求の高まりが日米関係を悪化させる
最大の問題であると認識されるようになっていた（我部	2000）。沖縄における復帰運動や教公二法
阻止闘争（1967年）、主席選挙の実現と革新派の勝利（68年）などが米国政府に脅威を与え、統治
政策の転換を迫った。また、両国政府は、日本「本土」における「沖縄問題」や日米安保をめぐる
運動の高まりにより、沖縄の民衆運動とそれらがつながり、日米安保体制の危機へと波及するとの
認識をもった。よって、沖縄返還政策は、在沖縄米軍基地の維持と自衛隊の追加配備を進め、日米
両政府による沖縄の共同管理を目指すものとなる。さらに日本政府は、対沖縄援助の拡大、ベトナ
ム戦争の支持、ベトナム戦後の「復興」支援への関与などを進め、米国覇権と冷戦体制（熱戦／占
領／復興の地政学的布置に基づく）の維持・強化に強力した。そのため、沖縄が冷戦体制と日米関
係を象徴するものとなり、沖縄での諸闘争、日本「本土」と海外の反体制運動、ベトナム反戦運動、
大学闘争などが相互に結びつき、大衆的広がりをもった沖縄闘争というアリーナをつくりあげたの
である。

■３　沖縄闘争――運動の再設定
（１）復帰／返還運動が抱えた問題：復帰／返還運動のエネルギーが日米安保体制の再編・強化へ
回収されるなかにあって、闘争の立て直しが求められた。また、国家論の欠落やナショナリズムな
ど、復帰／返還運動の「限界」が批判され、その乗り越えが問われるようになり、質的に異なる運
動として沖縄闘争が姿をあらわしていく。

　

「『1968年』と沖縄闘争」

大　野　光　明　　
（滋賀県立大学）　　
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（２）量的拡大：日本「本土」における沖縄返還に関するデモの参加者人数・開催場所数は急速に
拡大した。「４・28沖縄デー」では、1960年代前半の千人単位の規模から、68年に約４万人、69年
に約15万人、70年に約20万人へ急増。国会での沖縄返還協定強行採決直後の1971年11月19日には
930カ所で計約53万人（数字はあくまで警視庁発表のもの）を記録した（警視庁警備局	1976）。
（３）質的転換：①沖縄県祖国復帰協議会を中心とした復帰運動は、1969年以降、返還政策の内容
への批判を強め、米軍基地撤去を方針化する（沖縄県祖国復帰闘争史編纂委員会	1982）。日本共産
党などの革新勢力もそれに呼応し即時無条件全面返還を方針とした。②基地撤去の論理は、基地被
害のみならず、ベトナム戦争下の加害者性の拒否、アジア民衆との国際連帯の志向へと深化した。
③沖縄返還協定の「粉砕」と〈復帰＝国家を前提とする思考と身体〉そのものを批判する営みが生
まれ、①との思想的対立が顕在化していった。
（４）闘争の越境性と新たな問いの噴出：①沖縄青年委員会海邦派（1970年〜）と沖縄青年同盟（1971
年〜72年頃）は、新左翼セクトとの対立・分裂を経ながら、在日沖縄人のラディカルな運動を展開。
沖縄を「国内植民地」としてとらえ、アルジェリアやベトナムなどの植民地解放闘争・思想に共鳴、
復帰を「併合」としてとらえ拒否。沖縄国会での直接行動（爆竹事件）やウチナーグチ裁判などで
その思想を表現した。②ベ平連による基地解体（脱走兵や反戦米兵の支援など）の実践とネットワー
クは、沖縄の反基地運動と米国のラディカリズム、沖縄に駐留する反戦米兵の邂逅へとつながった。
基地・軍隊がフェンス／国境線を横断してはたらく暴力や抑圧（レイシズムとセクシズム）ととも
にあることが問われ、人種、民族、性／ジェンダーの軍事化された境界線を揺さぶる共闘の場づく
りが模索された。

■４　沖縄闘争から現在へ
（１）沖縄闘争では、アジアの冷戦体制と日本の戦後体制を象徴する沖縄返還政策について、大衆
的な異議申し立てが展開された。沖縄の軍事化とともに構造化されている自らの生が根本から問わ
れ、ラディカルに政治を構想しなおす自律的な思想と実践が生まれた。
（２）〈沖縄問題＝沖縄の人びとが抱える、あの島＝沖縄で起きている問題〉と切り縮める力学に
抗し、当事者性の生成とその困難を示す闘争であった。国家による「沖縄問題」化が浸透する現在
にあって、「未完の沖縄闘争」（新崎盛暉）の批判的継承が求められている。

■参考文献
新崎盛暉編、1969、『ドキュメント沖縄闘争』亜紀書房
新崎盛暉、2005、『未完の沖縄闘争』凱風社
我部政明、2000、『沖縄返還とは何だったのか』日本放送出版協会
警視庁警備局、1976、『基礎資料　沖縄返還闘争の総括』
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はじめに
　周知の通り、1960年代後半はベトナム反戦運動の世界的な高揚の時代であり、日本も例外ではな
かった。ベ平連（ベトナムに平和を！市民連合（当初は、ベトナムに平和を！市民文化団体連合））
は、同時期の日本におけるベトナム反戦運動の展開のなかで大きな役割を果たしたばかりでなく、
平和運動を含む戦後日本の社会運動の運動スタイルや発想方法にも影響を与えた。
　ベ平連が活動した時期は、戦後日本の平和運動の中心的な位置を占めていた原水爆禁止運動の分
裂により平和運動が混乱と停滞に陥った時期にあたる。戦後日本の平和運動が困難を抱えたこの時
期に、ベ平連の運動が全国的に広がったのである。
　ベ平連については、運動が中心なきネットワーク型の運動であったため未解明な部分が少なくな
い。東京のいわゆる「神楽坂ベ平連」以外の全国各地の地域ベ平連の運動や脱走兵支援運動などの
国境を超えた運動については、本格的な研究が近年ようやく始まったばかりである。

１　ベ平連の発足
　ベ平連が発足したのは、1965年４月。同年２月のアメリカによる北爆の開始は、世界各地での反
対運動を喚起したが、日本では大規模な反対運動は起こらず単発的で小規模なデモや集会が行われ
たに過ぎない。この背景に原水爆禁止運動の分裂以後の平和運動の困難さが影を投げかけていた。
原水爆禁止運動が人びとの反戦や平和を希求する受け皿とはなりにくくなった時期に、ベ平連が誕
生したのである。ベ平連の運動は、戦争体験に根ざした人びとの反戦への思いの受け皿になった。
　たとえば、鶴見俊輔・開高健・小田実編『平和を呼ぶ声』（番町書房、1967年２月発行）は、ニュー
ヨークタイムズへの意見広告運動に対して寄せられた人びとの声を中心にまとめられたものであ
る。本の中では、人びとの声を大きく６つ（小中学生、高校生・予備校生、大学生、主婦・婦人、
社会人、アメリカ人）に分けて掲載している。これらを読むと、大学生までの若者が日常への疑問
（受験に追われる日々など）と関連したものが多いのに対して、主婦・婦人と社会人の場合、自ら
の戦争体験と関連づけたものが多い。この傾向はとくに主婦・婦人において顕著である。そこに示
されているのは、ある世代以上の人びとの間に残る濃厚な戦争の記憶と結びついた反戦への思いで
あった。
　この本に収録されている座談会（開高健、小田実、久保圭之介、吉川勇一、寺井美奈子、穴井典
彦）のなかでの小田の発言が興味深い。「ベ平連運動をはじめたときから見ますと、最近の特色は
ここ一年間の間に、たいへん学生が入ってきた」と述べる小田は、学生たちが「おばちゃんたちが
やっている風船をつけて歩くというような運動を、非常になまぬるいと切ってしまう」という（202
頁）。小田は、学生の運動もおばちゃんの運動も包摂する運動が必要であるとし、そのためには多

　

平和運動の展開−ベトナム反戦とベ平連運動

平　井　一　臣　　
（鹿児島大学）　　
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様性のなかの統一ではなく多様性のなかの多様性を重視すべきと述べている。小田以外の座談会参
加者からもベ平連運動への若者の参加についての指摘がなされており、この頃からベ平連運動の若
者の運動としての性格が強まっていった。逆にいうと、戦争体験に根ざす層が占める比重が相対的
に低くなったとも言える。68年はベ平連運動の担い手の変化が進んだ時期であったと言えよう。

２　ベ平連と68年
　ベ平連にとっての68年がどのような年であったのか。いくつかの出来事を取り上げて検討してみ
たい。
　68年８月11日から13日までの３日間、京都で「反戦と変革国際会議」が開催された。それまでに
もベ平連は、外国からのゲストを招いた国際会議を開催していたが、この会議ではテーマに「変革」
を掲げたことにより、ベ平連の運動の方向性をめぐり激しい論戦が行われた。この会議に参加して
いた小林トミは、最終日に「このところベ平連がだんだん自分から遠くなってゆくように感じる」
と、ベ平連運動の変化とそれに対する彼女の違和感を記している。当初のベ平連運動は、平和運動
が乖離しつつあった当時の人びとの戦争体験や戦争の記憶に根ざした運動を展開した。大学生を中
心とした若者が増え、全国的に高揚する学生運動の影響も受ける中で、それまでの反戦運動・平和
運動とは異なる方向へとベ平連運動が進んでいるのではないか。小林にはそのように見えたのであ
る。
　68年の出来事として二つ目に取り上げるのは、地域ベ平連の急増である。68年５月に発足した福
岡ベ平連もその一つである。地域ベ平連の増加は、単に東京からの呼びかけに共鳴し協力するとい
うスタイルから、個々の地域において自らが運動を組織し推進する運動のスタイルの拡大を意味し
ていた。近年の市橋秀夫氏の福岡ベ平連に関する研究や黒川伊織氏の神戸を中心とする関西地区の
ベ平連に関する研究により、地域ベ平連の運動が、それぞれの地域が有する歴史や地域的な課題に
対応した個性を有する運動であったことが明らかにされつつある。こうした地域ベ平連間のネット
ワーク化が進むうえで重要な役割を果たしたのが全国懇談会であった。
　最後に脱走兵支援運動運動を取り上げる。1967年のイントレピットの４人の脱走兵支援から始
まったこの運動は、68年に起きたスパイ潜入事件によりいったんは中断を余儀なくされる。しかし、
間もなく運動の再構築がなされるとともに、岩国などに見られる米軍内反戦運動との連帯運動など、
運動の幅を広げていった。68年は、国境を越える運動の面でもベ平連にとっての画期となった。脱
走兵支援運動では、秘密保持のために様々な工夫がなされ、多くの人々が匿名の協力を惜しまなかっ
た。相互に匿名のまま、しかし緊密な相互連絡のもとで行われた脱走兵支援運動は、当時の日本の
市民社会における反戦平和の意識をベースにした市民的な連帯の土壌があったことを示している。

おわりに
　このように見てくると、ベ平連にとっての68年は、運動の担い手、運動の方向性、地域ベ平連の
拡大、国境を越える運動の進展など、いくつもの側面で変化が起こった時期であった。これらは相
互に連関しあいながら、ベ平連運動を次のステップへと導いていった。そのプロセスには様々な世
代、職業、地域の人びとが参入し、運動の課題、スタイル、考え方や自らの生き方、社会や国家の
あり方などについて多くの問いが発せられたであろう。
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Ⅰ　概説
　1956（昭和31）年という年は、水俣病（当時奇病とよばれた）患者の公式発見の年であるととも
に、戦後日本の高度経済成長への「離陸」がはじまった年であった。日本経済は前年暮からはじまっ
た「神武景気」の上昇軌道のなかにあり、技術革新による設備投資の拡大は生産力の急上昇をもた
らしていた。４月下旬、月浦の姉妹が脳症状を訴え、チッソ水俣病院に入院し、病院長細川一は患
者４例を保健所に報告したのである。その後、水俣病の発生源や原因物質を確定する試行錯誤の試
みは続いた。58年に熊大研究班などは原因物質として有機水銀を疑い、漁協もチッソの工場廃水を
疑っていた。しかしチッソはこれらを無視するだけでなく、58年９月には水俣工場のアセトアルデ
ヒド排水路を百間港から水俣川河口に変更した。これによって水俣病の被害は不知火海一帯に拡大
することになった。
　その後59年10月には約1500人の漁民が、チッソの操業停止、患者見舞金などを要求して工場に押
し寄せる大事件となった。この時点で忘れられないのは、11月12日、厚生省食品衛生調査会は「水
俣病の発症物質としては有機水銀化合物である」と答申したが、この答申は翌日の閣議で報告され
たが、池田勇人通産大臣は「有機水銀が工場から流出との結論は時期尚早」と発言し、答申は棚上
げにされたのである。そしてこの年12月30日には患者たちは「見舞金契約」に調印させられること
になり、「水俣病は終った」という言説が繰り返されていくことになる。
　こうしたなかで、1965年１月新潟県で水俣病が発生、県衛生部は阿賀野川流域に有機水銀中毒と
正式発表した。これをきっかけに政府はようやく本格的調査に着手、また67年には新潟水俣病「被
災者の会」は昭和電工を相手に、損害賠償訴訟を起した。こうして「水俣病の1968年」はクライマッ
クスを迎えていった。

Ⅱ　資料を通してみる水俣病闘争
資料１　	鬼塚巌「日本窒素株式会社水俣工場俯瞰図」鬼塚巌作成、立教大学共生社会研究センター

所蔵。昭和18年４月→昭和20年春（鬼塚巌『おるが水俣』現代書館、1986、p.68-69）
　当時、日本窒素水俣工場で少年工として働いた鬼塚巌がその記憶で描いた詳細な工場復元図であ
る。画面下のほぼ真ん中に水俣駅がおかれ、そこから工場内部に入ると、電解工場、合成塔、酢酸
工場、窒素硫安工場、カーバイト工場、硫酸工場などをたどることができる。特に画面中央におか
れた酢酸工場、無水酢酸工場、そして「（地獄釜と呼んだ）水銀回収」室は、水俣病事件の震源地
であり、作者の働いていた場所であった。それは同時代の先端化学工業の「勇姿」であるとともに、
欄外に書かれた６つの工場歌がその自画自賛の空虚を表現している。
資料２　鬼塚巌「水俣工場、水銀釜労働図ー生成器沈殿ドベ抜き出し」（鬼塚、同上書）

　

経済成長と豊かさへの問い：熊本水俣病闘争

安　田　常　雄　　
（神奈川大学）　　
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　本書には、鬼塚の記憶に残る水銀関連の労働図が復刻されている。特に「水銀釜労働図ー生成器
沈殿ドベ抜き出し」には、客観的な労働過程の描写とともにその現場で働く労働者に感受された喜
怒哀楽の感情もが、ユーモアを含んで表現されている。
資料３　石牟礼道子「奇病」『サークル村』1960年１月号
　これは、石牟礼道子『苦海浄土』の「ゆき女きき書き」の原型の一部となった作品である。『苦
海浄土』は、九州サークル研究会発行の『サークル村』に掲載されたのち、同年には『日本残酷物
語	現代篇』（平凡社）に一部が発表、さらに1965年、渡辺京二の編集による『熊本風土記』創刊号
から「海と空のあいだ」と題して断続的に連載された。『苦海浄土』は、2006年「第二部」が刊行
され、三部作が完結した。
資料４　	松本勉「合理化の嵐の中で」『世界』（「わたしの村わたしの町」への応募論文）1963年８

月号、「技術と社会」資料館所蔵
　著者は水俣市役所の職員として、労働運動に関わってきた。しかし「心ある組合員がひそかに或
は強く感じたことは漁民暴動の時漁民に対してとった、組合や労働者としての自分の素知らぬ態度
への恥しさであった」という。
資料５　ビラ「水俣病対策市民会議の発足にあたって」1968年２月９日、相思社所蔵
　1968年１月12日、市民有志たちは「第三、第四の水俣病を防止するために、水俣病の原因を政府
に確認させると同時に患者家族の救済措置を要求するため」に「水俣病対策市民会議」を発足させ
た（のち会の名は、水俣病市民会議と改称した）。
資料６　新日本窒素労組「恥宣言」（1968年８月30日）『さいれん』同８月31日、熊本学園大学所蔵
　新日本窒素労組は、８月30日の定期大会において、「何もしてこなかったことを恥とし、水俣病
と闘う」という「大会決議」をおこなった。
資料７　	渡辺栄蔵「自分のための運動を」、東京・告発『苦海』第１号、1970年６月、「技術と社会」

資料館所蔵
　東京・告発の発会式にあたり、訴訟派代表の渡辺栄蔵は「皆さん、どうぞ私達の為に、一億同胞
の為、勝ちとるまで御支援下さるよう、お願いします。
　加えて、今一つ、私達の為と思わず、一人一人の為と思って下さい」と挨拶した。
資料８　	ビラ「水俣病患者の最後の自主交渉を支持し、チッソ水俣工場前に坐り込みを」（渡辺京二、

小山和夫）、1969年４月15日、相思社所蔵
　本資料は「水俣・1968」を最も鋭く象徴する資料。「水俣病問題の核心とは何か。金もうけのた
めに人を殺したものは、それ相応のつぐないをせねばならぬ。ただそれだけである。水俣病は『私
人』としての日本生活大衆、しかも底辺の漁民共同体に対してくわえられた、『私人』としての日
本独占資本の暴行である。血債はかならず返債されねばならない。これは政府・司法機関が口を出
す領域ではない。被害者である水俣病漁民自身が、チッソ資本とあいたい

0 0 0 0

で堂々ととりたてるべき
貸し金である」「たとえ実効をもとうがもつまいが、独力で最後の交渉に入った患者・家族を支援し、
その志を黙殺するチッソ資本に抗議することは、一生活大衆としてのわれわれの当然の心情である
とともに、自立的な思想行動者としての責任であると信じる」
資料９　鬼塚巌「水俣病Ⅰ」（DVD、シグロ）、土本典昭「水俣一揆」（DVD、シグロ）
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１．成田空港問題と三里塚闘争――社会運動と開発問題
　成田空港問題とは、新東京国際空港（現成田国際空港、以下成田空港と略記）の計画・建設・稼
動・拡張をめぐる紛争総体と捉える。この紛争を反対運動と開発問題という２つの問題系から捕捉
し、前者を同空港の計画・建設・稼動・拡張に伴って生じる被害や被害の予期に基づいて実行され
てきた空港反対運動の慣習名である三里塚闘争（成田空港反対運動）と呼称する。後者は同空港の
計画・建設・稼動・拡張に伴って生じた空港経営と地域運営の相克を指し、これを開発問題として
の成田空港問題と呼称する。両者の違いは、同一の現象を異なる観点からみた際の「見え方」の違
いでもあり、三里塚闘争と開発問題としての成田空港問題という問題系に分けることにより、地域
内外で多様なアクターを糾合して約半世紀にわたって展開されてきた紛争の総体に迫ることができ
る。本報告では、1960年代から1970年代にかけての三里塚闘争が日本社会に投げかけた問いについ
て考察する。

２．公共事業と民主主義への問い
　本企画展示および同図録において示したように、高度経済成長期の1960年代初期から運輸省航空
局で構想された新東京国際空港案は巨大な規模であり、候補地名が上がるたびに、各地で反対運動
が展開された（東京湾千葉県側、茨城県霞ケ浦、千葉県内陸部の旧富里村・八街町の農漁民らを中
心とした反対運動など）。なかでも1963年に候補地の一つとされた旧富里村・八街町（現富里市・
八街市）の候補地区は、明治期に村落形成がなされた畑作農業地帯であり、開拓農業の中で農業基
盤を充実させた農民と社共両党の支援者による反対運動が展開され、1965年の関係閣僚会議におけ
る富里案の閣議内定後は、町村議会の反対決議や反対運動の激化によって政府は手詰まりとなった。
　同空港は1966年６月末に成田市三里塚付近への候補地変更案が浮上し、翌月に建設が閣議決定さ
れた。富里案等と同様、地域住民への事前連絡や相談のない一方的な建設決定であった。1960年代
前半から1966年の閣議決定までの同空港建設にかかる諸手続きや建設手法の拙劣さは、今日まで続
く紛争の主要因と言える。移転や騒音被害を受ける地域住民との話し合いの不在は、（本企画展示
ではわずかに触れるにとどまったが）1990年代に開催された成田空港問題シンポジウムにおいて「ボ
タンのかけ違え」として大きな論点となり、公共事業のあり方を国が問い直す契機ともなった。
　一度決定したら容易に覆らない硬直化した巨大公共事業への抗議運動は、市町議会の反対決議や
陳情・請願などの制度内の抗議手段では、建設計画の撤回などの目的を達成し得ず、1967年の警官
隊の本格導入を契機に、反対同盟は新左翼勢力との共闘関係を結び、1968年以降の反対運動は「力
対力」の構図となった。
　反対同盟の主力となった農民は、明治・大正・昭和初期生まれの世代と「団塊の世代」に属する

　

三里塚闘争：戦後民主主義と農政への問い

相　川　陽　一　　
（長野大学）　　
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農村青年であり、かれらは当初、戦後改革によって生まれた諸制度や手続きに則った異議申し立て
を尽くしながら、制度内の抵抗のもつ限界を認識し、1967年から1968年にかけて新左翼諸勢力との
共闘関係へ動いていった。

３．戦後革新勢力と新左翼勢力への問い
　反対運動の主力となったのは空港用地と騒音地域とされた地域に居住する農民たちである。反対
同盟は集落（村落）ごとに結成され、性別や年齢層などの属性に応じて行動隊が順次結成された（婦
人行動隊、老人行動隊、青年行動隊、三里塚高校生協議会、少年行動隊。世帯主の壮年男性は親同
盟と呼ばれた）。反対同盟の支援者は、当初の社共両党とその関連組織を中心とした戦後革新勢力
から、時期を追って、新左翼党派・無党派（組織・個人）、無数の市民らが、入れ替わりもありな
がら、他方で重層的に、支援者として多数参加した。運動参加主体の多様性において三里塚闘争は、
住民運動、農民運動、学生運動、市民運動といった個々の社会運動インダストリー（業界）に完全
に包摂することのできない横断性とひろがりをもつ運動である。
　1967年に空港外郭測量をめぐって警官隊が本格導入されるに伴い、反対同盟は制度内の異議申し
立てのみならず、自らの身体を盾とした抗議も展開していく。同時に、議会内政党を母体とする戦
後革新勢力の支援団体との間に緊張関係を生じさせながら、新左翼諸勢力との共闘関係を構築した。
既存の制度内の反対運動では計画変更を実現できない巨大公共事業に直面して、同時代に展開され
ていた学生運動と住民運動（農民運動）が結びついていったともいえる。戦後革新勢力から新左翼
勢力への主力支援者の移行という事態は、空港建設をめぐる推進主体側での強制的手段の行使と同
時代の学生運動の興隆という２つの観点から考察する必要がある。
　1968年には、２月から３月にかけて成田市内で反対同盟と新左翼諸勢力を含めた支援団体による
集会やデモが開催され、警官隊との衝突が繰り返された。1969年から1970年にかけては農地への立
ち入り測量や下総御料牧場の移転をめぐって負傷者や逮捕者が続出し、1969年末には特定公共事業
認定が告示され、1970年にかけて土地収用手続きが進行し、測量阻止などをめぐって反対同盟によ
る抗議活動が展開された。測量阻止で反対同盟は、糞尿を投げる、自身に糞尿を塗って座り込むな
どの農民ならではの抗議形態を取り、少年行動隊の同盟休校なども実施され、農村における地域ぐ
るみ、家族ぐるみの反対運動となった。反対同盟の青年行動隊員は、同世代の学生運動の担い手の
動きも見据えながら討論をくりかえし、今日その記録は2005年に復刊された『壊死する風景』で読
むことができる（創土社刊。原著初版は1970年、のら社刊）。
　1960年代末から1970年代初期には、空港建設において土地収用法に基づいた収用手続きが進めら
れ、同時期には、東大闘争以降の学生運動の諸勢力が三里塚闘争に支援参入を活発化させた。「力
対力」の構図が顕在化し、強制力を用いた空港建設と武力も用いた反対運動が展開され、1971年の
土地収用をめぐって激しい衝突が繰り返され、多数の負傷者、逮捕者、そして警察官と農民に死者
を出す事態となった。公共事業における強制力の発動と社会運動における暴力をめぐる重い問いが
今日に残されている。

４．戦後農政への問い
　成田空港の建設が計画された1960年代は、基本法農政のもと、農村人口の都市流出が続き、「農
業の曲がり角」と言われた時代であった。1970年より減反政策が開始され、戦後開拓政策も終焉期
であった。このような時期に農民として在り続けることを選択し、「農地死守」や「日本農民の名
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において収用を拒む」といったスローガンを掲げて、集落ぐるみ、家族ぐるみで、老若男女が反対
運動を展開した三里塚闘争は、基本法農政下で離農や出稼ぎを余儀なくされてきた日本各地の農山
漁村に暮らす人々の中に、さまざまな問いを喚起した。
　この闘争の各地への波及に際しては、農民や村落の内側から闘争を記録しようと試みた小川プロ
ダクションの存在が大きい。リーダーであった小川紳介は、1950年代に岩波映画製作所にて開発映
画『佐久間ダム』などの製作に携わった後に独立し、1960年代後半からは芝山町の辺田集落に住み
込んで、闘争のみならず、闘争のなかで続いてきた農民の日常の暮らしをカメラに収めながら、記
録映画作品を発表していった。同プロの「三里塚シリーズ」は全国各地で上映運動が展開され、農
民、学生、市民など多くの人々が作品に触れた。
　記録映画の上映運動や映画作品に触れることを通じ、農民として生きることに意義を見出し、主
体形成を遂げていった人々がいる。特に山形県は、多くの農民作家や農民詩人を生み出た地域であ
り、三里塚闘争への直接・間接の支援を試み、上映運動を通じて青年農民グループが新たに結成さ
れるなどの動きがみられた。
　三里塚現地では1970年代前半に、近代農業によって低下した地力を回復させるため、反対同盟農
家によって堆肥づくりが開始され、戦後の有機農業運動の中でも早くから独自の動きをみせた。土
と微生物を活かし、都市の消費者との間に人格的な信頼関係に基づいた支え合いの関係を構築した
反対同盟農民（青年）はこのように語る。「自分の中で「なぜ空港に反対するのか」という根拠がはっ
きりとはないわけだよね。ただ何か感覚的に反対であって。それを、じゃあ具体的になぜおれは反
対するのかを問いなおした時に、国家のいう空港の必要性に対して、自分の中でそれに対決できる
農業の重要性を打ち立てないと、おれが反対運動やっていく根拠がみつからないと思ったんだよね」
（三里塚微生物農法の会･ワンパックグループ編『たたかう野菜たち』1981年、現代書館、85ページ）。
成田市や芝山町は、現在も有機農業が盛んな地域であり、その原点には三里塚闘争がある。

５．おわりに
　三里塚闘争の関連資料は「成田空港		空と大地の歴史館」（芝山町）に数万点が所蔵されているが、
本格的な研究はこれからである。当事者の高齢化が進む中、本企画展示を契機として、歴史学、アー
カイブ学、社会学など多分野の研究者による共同研究が必要な時期が到来している。
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Ⅰ　概観
　横浜新貨物線反対運動は、1966（昭和41）年５月頃、港北区篠原町に流れた噂から始まった。そ
れは鶴見ー戸塚間13.7kmにわたる住宅地の真中に貨物線を敷設する計画であり、国鉄が住民に何
の相談もなく「勝手に決めた」計画であった。
　横浜市は当時「革新自治体」を象徴する飛鳥田市政であったが、国鉄の計画自体は受けいれた上
で、市が公害対策を推進するといういわゆる「横浜方式」に立っていた。この「横浜方式」は当時
最先端の公害対策と評価され、脚光をあびていた。しかし、反対同盟の側からみれば、これは住民
当事者の立場に立つものではなく、第三者的な仲介にすぎず、「善政による代行主義」と批判され
ることになる。又貨物線沿線で公害の及びそうな地域を「緩衝地帯」と設定し、補償金などで解決
しようとする構想についても、のちに「居住選択権」という論理で反駁していった。反対同盟の論
理の核におかれたのは、「地域エゴイズム」に基づく運動論と「公共性」批判であった。それは宮
崎省吾によれば、「公共の福祉」と「地域エゴ」を対立させて考える限り突破口はないのであり、「誤
解を恐れずにいえば、住民の生活を守る『地域エゴ』こそすべての前提にならなければならず、『公
共の福祉』は『地域エゴ』の積み重ね、もしくは延長上に位置づけられなければならないのではな
かろうか」（「「公共」の住民襲撃に抗して」『朝日ジャーナル』1970年６月21日号）と集約されるこ
とになる。この問いから発する多元的な批判のまなざしが、横浜新貨物線反対運動の世界を構成し
ていった。

Ⅱ　資料を通して見る横浜新貨物線反対運動
資料１　	宮崎省吾『いま、「公共性」を撃つ－［ドキュメント］横浜新貨物線反対運動』新泉社、

1975年。復刻版、創土社、2005年。
　この論文集で提起された「公共性」批判、「地域エゴイズムのすすめ」、「革新市政」批判、「我こ
そが『オカミ』なり」など、地域に根をおく「市民」の自立という視点は、大きな反響を呼び起こ
した。
資料２　	「勝手に決めた貨物線」、篠原菊名地区貨物線反対期成同盟、ポスター、立教大学共生社

会研究センター所蔵
　この時期の住民運動の機動力が住民に何の相談もなく計画が上で作られ、下に押し付けられてく
ることへの強い反発にあったことは三里塚闘争も同じであった。「勝手に決めるな」という内面の
叫びが根源におかれている。
資料３　「公害の発生が「公共の福祉」か、国鉄の『公共の福祉』に反論する」
　篠原菊名地区貨物線反対期成同盟、1967年５月20日、ビラ、B４、立教大学共生社会研究センター

　

住民運動の噴出とその問い：横浜新貨物線反対運動

安　田　常　雄　　
（神奈川大学）　　
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所蔵
　貨物列車の編成は50両以上、１列車の重さは1000トンを軽く越える。運転間隔は７分毎に上下し、
深夜の急行便は時速75キロから100キロになる。新貨物線反対運動のビラはこうした細部にわたる
実証的データの積み重ねで構成。
資料４　	八木貞太郎「真の民主主義を獲得しよう！」『新貨物線反対ニュース』創刊号、横浜新貨

物線反対同盟青年行動隊、1970年、ビラ、立教大学共生社会研究センター所蔵
　「我々の運動は、公共性とは何か、民主主義とは何かを、広く世間に問いかけている運動であり、
人間尊重の運動である」。「おかみ」とは、官僚でも政治家でもなく、「我々住民」のことである。『お
かみ』に盾をついているのは国鉄であることを明確にし、国鉄をはじめ、多くの官僚達に、住民蔑
視の風潮をあらためさせたい。民主主義は、そこから出発するのである」。
資料５　	『横浜新貨物線反対運動	満六年を迎えて』横浜新貨物線反対同盟連合協議会　1972年９月、

個人蔵
資料６　	「居住選択（権）保障委員会（仮称）設立委員会要綱（案）」（文責・連合協議会）1972年

８月10日、立教大学共生社会研究センター所蔵
　反対同盟は「現計画についてはあくまで絶対反対」としながらも「ただし完全地下化及び居住選
択権の完全保障を含む対案が国鉄または第三者から出た場合は検討する」としていた（『横浜新貨
物線反対運動	満六年を迎え』）。
　これは計画路線内の住民が鉄道公害によって、住居の移転を希望した場合、「何らの損害を受け
ることなく」移転することを保障し、また移転を希望しない住民に対しては従来の場所での「支障
のない生活を保障する」ことが打ち出されていた。
資料７　	ビラ「わたしたち＝自治体職員に、＜反省せよ＞と無言のうちに投げかける　横浜新貨物

線反対運動について」文責　公園本庁班々長　1972年12月４日付、ビラB４立教大学共生
社会研究センター所蔵

　1972年11月29日の市長による機動隊導入に対する一職員の抗議のビラである。
　ここでは反対運動を「『生活環境の悪化を守る』という生活基盤に立脚した自然発生的な住民運動」
と捉え、29日夜には総務局長の要請により、「管理職」が動員され「機動隊の隊伍を守った」。それ
は反対同盟から「わたしたち＝自治体職員」にむけて投げかけられた「反省せよ」との呼びかけな
のであり、市職員はこれに対し「真摯な気持で、この住民運動に言葉を返さなくてはならない」と
結ばれている。
資料８　フランツ・ファノン『地に呪われたる者』みすず書房、新版、1996年
　横浜新貨物線反対運動を支えた思想的源泉の一つとして、フランツ・ファノンの「市民が橋をわ
がものにする」思想がある。ファノンは1925年、カリブ海マルチニック島に生まれた黒人。第二次
大戦中は戦後フランスに渡り、精神医学を専攻。53年にはアルジェリアの精神病院に職をえて着任
した。54年以後、アルジェリア独立戦争に関わり、民族解放戦線（FLN）の中心メンバーとして
活動した。この間多くの著作を残し、本書は1960年、ファノンが36歳の若さで亡くなる数日前に刊
行された。「ひとつの橋の建設がもしそこに働く人びとの意識を豊かにしないものならば、橋は建
設されぬがよい、市民は従前どおり、泳ぐか渡し船に乗るかして、川を渡っていればよい。橋は、
空から降って湧くものであってはならない」。
資料９　平野謙「日記から」『朝日新聞』1974年10月14日付、個人蔵
　三日間の強制測量の直前に掲載された、文芸評論家として知られた平野謙のエッセイ。平野は「私
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が注目したのは、反対同盟が終始一貫して地域エゴイズムのどこが悪いという態度を保持してきた
ことである」と書いた。この平野の論評は「私性」の視座から文学を読み解いてきた平野の思想と
連関し、この運動の思想的核心を突いている。
資料10　	「10月16日・17日・18日、信念の勝利　守りぬいた立入り測量の３日間」『反対同盟ニュー

ス』49-10、1974年10月23日付、立教大学共生社会研究センター所蔵
　10月16〜18日の強制測量反対運動に対する反対同盟側の公式の総括資料。
資料11　	「飛鳥田市政への決別宣言」（案）1974年12月２日、立教大学共生社会研究センター所蔵、

「横浜市から分離して「私たちの町」を作ろう！」『反対同盟ニュース』50-1、1975年１
月31日、全４ページ、立教大学共生社会研究センター所蔵

　この文書は「新貨物線問題にみる飛鳥田市政の九年間の歴史は住民を圧殺することのみを目的と
した悪行とさん奪の歴史である」と書く。また分離独立の冊子によれば、この構想の芽は、1972年
12月の横浜市広報による住民運動差別にあるという。「私たちの町」は、地方自治法第７条に基づ
く構想であり、「住民そのものが完全な主人公」となる町で、人口２万人（6000世帯）、面積2.0平
方キロとなる。冊子では、財政とサービス、特に学校・上下水道・清掃・消防・保健衛生などを検
討している。
資料12　「新春放談会「生きがいとまでは言わなくても」『月刊地域闘争』1975年１月号、個人蔵
　この座談会は、新貨物線反対運動に関わった10名の女性たちによる座談会（司会は青年行動隊員）。
この運動に関する最もすぐれた記録の一つである。
　そこには1974年10月の強制測量反対運動が具体的な感覚を通して記録されている。女性たちはガ
ンガラを叩き続けて抵抗した。「腹立つのは、連中あの耳栓をやってる事だよね。たかが、三日間
の音に耐えられないのが、貨物線が通ったらどうするんだっていったんです」。そして話題は共同
購入を通した地域共同性の形成の可能性に経て、最後にこの運動に関わりを持つようになった一人
ひとりの個人の戦後史に及んでいる。「私、思うんですけどね、子供にも、何んにも残してやれな
いけど、お母さんよくやったというのは、この貨物線反対一つぐらいだと思うんですよ」。
資料13　	「横浜新貨物線を造らせないぞ！」寿日雇労働者組合『日雇解放』NO.35、1978年６月６日、

ビラ、立教大学共生社会研究センター所蔵
　「同じ県下で日雇労働者として○っている俺たちにとっても、この不当な弾圧を許しておけば、
これまでの資本ー警察権力ー行政が一体となった住民、労働者弾圧をくい止めることはできない」
（漢字は総ルビ）
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はじめに
　1945年９月、神戸に進駐してきた連合国軍は、神戸港を接収した。東アジアにおける東西対立が
深刻化し1950年に朝鮮戦争が勃発すると、兵員・物資の輸送拠点となった神戸港は国連軍（アメリ
カ軍）の後方基地として機能した。占領終結後も接収が続いた神戸港の第６突堤には、ベトナム戦
争期もアメリカ軍の艦船の入港が続いた。第６突堤の返還により神戸港の完全返還が実現したのは、
ベトナム和平協定調印後の1974年のことであった。
　このように戦後日本において東アジアの冷戦が可視化される場であった神戸の「1968年」を特徴
づけるのは、神戸の街に暮らす人びとの多様性と重層性、そして中央からの自立性である。1868年
の開港以来、東アジアの物流・人流の拠点となった神戸には、いちはやく華僑のコミュニティが形
成されるとともに、大日本帝国の拡大にともなって在日コリアンのコミュニティも形成され、また、
日本資本主義の発展を底辺から支えた都市下層社会が大規模に形成された。1949年に発足した新制
神戸大学には独自の学生運動の気風が生まれ、神戸大学は神戸のさまざまな社会運動の担い手を生
み出した。
　神戸の街で「1968年」に噴出したさまざまな「問い」は、このような人びとの多様な生に根ざし
た地域固有の「問い」であった。本報告では、このような「問い」を生み出した神戸の社会運動の
特質を示すことで、「1968年」に至る思想・運動の脈絡を明らかにするとともに、突出した学生の
動きや中央の一握りの知識人の経験に偏って論じられがちであった「1968年」の経験の多様性を明
らかにしていきたい。

１　「神戸港は南シナ海に、太平洋西岸に通じる」
　1965年２月、アメリカ軍による北ベトナム爆撃（北爆）が開始された。神戸では、アメリカの公
民権運動や学生運動の高揚に強く共感した若い世代が、東京でのベ平連のデモに先立つ1965年４月
６日夕方、神戸アメリカ領事館前で抗議の座り込みを行い、「ベトナムに平和を！」神戸行動委員
会を生んだ。神戸行動委員会の中核を担ったのは、神戸大学の教員・卒業生・学生だった。「神大
民主主義」を誇った教員・学生間の厚い信頼関係のもと、原子力潜水艦寄港阻止闘争などに取り組
んできた神戸大学での学生運動の経験が、神戸行動委員会を支えた。朝鮮戦争期に兵員・物資の輸
送基地となった神戸港の姿から生まれた「神戸港は南シナ海に通じ、太平洋西岸に通じる」という
世界認識のもと、神戸行動委員会は世界の反戦運動との連関を強く意識した運動を展開した。神戸
行動委員会代表を務めた神戸大学教養部教授・小島輝正は、神戸行動委員会はアメリカ政府に対す
る「全世界的な「いやがらせ」闘争の日本の神戸という町における一環を担当している」と語って
いる。

　

地方都市から戦後社会を問う：神戸の街から

黒　川　伊　織　　
（神戸大学）　　
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２　解放空間サンチカ
　1968年11月の北爆全面停止により所期の目的を達した小島ら年長世代は、神戸行動委員会から身
を引いた。以降の神戸行動委員会を担ったのは、神戸大学闘争の渦中にあった戦後生まれの若者で
ある。寮問題をきっかけに全学化した神戸大学闘争は、教員と学生の信頼関係を失わせ、「神大民
主主義」を崩壊させた。評議員を務める小島は、学生との団交の矢面に立ちながら、大学当局の強
硬策にも反対する困難な立場に追い込まれた。大学闘争を経験した若者たちは、70年安保闘争や沖
縄闘争など政治課題に取り組むために、神戸行動委員会をベ平連こうべに改称して、神戸の街頭へ
と飛び出した。ベ平連こうべの街頭行動の拠点であり、神戸の対抗文化の発信地となった三宮／三
宮地下街（サンチカ）は、それぞれの方法で学校や社会への異議申し立てを行う高校生・大学生で
あふれる解放空間となり、ベ平連こうべは、社会への関心が強い若者がゆるやかに集う場として街
頭行動を重ねていく。大学闘争による一時のモラトリアムの経験は、若者の手による新しい文化を
バリケードの外に創出する。1970年に大阪で創刊された日本初の情報誌『月刊プレイガイド』を生
み出したのは、神戸大学をはじめ京阪神の大学でさまざまな対抗文化を生み出してきた若者だった。

３　戦後民主主義を問い直す
　1968年から70年にかけて、兵庫県下のいくつかの高校では、在日コリアン・被差別部落出身の生
徒が学校や社会の差別意識を告発して自らの教育権・生活権の保証を求める「一斉糾弾闘争」が激
しく展開された。高校全共闘とは全く問題意識の異なるこの闘争は、大規模な在日コリアンの集住
地と都市部落を抱え込む神戸地域固有の運動である。一斉糾弾闘争に衝撃を受けたベ平連こうべは、
自らに残る差別意識への当事者からの厳しい告発を受け止めながら、ベトナム反戦を掲げながらも
身近に残る差別の問題を切り捨ててきたベ平連運動の限界性―「日本の全矛盾を告発」してきたは
ずのベ平連運動が「市民的権利が充分に保証されず奪われている人びと―在日朝鮮人・中国人・被
差別部落の人びと」に固有の問題にとって「有意味」な運動をなし得たのか？―を自覚した。この
ような地平から地域の差別問題に向き合ったベ平連こうべの人びとが創り出したネットワークは、
神戸地域のさまざまな社会問題に向き合っていく場となり、帝国日本の戦争責任／戦後責任を問い
直す人びとをも生み出していったのである。

おわりに
　以上の通り、神戸の地で「1968年」に噴出したさまざまな問いは、当該期に全世界的に高揚した
学生運動やベトナム反戦運動、さらにはアメリカにおける公民権運動などとの同時代性を持つと同
時に、地域固有の文脈に強く規定されてもいた。「1968年」に噴出したさまざまな問いの来歴・行
方やその現在的意味を理解するには、グローバルな同時代性のみならず、地域固有の文脈をも理解
しておく必要があるのである。
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１．ベ平連運動
　1968年ころから顕著となる担い手としての学生・若者の台頭
　①地域社会におけるベ平連と若者
　　→地域という「場」からの問題発見と政治的・社会的異議申し立てへの個々人の回路
　　　他の社会階層・年齢層との共同、矛盾という経験
　②大学ベ平連の広がり
　　学内課題の取り組みに対する個人選択による参加機会→大衆性
　　学生運動と政治課題を繋ぐ、党派的回路とは異なる、個人選択の機会→大衆性
　　→総じて、ノンセクトの結集軸、ノンポリ層の活動参加の回路
　　　非党派的参加層拡大・社会意識の活性化の条件、①への回路
　③問題意識：反戦、戦争への加担構造、アジアの戦争と差別構造

２．水俣病闘争・三里塚闘争
　①水　俣：告発する会
　　　　　　	闘おうとする個人であれば誰でも加入できる、去る者は追わない、個人原理の組織。

水俣病問題を自分自身の問題として考える個々人の集まり。
　　　　　　→ベ平連・全共闘運動との類似性、科学技術、技術と資本主義、生存
　②三里塚：反対同盟青年行動隊（地元出身）→参加の制約、「農」の模索
　　　　　　新左翼の組織的支援（共同体の外部）→組織性・政治性、土着という個人的選択

３．対抗文化の創出→文化領域の改造への様々な試み
　＊横浜新貨物線反対運動などの地域住民運動における学生層の相対的な影の薄さ

４．小活
　①個人の選択による政治社会、文化活動への参加経験の大幅な拡大
　②政治的・社会的表現を行う市民運動的回路の限界
　　→左翼諸政党への存在感とその意義の低下
　　　他方でのノンセクト化、政党・組合的組織原理からの離脱
　　→勝手連的政治行動、無党派層による政治的流動化が間歇的に生起する背景

　

「1968年」社会運動と学生・若者

荒　川　章　二　　
（国立歴史民俗博物館）　　



質　問　用　紙
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第107回歴博フォーラム「戦後社会運動のなかの『1968年』」アンケート

　本日は歴博フォーラムにお越しいただき、ありがとうございました。今後さらにフォーラムを充実した
ものとするため、以下のアンケートにご協力をお願いいたします。
　なお、アンケートは閉会後に受付にて回収させていただきます。
（以下の設問の答えに該当する記号を、○で囲んでください。また、〔　〕内はご自由にご記入ください。）

１．あなたの年齢は？

　　ア．20歳未満　　イ．20代　　ウ．30代　　エ．40代　　オ．50代　　カ．60代　　キ．70歳以上

２．あなたの住所は？

　　ア．東京都　イ．千葉県　ウ．神奈川県　エ．埼玉県　オ．茨城県　カ．その他〔　　　　　　　　〕

３．このフォーラムの開催を何で知りましたか？

　　ア．新聞〔　　　　　〕　イ．友の会ニュース　ウ．ポスター　エ．チラシ　オ．人に聞いて
　　カ．ホームページ　キ．メールマガジン　ク．ツイッター　ク．その他〔　　　　　　　　　〕

４．３で「ウ．ポスター」「エ．チラシ」を選択された方にお聞きします。どこでご覧になりましたか？

　　ア．歴博　　イ．公民館　　ウ．図書館　　エ．博物館・美術館・資料館　　オ．大学
　　カ．市区町村役所　　キ．駅　　ク．その他〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

５．今回のフォーラムの全体的な感想はいかがでしたか？

　　ア．よかった　　　イ．どちらかというとよかった　　　ウ．ふつう
　　エ．どちらかというとよくなかった　　　オ．よくなかった

６．歴博に今まで何回くらい入館したことがありますか？

　　ア．０回　　イ．１回　　ウ．２〜４回　　エ．５回以上

７．歴博のフォーラムに今まで何回参加したことがありますか？

　　ア．０回　　イ．１回　　ウ．２〜４回　　エ．５回以上

今回のフォーラムの内容（良かった点・良くなかった点等）について、ご意見・ご要望等がございました
ら、ご自由にご記入ください。

アンケートへご協力いただき、ありがとうございました。





【展示のご案内】
　○企画展示「「1968年」－無数の問いの噴出の時代－」
　　　会　　期　　開催中～平成29年12月10日（日）
　○第３展示室特集展示「江戸のグルメ案内」
　　　会　　期　　平成30年１月５日（金）～平成30年２月４日（日）
　○第４展示室特集展示「国立公園　今昔」
　　　会　　期　　開催中～平成30年１月８日（月祝）

【催事のご案内】
　〇第31回歴博映画の会「ドキュメンタリーフィルムで見る三里塚　２」
　　日　　時　　平成29年11月18日（土）13：00～16：15
　　場　　所　　国立歴史民俗博物館講堂
　　そ の 他　　事前申込み不要、聴講無料、定員260名。
　〇歴博映像フォーラム12「モノ語る人びと－津波被災地・気仙沼から」
　　日　　時　　平成30年３月17日（土）10：00～15：00
　　場　　所　　国立歴史民俗博物館講堂
　　申込方法　　①れきはくホームページ内専用フォームからお申込み。
　　　　　　　　　https://www.rekihaku.ac.jp/events/forum/index.html
　　　　　　　　②往復はがきでのお申込み。
　　　　　　　　　→�行事名・開催日・住所・氏名（ふりがな）・電話番号を明記の上、下記住所に

お送り下さい。
　　　　　　　　　　宛先：〒285-8502　佐倉市城内町117
　　　　　　　　　　　　　国立歴史民俗博物館　広報・普及係
　　そ の 他　　聴講無料、定員260名。
　　　　　　　　�お申込みは、２ヶ月前から前々日まで受け付ける予定ですが、定員に達した時点

で締め切ります。

【歴博の情報発信】
　国立歴史民俗博物館の企画展示・フォーラム・講演会等の情報は、ホームページ・ツイッター・ニュー
ズレター（メルマガ）でもご案内しています。
　○ホームページ　　　　http://www.rekihaku.ac.jp/
　○ツイッター　　　　　@rekihaku
　○ニューズレター　　　http://www.rekihaku.ac.jp/others/mailmagazine.html
※ホームページのトップ画面に「れきはくニューズレター」のアイコンがあり、そこから登録画面に進めます。
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