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研究成果の概要（和文）：D. グレーバーが指摘するように、新自由主義的なグローバル化への抵抗運動は、その抗議
者が「すでに自由な社会に生きているかのごとくふるまう」ことで、抗議者に、来るべき社会を予示的にかいま見させ
るという特徴があり、このような運動の戦略は、運動を単なる手段とみなす従来の考え方と区別され、予示的政治と呼
ばれる。本研究は2008年の日本における反G８行動によって促された日本の運動における予示的政治の浸透を検討し、
その条件としてセイファー・スペース等の「下部構造」の創出の重要性を指摘した。さらに予示的政治の空間を、資本
の外部としてのコモンズを体現するものとして指摘した。

研究成果の概要（英文）：As David Gaeber points out, in the global justice movements, the protestors act as
 though they are already living in a free society and this principle of movement is called prefigurative p
olitics. Prefigurative politics is sharply contrasted with the leftist politics of traditional type, who v
iews social movements as mere means used to support a certain cause. In this project, I focus on how the i
dea of prefigurative politics has spread in social movements in Japan, especially triggered by the action 
against Toya G8 summit in 2008. As a conclusion, I point out that it is important for the protesters to in
vent and share 'infrastructures' of prefigurative politics such as 'safer space.' This is one of the condi
tions of prefigurative politics. In addition to this, I show that the need for such 'infrastructures' to e
xist have been recognized, but, at the same time, I ponder upon how difficult it is for the social movemen
ts in Japan to accept this need. 
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１．研究開始当初の背景 
 
（1)90 年代以降、世界において経済のグロ
ーバル化とワンセットになった新自由主義
的な規制緩和や民営化が推し進められ、公
的、社会的な領域が市場にゆだねられたこ
とにより、グローバルな格差や国内での格
差が顕在化するとともに、2000 年代には戦
争や災害など社会の不安定化をもたらす要
素をビジネスの糧とする惨事資本主義（N.
クライン）が、経済秩序の基盤となった。 
 こうした新自由主義的・軍事優先主義な
グローバルな経済秩序への再編に対して、
これに対抗的な運動が、とくに 1999 年の
シアトルでの WTO 総会への抗議行動を契
機に高まりつつあった。しばしばこうした
運動は「反グローバル運動」と呼ばれるが、
必ずしも「グローバル」なもの一般に反対
している訳ではなく、むしろ公正なグロー
バルな秩序を要求していることから、これ
を「グローバル・ジャスティス運動」と呼
ぶことがある。 
 これらの運動は、従来型の組織された運
動ではなく、きわめて雑多なエージェント
から成っていること、そして比較的若い年
代の人々が参加している点に特徴があるで
ある。前者の特徴はしばしば「マルチチュ
ード（多数性）」（ネグリとハート）として
描かれる。 
 
（２）2000 年代にはグローバル・ジャステ
ィス運動のネットワークは日本でも形成さ
れてきた。日本でも 90 年代後半以降、雇
用の規制緩和政策が次々と実現し、非正規
雇用が拡大し「格差社会」が生じつつある
という懸念が広がってきた。こうした文脈
を背景に日本でも新自由主義への抵抗運動
が活性化され、グローバル・ジャスティス
運動との結びつきも生まれた。とりわけ
2008 年の洞爺湖 G８サミットへの抗議行
動はグローバルな運動のネットワークの形
成を日本に促したといえる。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、グローバル・ジャスティス運
動（グローバルな公正のための運動）と呼
ばれるこれらの運動を中心に、新自由主義
への抵抗運動の実態と特徴をとくに文化的
実践の側面（予示的政治）に注目しながら
明らかにすることを目的とする。 
 予示的政治とは、自律的な空間を現在にお
いて予示的に作り出す運動といえる。従来の
運動が「未来」を志向し、現在の犠牲――ヒ
エラルキーに基づく抑圧――を強いる傾向
があった。これに対し、1999 年のシアトル
で顕在化した新しい運動は、＜いま、ここ＞
の運動のなかに、来るべき未来の社会――抑
圧のない直接民主主義的な社会――を一時
的にであれ、現前させ、かいま見せる、そう
した運動であったと指摘されており、この原

理を予示的政治という（D.グレーバー）。権
威主義的で男性中心主義的なヒエラルキー
によって成立していたかつての革命政党や
新左翼運動が「未来」の革命や理想の社会の
ために「現在」の抑圧を強いたとすれば、こ
の轍を回避するための原理である。このとき
運動は目的−手段関係において合理的である
べきだという考えから解放される。 
 したがって予示的政治はい「いま」を犠牲
にする生真面目かつ献身的なエートスより
も、唯一無二の＜いま、ここ＞で消尽する祝
祭的な雰囲気と親和的である。このことはシ
アトルの抗議行動が音楽、ダンス、パペット、
仮装によって彩られたものだったことから
もうかがえる。 
 本研究は反資本主義運動の文化的側面と
いえる「予示的政治」に着目し、これに以下
の方法でアプローチした。 
 
３．研究の方法 
 研究は、主に（１）フィールド(聞き取り)
調査と（２）理論的研究の二つの軸によって
なされ、両者を相互にフィードバックさせる
ことによって行われた。 
 
（１）フィールド調査 
 国外と国内で調査を行った。国内で焦点を
当てたのは、主に反基地運動を継続している
沖縄のある地域の基地反対運動、東京の野宿
者支援運動であるが、2011 年以降は原発事故
をきっかけに広がった反原発運動も視野に
入れた。 
 国外では、おもにオーストラリア（シドニ
ー）のグローバル・ジャスティス運動を中心
に聞き取りを行ったが、そのほかカナダ（バ
ンクーバー）、中国（武漢）、ニューヨークの
ソーシャル・センター運動のアクティヴィス
トに聞き取り調査を行った。さらに、2011 年
秋から世界的に広がった Occupy Wall Street
運動についても、ニューヨークの参加者に聞
き取りを行った。また、これと平行し、これ
らの運動体による著作、ウェブ媒体資料、ジ
ン（ミニコミ）なども収集し、聞き取り調査
を補完した。 
 
（２）理論研究 
 これらの反新自由主義の運動の実践には、
系譜的な流れがあり、とりわけ重要なのが、
アウトノミアと呼ばれる運動である。アウト
ノミア（自律）運動とは資本の要求から自律
した、相互扶助的な空間を作り上げる実践で
あり 1970 年代にイタリアで生まれ、ヨーロ
ッパに広がった。しばしばこうした自律空間
は「ソーシャル・センター」と呼ばれ、ヨー
ロッパや北米の大都市に点在する。これらは
ネットワークを形成し、グローバル・ジャス
ティスのネットワークの結節点となってい
る。この実践は理論的にも大きな影響を有し
ており、アントニオ・ネグリがアウトノミア
運動と強く結ばれていたことは知られてい



る。 
 現在の支配的秩序から一時的にであれ自
律し、抑圧のない小さな社会を作るという予
示的政治の考えはアウトノミア運動と、「自
律」という点で重なり合う。それゆえ本研究
は、アウトノミアに連なる諸理論という補助
線を引き、そこから予示的政治をとらえるこ
とを試みた。  
 このなかで本研究が重視したのは、自律の
原理を「コモンズ」と重ね合わせる議論であ
り、具体的に参照したのが、マッシモ・デ・
アンジェリス、ジョン・ホロウェイである。
さらに彼らとともに、本源的蓄積論に依拠し
ながらサブシステンス（自律的な生業活動）
を重視するサブシステンス派（マリア・ミー
スら）や、コモンズ解体の過程（本源的蓄積
過程）を女性の力の解体の過程の条件として
読み込むシルヴィア・フェデリッチの議論を
視野に入れた。これによって、エコロジー的
かつエコフェミニズム的な志向性を「自律」
の問題系に組み込むことができた。 
 
４．研究成果 
 本研究の成果は以下の４点にまとめられ
る。 
（１）「自律」の理論化 
 本研究は、アウトノミアから現在の新自由
主義への抵抗運動にいたる系譜を理論的に
フォローすることにより、予示的政治や一時
的自律ゾーンなどテンポラリーな自律から、
比較的長期にわたるアウトノミ型の自律空
間、そしてより恒常的なサブシステンス型コ
モンズ、これらを一連のもの（連続体）とし
て把握することができた。とくに、アンジェ
リスの議論は、これら一連の自律（空間）を
一括して「コモンズ」とし、このコモンズを
創出し維持する実践を資本主義の外部を開
く実践とみなした。また資本主義も同様に、
資本主義を日々維持する実践によって支え
られていることを明らかにし、そのせめぎ合
いを価値闘争と呼ぶ。資本主義を相対化する
この知見により、新自由主義への抵抗それ自
体がそのオルタナティヴとなりうることが
確認できた。 
 
（２）資本の「外部」を理論化 
 さらに本研究は、恒常的なコモンズが解体
される長期的な過程（本源的蓄積過程）の延
長線上に、上述の「価値闘争」、すなわち新
自由主義によるコモンズの解体とコモンズ
（外部）の再創出・維持を位置づけることが
できた。一般に本源的蓄積は、資本主義への
移行期に生じる一回限りの出来事と見なさ
れているが、本研究は、価値闘争を可視化す
ることにより、本源的蓄積はつねに継続的に
回帰しうるものという知見を得た。 
 これに加え、「外部」＝コモンズの質を問
う作業を試みた。すなわち、本研究は、マリ
ア・ミースのサブシステンス論を検討し、彼
女らのサブシステンス概念が、資本主義に親

和的なシャドウ・ワーク型のサブシステンス
と、資本主義の外部としての自律型のサブシ
ステンスという二つの用法があること、70 年
代から 90 年代にかけて、前者から後者へそ
の意味が変化したことを指摘した。この両義
性は、コモンズのみならず、「絆」、「溜め」、
「ソーシャル・キャピタル」のなどの概念に
もはらまれており、これらの研究がシャド
ウ・ワーク型ないし植民地型の「外部」を理
論化する必要性を指摘した。 
 
（３）予示的政治の下部構造 
 日本では祝祭的という意味での予示的政
治への志向性は、イラク反戦のサウンドデモ
以降の街頭デモにもみられた。海外のアクテ
ィヴィストが多数参加し、オルタナティヴ・
キャンプを作った2008年の北海道でのG８抗
議行動が、予示的政治をかなり意識した運動
だった。 
 しかし祝祭的な運動は抑圧を回避してい
るわけではない。本研究プロジェクトは 2012
年 12 月にオーストラリアやドイツのアクテ
ィヴィストを招き、予示的政治をめぐる公開
シンポジウムを開催したが、報告者のマー
ク・ゴーン（シドニー大学）は、予示的政治
を支える装置（ないし「下部構造」）の必要
性を指摘し セイファー・スペースの実践が
話題にされた。デモなどの直接行動の際、女
性、セクシャル・マイノリティ、障害者など
の「マイノリティ」が、ハラスメントや危険
を感じることが多いことがしばしば指摘さ
れている。こうした危険を解消し、あるいは
その危険から守られた空間を作る試みが、日
本でも２００８年の G８抗議行動の際に紹介
され運営された。しばしば予示的政治は一時
的自律ゾーンの側面が強調されるが、こうし
た問題への持続的な関心が底流にあること、
アドホックとはいえある程度組織的なサポ
ート体制が必要であることが明らかになっ
た。しかし、本研究の調査で問題点として明
らかになったのは、日本では徐々にセイファ
ー・スペースの取り組みが見られるものの、
その必要性は、他方でいまだ完全には認知さ
れていないという点である。 
 
（４）運動内部でのせめぎ合い 
 本研究で明らかになったのは、日本におい
て予示的政治のエートスが広がりつつある
が、一方で、組織や大義（あるいは他の何か）
への献身のエートスも同時に――しばしば
一人の人間のなかで――同居し、せめぎあっ
ていることである。後者は結果としてセイフ
ァー・スペースの必要性への理解を妨げる原
因ともなっている。 
 しかし他方、本研究は、予示的政治に参加
したり、あるいは偶発的な理由で巻き込まれ
ること自体が、平等とは何か、直接民主的と
はないか、相互扶助とは何か、安全とは何か
を直接体験する啓示的な経験となり、次世代
の予示的政治の条件となる（R.ソルニット）



ということ、つまり予示的政治自体がペダゴ
ジー的な機能を果たし、次世代の予示的政治
の「下部構造」となるという側面も同時に重
要であることを明らかにした。 
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