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１．公害反対運動と「地域」

1960-1970年代，私企業の経済活動や公共事業をとおして様々な有害物質が排出され，自然と身体

を破壊する公害が日本各地で発生した。そして，公害反対の住民運動が次々と起きた。これは，2度

にわたる全国総合開発計画を青写真に，重化学工業を中心に構成された工場群，そして石炭あるいは

石油を燃料とする火力発電所が，特定の地域を拠点に建設されたことと関係する。経済成長を優先さ

せた開発によって，各地域は公害の発生地かつ被害者による運動の舞台となり，あるいは，開発の予

定地かつ公害予防運動の現場となった。つまり，公害と公害反対運動とは特定の地域内で発生した社

会現象だと言うことができる。それゆえ，これまでの多くの研究では各々の地域内における加害と被

害のメカニズムや住民の抗議活動が中心的に論じられてきた。

しかしながら，それらの研究は特定の地域を分析の舞台として設定するため，「地域間」という視

点が抜け落ちる傾向を持つ。各地の運動では開発で失われる海や海岸の破壊防止が課題とされてお

り，その「場所」は運動体間に共通する賭け金となっていた。場所とは，次節で詳しく述べるが，人々

の集合的記憶や文化的アイデンティティを生み出す社会的空間である。海や海岸の埋め立ては，それ

らの記憶やアイデンティティの破壊を意味する。それゆえ，場所の破壊を防ぐことは反対運動にとっ

て重要な課題である。工場群や電源の開発は特定の地域だけでなく全国規模で展開された。つまり，

場所の破壊は諸地域を貫徹する社会問題だったと言える。したがって，地域間という視点から考察す

る際，場所を反対運動の基底の 1つとして据えることは不可欠だと見られる。本稿では場所を焦点に，

反対運動の諸集団による地域を越えた交流や集会について考察することとしたい。

以下では，最初に反対運動の支援体制についてのこれまでの研究を概観した上で，火力発電所反対

運動に対象を絞って公害の予防あるいは場所の破壊防止を目指した全国規模の交流集会の変遷，およ

びその特徴を考察する。また，当時の反対運動で主張された「環境権」を題材に，諸運動が連携の輪

を築き，場所の意味を問い返していくプロセスを確認する。これは個々の公害反対運動を研究するた

めの予備的考察にあたる。個々の運動を理解するための補助線として，反対運動間の相互作用を明ら

かにする試みでもある。
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２．公害反対運動と「場所」

2.1　運動における相互支援

公害と反対運動の中から生まれてきた相互支援体制はその存在が複数確認できる。とりわけ公害問

題研究会は 1969年の発足以後，月刊誌『環境破壊』の発行をはじめとする様々な仕組みを生み出し，

各地の反対運動を積極的に支援した（１）。公害問題研究会は，東京都内のマンションの一室に「住民

ひろば」を 1973年に開設し，公害だけでなく消費者運動を含めた全国各地の社会運動の当事者たち

が自由に寝食，議論できる場を提供した。また翌年には「緑林館」と名づけた拠点をアパートの一室

に設けた。ここは，反対運動のリーダーたちが集う場所であると同時に，研究会で収集してきた様々

なパンフやチラシの整理が行われたとされる。そして，1976年には全国各地のミニコミを収集・保

存・公開するアーカイブ「住民図書館」を開館している。

他の支援体制として，宇井純による自主講座「公害原論」があった。宇井を中心とする自主講座の

メンバーは各地の公害被害者や反対運動の担い手を東大に招き，定期的に学習会を開いたほか，その

記録をまとめた『公害原論』や雑誌『自主講座』を発行した。友澤悠季（2015）によると，宇井の自

主講座が各地の反対運動を結びつけ，「既存の教育体系の中では生まれ難い人と人との出会い，経験

のぶつりかりあいの場を提供する空間として機能していた」（友澤 2015: 42）。そして『公害原論』を

手にした各地の当事者からの問い合わせに対し，助言や情報を提供する「電話交換台」の役割も果た

したという。「公害原論」と沖縄の金武湾闘争との関係を考察した大野光明（2017）は，『自主講座』

への論文掲載や沖縄に特化した講座グループの結成をとおして，自主講座の活動が「本土」と「沖縄」

を結ぶ機能を果たしたと指摘している。

もちろん，公害問題研究会の活動には反対運動の当事者が多数関わっており，「住民ひろば」や「緑

林館」，「住民図書館」を当事者たちの交流や勉強会の場所として位置づけることは可能である。そし

て『環境破壊』と『自主講座』，当事者からの投稿論文やレポートで構成された『月刊地域闘争』など，

当時の雑誌は反対運動の交流や情報交換のメディアとして活用されていた。このように考えると，運

動の支援と個々の反対運動がそれぞれ無関係に存在したのではなく，互いに補完することで進行した

現象として捉えなければ公害反対運動の分析は部分的にしか達成されないことがわかる。しかしなが

ら，先行研究では諸支援体制についてその機能や役割が記述されるものの，公害反対運動における焦

点の 1つである場所の破壊と関連づけて分析されることはほとんどない。

2.2　対象と方法

以下では，火力発電所反対運動を対象に，当事者による地域を越えた連帯と連携について考察す

る（２）。具体的には交流集会と共同での抗議活動，環境権によって結ばれた運動体間の相互作用を対

象とした。資料には『環境破壊』と『月刊地域闘争』掲載の記事，各運動団体のミニコミ誌に残され

た記録，立教大学共生社会研究センター所蔵の未整理資料を使用した。
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この考察にあたり，空間論における場所概念を分析枠組みとして用いている。場所とは，様々な人

や自然の相互作用から立ち現れる社会的空間であり，人と人，人と自然との潜在的あるいは顕在的な

結びつきを可能にする媒介である。海や海岸などの自然の空間だけでなく，身近な公園やローカルな

商店街が場所として親密な関係を育む。そこで人々は様々な感覚をとおして日常生活のリズムやその

意味を身体化していくだけでなく，場所においてそれらを享受することで生き生きとした経験や集

合的記憶，文化的アイデンティティを形成する。かつて Bachelard（1957＝2002）や Tuan（1977＝

1993）が構想したように，場所は人々のローカルな生活における主観的な感覚や体験，象徴と結びつ

いているのである。あるいは，「社会的諸関係の反復と再生産」（Lefebvre 1974＝2000: 191）が場所と

いう社会的空間で繰り広げられているともいえるだろう。しかしながら，場所はどれほど身近でロー

カルな領域だとしても常に内側に向かって閉じているわけではない。ドリーン・マッシーは「ローカ

ルなものが事実上閉じた，〈自己―構成的〉なものだという考え方」（Massey 2005＝2014: 341）を否

定し，次のように述べている。

　各々のローカルな闘争はすでに関係的に実現しているものであり，「ローカル」なものの内外

の両方から導き出されていて，内的に多様なものである。……ここに潜在しているものとは，

ローカルなものを越えていく運動の中で，他のローカルな諸闘争の内的多様性の諸要素との間に

構築された等価性の線に沿って拡張し出会うための力である。（Massey 2005＝2014: 342）

ローカルな領域としての場所とは闘争という観点において，特定の意味や価値を保存していくため

の容器ではなく，常に再構成のプロセスと結びついている。場所は人々の身体的感覚や集合的な記憶，

将来への展望と深く関係しているが，それらに所与の一貫性を与えるわけではない。生成のプロセス

から理解するならば，場所と結びついているそれらのシンボリックな次元は静的で固定化されたもの

ではなく，場所を媒介として営まれる行為や知覚をとおして立ち現れてくると考えるべきである。言

い換えれば，場所とは最も身近な次元において物理的かつシンボリックな日常生活を可能にする土台

の 1つであると同時に，外に向かって開かれた実践をとおして常に異なった形態で生成される可能性

を持ったローカルな空間である。

このように捉えると，経済成長を優先した開発とは，場所を媒介として生成されてくる集合的記憶

や文化的アイデンティティ，生き生きとした経験に対する攻撃である。海や海岸を自然資源や単なる

モノと見なす開発計画では，場所は物理的な次元において破壊されるだけでなく，シンボリックな次

元を生み出す可能性さえも失われることとなる。この破壊に対して個々の反対運動は抗議活動を展開

したと考えられる。では，各運動が連帯と連携によって相互に結びつく際，開発を場所の破壊と捉え

ることは運動の主体にとってどのような意味を持ったのか。そして，その連帯と連携は場所を焦点と

することで，単なる個々の運動のための相互支援を越えた地点で，どのような役割を果たしたのか。

この点を明らかにしなければならない。以下では，最初に「環境権」をめぐる連携について，次に全
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国規模で開かれた「反火力」集会について考察する。

３．環境権における場所と身体的感覚

3.1　「暮らし」という視点

火力発電所反対運動では「環境権」をめぐる諸運動の結びつきが存在していた。環境権とは 1970

年に提唱されたばかりの新法理だったが，北海道電力伊達火力発電所を筆頭に，九州電力豊前火力発

電所や東北電力酒田共同火力発電所の各反対運動で建設ないし建設計画を批判する法的根拠として主

張された。伊達火力発電所反対運動は，初めて環境権を掲げた運動であり，運動の担い手は教員や医

師，農民，漁民と多彩な顔ぶれである。それに対して後続の豊前火力発電所の反対運動は，作家や教

員，工場労働者を中心とする少人数の運動である。豊前火力反対運動は当初，様々な団体の連合体と

して組織化されていたが，1973年に入って九州電力が関係自治体と次々に公害防止協定を結んだこ

とで運動の規模が急激に縮小していった。また，その時期には埋め立て予定地周辺の漁業者が漁業権

を放棄している。このような状況において様々なメンバーで構成された伊達火力の運動が豊前火力の

運動に与えた影響は大きい。

例えば，豊前火力反対運動のリーダーである松下竜一は 1973年 5月に「環境権訴訟を考える会」

の呼びかけで各地の反対運動の人々と一緒に伊達火力裁判の第 4回公判を傍聴した。その際に聞いた

「裁判長，ただ見に来るだけの検証ではなく，われわれの産物を舌で味わっていただきたい」（松下

1973: 2）という主張に松下は驚いた。この時期，松下は弁護士なしの反対運動の当事者による環境権

訴訟を模索しており，文明からの自然の絶対的な保護という「極論」（松下［1973］2008a: 139）を環

境権の根拠として考えていた。それに対し，農水産物の新鮮さや美味しさから「環境」の価値を捉え

ようとする農業者や漁業者の主張は，松下の考えていた環境権とは異質のものである。松下は伊達の

裁判で耳にした主張を「『暮らし』の中からの発想」と評価し，「環境権などといえば，むつかしくな

る。なんのことはない，私たちの暮らしを守りたいというだけの願いなのである」というように考え

を変えていった（松下 1973: 2）。ここに，日常生活における身体的感覚を根拠に，労働を含む日常生

活の舞台である海や畑といった場所の価値を捉える視点が，地域間での相互作用をとおして吸収され

ていく過程を見て取ることができる。

3.2　場所と生きられた経験

また，反対運動の交流とそこでの相互作用は，実務的な段階においても確認できる。豊前火力反対

運動は前述のとおり，弁護士なしの本人訴訟で裁判闘争を始めた。それゆえ，運動のリーダーである

松下は，原告団に弁護士を抱えていた伊達火力の裁判の訴状を下敷きに自身たちの訴状を書き上げて

いる。しかしながら，豊前の反対運動は多彩な顔ぶれで構成された伊達火力反対運動とは異なり，漁

業者や農業者のいない少人数の反対運動であるため，同じような主張内容で裁判を進めていくのは難

しい。そこで第 2回公判に向けて準備書面を用意する際，松下は各地の反対運動の関係者と会議を開
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いて訴訟のすすめ方を検討した。松下らの反対運動はこの時期，孤立した少人数の運動として「絶対

反対」を掲げ，環境権による訴訟を始めていた。また，第 1回公判からまもなく，国の電源開発調整

審議会で豊前火力の建設計画が認可されており，反対運動は窮地へと追い詰められた状況にあった。

松下がその会議に持ち込んだ草稿は見つかっていないが，会議での会話を録音したテープの書き

起こしが残っている（３）。その記録は会議が準備書面の方針に大きな影響を与えたことを伝えている。

松下は環境権の過去の判例や関連法を参照した法学的解釈，火力発電所の大気汚染対策についての計

算式を用いた分析内容を準備書面として作成していたと見られる。それに対して会議に参加した人々

は，憲法や実定法との関連から環境権を説くことを「支配者の発想じゃないか」と批判し，あるいは

計算式を用いた大気汚染の分析については「ppmというような現代科学の歴史に疑問をもっておら

れる松下さんが，果たしてこういう反論されていいもんだろうか」などと厳しい意見を出した。松下

はこの会議での指摘や批判を受け，「科学も法律もわからぬ住民の誰でもが，感情をこめて書けるよ

うな書面を総結集して，これを準備書面としたいという方向」（梶原 1974: 4）へと転換した。その結

果，書き直された準備書面では環境権の法的解釈は後景化し，大気汚染の複雑な計算も出てこない。

「一羽の鳥のことから語り始めたい」。準備書面は海岸に訪れる冬の渡り鳥とそれを愛でる感情を出発

点とする。そして以下の内容を基調とする主張が述べられている。

　もし，一個の人間が，「私は火電よりも一羽の渡り鳥をこそ尊く思う」といい放つなら，その

一個の心的宇宙に，誰が踏み入ってそれを逆転させえようか。……心情に拠る主張が，果たして

科学論拠に比して，余りにも恣意的としてしりぞけられねばないものであろうか。（原文ママ，

松下 2008b: 173）

ここに「『暮らし』の中からの発想」の反響を読み取ることは難しくない。松下の語りは海岸とい

う場所を日常生活の中で育まれてきた身体的な感覚から捉え，それを開発と心情との対立として描

く。漁業者や農業者の主張とは異なるものの，伊達の反対運動の人々と同じように火力発電所の建設

によって失われる海や海岸とそこに結びつく身体性とを問題としているのである。つまり，環境権の

ネットワークは，反対運動において誰が何を「環境」と捉え，何を権利として主張するかを考える際，

場所と身体との結びつきを可視化させる役割を果たしていた。そして，地域間の結びつきは，場所と

いう空間における生きられた経験にもとづく等価性を築き，開発ないし公害との間に敵対性を構築し

ていく試みだったと考えることができる。

このような環境権の捉え方が松下ら豊前火力反対運動の中で以前から持たれていたと指摘すること

は可能かもしれない。実際に松下の『豆腐屋の四季』を読めば，場所と身体との結びつきを示唆する

記述を確認できる。それゆえ，準備書面の方針変更は「転換」ではなく，「修正」あるいは「回帰」

だとも考えられる。しかしながら，場所を焦点として立ち上がってくる環境への理解を共通項として

築かれた連帯が，反対運動を日常生活における身体的な感覚へと立ち返らせる契機として作動してい
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たのであり，その役割を無視することはできない。

４．「反火力」の連帯と場所

4.1　「集会」の提案と開催

火力発電所反対運動の結びつきは，「環境権」における反対運動の連携だけではない。その連携と

並行するように，全国各地の人々が一挙に集って議論したり，合同で抗議したりするなどの集合的な

活動が実践されていた。以下では反対運動における全国規模の連帯について考察していく。

個々の火力発電所反対運動では，開発立地周辺の住民たちが学習会の定期開催，ミニコミ誌の発行

に加え，先に述べた自主講座や雑誌をとおした運動の組織化と情報の収集，各地への視察を行ってい

た。それらの運動は完全に孤立した運動ではなかったものの，様々な地域でそれぞれに異なったやり

方で活動を続けていた。だが，各々で蓄積してきた経験や知識を共有し，互いに相談し合う機会の必

要性が各運動の中で認識され始めていた。その中で愛知県の運動組織から各地の運動へ全国規模の

「集会」が提案された。以下は，末尾に 1972年 8月 31日と記された手紙の一部である。

　火力発電所の進出阻止に成功した経験をもつ住民運動の人たち，あるいは現に阻止しつづけて

いる人たち，又火力建設を許したが，その増設を阻止している住民組織の人，または阻止しよう

としている人たち，それから，火力建設を受け入れてしまい，現在火力公害と斗っている人たち，

更に火力建設計画が出され，それにどう立向うか，さし迫った事態に直面している人たちに呼び

かけ，それぞれの経験を立体的に学びとることのできる場にしたい。（原文ママ，『渥美火力関連

資料』）（４）

この提案およびその問題意識は各地から共感を呼び，1972年 9月 23日から 2日間の日程で「火力

公害に反対する全国住民運動交流集会」が開かれた。「資料を交換し合い文通し合ったお互い同志が，

今始めて顔を合わせた」（北山 1973: 12）とされ，北海道や関東，東海，北陸，関西の各地方からの

参加者は反対運動の状況を報告した。この「集会」（５）は当初，単発的な試みとして構想されていた

が，「今日のこのつながりを生かして，第二回の集会をもてるようなかたちを考えてはどうか」（北山

1973: 13）という意見が出され，以後の開催に向けた「連絡協議会」の準備会が結成された。

4.2　「反火力」の集合体

火力発電所反対運動における全国規模の「集会」は表にあるように，1972年の交流集会以降，

1980年までに毎回開催地を変えながら計 7回が開かれた。各回では各地の被害状況や運動の失敗談

をはじめ，公害防止の協定や条例，裁判のやり方などが話し合われており，「反火力」運動の結びつ

きを横へ広げていくことが繰り返し試みられている（６）。全国各地で開かれた「反火力」の「集会」

が持つ役割は，「住民の連帯形成」と「身体的感覚の生成」の 2点にまとめることができる。
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第 1に，「集会」は各運動組織が一挙に集う「出会いの場」として反対運動の連携の範囲を広げる

とともに，公害の理不尽さや開発による場所の破壊をとおして各地の住民が感じていた怒りや悲しみ

を共有することで住民の連帯を生み出す役割を果たした。

第 1回の「集会」で 26団体約 50人だった参加者数は，2年後の 1974年に福岡県豊前市で開かれ

た「集会」では 30団体約 80人へと増えたとされる（７）。また第 5回「集会」の段階では，北海道や

関東，東海，北陸，関西，中国，九州の各地方からの参加があり，ほぼ全国各地を結ぶ交流・連絡の

体制が形成されていた。これは「反火力」というシングル・イシューの下に，交流・連絡の輪が全国

各地へ着実に広がっていったことの現れだと言える。この「集会」はそれまでに知りえなかった人と

情報に接する貴重な機会だった。例えば豊前火力反対運動を率いた松下は 1973年春に各地の運動を

視察する旅に出た際，第 2回「集会」で知った石川県内灘町の運動を訪ねたと自著『暗闇の思想を』

に記している（松下 1999: 150）。

また，人々は「集会」で各自の運動へ還元するために知識を得ていただけでなく，運動の中で得ら

れたそれぞれの体験を共鳴させていた。「集会」では大気汚染による健康被害や植物の枯死，温排水

の魚介類への影響が繰り返し報告され，住民という立場から異口同音にそれぞれの場所とそれを拠点

とする日常生活がどのように破壊されていくかを訴える。そして開発が引き起こす理不尽な経験と言

葉にしがたい感情を人々は共有していったのである。

1980年の「集会」を控え，通産省からの参加を要請するために書かれたと思われる手紙の原本では，

それまでの「集会」の意義が次のように回顧されている。

　昭和四七年九月に私どもの渥美ではじめて全国の火力公害に反対する住民運動の交流集会をも

ち，それから銚子，伊達，姫路，豊前，福山と全国集会を重ねてきましたのは，単なる地域エゴ

ではない運動を目ざし，ひとりよがりに陥らないよう運動の基盤を学習によって絶えず確かめ

合ってきたことのあらわれだといえます。（原文ママ，『渥美火力関連資料』）

表　火力発電所反対運動の全国「集会」

1972年 8月 31日 「集会」の提案

9月 23日，24日 「火力公害に反対する全国住民運動交流集会」（愛知県渥美町）

1973年 3月 25日，26日 「火力に反対する全国住民組織第二回勉強会」（千葉県銚子市）

8月 24日，25日 「第三回全国反火力公害勉強会」（北海道伊達市）

1974年 3月 23日，24日，25日 「第四回火発反対住民運動全国交流集会」（兵庫県姫路市）

9月 22日，23日 「第五回反火力全国住民運動組織交流会」（福岡県豊前市）

1975年 3月 21日，22日 「第六回集会」（名称不明，広島県福山市）

1980年 8月 30日，31日 「反火力運動全国連絡会議勉強会」（愛知県豊橋市）
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これは「集会」が単に共通理解を生み出すための機会というだけでなく，それまで潜在的な可能性

に過ぎなかった「反火力」の連帯を形成し，顕在化させようと試みていたことを示している。地域を

越えて結びつく各々の体験を基盤として連携を構築するならば，ある開発計画と反対運動との間に引

かれた敵対性が全国各地の運動における別の敵対性へと連結される可能性が広がっていく。「集会」

は知識の集約と交換を目的とする学習会であると同時に，住民の連帯と各反対運動の相互接続を物理

的な距離を越えて可能にする実践だったと考えることができる。

第 2に，「集会」はトランス・ローカルな「反火力」運動の 1つとなるとともに，参加者が抗議活

動をとおして破壊の対象となった各地の海や海岸を体験する機会となっていた。

当然ながら個々の運動はそれぞれの開発計画の撤回や発電所の運転差し止めを求めて抗議を続け

る。そして場所の破壊は各々の反対運動にとっての争点である。これに対し，各回の「集会」では，

全国からの参加者たちが市街地でデモ行進や電力会社への抗議を合同で行う。これは「住民」という

共通の地平から「反火力」の正統性をつくり出していくだけでなく，各地にトランス・ローカルな反

対運動の現場を生み出していくという意味を持つ。つまり，地域を越えた地点で成立する「住民」と

いう立場で反対運動を実践することで，火力発電所の建設を地域内外の問題として位置づけることを

試みだったといえる。

また，「集会」では参加者たちが漁船で発電所付近の海を見て回ったり，工事現場近くでの座り込

みをしたりする。第 4回の「集会」では海岸でキャンプファイヤーも企画された。これは抗議活動の

一環としてだけでなく，各参加者が開発の対象となった場所を直接的に体験することで集合的な身体

的感覚を生成する機会となっていた。例えば，北海道伊達市での「集会」で，漁船から発電所の建設

現場を視察した福岡からの参加者は次の感想を残している。

　日差しは強いが風は涼しく，実に明るく澄き通った感じでこころよい。木々にも田畑にも，な

にかしら自然の底知れぬゆたかさが感じられる。そのような美しい自然の中に，伊達火力の鉄錆

びた杭の囲いと鉄条網が唐突に出現しているのには，怒りが突き上げる。……青々として海を，

涼風を切って進んだ。帆江君（集会に参加した大学生）が，伊達の海は女性的だという。昨夜馳

走してもらったホタテのあの柔らかで甘い味を思うと，それをはぐくんでいるこのゆたかな海

に，なにか母性を感じさせられる。（坂本 1973: 8，かっこ内は引用者）

この記述が意味するのは，参加者が場所の物理的かつシンボリックな次元を経験しているだけでな

く，その場所が身体的感覚を媒介する役割を果たしていたということである。人々は破壊の対象と

なった個々の海や海岸が各地域の日常生活においてどのような価値を持ちうるのかを知覚するととも

に，その場所が実際にどのようにして破壊されていくのかを知る。これは場所を拠点として集合的な

身体的感覚がつくり出される契機となる。参加者が実際に各地の場所へ行き，風景の美しさや穏やか

な時間の流れ，そしてその破壊を体験する。言い換えれば，その身体的感覚を生成するプロセスが場
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所を媒介として集合的に共有される。「集会」は場所を媒介として身体的感覚の等価性を生成する機

会となっていたと言うことができる。

まとめると，火力発電所反対運動の「集会」は，一方で「出会いの場」として経験と知識の共有と

共通の問題意識をつくり出し，「住民の連帯」を生み出す機会であった。他方で，合同での抗議活動

を行うことでトランス・ローカルな反対運動を実践するとともに，場所を媒介とする集合的な身体的

感覚を生み出す契機となっていた。

しかしながら，「集会」は単発的なイベントという性格を否定できない。それゆえに持続的な役割

や反対運動の指導役を期待することは難しい。また，裁判闘争への移行で各地の運動が特殊化されて

いったならば，全体的な「集会」をとおして各運動の共通性と等価性を模索する必要性は相対的に低

下し，個々の運動への取り組みが優先されると思われる（８）。

５．おわりに

ここまで見てきたように環境権を軸とする地域間の交流においては，火力発電所の建設で破壊され

る海や海岸を日常生活から捉え返す視点を共鳴させていく過程が確認できる。そして交流において

は，場所にもとづく身体的感覚と日常生活との関係性が重要な視点として個々の反対運動へ回帰して

いた。また，「反火力」の「集会」では，一方で「出会いの場」となることで住民の連携を広げてい

き，他方で「集会」が 1つの反対運動の実践や場所を媒介とする身体的感覚の共有の契機となってい

た。住民たちは場所の破壊における怒りと悲しみを共有することで連帯を形成する。そして，実際に

各地の海や海岸を体験し，共通の身体的感覚を生成することで「反火力」の等価性と敵対性を構築す

る可能性を広げていた。したがって，反対運動は場所を焦点とすることで，地域という枠組みを越え

て感情を共有するとともに，集合的な身体的感覚を生成していたことが明らかになった。

ただし，これまで述べてきた反対運動の結びつきは常に積極的な意味を持つわけではない。場合に

よっては運動へネガティブな影響を与える可能性がある。人々の結びつきは「反火力」や「環境権」

という共通項によって反対運動を支える役割を果たすが，それは個々の運動の一般化と裏返しの関係

にある。とりわけ公害予防の反対運動では，海や海岸などの場所の破壊を防ぐために場所とそこに結

びつく日常生活の意味が重要となる。その際，「反火力」あるいは環境権が個々の運動の状況に応じ

て解釈されるパースペクティブではなく，単なる合言葉となるならば，場所と日常生活の意味はその

豊かさを失っていく。

この議論については運動間の相互作用の分析からだけでは明らかにできない。反対運動が場所と身

体的感覚を焦点に展開されていたと述べたとしても，それらが個々の反対運動の中で具体的にどのよ

うに構想されていたかを十分に論じることはできないと思われる。本稿で分析した地域間の連携や連

帯は個々の反対運動を考察するための補助線である。今後は，個別の反対運動を題材に場所と身体の

関係性の分析を課題としたい。
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注⑴ 研究会発足までの経緯は，中心人物である仲井富へのインタビュー（仲井［1976］2005）で確認できる。
ただし，その活動については，中村紀一が『環境破壊』復刻時に寄せた解題（中村 2009）が現時点では最も
包括的である。この中村による解題は計 8冊の『別冊　解題・資料』に分けて掲載されている。住民図書館
については住民図書館 25年史編集員会（2001）および道場・丸山（2013）が詳しい。

　⑵ 本稿では，「地域間」という視座から考察するための 1つの事例として，火力発電所反対運動の全国組織に
分析対象を限定した。しかしながら，1970年代には「反原発市民連絡会議」や「全国公害患者の会連絡会」
といった全国規模の組織が存在していたのであり，それらの連携や連帯についての分析は課題として残され
ている。

　⑶ 立教大学共生社会研究センター所蔵の資料群の中に，800字詰めの原稿用紙が約 90枚見つかった。これは
無題の資料で日付も記録されていない。しかしながら，その内容および豊前火力反対運動のミニコミ誌『草
の根通信』第 14号での梶原得三郎の記事から推察すると，1974年 1月ごろに名古屋市で開かれた会議の記
録と考えられる。

　⑷ この手紙は一部省略され，第 1回「集会」の記録とともに渥美の公害勉強会（1973）に収録されている。
また以下で引用する資料は，立教大学共生社会研究センター所蔵の『北川郁子氏旧蔵・渥美火力反対運動関
連資料　コレクション ID S16』と分類された大量の未整理資料群から見つかった。それらの資料群は出版物
ではなく，表題を持たない資料もあることから，詳しい書誌情報の明示は困難である。そこで，本文中で引
用する際に『渥美火力関連資料』と表記した。

　⑸ 本稿では混乱を避けるために「集会」と表記しているが，実際には各回で「交流集会」，「勉強会」，「交流会」
と名称が異なる。

　⑹ また活動の一環として，各地の公害の実態や反対運動の形態，運動の目標などをまとめた小冊子「火電リ
ポート」が配布された。

　⑺ 第 1回「集会」の参加者数は渥美の公害勉強会（1973），第 5回は豊前火力絶対阻止・環境権訴訟をすすめ
る会（1974）を参照。それぞれ参加名簿から団体数と人数を算出したと考えられる開催地の運動組織の記述
に準拠した。ただし，第 5回「集会」については『環境破壊』編集部（1974）では 150人とし，豊田（1974）
では 200人が参加したと報じており，正確な人数を確定することが難しい。しかしながら，第 1回「集会」
以後に参加者が増えたことは事実だと見られる。

　⑻ 実際に「集会」の活動は 1975年の第 6回以後，少人数での勉強会や幹事会を除いて全国規模の開催が約 4

年間途絶えている。1978年に書かれたと思われる「集会」の案内の末尾に付された「討議資料のためのアン
ケート」では「反火力運動連絡会議についてお考えをおきかせください」という項目があり，全国規模の「集
会」をどのように運営していくかについて悩んでいた様子がうかがえる。
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