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1950年代大衆集会討論における発話と主体
―国民文化全国集会参加者を事例に―

Talking and the Subject in Public Debate in the 1950s:
A Case Study of Participants in the National Meeting of Culture

長 島 祐 基
NAGASHIMA Yuki

This paper analyzes the National Meeting of Culture in the 1950s from the viewpoints of Habermas 
and Butler. This meeting, a panel on “National Culture,” played an important role in the National Re-
formist Movement. Since the 1960’s, citizens’ movements have been discussed in the public sphere from 
a regional perspective, particularly when they are compared with the National Reformist Movement. 
However, these studies have not sufficiently analyzed the public sphere of the National Reformist Move-
ment. Habermas’ public sphere includes debate, people as subjects, and the establishment of a consen-
sus. Butler’s theory explains that people become subjects in this way by “talking”. Through analyzing 
the relation between debate and the subject in the National Meeting of Culture, this article seeks to de-
lineate and define the public sphere in the National Reformist Movement.

1．本稿の目的と課題
高畠通敏は戦後の社会運動史を概観し、政党や大労組に系列化された1950年代の革新国
民運動に対する批判の動きとして、1960年代の市民運動や住民運動による運動スタイルの
転換と、学生運動によるラディカルな問題提起を指摘した［高畠1979］。地域に根付いた
利害から出発する住民運動は、「地域エゴ」（1）を基盤として国家や行政の定義する「公共性」
に対抗した［宮崎1975；荒川2012］。そこでは「特殊主義」的主張が爆発的に増大［辰巳
2004］し、上からの「公共性」の主張を相対化し、多様な“もうひとつの「公共性」”を
対置する想像力が広がり、成長していった［道場2002，2006］。そうした1960年代の公共
性の転換は、サブ政治や後期近代への転換に関する議論をへて、近年の討議民主主義理論
へつながっている［篠原2004，2012］。確かに近年政治学では「およそ、公共的な事項の
検討・決定にあたっては、十分な情報に基づく個人の内心における熟慮と他者との間の討
議という過程によって形成される選考を重視すべきである」［柳瀬2015：73］とする討議
民主主義理論が議論され、様々な試みが行われている。「熟慮」や「討議」が強調される
背景には、篠原の指摘に加え、代議制民主主義の欠陥［田村2013］、新保守主義による戦
後民主主義批判（2）への対抗［日暮2008：114］がある。
公共性の基盤に開かれた討論が必要であることを主張する見方は、1960年代の運動の転
換に起点を置いている。しかし、この点は近年1950年代の文化運動や知識人運動などの
分野で見直しが進みつつある。そこには、戦後の民主化を担った知識人の思想と公共性の
問題を論じた議論［小熊2002］や、サークル運動で行われていた水平的討論［天野2005］
やサークルの対抗的公共性［木原2006］の議論があり、戦後の運動において「共同によ
る『研究』に基づいた、現場の経験の交流と討論の場がひろく、多様に形成されていた」［大
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串2014：283］という指摘がなされている。一連の幅広い討論の場の存在を踏まえた時、
戦後民主主義の担い手［清水1982］であり、後年の運動と対比される1950年代の革新国
民運動に対しても、討論や公共性という視点からその可能性や限界を考察しなければ、そ
の議論は歴史を捨象したものとなり、戦後民主主義批判への対抗として不十分である（3）。
本稿では以上の点を踏まえ、討論や公共性に関するJ・ハーバーマスの議論とその理論的
課題を示す。次にハーバーマスの議論を批判しつつ、その理論的な課題を考える上で有効
な議論を提示したJ・バトラーの発話と主体化の議論を検討する。そして戦後の社会運動
において広範な人々が集う場として、労働組合などが主催する大衆集会に着目する（4）。大
衆集会の一つである国民文化全国集会を事例として、ハーバーマスやバトラーが示した論
点を踏まえた上で見えてくる運動の可能性と限界を検討する。

2．討論と公共性
（1）討議民主主義理論における権力の問題
ハーバーマスのコミュニケーション論では、公共性として「人格の構造を形成する機能
と社会的統合の機能」［内村2009：39］という二つの面が想定されている。後者は公共的
事柄に関する討論を通して、合理性を主張する結論を導き出す［Harbermas 1990］こと
である。それに対して前者は、結論を導き出す過程で「言語以前的なものに根ざしている
外的自然に対する認知的関係や内的自然に対する表自的関係を、また言語以前的ではあっ
てもシンボルに根ざしている義務的関係」を「一つのシステムとして習得する」［内村
2009：36］ことである。つまり、個々人の認識が変わり、社会の様々な諸関係を認識する
ようになることを意味する。戦後の集会に関する既存の研究［木原2006；大串2014］で
は討論が行われること、集会を経て集合的意思表明（アピール）が出される事を念頭に議
論がなされている。これに対し本稿ではコミュニケーション関係における主体の認識変化
を、発話を始めとする人々の意思表明の局面との関係に着目して議論したい。
ハーバーマスはコミュニケーション行為を、「行為者が、自ら責を負う行為によって状
況を克服する発案者」になると同時に、「彼が立脚する伝統、所属する集団、成長する社
会化過程の生産物」になる循環の過程［Habermas 1983：訳 213］と位置付けている。討
論では主体的な発案者となることが、認識の変化にとって重要な要素である。「コミュニ
ケーションが外部の状況依存的な影響だけではなくコミュニケーションの構造そのものか
ら生ずる強制によっても妨げられない発話状況」［辰巳2004：121］としてハーバーマス
が掲げるのが「理想的発話状態」である。しかし、現実の討論において発話は「理想的発
話状態」のような形では存在せず、公共性は不完全な形でしか存在しない。「理想的発話
状態」や討議民主主義理論に対する批判の一つが権力関係という視点の弱さ、ないし欠如
である。それは「討議的アプローチの欠点のひとつは、公的領域の有効性を措定し、そこ
では権力が消去され合理的合意が実現可能とみなす」ため、「価値の複数性にともなう抗
争性の位相とその除去不可能な性格とを認めることができない」［Mouffe 2000：訳 152‒
153］という指摘や、「理想的発話状態」は「現実政治の権力的側面から切り離された非強
制的会話モデル」である［Shapiro 2003：訳 47］といった批判に現われている。そこで
は人々の分断や、ヘゲモニー関係がつくり上げられる権力性の欠如［Mouffe 2000］や、
人間の相互関係における権力関係の視点の欠如［Shapiro 2003］が問題視される。
人間相互の権力関係は討論における発話の場合、主催者と参加者の非対称な関係に見出
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すことができるだろう。戦後の集会でも、現在の討論の場においても、討論を誰がどう組
み立て、進行するかは重要な問題である。もちろん、主催者の存在は討論の進行やアピー
ルの採択にとって必要なものである。しかし、そこには参加者が発話すること、あるいは
何を発話してもらうのか、何を討論するのかを、運営者や司会者が働きかけ、決定する権
力関係が不可避的に存在してしまう。加えてC・ムフの議論を踏まえるならば、そこには
「われわれ」と対抗者などの形で分断や排除の力が働いてしまうことになる。そうした限
界をふまえた上で討論における発話と主体の認識との関係を考察する必要がある。

（2）バトラーの議論における発話する主体
ムフやI・シャピロの批判は確かに重要な論点であるが、それは闘技民主主義というあ
るべき民主主義モデルを導き出すために、あるいは民主主義の方向性を理論的に検討する
中から提起された批判であり、発話や主体の問題を中心的に議論しているわけではない。
むしろ、フェミニズムや言葉の暴力性に立脚し、発話に加わる権力作用や人々の分断を踏
まえた上で、人々の主体化が持つ可能性を考察したのはバトラーである。
ハーバーマスが生活世界の植民地化に立脚し、合意形成や討論の「手続き的」側面によ
る公共性や普遍性を重視したのに対して、バトラーは公共性がその普遍化の過程において
「声をもたないもの」や「語ることのできないもの」を産出し、「普遍的なもの」の圏域か
ら排除する［辰巳2004：117］局面に着目する。バトラーは言語を介したコミュニケーショ
ンにおいて、権力作用の上に主体が成立する立場をとる。まず、あらゆる主体は他者性か
らの被傷性を帯びている［大貫2014：59］。他者化や排除を生み出すものの一つが言葉に
よる権力作用である。バトラーが言及する憎悪発話や刑の宣告といった場面では、言葉に
よる呼びかけが行われる。呼びかけられた者は自己を説明することを求められる。自己を
説明するのは「他者からの問いかけ、あるいは割り当てに直面した時」［Butler 2005：
訳 23］であり、他者との関係において働く権力作用の結果である。しかしその時、「私た
ちの誰もが自分自身を語り始め、あるいは危急の理由で、私たちが自分を語る存在になら
ねばならないこと」［Butler 2005：訳 23］に気づく。そうした呼びかけの言葉は決して
個別的でない普遍性、歴史を有する［Butler 1997：訳 46］。呼びかけに応じて自己を語
ることは、「自分がすでに、自分自身の語りの能力を超えた社会的時間性に関与している
ことを見出」［Butler 2005：訳 16］す。そして、発話を通じて自分に説明をあたえよう
とするとき、人々は「必然的に社会理論家にならざるをえない」［Butler 2005：訳 16］。
呼びかけに応じて発話する事を通じ、認識が変化し、主体が出現する。
しかし、発話を触発する言葉は呼びかけをした者が意図しない効果をも有する［Butler 
1997：訳 61］。排除や分断といった傷つきの中で「言語を使い始める主体」が起動し、「そ
の発話の傷害性に対抗して発話する主体」［望月2010：30］が同時に現れる。主体は時と
して支配的言説を流用、収奪しながら［Butler 1997：訳 244］、排除によってひかれた境
界に対抗する［Butler 1997：訳 218］。バトラーの議論における発話する主体は、呼びか
けという権力作用にさらされながら同時に、時として文化的個別性を普遍化しようとする
倫理的暴力を問題視し、討論を巻き起こす可能性［Butler 2005：訳 14］を有する。バト
ラーの試みはそこに普遍性や民主主義を付与するもの［辰巳2004：119］である。
バトラーの議論は被爆者の被爆証言の有無それぞれが含む支配的言説への対抗性［徳久
2013］など、不均等な力関係やカテゴリー化の下での語りの議論で用いられてきた。討論
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の場は、一見被爆証言とは対極にあるように見える。しかし以上の検討を踏まえるなら、
理念や形の上では公共性としての可能性を持った討論の場をバトラーの視点で分析するこ
とが、討論の過程において不可避的に働く排除や分断という討論の場の限界と、その下で
発話を通じた主体化が持つ可能性という、ハーバーマスの視点だけでは捉えられない討論
の場のリアリティを描き出すのではないだろうか。以下では戦後の大衆集会の特徴を討論
という点から踏まえる。そして（1）発話を求める権力作用（呼びかけ）、（2）呼びかけに
応じた発話と主体形成、（3）集会が生み出す排除や分断に対して対抗的に発話する主体の
立ち現れを検討する。その上で「自由」な討論の場をバトラーの視点から見る意義と、そ
れを踏まえた上で見えてくる運動の可能性と限界について考察する。

3．戦後社会運動における「討論する集会」と国民文化全国集会
（1）「討論する集会」の開催と国民会議
戦前の政治集会において主催者と参加者のコミュニケーションはヤジという形で存在し
ていたが、それすらも戦中には見られなくなっていた［新堂2014］。しかし、戦後の大衆
集会の特徴の一つは、主催者と参加者を交えた討論が行われる「討論する集会」が開かれ
るようになったことである。1947、48年には民主主義文化連盟主催の全日本民主主義文化
会議が開催され、1950年代には記念講演と分科会討論が討論集会の一つの形として定着し
ていく［大串2014］。1951年以降、日教組教研大会（第3回以降は教研集会）が戦後の反
動的文教政策に対抗して「日本の青少年を守り育てる教育計画を民主的基盤において確立
し、その実践の方途を自主的に具体化する」［『教育情報』1951.6.10：27］ことを目標とし
て開催された。教育者個々の研究問題や研究活動が、相互に交流／批判される場として、
多数の分科会が開かれ、各地からの報告と討論が行われた。討論という「民主的基盤」に
基づいて、「自主的」な教育実践を作り上げることが目指された。同様の方法は原水爆禁
止世界大会、日本母親大会などでも用いられていく。
革新国民運動において社会各層が集まる場となったのが、総評の下で作られた様々な国
民会議である。国民会議とは、平和推進国民会議、平和経済国民会議、憲法擁護国民連合、
国民文化会議など、1950年代前半に総評の事務局長を務めた高野実の下、社会各層を結集
させる「統一戦線」運動として結成された各種カンパニアのことである［道場2007］。国
民会議結成の背景にあるのが、1953年7月の総評第4回大会以降に前景化した、労働運動
と家族、地域、市民との共闘を作り上げる「ぐるみ闘争」であり、その際に高野が重視し
ていたのが社会各層による討論である。高野は総評第4回大会を「大衆討議の場」とし、
1954年のメーデー集会も経験交流を行う場と位置付けた［高野1953，1954］。高野は個々
人の運動の経験や社会各層の問題点が集会の中で出され、討論が行われることに対して少
なくとも理念上では開放的であろうとしていた。国民会議にも討論を通じた社会各層との
結びつきという理念は反映されている。アメリカからの軍事援助予算であるMSA予算に
対抗して社会各層の広範な協力のもとに平和経済をつくるべく1953年に結成された平和
経済国民会議は、「教育的意味をもった討論の場」とされた［塩田1978］。

（2）国民文化全国集会と討論
1955年に国民会議の一つとして労働運動、サークル運動、知識人運動の三つの運動を結
集［道場2007］させ、社会各層の交流による新しい文化（国民文化）と創造と普及を目的
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に掲げて文化統制と闘うために結成されたのが国民文化会議である。国民文化会議は民主
主義文化連盟が共産党の強い影響下で組織化されていたことへの反省から、社会各層によ
る緩やかな連合体として結成された［大串2014］。単に総評が号令を下して作ったのでは
なく、1950年代に盛んになっていた地域や職場のサークル活動という「民主的」、「水平的」
基盤があり、サークルを抱える労働組合の要求に基づいて作られた［天野2005；大串
2014］。また、社会各層による交流の場として、記念講演と分科会討論からなる国民文化
全国集会（以下、個別の集会については「第□回全国集会」と表記）を1956年から1972
年まで毎年／隔年で開催していた（表1参照）。こうした点は、全国的な討論集会を1回開
いただけで立ち消えになり、地域のぐるみ闘争と結びつけなかった［塩田1978］平和経
済国民会議や、憲法月間などで広く地域での討論を呼びかけながら、実情は総評の財政力
と動員力に依存した知識人の啓蒙活動に過ぎず、厳密な意味での大衆運動ではなかった
［憲法擁護国民連合編1960：4］と総括される憲法擁護国民連合とは異なる点である。
国民文化全国集会の分科会は、「特に講師とか助言者といった席をもうけず、みんな同
じ立場で話合います。自由に、思い切り話しあいましょう」［『文化会議』1956.10.25］と
水平的かつ双方向的な討論の場として想定された。同時に国民会議はいずれも「国民」と
いう言葉を冠している。1950年代の運動にあって「国民」は集会を運営する知識人や労
働組合によって用いられる、戦後思想を背景とした言説［小国2007］であると同時に、
1960年代の「市民」と同様、運動主体を指す言葉である［高畠1979］。国民文化会議でも
初代会長の上原専祿（歴史学者）が記念講演で「国民文化」の創造を集会の目標としてか
かげ、その担い手が「自分自身の文化を持ち、文化造出の直接の主体となり、その主体た
るにふさわしい生活感情と生活意識を身につける」［上原1958：5］ことを求めていた。
討論や経験交流を通じた人々の主体化が企図されると同時に、生活への問題意識をもつこ
とを通じて平和など大きな問題を主体的に解決する理念的存在［大串2014］として「国民」
は位置づけられた。分科会も「国民文化」の創造をめぐる諸問題の解決を目指したものが
複数設定された。集会には労働組合員や諸文化団体員が動員を通じて多数参加する一方、
女性団体、各種サークル団体、学生団体、団体に属さない個人まで幅広い人々が参加して
いた（5）。参加人数は1000人（第1回）から5000人（第5回）にも上り（6）、特定の団体関係
者に留まらない、ある程度広範な人々が集まっていた。

4．集会討論における発話と主体
（1）参加者の発話の触発と呼びかけに応じて発話する主体
歴史的文脈を踏まえた上で、以下では人々の発話と主体の関係を考察していきたい。
データとしては（1）集会中の発話の在り方を捉える議事録、（2）集会を通じた主体形成

表1　第1‒5回国民文化全国集会開催日、開催場所



‒ 56 ‒

の局面が分かるのと同時に、集会中に発話されなかった問題を提起する点で参加者にとっ
て集会中の発話と同様の機能を有している参加者のアンケート（7）を用いる。
分科会討論で参加者が発話する事柄として、自らが参加している運動の現状と課題（経
験）があげられる。例えば「私のサークルでは文集も出し、コーラスもやり結婚式も出し
た。常に明るいふんいきをもっている。要領よく集りを楽しんでいるだけの人と真面目に
考え方を正しくしたいと思っている人などとの調和が問題になっている」（石原産業労組）
［南編1959：18］や、「教師、主婦、労働者が一しょのサークルと子ども会が結びついて
活動をしているが、農村との交流ができない。農村ではせつな的娯楽が行われている。自
分たちのサークルでは、五人か十人が集団になってサイクリング、映画鑑賞などをしてい
る」（吹田懇話会）［南編1959：27］などである。
しかし、多様な経験の発話は「理想的発話状態」のような形で行えるものではない。分
科会には司会者や座長という、討論を進めていく役割を担う人がいる。特に地域交流や
サークルがテーマの分科会において、発話は司会者や座長が分科会冒頭や途中で参加者に
発言を求め、討論の目標を提示する中で触発されることになる。例えば「午前中は各サー
クルの報告、午後はその中の問題点について討議したい」［南編1959：18］、「まずは各地
の報告から聞いていきたい」［南編1959：22］、あるいは「特にそれぞれの地域での日常
活動を通して、どのように交流がなされているかというところから入っていく」［南編
1959：27］といった参加者への呼びかけは、参加者に対して発話を求める言葉である。も
ちろん、討論の過程で質疑等々も行われる。しかし、討論の根本的な所において、司会者
や座長の「～から聞いていきたい」、「～について討議したい」いう呼びかけは、討論を進
行する司会者や座長として討論のテーマを示し、レールを敷く。発話は参加者に問題は何
かを考察させ、司会者と参加者という非対称な関係を背景に発話を促すという点で、権力
的な働き掛けによって触発される。参加者は自らについて発話を求められる。そして発話
の呼びかけに応じて自己が抱える問題を構成し、発話することになる。

（2）自己省察と主体化
集会参加者は発話を通じて主体化すると同時に、林立する様々な経験や知識人の「国民
文化」言説とぶつかることになる。集会では時としてセクト的になりがちなサークルの経
験交流が図られた。交流を通じて他者の実践経験や悩み、社会共通の問題を知ることや、
それを自己の経験と突き合わせることは参加者にとって重要な経験だった。例えば、神戸
詩話会からの参加者が「私が個人的に考えていた問題が、共通の問題でもあったことをふ
かく教えられた」とアンケートで答えている。集会に参加することで参加者の認識が広
がったことは運動にとって重要な成果である。
しかし経験交流が参加者にとって有益だったのと対照的に、知識人や労組といった集会
の運営側が主体化の目標として掲げる「国民文化」言説と地域や職場でサークル活動をし
ている人々との間には落差があった［水溜2013］。多様な人々を「国民」として一枚岩的
に表象していた［高畠1979；大串2014］点は否めない。第4回全国集会第7分科会では上
原専録と参加者の間で「国民文化」をめぐる質疑応答が行われた。しかし、この分科会の
参加者は「上原先生の問題提起について分科会の討議が充分かみ合わなかった」（全電信
大阪）と述べている。集会を通じた参加者の混乱した感情が表れるのが、アンケートで指
摘されている討論の「まとまりの悪さ」である。それは「分科会は何となくまとまりがつ
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かず、少なくとも私の中で何か問題がもやもやしたままですぎてしまった感じ」（サーク
ルサボテン）あるいは、「終わってからの感想は何時も徒労、空虚、じれったさ、いらだ
たしさという心におちていました」（国鉄制作グループ）と、問題を消化しきれなかった点
や得るものが少なかったことを嘆く点に見られる。
確かに、「討議は部分的には相当深められたとは思いますが、残された課題がたくさん
あり、時間が足りなかった様に思われます」（兵庫県婦人協議会）という指摘もされている。
討論は時間的な問題もあって、多くの課題が充分に検討されないまま残ってしまった面も
ある。しかし、「国民文化」概念にも「まとまりの悪さ」の原因はあるだろう。経験交流
に人々がプラスの評価を与える一方で「国民文化」は知識人という、地域や職場で活動を
している人々と文化的な差異を持った人々の言説であり、それ自体曖昧な概念であった
［大串2014］。「国民文化」言説は自分達とかみ合わない、よそよそしいものとして感じら
れた。結果的に集会の最後に出されるアピールの中では解決されないものが集会を経ても
なお、依然として参加者の中で「もやもや」した状態で存在し続けることになる。
しかし、呼びかけに応じて発話することは、「国民文化」言説と対抗するよりもむしろ、
発話を通じた自己省察を生み出す。そしてそれが主体化を導く契機として機能している。
「文化集会の分科会でもたくさんの人たちが発言されましたが、その発言は少くとも私が
出席した第四分科会では、行きつもどりつ、まとまりが非常にわるかったようでした」（大
阪市立大教職員組合）という指摘があるように、一人一人の発言もまたまとまりのよい、
簡潔な語りとは感じられなかった。そして、「各自が実践の経験を批判し、その上に立っ
て理論を組み立てていく態度が少なかった」（岡山県文化会議）、「まとまった形で意見を
出す様な練習が一人一人の中に不足しているし、俺達自身も文化に対する弱さが痛烈に弱
かったと思っている」（全日本造船労働組合川崎造船分会）といったとき、「まとまりの悪
さ」の原因は討論において発話する準備ができていない「各自の態度」や、「俺達自身」
の問題へと変換される。そこでは討論の在り方への違和感、「国民文化」概念の曖昧さへ
の批判よりも、討論で経験を発話する主体の問題がクローズアップされる。このことを次
の二つの意見と考え合せると、発話と主体の関係は以下のように解釈することが出来るだ
ろう。

「人数が多く、また発言者がまちまちで、深く問題をえぐりだすことが少なかったと思う。これ
は司会者の責任ではなく、むしろ発言者の側にあった。しかし私は結論としてこの会議に初めて
参加して学んだものは少なくなかった」 （別府化学労組）

「一つのことを少しでも多くの人に理解してもらおうとするなら、自分がもっとしっかり理解し
なければならない。いつまでもばくぜんとしたものをつかんでいるのではなくて、はっきりした
ものをつかみとらねばならない」 （紫野高校自治会）

他者の発言態度と同時に自身の態度を問題にすること、「一つのことを少しでも多くの
人に理解してもらおう」といった言葉は、他者に自分の問題を伝える発話を通じないと出
てこない。発話は、「自分がもっとしっかり理解」する必要や、自分自身の態度の問題を
あぶり出す。そうした感情を背景に「学んだものは少なくなかった」、「はっきりとしたも
のをつかみとらねばならない」といった形で主体が立ち現われる。それは、討論を受動的
に聞くだけで終わる場合や、経験を共有して満足する場合に比べて、はっきりしたものを
つかみとって行こうとする、より強い主体でもある。
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5．呼びかけに対抗して発話する主体
（1）「飛び込みの問いかけ」
一連の議論からは参加者は司会者の誘導に埋め込まれつつ、発話を通じて結果的に主体
化するという「円満な」結果が生じるように見える。しかし分科会の討論を取りまとめ、
参加者の集合的な意思表明であるアピールを採択するために集会の最後に開かれた全体会
議では鋭い対抗的言説が登場した。そこには集会が結果的に作り出す（相対的な）排除と
その中から対抗的に発話する主体という、主体のもう一つの局面が立ち現れている。本稿
では全体会議で出された対抗的言説を「飛び込みの問いかけ」と呼ぶ。それは、分科会の
議論で十分議論されないか、話題にすらならなかった議題が、参加者から突発的に問題提
起されることを指す。それは例えば、第3回全国集会で「一言で終わります」として新聞
労連の人から提起されたスポーツの問題や、第4回全国集会で「お母さん」から出された、
女性の参加が少ないという問題提起である。

「（「一言で終ります」と呼ぶ者あり）  
○議長　それでは簡単に。  
○新聞労連　要するに国民文化会議ではスポーツの問題が出ませんが、そのことがいいのかどう
かということです」 ［南編1958：39］

「時間がありませんので、みんなで相談して私がでてまいりました。お母さんや娘さんも、特に女
の先生の参加が少ないと思います。非常に残念だと思うわけです。たくさんの人がつないでいく
場という大会。そこでは学者の方や家庭の主婦、先生がみなつないでいる。今日なにかの都合で
みえてない人も家庭の中、職場でつながっている。一番大事なことは、家庭なんです」「特に次の
全国集会には、みんなが“おくさん”をかかえて出席するようになってほしいと思います」  
 ［南編1959：63］（「一般（お母さん）」からの提起）

スポーツの問題は分科会で問題として取上げられなかった（8）。この問題を分科会で検討
したい人は討論から排除されてしまう。また、第4回全国集会の場合、議事録に記録があ
るものだけでも出席者の男女数は第3分科会で男性53名、女性14名、第6分科会で男性
102名、女性18名となっており、女性の出席は少ない。集会で発話する主体は相対的に男
性であり、女性の参加者をいかに増やすかは討論のテーマにならなかった。「みんなで相
談して」とあるように、女性の参加が少ないこと、それをいかに解決するべきかという問
題は、参加した女性たちの間で集会を通じてある程度共有された問題となっている。「飛
び込みの問いかけ」は、特定人物から参加者全員に対するアピールの形をとりながら、分
科会では十分に扱われなかった問題を再提起する。集会の問題設定は不可避的に問題にさ
れない問題を生み出す。そうした排除や分断から対抗的に発話する主体は、集会が作り出
してしまった問題にされない問題に気付く中から立ち現れてきている。

（2）集会後の問題提起と主体形成
集会中の対抗的な発話は問題としたい事柄を持っている新聞労連の人や、「みんなで相
談して」問題に気づいた「お母さん」が行っている。では、そもそも集会で語る問題がな
い人達はいかにして対抗的な主体を形成するのだろうか。実は、そうした参加者は集会後
に書く感想やアンケートで集会の在り方に対するより根源的な問題を提起している。全医
労国府台支部から第1回全国集会に参加したS子さん（9）が、「会議は、各グループやサーク
ルの活動報告でした」、「発言する人は、実際にやっている人ばかりの様で」、「私のところ
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はサークルがないのでうらやましくかんじました」と書いている［『全医労新聞』
1956.12.3］。また、全港連神戸港支部からの参加者は「参加者のほとんどはよい理解同志
で活動し、よい理解の中のみで活動し（つまりやりやすい所）自信や満足をしている感が
しました。国民大衆は皆様のようにインテリではありません。国民は進歩した人のみでは
ありません。私はこの集会の以前の場でやらざるを得ないのです。そんな人たちや場では
どうしたらよいかが知りたかった」と、「よい理解同志」の討論を批判している。
S子さんたちの指摘は経験交流やそれに基づく討論が結果的に排除するものを明らかに
する。経験を語れる人々は既にサークル活動や労働運動をやっている人たちである。そし
て経験を語ってほしいという呼びかけは、それに応じる発話者が何らかの経験をあらかじ
め持っていることを前提とする。しかし、サークルのない環境、活発な運動のない「この
集会の以前の場」にいる人は経験を発話することから排除されてしまう。S子さんたちに
とって、分科会で行われる討論、経験交流は「うらやましくかんじ」る別世界であり、サー
クル経験の語りやそれを求める言葉に直面することは「傷つき」の経験である。語る経験
のないS子さんたちは集会討論が前提としてしまっている事柄や、経験の発話を呼びかけ
ることが結果として排除してしまう事柄の中におかれてしまう。もちろん厳密にいえば、
集会中の共時的な発話と事後的に問題を書くことは行為の種類が異なる。しかし、集会中
の発話そのものからはじかれてしまったS子さんたちにとって、問題提起を集会後に書く
ことが、集会の在り方に対する（より根源的な）意思表明や主体形成として機能している。
ただし、「飛び込みの問いかけ」は集会のあり方や運動の支配的言説たる「国民」のラ
ディカルな否定ではない。むしろ不足している要求、問題や社会層を満たすことを期待し
ている。また、全港連神戸支部からの参加者は、「国民」という、集会運営者が目標とし
て想定しているよび名で自分たちも含む参加者を表現している。それは支配的で「権威が
与えられている」よび名を用いながらも、「国民は進歩した人のみではありません」とし
てそうした言説を流用／収奪し、対抗的に発話する主体形成の面を含んでいる。

5．考察と課題
1950年代の社会運動では、労組等が主催する大衆集会において分科会討論が用いられる
ようになった。サークルを基盤とする文化運動にあって分科会討論は多様な参加者が多様
な問題を討論し、経験を交流し、アピールを行うと同時に人々の意識を変えることを意図
していた。それは理念や形の上では討論を通じた合理的な結論の創出と人々の認識変化と
いう点で、ハーバーマス的公共性を実現させる可能性を持った場である。しかし、討論で
は「理想的発話状態」のような形で発話できるわけではない。参加者の経験の発話や主体
は一面では司会者等の呼びかけという権力作用によって触発されている。
発話を触発する呼びかけに応じて自己を語る中で人々は、「まとまりの悪さ」という感
情を抱いている。「まとまりの悪さ」は集合的な意思を作り出そうとする主催者との間に
緊張関係を持っており、社会統合とは相容れない点もある。知識人が集会の目標として掲
げた「国民」や「国民文化」言説も自分たちの身近な問題と結びつかなかった点で「まと
まりの悪さ」の要因の一つである。それは知識人の言説が持つ「よそよそしさ」や集会の
在り方そのものに対抗して発話する主体が現れる要素でもある。しかし、集会後に参加者
に残ったものをアンケートから見ると、発話の経験は結果的に集会の在り方への対抗へ向
かう力とは逆の作用を参加者に与えている。呼びかけに応じた自らの経験の発話は、「ま
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とまりの悪さ」に対する自己省察を呼び起こす。より確かなものを掴もうとする主体はこ
の自己省察を背景として形成されることになる。
同時に討論は様々な形で分断や排除を結果的に生み出す。討論の在り方は語られなかっ
た問題を論じたい人、女性参加者、運動や活動の経験のない人々といった、（相対的に）発
話から排除された人々に対して「傷つき」として作用する。それは集会が持つ限界である。
そうした排除や分断を前にした人々は「飛び込みの問いかけ」やアンケートなどでそのこ
とを発話／言語化することになる。ここに排除を前にしながらそれに対して発話／問題提
起をする主体が成立することになる。それは討論の支配的なあり方に対抗しながら、同時
に知識人の言説たる「国民」の一員として自己を定義している。排除に対して発話する主
体が現れると同時に、支配的言説たる「国民」を使う中で集会の普遍化や排除されている
社会層を包摂することが期待されている。主体の在り方は集会における発話という点で分
けられながら、知識人の「国民」言説や集会の在り方に対しては対抗する可能性を有して
いた。「自由」な討論集会を既存の研究のようにハーバーマスの視点に留まるのではなく、
さらに一歩踏み込んで権力による主体形成に関するバトラーの視点で見ることの意義は、
以上のような集会が生み出す排除や分断と、発話を介した複雑な主体形成の在り方を明か
にする点にある。戦後民主主義の担い手たる革新国民運動における討論の場は、結果とし
ての排除や分断という限界を含むと同時に、様々な社会層が討論の場を共有し、常に批判
的発話や問題提起がなされ、そこから新たな討論がまき起こされる可能性を含んでいた。
それはバトラーが試みた意味での民主主義の可能性でもある。
ただし、本稿で検討した側面は集会全体の一面でしかない。権力関係も集会のより多角
的な面を踏まえて深める必要がある。例えば本稿では全国集会討論に限定して経験の発話
と主体形成に着目したため、文化を作る運動としての側面、特に地域や職場のサークルの
取り組みと人々の主体形成は扱えていない。60年代の討論する場の変化や「国民文化」
をめぐる思想史的位置づけも十分扱えなかった。今後の課題としたい。

註

（ 1） ここでいう地域エゴは国家の公共性を相対化する点で肯定的な評価が与えられるものである。
（ 2） 新保守主義による戦後民主主義批判とは、戦後の民主化を経て人びとが私的利害を重視するようにな

り、公（国家）を重視しなくなったという、国家主義的な立場からなされる批判のことである［小熊
2002］。

（ 3） 戦後民主主義に関する議論は、討論や公共性の文脈ではなく知識人の思想［都築1994］、憲法を含む
政治制度［中村1995］、運動の束［上野2006；山田2006］という点から論じられてきた。本稿はそう
した見方に一定の修正を迫ることも意図している。

（ 4） 本稿では特定の団体に限られない多様な人々が集る点を重視して全国集会に対象を絞った。
（ 5） 集会参加者のアンケート（詳しくは註（7））に所属団体を書く欄がある。
（ 6） 国民文化会議の内部会議資料である「参考資料　国民文化全国集会の一覧」に基づく。
（ 7） 集会直後に分科会や全体集会、記念講演などについて感想を自由記述で参加者に質問したもので、第

4回、第5回全国集会を中心に、計約400票が残されている（法政大学大原社会問題研究所所蔵）。集
会直後の参加者の声がわかる点で、後年の証言や回想に比べて、認識変化の要因を探るのには相応し
いが、必ずしも本稿の目的に沿った回答にはなっていない。個々の回答は本稿の記述にとって断片と
してしか提示されていない。また、議事録に全ての参加者の発言が記録出来ているとは限らず、所属
団体や性別だけが書かれている発言者もいるため、発言者とアンケートの回答者が一致できない。本
稿は資料的な限界を踏まえたうえで、複数の解答を組み合わせるやり方で分析を行っている。発言者
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と回答者が一致するかは議論していない。
（ 8） 1962年開催の第6回国民文化全国集会でスポーツの問題に関する分科会が設置された。
（ 9） 引用元でも「S子」と表記されている。『全医労新聞』の当該号は集会を報道した記事を国民文化会

議がまとめたスクラップ帳に含まれている。
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