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現代の国際関係 10 年度前期（5）ストリートを取り戻せ（5月 18日） 
担当：阿部小涼（あべこすず） 
http://okinawaforum.org/abksz/ 
kosuzu@ll.u-ryukyu.ac.jp（通常の連絡用） 
kosuzu@eve.u-ryukyu.ac.jp（課題の提出用） 
Office Hour 火曜日 4限 
（事前に e-mail でアポイントを取ること。） 

 
［お知らせ］ 
▼第 458回沖縄大学土曜教養講座「アジアのなかで沖縄現代史を問い直す―新崎盛暉『沖縄現代史』中国語版・韓
国版刊行記念―」 
新崎盛暉が半世紀にわたって沖縄民衆の闘いに併走し、豊かな批判精神と同時代的想像力によって記録、考察し続
けてきた沖縄現代史。その仕事の核心となる『沖縄戦後史』『沖縄現代史』が、2008 年の韓国版に続き、今年 3月、
中国語に翻訳され、北京・三聯書店より刊行された・・・沖縄現代史を通して東アジアの現在を問い直すテキスト
として。新たな思想は創れるか―韓国・台湾・中国・沖縄からの 4人の歴史研究者とともに、アジアのなかで沖縄
の<いま>を問い直す―<民衆の平和>の時代を創造するために。 
日時 2010 年 5月 29 日（土）午後 2時～6時 会場 沖縄大学 1号館 601 教室 
主催 沖縄大学地域研究所 共催 沖縄大学地域研究所共同研究班「方法としてのアジア／方法としての沖縄」 
問い合わせ 電話０９８－８３２－５５９９ 
パネリスト紹介 
孫歌（Sun Ge） 
1955 年中国吉林省長春市生まれ。吉林大学中国文学部卒。東京都立大学より博士号（政治学）取得。現在、中国
社会科学院文学研究所研究員。専攻は日本政治思想史。Inter Asia Cultural Studies 編集委員。主な著書に、『アジ
アを語ることのジレンマ―知の共同空間を求めて』（岩波書店／東京、2002 年）、『アジアという思惟空間』（ソウ
ル、2003 年）、『竹内好という問い』（岩波書店／東京、2005 年）、『ポスト東アジア』（共編、作品社／東京、2006
年）、『歴史の交差点に立って』（日本経済評論社／東京、2008 年）など。 
鄭根埴（Jung Kuensik） 
1956 年韓国・全羅北道益山生まれ。ソウル大学校社会学科大学院修了。全南大学校（光州市）教授を経て、2003
年よりソウル大学教授。専攻は韓国社会史、社会運動論。2000 年には東アジア平和と人権国際会議「復活光州―
南北統一と東アジアの平和―」の事務局長をつとめる。2004 年より 2年間、「沖縄米軍基地の政治社会学」研究プ
ロジェクトを主導し、その成果を 2008 年、『基地の島、沖縄―現実と運動―』『境界の島、沖縄―記憶とアイデン
ティティ―』の 2冊にまとめる。主な編著書として、『韓国原爆被爆者苦痛の歴史―広島・長崎の記憶の証言―』（共
編、明石書店／東京、2008 年）、日本語訳論文として、「植民地支配・身体規律・『健康』」（水野直樹編『生活の中
の植民地主義』人文書院、2004 年）他多数。 
陳光興（Chen Kuan-Hsing） 
1957 年台北市生まれ。アイオア大学より博士号（新聞・コミュニケーション学）取得。現在、台湾交通大学社会
文化研究所教授。1992 年より『季刊台湾社会研究』誌編集委員、1998 年からはアジアや〈第三世界〉をフィール
ドとする Inter Asia Cultural Studies 誌の執行主編。〈カルチュラル・タイフーン〉や東アジア批判的雑誌会議など
のアジアの国際的なフォーラムの組織者。主な著書に、『帝国之眼』（創作と批評／ソウル、2003 年）、『ポスト東
アジア』（共編、作品社／東京、2006 年）、最新刊として、Asia As Method: Towards De-imperialisation（Duke 
University Press, 2010）など。日本語訳論文として、「東アジア和解への険しい道」（『世界』2002 年 4～6月号）、
「アジアにおける独立の問題」（『現代思想』2005 年 6月号）他多数。 
屋嘉比収（やかび・おさむ） 
1957 年沖縄生まれ。沖縄国際大学卒。九州大学大学院比較社会文化研究科博士後期課程単位取得退学。現在、沖
縄大学法経学部准教授。季刊『けーし風』編集委員。主な編著書に、『沖縄の占領と日本の復興―植民地主義はい
かに継続したか―』（共編、青弓社、2006 年）、『沖縄に向き合う―まなざしと方法―』（共編、社会評論社、2008
年）、『友軍とガマ―沖縄戦の記憶―沖縄・問いを立てる４』（編、社会評論社、2008 年）、『沖縄戦、米軍占領史を
学びなおす―記憶をいかに継承するか―』（世織書房、2009 年）、『〈近代沖縄〉の知識人―島袋全発の軌跡―』（吉
川弘文館、2010 年）など。 
リプライ 
新崎盛暉（あらさき・もりてる） 
1936 年東京生まれ。1961 年東京大学文学部卒。1960 年代、東京都庁勤務の傍ら、主任研究員として、中野好夫
主宰の「沖縄資料センター」の活動に従事。1974 年に沖縄大学に赴任し、1983 年から 89 年まで学長として本学
の再建に尽力する。同時に、復帰後の沖縄において、CTS 建設に反対する住民運動にかかわり、「CTS 阻止闘争を
拡げる会」（後に「琉球弧の住民運動を拡げる会」へと発展）を組織、代表世話人となる。1982 年には「一坪反戦
地主会」を組織、また、1993 年には故岡本恵徳らとともに季刊『けーし風』を創刊する。1999 年には「沖縄平和
市民連絡会」を組織し、代表世話人となる。現在、沖縄大学名誉教授。主な著書に、『沖縄問題二十年』（共著、岩
波書店、1965 年）、『ドキュメント沖縄闘争』（編、亜紀書房、1969 年）、『沖縄戦後史』（共著、岩波書店、1976
年）、『新版沖縄反戦地主』（高文研、1995 年）、『新版沖縄現代史』（岩波書店、2005 年）、『沖縄同時代史シリーズ』
全 10 巻（凱風社）など多数。 
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▼アフリカの風 
東アフリカ最大のスラム・キベラで元ストリート・チルドレンなどのための寺子屋を運営するケニア、ナイロビ在
住のフリーライター早川千晶さんが、沖縄に再来です。県内の学校・大学でのイベントのほか、以下でライブとイ
ベントが開催されます。 
-5 月 21 日（金）open 19:00 start19:30 
CAFE UNIZON 宜野湾市新城 2-39-8 
ゲストライブ：民族楽団ディンカ・ドゥンク 
予約 1800 円・当日 2300 円 
ご予約・お問い合わせ カフェユニゾン 098-896-1060 info@cafe-unizon.jp 
-5 月 26 日（水）open/start 19:00 
工房アマム 3周年記念企画 木創屋（きづくりや） 南城市知念久手堅 301-1 
料金 1500 円 
ゲストライブ：トライバルフリージャムバンド土の民 
お問い合わせ 工房アマム 090-4430-0916 amamu-seasar@hotmail.co.jp 
 
▼日米安保改訂 50年企画森口豁展-さよならアメリカ- 
2010 年 5月 15 日-30 日 11：00-18：00 （期間中、月曜日定休日） 
画廊沖縄 〒901-1114 沖縄県南風原町神里 373／TEL&FAX (098) 888-6117 
森口豁（もりぐち かつ ジャーナリスト・映像作家）1937 年東京生まれ。玉川大学を中退し沖縄へ移住。1958
年に琉球新報社会部記者を経て、日本テレビ記者（沖縄特派員）カメラマン、ディレクターを務め、1974 年まで
15 年間沖縄で暮らす。沖縄の問題をテーマにしたテレビドキュメンタリー作品を 28 本制作。『ひめゆり戦史 いま
問う国家と教育』、『島分け 沖縄鳩間島哀史』などでテレビ大賞優秀個人賞。日本ジャーナリスト会議奨励賞受賞。
その後も、ビデオによる沖縄戦体験者の証言記録にも取り組み、2003 年は山形国際ドキュメンタリー映画祭に参
加。現在も沖縄に関わる報道を続けている。「ヤマト嫌い」、「だれも沖縄を知らない」など、沖縄を題材にした著
書多数。今展では米軍統治時代から撮りためた写真 30 点の展示と、ドキュメンタリー作品「沖縄の十八歳」（1966
年）,「激突死」（1978 年）,「昭和が終わった日」（1989 年）など 14 本の作品を画廊にて上映します。（会期中、
土・日曜日の午後４時より上映。*入場無料） 
 
▼写真展「ひがたおさんぽ」 
佐敷干潟は世界でここだけ！ 南城市の宝物。大人もこどもも、地元人もそうでない方も、干潟に会いに、めんそ
～れ！ 
日時：2010 年５月 17 日（月）13 時より 28 日（金）14 時まで 
場所：南城市役所大里庁舎 １階ロビー 
入場：無料 
主催：佐敷干潟と遊び学ぶ、しあわせまねきの会 
問い合わせ：事務局・古謝久子（090-7587-7415） 
 
■5 月 18日（火） 
＜コモンズ＞ 
（5）ストリートを取り戻せ！ 
■ACT UP!: AIDS Coalition to Unleash Power（権力解放を目指すエイズ連合） 
AIDS at 25 - 1989 ACT-UP SF March - GLBT Historical Society 
http://jp.youtube.com/watch?v=H3zefhq9Ql4 
-参考：GLBT Historical Society  http://www.glbthistory.org/ 
ACT UP: Target City Hall, CNN Daybreak 
http://www.youtube.com/watch?v=ieNC43S7OVY 
CNN Daybreak live coverage of ACT UP's Target City Hall Demonstration 
on March 28, 1988 with anchor Brian Nelson and reporter Jeanne Moos. 
ACT UP: Target City Hall, Meeting Footage 
http://www.youtube.com/watch?v=6NHAGY5rCPg 
Footage of the pre-action meeting for Target City Hall, March 27, 1988 
(eve of Target City Hall demonstration). 
Amy Goodman interviewing Larry Kramer 
http://www.youtube.com/watch?v=6-Qa3c3_Sps 
The interview portion of the March 29, 2007 episode of Democracy Now! 
set to pertinent photos and graphics related to the history of the queer 
liberation movement. 
「デモクラシーナウ！」エイミー・グッドマンによるラリー・クレイマーへ
のインタビュー音声に、当時の写真を豊富に重ねてあるYouTube 映像。 
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ACT UP Protest in Times Square 
http://jp.youtube.com/watch?v=59aAIbwl8gA 

-参考：北丸雄二「虹色のタイムズスクエア」隔数日刊-Daily Bullshit Blog 
http://www.kitamaruyuji.com/dailybullshit/2007/03/post_210.html 

Don’t Ask Don’t Tell Policy 下の Pace 将軍による不適当発言に対するデモ 
▼ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power) 
1987 年、ニューヨークで結成された、エイズ危機に対する組織。1987 年 3月、ニューヨークのレズビアン＆ゲイ・
コミュニティ・サーヴィス・センターで、劇作家のラリー・クレイマーが呼びかけ、1987 年 3月 24 日、ウォール・
ストリートで最初のデモ。非暴力直接行動を行い、不服従のため 17 人が逮捕。 
-Silence=Death （沈黙=死） 

「エイズゲイト：政治スキャンダルを捜査せよ！NYC で AIDS と共に生きる人の 54％が黒人とヒスパニッ
ク系の人々である。AIDS は、ニューヨークの 24 歳から 29 歳までの女性の最大の死因である。1991 年ま
でに AIDS によって死亡する人の数は、ベトナム戦争の犠牲者よりも多くなる。レーガンの AIDS 政策の本
当の狙いは何なのか？非白人、非男性、非異性愛者に対するジェノサイドか？沈黙=死である。」（右画像に
添えられた文章）http://www.actupny.org/reports/reagan.html 

▼転機としてのストーンウォール反乱 
 グリニッジ・ヴィレッジのゲイバー「ストーンウォール・イン」という名前を一度も聞いたことがなくても日本人な
ら当然です。日本のマスメディアは 90年代に入るまでここで起きた同性愛者たちの“蜂起”をただの１行も報道していま
せん。アメリカのメディアですら、たとえばタイム誌がそれに関して恐る恐る触れたのは事件後４カ月も経ってからで
した。[中略] 69 年６月 28 日土曜の未明にストーンウォールでいったい何が起きたのか・・伏線としては前日にゲイた
ちのアイドルであり、ゲイのファンたちをとても大切にしていた女優ジュディ・ガーランドが死んだことが挙げられま
す。その夜はこの偉大なアイコンを偲んで数多くのゲイたちがヴィレッジに集まっていました。そんな大切なとむらい
の通夜にＮＹ市警がゲイバー摘発にやってきたのです。［中略］ 
 だれかの心でなにかが切れます。それはそうでしょう。愛する者が死んだその夜に、最もまじめでひたむきな状態の
人間の心が足蹴にされているのです。野次馬だった遠巻きの多くのゲイたちの中に、警官隊に向けて小銭を投げつける
者が出てきます。小銭は小石になります。次にはビール瓶になり路端のゴミ箱になります。逆上する警官隊に対抗して
「ゴー、ガールズ！」と号令が上がります。すると女装のゲイたちやレズビアンの勇者たちがいっせいに警官隊に歯向
かいはじめたのです。道路のアスファルトが剥がされ、駐車メーターのネギ坊主も引き抜かれ投げつけられ、「反乱」は
やがて数千人を巻き込んだ大暴動になりました。なにも失うもののないなにもかもを奪われていた者たちが、その夜初
めて奪われたくないものに気づいて拳を握り立ち上がったのでした。 
 暴動は、昼間はバー側がタダ酒を振る舞う酒宴となり（酒を売るのは違法でしたから）、夜には警官隊との衝突を繰り
返して３日３晩続きました。これがその後に「ストーンウォールの反乱」と呼ばれるものでした。 
 これがどのくらいゲイの人権運動に影響があったかといえば、ストーンウォール以前にはゲイの人権デモはせいぜい
50人も集まればよかったのに、それが翌年のストーンウォール記念デモでは３千人のゲイがクリストファー・ストリー
トを練り歩いた、と言えばわかるでしょうか。ゲイ団体も事件前は全米でわずか 50ほどしかなかったのが１年半で 200
団体にも増えました。73 年末までには、大学や教会や市単位などでその数、全米で合計 1100 団体以上にも膨れ上がっ
たのです。1 

▼マスメディアの使用 
-平和的な不服従の行為であると同時に逮捕されるようなリスクを冒す=メディアの関心をひくため。 
-その際に参照されたのは、ベトナム反戦運動や公民権運動のメディアに対するアプローチ。 

▼DIVA TV （ACT UP のアフィニティ・グループのひとつ） 
-インディー系メディアの重要性。プレス・パスを着用し、ヴィデオカメラを持ち、ACT UP の活動を記録すると
同時に、警察による暴力的な弾圧を記録し、証拠を残し、抑圧を阻止するという役割も担う。 

▼グローバルな関心 
-ACT UP が問題にしたのは、WTO を通じてアメリカ政府が進めている製薬会社の国際的な特許保護であった。
WTOは 1994 年にアメリカ主導の下に TRIPs (Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights 貿易関
連知的所有権)を定め特許など知的所有権のグローバル化を図った。この TRIPs が AIDS 治療薬に適応されること
で、膨大な対価を払えない途上国の人々が使用する可能性が途絶、壊滅的ダメージを与える。さらに、自国で安
価なAIDS 治療薬の開発生産を試みる途上国に対して経済制裁を武器に圧力をかけた。 
-1996 年頃から、ACT UP による反グローバリズム運動への関心高まる。 
-ラルフ・ネーダー「技術に関する消費者プロジェクト」と接点を持つ。 
-1999 年、アフリカに対する製薬会社の政策に深く関与していた大統領候補アル・ゴアに対して、対抗キャンペ
ーンを展開。→メディアの反応を得て、クリントン政権の方針を引き出す一定の成果 

▼ゲイとレズビアンの権利獲得運動と保守化 
-保守的なゲイ・アクティヴィズムと、クィア・アクティヴィズムの間の軋轢と緊張 
-社会的な認知の獲得と反比例するラディカリズム 
-1998 年「セックスパニック！」、道徳主義と消費主義の蔓延を象徴するディズニーストアに向かってデモ行進。 

                                                 
1北丸雄二「三島由紀夫のストーンウォール」『OCSニュース』、北丸雄二のNew York Journal Blog 再掲載
[http://www.kitamaruyuji.com/stillwannasay/2006/12/post_9.html]、2008 年 5月 8日取得。 
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▼大統領選挙と同性婚禁止に関する住民提案 
カリフォルニア：結婚を男女間に限定する条項案「プロポジション８」賛成５２％、反対４８％ 
アリゾナ：賛成５６％、反対４４％  フロリダ：賛成６２％、反対３８％ 
アーカンソー：同性カップルが養子を迎えることを禁じる条項案、賛成５７％、反対４３％ 
「同性カップルへの結婚証明書配付を中止、ロサンゼルス」http://www.cnn.co.jp/usa/CNN200811060019.html 
「同性婚禁止案可決に抗議デモ カリフォルニア各地の教会」http://www.cnn.co.jp/usa/CNN200811100017.html 
オバマがアメリカの次期大統領に選ばれたとき、この国の黒人たちの多くが涙していました。黒人といってもみんながみ
んな同じ境遇にあるわけでもなく、それぞれに生活信条も態度も性格も思想も違うでしょうからいっしょくたに「黒人」
という枠をはめることはできません。けれどこの夜、黒人たちは「黒人」だった。彼らに共通する「肌の色の歴史」を共
有していた。それはぬぐい去れぬなにものかとして彼らのどこかにいまもあるのでしょう。その「負」が解放されて、彼
らは涙したのです。 
 同じその日に、その制約を、その強制された「負」を、同性愛者たちはふたたび突きつけられました。当選したオバマ
が「黒人のアメリカもアジア系のアメリカも、ゲイのアメリカもストレートのアメリカもない。あるのはただユナイテッ
ド（１つにまとまった）ステーツ・オブ・アメリカだ」と勝利宣言したと同じその日に、ストレートのアメリカがゲイの
アメリカを否定したのです。2 

 
■RTS: Reclaim the Street（路上を取り戻せ） 

 通りが広告文化の商品と化したとき、ストリート・カルチャーのすべてが包囲されたことは、私たちの年代の皮肉の
ひとつである。ニューヨーク、バンクーバー、ロンドンなどあらゆる都市で、落書きアート、ポスター、物乞い、歩道
アート、車の窓拭きの子供たち、歩道のガーデニング、食べ物売りへの警察の取締が強化され、急速にすべての都市生
活の営みが「犯罪」とされるようになった。 
 ストリート・カルチャーの商品化と、文化の犯罪としての取締の間の緊張は、イギリスではとくに劇的だった。90年
代初めから半ばにかけて、広告業界がレイヴ・シーンの音楽やイメージに飛びつき、車、飛行機会社、ソフトドリンク、
新聞社の広告に使い始めたが、1994 年、イギリスでは刑事裁判法が改正され、レイヴは違法となった。同法により、野
外で音楽をかけると機材を押収され、公的な場所でのレイヴは厳しく取り締まられるようになった。 
 この法律と闘うため、クラブに集う連中が、警察権力に同様に危機感を感じたより政治的なサブカルチャーと協力関
係を結んだ。立ち退きに直面した不法占拠者たち、放浪のライフスタイルが取り締まられることになった、いわゆるニ
ューエイジのトラベラーたち、ブルドーザーの通り道に小屋を建てたり、トンネルを掘ったりしてイギリスの森林破壊
と闘っていた急進派の「エコ戦士」たちである。 
 これらカウンター・カルチャーの共通テーマとは、植民地化されない空間への権利、家、木々、集会、ダンスだった。
DJ、反企業活動家、政治的またはニューエイジのアーティスト、急進派のエコロジストが合流してきたのが、パリの 1968
年（5 月革命）以来の、もっとも活気にあふれ、急速な盛り上がりをみせる政治運動、「Reclaim the Streets （通りを
取り戻せ）」である。3 

▼M11 道路拡張反対運動 
-1991 年結成。サイクリング・ゾーンの整備、モーターショーへの抗議など 
-1993 年、M11 高速道路建設のため、クレアモント通りを中心とした 350 世帯の取り壊しとロンドンに残され
た森が破壊されるという建設計画に対する 30 年来の反対運動にもかかわらず着工、直接行動の開始。取り壊し
予定の家屋と道路の封鎖、占拠。レイヴ・パーティとアート・パフォーマンスを繰り広げた。 

▼1995 年、ロンドン、カムデン・ハイストリート 
-1995 年 5 月、マーケット客でにぎわうロンドンのカムデ
ン・ハイストリートで、2 台の車が衝突し、事故車のドラ
イバーが口論を始め、交通渋滞を引き起こす。買い物客の
なかから、突然集合した数名が、車に上り、横断幕を掲げ
る。「ストリートを取り戻せ。都市を解放せよ。自動車を撲
滅せよ。」（右画像） 
-同年 7月、イスリントンのアッパー・ストリート瀬挙。渋
滞する4車線道路の真ん中に突如7メートルの足場が現れ、
一人が宙づりになり、3000 人が周囲を取り囲んでストリー
トパーティ開始。 
-世界の都市に波及/自発的組織/ネットを用いた情報交換。 
-DiY (Do it Yourself)文化との合流。商業化された既存の娯
楽産業に異存せずに自分自身で自立的に創り出すスタイル。自分たちでコンサートを組織し、ジン（ミニコミ誌）
やラジオ局をつくり、楽しむ文化実践。 

▼1996 年、M41 建設反対 

                                                 
2 北丸雄二「Now he signs, now he sobs」『隔数日刊-Daily Bullshit』November 8, 2008, 
[http://www.kitamaruyuji.com/dailybullshit/2008/11/now_he_sings_now_he_sobs.html] 2008 年 11 月 11 日取得。 
3ナオミ・クライン著、松島聖子訳『ブランドなんかいらない：搾取で巨大化する大企業の非情』はまの出版 2001 年 pp.291-92。 
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Reclaim The Streets, London, 1996, M41 
http://jp.youtube.com/watch?v=OUHY7KwL61o&feature=related 
 

1996 年には高速道路M41を一万人もの人々が占拠する。その頃には、RTS の拡大は警察にとっても脅威となり、監視
と弾圧は一層厳しくなっていた。M41占拠の時には、地下鉄シェパーズ・ブッシュ駅が集合場所として指定されただけ
で、実際どのように行動するのか多くの参加者にはあえて知らされなかった。事前に情報をキャッチした警察が、厳戒
態勢をひいていたからである。それに対してRTS は都市部の道路だけを警戒していた警察の裏をかき、警備がなされて
いなかった高速道路へよじ登り、高速道路をロックアウトしたのだった。その後はいつものストリート・パーティであ
る。ダンスが続けられる一方で、あるグループは舗装された道路を掘り起こし、環境回復を訴えて木を植え始める。パ
ーティは丸一日続き、掘り返された道路の修復のために高速道路は約一週間通行止めとなった。［中略］M41 ストリー
ト・パーティの後、RTS のオフィスは警察の徹底的な取り調べを受ける。コンピュータは没収され、高速道路破壊容疑
で多くの参加者が逮捕される。しかし、このことはRTS の運動の挫折を意味するものではなかった。地下鉄のストライ
キに対する支援の手法に関心を示したリバプールの元港湾労働者たちがRTS に連絡を取ってきた。リバプールでは 500
人もの港湾労働者が不当に解雇され仕事を失った。かれらはRTS の直接行動の方法とそのアピール力に関心を示したの
である。 
 これはそれまであまり関係のなかった、そしてしばしば対立さえしていた環境運動家、アナキスト達が労働運動と結
びつく最初の機会となる。その年 10月、数百人の港湾労働者とその家族、DiY 活動家、環境活動家、労働組合運動家な
どがリバプール港を三日間、占拠、封鎖し、ストリート・パーティとカーニヴァルを繰り広げた。警察の弾圧はこれま
でになく大きなものだったが、環境運動と労働運動が結びついたという意味では歴史的なできごとだといえる。環境運
動をあらわす緑に、労働運動をあらわす赤、そしてアナキズムをあらわす黒の稲妻が描かれたRTS の旗が最初に登場す
るのも、このリバプール港の占拠からである。4 

☞参考映画：『ピケをこえなかった男たち：リバプール港湾労働者の闘い』（ケン・ローチ監督/英/1997） 
Reclaim the Streets, Trafalgar Square, 1997 
http://jp.youtube.com/watch?v=yqAJKHqDPuo&feature=related 

Reclaim the Streets, M41, London, June 1997 
http://jp.youtube.com/watch?v=Th3QaDAQHrM&feature=user 
 

■クリティカル・マス 
http://critical-mass.info/ 

▼1992 年、サンフランシスコで始まった自転車デモ。 
-自転車愛好家が同じ場所・同じ時間に偶然に大集合する。限界値を超える大
量の(critical mass)自転車によって、交通が遮断され、自動車が道路に入れ
なくなることを狙う。 
-CMの始め方「許可を取るな」 

When local police learn of your ride, they may insist that you get a 
permit, perhaps a parade permit. Don't do it. The point of Critical 
Mass is that biking is a right, not a privilege.5 

-1997 年 7 月サンフランシスコ・ライド、7000 人の参加者、250 人の逮捕
者、世界中で報道され、認知を得る。 
-さまざまなイシューで集合する。自動車撲滅運動から 2004 年共和党大会に
対抗するための Bike National Convention /Bike Bloc（右画像）、政治問題、
環境問題、RTS、etc… 

 
▼Reclaim Power Pushing for Climate Justice Copenhagen 2009 
http://www.climatecamp.org.uk/ 
PUT THE FUN BETWEEN YOUR LEGS: Become the Bike Bloc 
http://www.youtube.com/watch?v=xZtUTk6Iz2E 
Bike Bloc prototypes 
http://www.youtube.com/watch?v=qKle02yDfyM 
 

  Everything we take for granted: the weekend, gay rights, 
contraception, women wearing trousers, the right to strike, to form a 
union, the abolition of slavery. Everything was won by disobedience, 
fought for by people who refused and resisted, claimed back from 
those in power. Their disobedience was a gift to our future. 

                                                 
4 毛利嘉孝『文化=政治』月曜社 2003 年 p.103-04。 
5 “How to start a Critical Mass Ride,” Critical-Mass.info [http://critical-mass.info/howto/index.html] 
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  Every form of rebellion we know, from protest marches to lock-ons, barricades to boycotts, factory 
occupations to street parties, super glue actions to climate camps was invented, dreamt up and designed. 
More often than not, by a small group of people huddled together, laughing and creatively conspiring 
with each other; engineering the art of resistance. 
  The Laboratory of Insurrectionary Imagination and 
Climate Camp are plotting together to design and build a 
new tool of civil disobedience for the RECLAIM POWER 
mobilisations taking place in Copenhagen, during the UN 
climate summit in December. Made from hundreds of 
recycled bikes, The Bike Bloc will merge device of mass 
transportation and pedal powered resistance machine, 
postcapitalist bike gang and art bike carnival. 
  Bike hackers, welders, climate campers, artists and 
engineers will be working together to design and build The 
Bike Bloc across two cities: Bristol (Arnolfini Gallery 15th 
30th Nov.) and Copenhagen (4th- 18th Dec.) Come and take 
part, either designing and building the prototype in Bristol, 
putting together the real thing in Copenhagen or swarming with us on the day of civil disobedience on the 
16th of December. 
 
*Put the fun between your legs, become the bike bloc.* 
For times and how to get involved:  funbetweenyourlegs.info 
bikebloc@climatecamp.org.uk 

 
▼A.I.R. in Miyashita 
A.I.R Miyashita Park First Day [http://www.youtube.com/watch?v=XuXP_5iIRF4] 
A.I.R Miyashita Park Second Day AM 8:00-9:00 [http://www.youtube.com/watch?v=E0PBv7lBUfI] 
 

【5 月 14 日 AFP】米スポーツ用品大手ナイキ（Nike）が、東京・渋谷の宮下公園（Miyashita Park）を「宮
下NIKE パーク（Nike Park）」に変える計画の改修工事が、反対運動の阻止によって立ち往生している。 
■反対派、公園に住み着ついて抗議 
 宮下公園は JR 山手線（Yamanote Line）の線路脇にある約 1ヘクタールの区立公園。高層ビルが建ち並ぶ
渋谷の繁華街では数少ない緑地を提供しているが、渋谷区は数か
月前、ナイキパーク計画のために公園に住んでいたホームレスの
人たちを立ち退かせた。しかしその後、反対運動を行う数十人が
公園内に住み着き、計画に抗議している。 
 公園のフェンスには「宮下公園のナイキ化に反対」の立て看板。
反対している人たちは 1 日のほとんどをコーヒーや紅茶を片手
に過ごしながら時々公園内を見回り、工事が始まらないよう監視
している。その 1人、小川てつオ（Tetsuo Ogawa）さんは「営
利目的のためのスポーツ施設を、1 私企業であるナイキによっ
て、公共空間である公園に建設させる区の計画に反対している」
と語る。 
■企業の「社会的責任」か、誰もが使える「公共空間の確保」か 
 計画は 3年前に持ち上がり、当初工事は前年 9月に着工される予定だった。それが 4月に延期され、その後
も抗議運動によって阻止されている。日本国外の反グローバリゼーション運動もこの反対派を支持し、オース
トラリア、フランス、タイの日本大使館前やナイキの店舗前で抗議集会などが行われた。 
 地元では計画を歓迎する声もある一方、公園や橋の下に段ボールやビニールシートで覆いを作って暮らす東
京のホームレスを排除する動きのひとつだという批判もある。 
 一方、ナイキの広報担当は、計画は同社のCSR（Corporate Social Responsibility、企業の社会的責任）活
動の一環だと反論する。24 時間オープンのナイキパークとして生まれ変われば今よりも安全になり、もっと多
くの人に利用されると言う。区職員によると、ナイキは向こう 10 年間、ネーミングライツ（施設命名権）料
として渋谷区に対し、年間 1700 万円を支払うほか、改修工事費を負担する。 
 AFP の取材に対しある渋谷区職員は、老朽化のためいずれ公園は改修が必要で、ホームレスが住むことに周
辺住民から苦情もあり、ナイキパーク計画は区にとってもナイキにとっても有益だと説明した。区ではホーム
レスシェルターへの入所支援や、ビニール小屋を近くに移動させる手伝いまでしたという。さらに、反対派の
人たちが居座っているため、一般の人が公園を利用できなくなっていると腹立たしげに指摘した。 
 反対している人たちには自称アーティストが多い。彼らが公園に作り出した光景を不思議そうに眺める通行
人もいる。公園のフェンスには破れた傘や、上下逆さまの自転車のフレームが吊り下がる。 
｢アーティストの目から見ればこれもゴミじゃない｣――小川さんによると、ホームレスの立ち退き後に残され
た家財道具などを使ったアート作品で、ナイキ化計画への反対を表現している。けれどアーティストだけでは
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なくもっと多くの人たちに、そのスペースをオープンにしていかなければと言う。｢誰でもコーヒーやお茶を
飲みに来てください｣(c)AFP/Harumi Ozawa  
http://www.afpbb.com/article/life-culture/life/2726421/5752410 

 
▼ブロック・パーティ、ドラムサークル 

ブロックパーティー「宮下解放区 IN PROGRESS」 
[日時] 2010 年 5 月 16 日(日) 15:00-19:00 
[場所] 渋谷・みんなの宮下公園 
[主催] HIGH TIME  
[協力] A.I.R Miyashita Park 
 「山や海等自然の中でのイベントもすっかり定着してきた今日この頃
ではありますが、たまには普段の生活の場である「町」中での野外パー
ティーもまたオツなものではないでしょうか？？当日は近隣の DJ や
MC、絵を描く人等々、様々な表現手段を持った人達が、こぞって集い
そうなので面白いことになりそうです。飛び入り参加ももちろん
OK！！表現したいことを自由に表現出来る「公園」での開催なので、
何かやりたい事がありましたらどんどんやっちゃいましょう！！15:00
～19:00 までの開催予定ではありますが、昼過ぎ位からセッティングし
たり軽く音出したりして遊んでると思いますので良かったら。それでは
5/16 日曜日、都合の良い人は是非是非宮下公園に集合で！！」 
[Live] Toruman／ZEN-LA-ROCK／MEKOLI 
[DJ] CRASSICKS ／ SOUSHI ／ IKKYUU ／ NAKED ／
POPPO(FASCINATE)／大 

 
「ドラムサークラーの森・宮下公園」http://www.youtube.com/watch?v=UIjN5N-619A 

 Ａ.Ｉ.Ｒ.の藤井光くんが、昨日の宮下公園でのドラムサークルの様子を、30 秒のビデオクリップに編集して
くれました。映像はジャンプショットを使ったスタイリッシュな仕上がりになっていますが、この映像に映っ
ているみんなの表情はすごくチャイルディッシュです。こんなふうに子どものような表情と時間をとりもどす
ことができるのがドラムサークルのいいところです。この映像ははじめて間もない頃の様子で、この後、陽が
とっぷり暮れて、おたがいの顔が見えなくなるくらいまで、夢中でやってました。家に帰ると服と髪はほこり
だらけ、手にはマメができて、なんだか原っぱから帰った子どもみたいだな、と思いました。もし宮下公園が、
コンクリートで固められたスケートボード専用のナイキパークになってしまったら、こういうあそびもできな
くなるわけで、ぼくらが「宮下公園を守りたい」というのはつまり、この映像に映っているような解放的な空
気や時間を失いたくないからなのだと、あらためて確認することのできた、日曜日の午後でした。哲学者の内
山節が「私たちはいまどんな記憶を回復したいと思っているのか。私には未来はこの思いからはじまるという
気がしている」と書いてますが、この思いはぼくらも同じで、回復すべきものをまだかろうじて覚えている大
人たちがまずは、自分たちが回復したいと思っている時間や場所や空気や表情を見つけだして、それを次の世
代に目にみえるかたちにして提示することから、なにかがはじまるような気がします。ともあれ、こうしてひ
とつ場所ができたので、あとはいつでも好きなときに自由に宮下公園でドラムサークルをひらいてください。
２人とか３人でやるミニマルなドラムサークルもいいです。持ち寄ったドラムを交換するとリズムががらりと
変わります。人数分よりもひとつかふたつ余計に誰もが使えるコモン・ドラムを持ってゆくと、通りかかった
人やまわりで見ている人もサークルにはいることができます。自分の趣味や体のサイズにあったドラムを見つ
けて、マイ・ドラム持参で参加すると、ドラムサークル
はもっとおもしろくなります。「トライバル・ビーツ」と
か「人力テクノ」とか「アンビエント」とかセッション
ごとにキーワードを決めてやると単調にならなくていい
です。ドラムサークルには決まったやり方はありません。
管楽器がはいってもいいし、サンプリングしたテクノ系
のループをいれるとオーガニックなエレクトロニカにな
ります。アイデア次第で、やり方は無限です。「遊べ、遊
べ」とナイキに命令されなくても、ぼくらは好きなとき
に好きなように遊ぶし、ナイキに決められた遊びではな
いお金のかからない「遊び」をいくらでも知ってる。論
よりもまずは JUST BEAT IT、ドラムサークルで KEEP 
MIYASHITA PARK、遊びでつながるアフィニティ・グル
ープのたのしい反対運動、これがポスト・ゼロ年代の新
しいポリティクス。 
「JUST BEAT IT 宮下公園ドラムサークル」『イルコモンズのふた。』blog 
http://illcomm.exblog.jp/11128761/ 

 



 8 

［参考］Michel Condry dir., Dave Chappelle's Block Party (2006/ US)  
http://www.chappellesblockparty.com/home.html 
 
■カーニヴァル、音の力、占拠するスタイル（若干の理論的整理） 
▼オルタナティヴな公共圏 
「公共圏」=近代民主主義を発展させる不可欠な空間 
 →ユルゲン・ハーバーマス（1961）『公共性の構造転換：市民社会の一カテゴリーの考察』 
「オルタナティヴな公共圏」 
 →ポール・ギルロイ『ユニオンジャックに黒がない』 
啓蒙主義時代のカフェやサロン、近代のメディアなどの「公共圏」は、ハーバーマスが主張するほど自由で平
等ではなく、始まりからすでに西洋ブルジョア階級の男性の空間であった。これに対してサウンドシステムの
あるクラブ、レストラン、レコードショップ、カーニバルは、制度的な人種差別や教育機会の欠落のためにド
ロップアウトした若者が集まる場所、反社会的場所としての公共圏を形成した。 
 

▼ノッティングヒル・カーニヴァルの分析 
当初の英国流のカーニヴァルがトリニダードのカーニヴァルになり、さらにジャマイカ系の若者が入ってくるにつれて、
英国の外に起源を持ちつつも英国の生活に根ざした二重のアイデンティティをたたみ込んだ英国の黒人の集合的なアイ
デンティティが形成された。移民第一世代においては、こうしたコミュニティはジャマイカやトリニダード、ハイチな
ど出身地ごとに分かれており、しばしば対立関係にあったのだが、その移民としての英国の経験、失業ややむことのな
い人種差別、教育における阻害など、がスティールドラムやレゲエ、ダブなどの音楽体験を通じて共有されていったの
である。6 

 
▼T. A. Z. (Temporally Autonomous Zone) 一時的自律空間 
→ハキム・ベイ『T・A・Z：一時的自律ゾーン』 
権力から解放された自由空間だが、固定化されたり永続化すると権力に取り込まれてしまう。 
常に一時的でほかの場所に移動する。権力の側からは捉えることも記述することもできない 

 
 
［＜コモンズ＞たとえばこんな参考文献］ 
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