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鎌田： 
皆さん、お忙しい中、zoom 疲れもあると思うんですけれども、研究会といいますか私の

プレゼンテーションに参加してくださいましてありがとうございます。1 時間議論、質疑の

時間を頂いているので、私の研究を題材に、コミュニティ・オーガナイジングとか社会運動

についていろいろとお話ができればなと思っています。それではちょっとスライドをシェ

アさせていただきます。 
 今回の講演のタイトルは、「日本は社会運動が育たない国なのか。」ということで、ちょっ

と過激というか少し強いタイトルにさせていただきましたけれども、結論を言うわけでは

ないんですが、別に育たない国じゃないと言っているわけじゃなくて、育つ可能性があるん

じゃないかということで、こういうちょっと物議を醸すようなテーマを、タイトルを付けさ

せていただいています。 
 今回、私は今、コミュニティ・オーガナイジング・ジャパンという NPO をしつつ博士課

程、ピッツバーグ大学というところで社会学で博士課程をやっております。そこでフラワー

デモという性暴力に反対していくデモ、運動を研究しているので、そこの研究とコミュニテ

ィ・オーガナイジングを掛け合わせてお話しできればと思っています。 
 その前提となって、コミュニティ・オーガナイジングは何かというのを少しご紹介してい

きたいと思うんです。研究会にご参加いただいている方とか関係者の方はよく知っている

と思うんですけれども、そうでもない方も今回いらっしゃると思うので、ちょっとご紹介し

ていきたいと思っています。そのときに、去年、私のほうでコニュニティ・オーガナイジン
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グ・ジャパンのメンバーに協力してもらいながら、この『コニュニティ・オーガナイジング』

という本を、英治出版から出しました。この章をちょっと題材にして、コミュニティ・オー

ガナイジングとは何かというのをご紹介していきたいと思います。 

 
 
 この本の内容なんですが、序章で「仕方がない」から「仕方がある」へということで、日

本というのは何か仕方がない、あきらめようというところがすごく強い国、社会かなという

ふうに私も感じているんですけれども、そういうところがどういうところから来ているの

かという歴史とか政治体制とか、そういうところから私なりに分析したものをご紹介して

います。 
 その後、パート 1、メソッドということで、変革の起こし方ということでコミュニティ・

オーガナイジングを紹介しています。その後、パート 2、実践ということで、日本をはじめ、

あとは世界、ヨルダンとセルビアなんですけれども、そこも含めて、日本で例えばおやじの

会をつくりましたという事例、身近な事例から法律を変えましたというちょっと大きなと

ころまでいろんな事例をご紹介して、読んだ後に何か私もできそうだなと思ってもらえる

ような本が書きたいと思ってこの本を今回書きました。 
 また、コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン自体は 2013 年ごろから活動をしてい

るんですけれども、その当時から「こういった本は出したほうがいい」と言われていたんで

すが、なかなかアメリカから輸入してきたというか、アメリカから輸入してきたと捉えられ
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がちなコンセプトなんですが、日本でもコミュニティ・オーガナイジングはずっともう古代

というか中世のところから一揆とかがあって、ありましたし、私たちも日本で実践して実績

をためたいというのもあったので、今回、今もう 8 年目ですか。今、7 年たってという形な

んですけれども、実績もたまってきて、日本でも有効だということがすごく分かってきたの

でこういった本が書けたという形になっています。 
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 じゃあコミュニティ・オーガナイジングとは何かというところをご紹介したいんですが、

本の中では、私もこういった実践の本を普通に書くとすごくつまらなくドライになってし

まうので、何か面白くならないかなと思ったときに、小学校 5 年生がアクションを起こし

たら面白いんじゃないかと。逆にどんな年齢であってもアクションを起こして、おかしなこ

とというのは声を上げて変えていけると思ったので、私もそういう事例を、実際に小さい子

どもたちが行動を起こした事例も聞いていましたし、じゃあそういう形でやってみよう。子

どもでもできる。だったら大人もできるよねというメッセージにもなるかなと思い、このよ

うにご紹介しています。彼女たちが直面した困難というのが、ある日突然昼休みがなくなっ

てしまったというようなことでした。それに向かって仲間たちとアクションをして昼休み

を取り戻していくというものなんです。 
 

 
 
 コミュニティ・オーガナイジングとは何かというと、一言で言うと皆さんもご存じだと思

いますが、『スイミー』というお話を聞いたことがあるかと思います。小さな魚たちが力を

合わせて大きな魚を追い払うというストーリーですけれども、私たち一人一人の力は小さ

いですが、それを合わせて使うことで大きな課題が解決できると、それがコミュニティ・オ

ーガナイジングです。 
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 じゃあどういう組織を目指していくのかというと、この右下のドットリーダーシップと

いう中心でつらそうになっている人がいますけれども、1人の責任感が強い人が自分で決め

て自分でやってということはよくあると思うんです。これはこれで大事な取り組みだと思

うんですけれども、この人がいなくなってしまったら運動は続いていかないですし、なくな

ってしまう。じゃあこれはあまり良くないものだと思います。 
 逆に左下のバラバラリーダーシップだと、みんながやる気はあるんだけれども、見ている

方向が違うので全然一つの方向に向かって進まない。これで何にも達成できないというこ

とがあると思います。 
 じゃあどんな組織を目指したいかというと、このスノーフレークリーダーシップという、

雪の結晶という意味ですが、中心から広がっていくような組織です。それで、それぞれの人

たちがリーダーシップを発揮しているんですけれども、つながっている。そして 1 つの方

向を向いて進んでいる組織というのを目指していきたいと。たくさんリーダーがいる。最近

の社会運動はリーダーレスというふうにリーダーがいないというふうにいわれているんで

すけれども、そうではなくて、たくさんリーダーがいることによって 1 人のカリスマリー

ダーが引っ張っているのではないというのが目指していきたい運動の形というふうに考え

ています。 
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 コミュニティ・オーガナイジングなんですけれども、この 5 つのステップ、プラス、コー

チングということを大切にしています。このコーチングというのは、問い掛けをすることに

よって相手のリーダーシップを引き出していくというものです。答えを与えていてはなか

なかやっぱりその人は育たな

い。問い掛けをすることによっ

て一緒に考えて育っていくとい

うことを目指しています。 
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 まず 1 つ目のストーリーを語るということなんですけれども、やっぱり行動を起こすと

きに心が動いていかないとなかなか行動をしていかないですし、活動をする人と心がつな

がっていかないとやはり難しいと思います。なので、まず私のストーリー、なぜ私はこれを

行動するのか。そして私たちのストーリー。このコニュニティーというのはどういう価値観

を持っていてということを語って一体感をつくっていく。そして、行動のストーリーという

ことで、今なぜ動かなきゃいけないのか、じゃあ具体的にどんなアクションをすると解決に

導いていくのかというのを話していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
 
 そして関係構築なんですが、この 2 つ目の関係構築ですけれども、こういった運動とか

ボランティア活動というのは、上司だからやってくださいではないですし、お金をあげるか

らやってくださいという関係でもない。じゃあ何が大事かというと、価値観でつながる関係

性だと思うんです。大事な思いを共有して、そして共通の関心を見いだして、その共通の関

心に向かってお互いの資源を出し合って活動していく。そうすると問題が解決できそうだ

よねというような関係構築をしていくというのが大事になっていきます。 
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 そして 3 つ目にチーム構築なんですけれども、何もない状態だと、やっぱり人は組織が

ないと活躍できません。なので、民主的でオープンで、どうやったら人が力を発揮できる組

織をつくっていくかが鍵になると思うんですけれども、そのときに、まず 3 つの条件が大

事だというふうにいわれています。1 つ目が協会があること。2 つ目が安定していること。

3 つ目が多様性があること。そしてその条件がそろったチームが 3 つの決定、真ん中にあり

ますけれども、それをしていくといいといわれていまして、共有目的をつくっていく。私た

ちはどこに行くのかということを共有していく。そして明確なノームです。このノームとい

うのは、人から誰かが与えられたルールではなくてみんなで作っていくコミュニティーの

決まり事という、「こういうふうに運営していこうね」、「じゃあ意思決定はこういうふうに

していこうね」、「多数決なの？」、「相違なの？」とか、そういうところをはっきりとしてい

きます。そして 3 つ目が相互依存に基づく役割ということで、お互いがいるからこのチー

ムが回っていく、発展していくというような役割をしっかり明確に持っていきます。そうす

るとゴールを達成してチームの能力が向上して個人のリーダーシップが発揮されていくと

いうふうに分析されています。これは組織論から来ているものです。 
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 そして戦略なんですけれども、やはりこういった社会運動とか社会活動というのは、大き

なビジョンを持っていて、すごく、例えばみんなで子育てがしやすい社会をつくりたいとい

うふうに思っていても、すごく大き過ぎて取り組めないと思うんです。じゃあまず何をする

のかというのを具体的に落とし込んでいく必要があります。例えばこれを戦略的ゴールと

呼んでいるんですが、地域の人が参加する子ども食堂をつくるというような、自分の町につ

くるんだというような分かりやすいゴールをつくって、それに向かって進んでいくと。ここ

のスライドに同士と書いていますが、コミュニティ・オーガナイジングでは同士という、一

言で言うと課題に直面している当事者というのが一番の同士になってきます。プラス、その

同士と同じような課題、当事者ではないんだけれども同じぐらい課題意識を持っている人

というのも同士に入っていくんですが、そういう当事者の人たちが動いていって社会問題

を解決しないと根本的な解決にならないというふうに考えています。なので、同士ができる

戦略、同士の持っている資源でできる戦略を考えていくというものです。 
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 そして最後のアクションなんですけれども、やはりせっかくつくった戦略を一部の人で

やっていても何も変化が起きない。さっきのスイミーをつくらなきゃいけないので、じゃあ

どうやったら誘っていけるか、どうやったらまず、まずそもそもやる気が出るアクションは

どうやって設計するんだろうというふうに、その設計から考えて、そして誘い方というのを

学んでいきます。誘い方のほうは「ツキコイ」というふうにまとめていまして、つながりを

つくって緊急性を語り、コミットメント、絶対に来てねというような約束、固い約束を交わ

して、勢い、来れるようにさらに勢いを、背中を押すというような形でまとめています。こ

ういった形で実践をすることを促しているのがコミュニティ・オーガナイジングです。活動

をする人にとっての羅針盤になるようなものではないかなというふうに考えています。 
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 コミュニティ・オーガナイジング・ジャパンではワークショップを年に 2 回開催してお

ります。今はオンラインでやっておりますので、全国どなたでも参加できます。今度は、ま

だ日程は調整中ですが、7月、8月の土日、2 日間、9 時～6 時というすごく長いワークショ

ップなんですけれども、毎回オンラインとは思えないような温かいコミュニティーができ

るそうなので、ぜひ、もしよろしかったらご参加いただければと思います。毎回、募集が 2
週間、開始 2 週間で満席御礼をもらってしまうようなので、もしこの中で優先案内が欲し

いという方はこのフォームから頂けると優先案内をご案内できます。すいません、後でチャ

ットにこの優先案内のリンクも張ります。 
 いったんここでちょっとコミュニティ・オーガナイジングの話を終えまして、フラワーデ

モの話に移っていきますので、ちょっとシェアを一回解除します。 
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鎌田： 
 ではフラワーデモの発表のほうに、研究発表のほうに行かせていただきます。フラワーデ

モなんですけれども。社会運動に優しくない社会で何が参加を促すのかというタイトルに

なっていますが、こういうテーマで研究をしています。まだインタビューの途中ですし中途

報告のため、この引用は控えていただければと思っております。 

 
 今日の内容なんですが、研究テーマ、あとはフラワーデモのご紹介をした後に、データと

方法、インタビュー概要、今までに分かったこと、コミュニティ・オーガナイジングの観点

でのフラワーデモの分析、社会運動論での観点での分析、今後の展望というのをお話しして
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いきたいと思っています。 
 

 
 私の研究テーマなんですが、なぜ日本で人々が社会運動に参加しないのか、何が参加を促

すのかというのを一番大きな関心としてやっております。2019 年 4月にフラワーデモが開

始されまして全国的に広がったときに、これは絶対に研究したいと思ったんですが、なぜそ

ういうふうに思ったのかという背景にもつながると思うので、私自身がピッツバーグに来

る前にやっていた活動も少しご紹介して、関連性もあるので、そこから入っていきたいと思

います。 
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 私自身は、先ほどの『コミュニティ・オーガナイジング』の本にも最後の章で紹介してい

るんですけれども、刑法性犯罪を変えるキャンペーン、Believe－わたしは知っている－キ

ャンペーンに関わっておりました。これはどんなキャンペーンかというと、その当時、2016
年か 17 年のときなんですが、110 年間刑法が、性犯罪に関する刑法が変わっていませんで

した。改正しようという議論は政府内であったんですけれども、あまり議論も盛り上がって

いないし、世論の関心も全然ないし、政治家の関心もないので、いつ改正されるかもよく分

からない。また改正されても激しく抵抗しないと罪にならないというような、すごく狭い改

正だったんです。その現状を知って本当に絶望しそうになりそうだったんですけれども、そ

のまま何もしないままだと、またこのまま 110 年間変わらずに終わってしまうということ

で、おかしい、放っておけないということで立ち上がったのがこの Believeキャンペーンで

す。 
 私は「ちゃぶ台返し女子アクション」というジェンダーの活動に参加していました。この

中でコミュニティ・オーガナイジングを実践して、特に女性を中心としたコミュニティをつ

くっていってアクションをしていこう。社会を変えていこうということをやっていたんで

すが、この団体だけではとてもこの性暴力の活動は無理だなと思って、専門性を持っている

「しあわせなみだ」さんとか、「性暴力被害と刑法を考える当事者の会」と連携しました。

そして、やはり多くの人にこの性暴力の問題を知って協力してもらわなきゃいけないので、

アートの力も借りたいと思い、「明日少女隊」というアーティストグループとも連携をしま

した。この 4団体でこのキャンペーンを立ち上げていきました。 
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やったことというのは、やはり法律は変わりそうなんだけれども、私たちの要望が全然、

要望というか私たちが望んでいる法律では全然ないということだったので、それをやっぱ

り政治家や国会議員に伝えていかないと議論が始まらないというふうに考えました。なの

で、ロビイングは絶対に欠かせないということでロビイングをしていったんですけれども、

刑法の検討を中心とする法務委員会という委員会がありまして、そこの議員に、特にその 45
人ほどに会っていきました。その中で超党派で会っていったんですけれども、紹介、紹介で

議員さんに会っていって、その中で皆さんにオンライン署名を協力していただいて、最終的

には 5 万 4,000 の方が署名してくださったんですが、それを持っていって、これだけの人

が求めていますよということをお伝えするということをやっていました。 
 ただ、法律を変えたいというときに、ロビイングだけではやはりどうしても弱いです。政

治家も世論が盛り上がっていないからとか、いまいちみんなが求めていないからというこ

とであまり関心というか、やる気度が上がらないことが多いと思います。 
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そこでやっぱりやったのが、社会の意識を変えて改正へのうねりをつくると。この当時は

実は Me Too の前です。Me Tooムーブメントというのはグローバルで世界的にもありまし

たけれども、その前だったので、性暴力について話すということがまず無理だったんです。

日常的に痴漢に遭ったりとか性暴力に遭ったりということは起こっているんですけれども、

話せないという状況でした。なので、まず話す土壌をつくるために、ちょっととっつきやす

い漫画なんかを作ってみたりして話すきっかけをつくったり、あとは性的同意について考

えるワークショップを開発して大学生と広めました。これは、その当時、東京の大学で、関

東近郊の大学が中心なんですけれども、キャンパスレイプというのがあることが発覚して、

サークルでの飲み会の中でレイプが行われてしまったりということが結構多発、多数発覚

しました。それを見た大学生が、やはり何とかしたい、自分たちの大学を安全な場にしたい

ということで性的同意ワークショップを一緒に広めていこうという活動をしました。その

結果メディアとかにも注目されて、政治家にもプレッシャーをかけられましたし、その大学

生がロビイングにも参加してくれるという具体的なアクションにもつながっていきました。 
 あとは、最後のほうは誰でも参加できる「記号カラダンス」というのを、体で法律を変え

たいんだということを表現してもらうようなものをやったりとか、著名人を呼んでイベン

トなんかをやったりもしていました。 
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 この成果があった結果、2つの変化が起きました。1つは法律を変えることができました。

2017 年の 6月の通常国会で刑法性犯罪の改正案が可決したということと、あとは、これは

私たちもここまでは予測していなかったんですが、3 年後に見直しをしましょうということ

が附則に盛り込まれました。なので、今回の改正では漏れてしまったところをもう一回議論

できるチャンスというのが 3 年後にできたという形です。 
 文化を変えるというところ、性的同意という考えを広めメディアに取り上げられるよう

になりました。それまでは全く性的同意という言葉は日本語の文脈の中でなかったと思う

んです。それが取り上げられるようになり、そして学生、若手社会人というのはなかなかこ

ういう運動に参加してくれなかったんですけれども、そのキャンペーンができたという成

果があったかなと思います。 
 
 
９ 
 
 どうしてうまくいったのかなというふうに私たちも分析してみたんですけれども、やは

り大きなところはロビイングという、インサイダーというふうにちょっと学術的な形だと

言うんですけれども、内部の関係者向けの働き掛けと、アウトサイダー、社会のうねりづく

りといって外側からのプレッシャーをかけるところの両方をやったことによって変化が起

きたというふうに考えていますので、このインサイダーとアウトサイダーの取り組みはす

ごく大事なんだなというふうに、もう私自身が実感しました。 
 ただ、このキャンペーンをやっているときにすごく感じたのが、やっぱり法律を変えるの

はとてもできそうにないとか、それまでにやっていた活動と比べて法律を変えるというキ
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ャンペーンになった瞬間にすごく人が距離を取り始めるなというのは実感したんです。も

ちろん一生懸命参加してくれる人たちもいるんですけれども、やっぱり距離を置かれる。そ

れは「法律なんかは変えられないよ」という、「ちょっと無理だよ」というふうに言う人も

すごく多かったので、どうしてそういうことが起きるのかなというのをちょっと感じてい

ました。社会運動自体に距離を置く人もすごく多いなと。 

 

 
ちょっとそれを 1 つ示す比較データなんですけれども、これは World Value Survey とい

う何年かに 1 件、世界中の人たちにご自身の持っている価値観をいろいろと聞いている

Survey なんですが、「平和的なデモに参加したことがありますか」という質問に対して、日

本は 5％、少しの方が参加したことがあると。比較して韓国は 10％、アメリカは 15％、ド

イツは 30％、フランスは 40％という形で、やはり日本は 5％とかなり少ない人たちしか参

加していないということが分かるかと思います。 
 なので、私自身もこうやって動けば、効果的に動けば民主的な国であるので、一応、なの

で声は届くし社会は変わっていくのに、どうして人々は参加しないんだろうというところ

をもっと考えたくて博士課程に入って研究をしていったという形です。 
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 そうしたら、フラワーデモのほうに入っていきたいと思うんですが、フラワーデモのご紹

介をまずしたいと思います。フラワーデモというのは、2019 年 3月に性暴力事件の無罪判

決が続きました。3件、4件ほど無罪判決が続いてしまったんですけれども、それに対して

すごくみんなが、Twitter 上とか SNS 上でもすごく怒りの声とかというのがあったんです

が、それを受けて、北原みのりさん、松尾亜紀子さんが、4月 11 日に東京駅前に花を持っ

て集まろうと呼び掛けをされました。 
 それ以前の活動なんですけれども、北原さんは 2018 年の東京医大入試の女性差別問題で
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も路上での集まりを開催されていたんです。ただ、お 2 人ともデモの経験が豊富というわ

けではなくて、韓国に取材に行って女性運動とか慰安婦運動に刺激を受けていたそうです。 
 4月 11 日に初めて開催したわけなんですけれども、すごく寒い日だったそうなんですが

500 人以上の方が集まりました。予定されていたスピーチがあったそうなんですけれども、

それが終わっても誰も帰ろうとしなくて、女性が 1 人、静かに前に出てきてマイクを握っ

て性暴力の経験を語り出したそうです。こういった語りの力というのを感じた北原さんと

松尾さんが、4月を受けて、これから毎月 11 日に 1 年間開催しようという形で決められま

した。そのところ、翌月 5月には福岡、大阪で、6月には名古屋、仙台へと広がっていきま

した。 
 フラワーデモの基本的なフォーマットはこの写真にある形なんですけれども、主催の司

会者の方がいて、最初のスピーカーは決まっていることが多いようなんですが、その後は話

したい人が前に進み出て話していくと。なので、もうスピーカー自体がアレンジされている

ようなものではないんです。それがすごくユニークなところだと思います。今まで家族にも

親しい友人にも打ち明けていなかった性暴力の経験を初めて話すという方も多くいらっし

ゃいます。それを参加者は真剣に聞くという場になっています。 

 

 
 もう一つあるのが、特に地域で広がっているんですけれども、地域の場合は、やはりもっ

と社会運動に対する白い目もありますし、性暴力に対してはもっとやっぱり被害者を責め

るような風潮があります。なので、話すということ自体が難しい。そこに対して、そういう

地域に対してはスタンディングということもオプションを提示していて、プラカードと花

を持って集まるんだけれども、話さないで、参加者同士は横で立ち話をしながら、やってい

るそうなんですけれども、持って、プラカードを持って駅前で 30 分くらい立つということ
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をやっているそうです。 
 

 
 
 こういった形で 2019 年の 4月に始まった結果、2020 年の 3月には全国に、47都道府県
に広がったという、本当に今までになかったことかなというふうに思います。 
やっぱり私自身が先ほど紹介した 2017 年にキャンペーンをしたときも、このように公共

の場で性暴力をテーマにしてアクションをする、デモをしたいとは思っていたんですけれ

ども、それはもうイベントにもなかなか人が来てくれない状態だったので、無理だなという

ふうに感じていたんです。また、全国にも仲間を増やしたいと、やはり全国から声を上げる

ことが政治にも働き掛ける力になるのでやりたいと思っていたんですが、多少はできたん

ですが、ここまで全国的にならなかったなというふうなのがありまして、これを考えるとフ

ラワーデモの動きというのは今までに考えられないもので、なぜ人々が参加しようと思っ

たのか、フラワーデモの何が効果的だったのかを研究しようというふうに思うようになり

ました。 
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 もうちょっとフラワーデモの全容をつかんでいただきたいと思ってデータを出しますが、

47 都道府県を全部出すとちょっと混乱してしまうので、月平均参加数のトップ 10 を出さ

せていただいています。東京が 352人、那覇が 120人、名古屋が 105人、大阪が 95人と。

ここで鳥取が 82人になるんですけれども、鳥取は日本でも一番人口が少ない県として知ら

れているので、ここがすごく面白いところだなと思います。その後はこういうふうに続いて

いくんですが、地域によっても差がありますけれども、こんな形です。あとは本当に数人と

か、2～3人とかでやっている地域もあります。 
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 フラワーデモの成果と考えられるものなんですが、これは私からの視点になりますけれ

ども、あとはインタビューをされた方が自分たちの成果というふうに捉えているものなん

ですが、フラワーデモのきっかけとなった無罪判決が 3～4件ほどあります、3件ほどあり

ましたけれども、それが二審で有罪になったということが起きました。全国で人々が立ち上

がったことによって、やはり性暴力の判決を真剣に考えなきゃいけない、そういったプレッ

シャーがやっぱり裁判官にも与えられたんじゃないかなというふうに思います。 
 そして、先ほど 2017 年の刑法改正のときに、3 年後に見直しをやるという附則が入った

というふうにご紹介しましたけれども、絶対にやるとは確約はなかったものです。プラス、

やったとしてもどこまで改正されるかはよく分からないという状況でした。その中で、刑法

性犯罪の改正検討が実は今、実際に進んでいます。これはすごく、本当に 3 年後にやるかど

うか、どうかなという感じだったので、本当にこれは素晴らしいことだと思いますし、また、

被害当事者が委員会に入るということも実現できました。その前までは刑法学者とか医者

とか、そういう専門家しか入られなかったんです。そこに当事者が入られた。また、同意年

齢とか公訴時効、不同意性交等罪などの見直しが進んでいます。まだこれは結果が出ていな

いですし、いろんな押し戻し、揺り戻しというのもたくさんあってなかなかうまくはいって

いないんですけれども、フラワーデモの成果もあって、前に進んでいると思います。 
 性暴力被害の深刻さを可視化できたというのは、これがもしかしたら一番大きいのかも

しれないんですけれども、今まで日本ではないとされていた、あまり可視化されていなかっ

た性暴力被害の深刻さというのを可視化できているんではないかなと思います。 
 

 
 ここでも 2017 年のときとの比較になるんですけれども、やはり変化が起きているという

のはこのインサイダー、国の国会議員とかに働き掛けるというのを Spring という団体、私
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自身も関わっているんですけれども、2017 年のキャンペーンの後に立ち上がった団体です。

2017 年のキャンペーンにも関わっていた山本潤さんという方が Spring という団体を立ち

上げて、被害者、当事者によるアドボカシーをずっと 2017 年からまたさらに地道にやって

おられました。それに加えてフラワーデモというアウトサイダーの人たち、アウトサイダー

を担当する人たちが圧力をかけてくれる、プレッシャーをかけてくれているからこそ変化

が起きていくということが起きていると思います。ここまでがフラワーデモの概要でした。 
 

 

 
 では私自身の研究の分析結果のほうに入っていきたいと思うんですが、私の問いは、どう

して人々は社会運動に参加しないのか。2 つ目の問いが、社会運動をつくる側は何をするこ

とで参加を促せるのかということを研究したいと思っています。 
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 今回の研究方法なんですけれども、フラワーデモの全国の主催者または参加者の方にイ

ンタビューをいたしました。1 時間～1 時間半のインタビューということになっています。

オンライン、Skype、Zoom、電話でやらせていただきました。私自身がピッツバーグにい

るということと、あとはコロナのこともあって日本に帰りにくかったので、こういうオンラ

インでインタビューをさせていただいています。 
 インタビュー数は 75人程度を予定しています。まだこれからも続ける予定です。半構造

化面接ということで、質問ガイドに基づいて質問していきますが、質問の表現、順序、内容

などは応じて変えることができる面接方法を採用しました。インタビューを全て書き起こ

して、MAXQDA というアプリ、ソフトでコーディングをしていきます。この分析方法なん

ですけれども、ちょっとこれは専門的な話なんですが、グラウンデッド・セオリーという社

会科学で広く使われている方法がありまして、仮説を持って分析するんではなくて、データ

から浮かび上がってくることを読み取っていく、浮かび上がるのをしっかりと受け取ると

いうようなことを大事にしています。具体的にどうやってやるかというと、初期コーディン

グを 6 つほど、インタビュー、代表的なインタビューで行って、初期コードを分類、カテゴ

リー化した上で整理したコードで残りのインタビューも分析をしていくという形になって

います。本当にこのインタビューは多くの方にご協力いただきまして、本当に助かっており

ます。私自身もとても多くの学びを頂いています。 
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 インタビューの概要なんですが、フラワーデモを東京で始められた松尾亜紀子さんが多

くの方をご紹介してくださいました。この場を借りてお礼をいたします。その方からの紹介

でインタビューをした方からも、またさらに紹介を頂きました。そのおかげで本当にたくさ

んの方にアウトリーチができまして、2021 年 4月現在の進捗（しんちょく）ですが、イン

タビュー総数が 55 人、主催者がそのうちの 40 人。主催者というのは各地域で主催をして

いる人たちです。プラス、参加者が 15人ということで、この中には純粋な参加者もいます

けれども、主催の方のお手伝いをしているという方もいらっしゃいます。 
 25都道府県の方にお話を伺っていまして、ジェンダーなんですけれども、女性が 45人、

男性が 6人、ノンバイナリー・クィアの方が 3人、回答なしが 1名となっています。年齢

層は 20 代が 16人、30 代が 14人、40 代が 13人、50 代が 7人、60 代が 3人ということ

で、フラワーデモは特に都市部は多世代というふうにインタビューをした方も言ってくだ

さるんですけれども、その傾向をすごく表しているかなと思います。 
 教育歴なんですけれども、大学生、大卒以上が 40人と多数を占めています。短大、専門

卒が 2人、高校卒が 4人、中卒が 2人という形です。この中で半数程度がデモ初参加とい

う形になっています。そのデモに参加していない方、いままで参加していなかったという方

に話を伺えたので、どうして今まで参加しなかったのかという話がとても深く伺うことが

できました。 
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 どうして参加しなったのかというと、やはりデモというのは普通の人がすることではな

いと。他の人がやらないことをしたくないし、また参加することによって白い目で見られた

くないということをおっしゃる方が多かったです。政治をよく理解していないとデモに参

加しちゃいけないと思っているという方もいらっしゃいました。やっぱり多くの方が言っ

ていたのは、デモというと怖い、本当に怖いというイメージを抱く方が多くて、「どうして

怖いんですか」と言うと、やっぱり攻撃的、あとは反政府的なシュプレヒコールをするイメ

ージがあるということで、それが怖さを生んでいるというふうに語ってくださいました。あ

とは、自分が賛同していないコール、攻撃的なコールを他の人と一緒にさせられるのが嫌だ

という人もいらっしゃいました。 
 デモの経験者の方も、今までのデモに対してポジティブな意見を持っているわけではな

くて、集団的なシュプレヒコールは嫌だという方がすごく多かったなというのが印象的で

した。 
 あとは、一度入ったら抜けられないというふうにやっぱり運動体の組織自体を捉えてい

て、緩やかなつながりを志向しているんだなというのもすごく感じました。私自身はこれは

すごく面白いなと思ったんですけれども、Black Lives Matter の運動とか、私もいろいろ

とデモに参加しているんですが、シュプレヒコールはアメリカのデモだと当たり前で、みん

なでワーッとやるんです。日本が集団的社会といわれていてアメリカは個人主義社会とい

われているのに、何でこのシュプレヒコールについては全然反応が違うのかというのはす

ごく面白いなというふうに感じています。 
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 そして、じゃあ何が参加を促したのかというところの分析に入っていきたいんですが、や

はり 1 つの大きなモチベーションというか要因というのは感情だなというのは思いました。

参加者の多くは 2019 年 3月に立て続いた無罪判決、それに対して Twitter上で抗議をして

いる人に対して弁護士から冷ややかな対応があったりとか、そういったものに憤慨して参

加している方がすごく多いなと。怒りの感情というのが大きな参加要因になっているなと

思いました。ただ、感情が高まるだけではやはり参加に結び付かないと思うんです。そこに

いろんな要因があるからこそ参加に結び付くなと思ったので、他の要因も分析していきた

いと思います。 
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 その 1 つ目が戦術なんですけれども、フラワーデモの戦術というのが、参加者が花を持

ってくると。そしてその場にいて人の話を聞くだけですごく完成されるというか、花を持っ

てきて人の話を聞くだけというところで、でもすごくそれが立派な参加になっているとい

うのが大きいと思いますということを語ってくださる方が結構いらっしゃいました。 
 花の効果なんですけれども、花についてどういう効果があるかと考えていると、やはりデ

モの怖さを和らげる効果があるというふうに捉えていらっしゃる。そしてその場の一体感

をやっぱりつくってくれる。みんなが花を持っていますので、同じ思いを持っているんだと

いうことを花を持つことで示すことができるというのをおっしゃってくださいました。 
 やはり、あとは通りを歩かなくていい。普通のデモだと練り歩くと思いますので、そうで

はない。プラス、顔を見せなくていいですし、負担が軽いというのはおっしゃっていました。 
 性暴力の経験や自分の気持ちを聞き合い、共有できる場が今までなかった。それができた

ということ。そして対外的 PR も両方できるというところが戦術として優れているのかなと

いうふうに思います。また、シュプレヒコールが一切ないというのも参加しやすさです。 
 地域では被害者が話しにくいということもありますので、語りがしにくいというのもあ

りますので、スタンディングをするというオプションも提示したので、選択肢があるデモと

いうのも良かったのかなと思います。 
 あとは、これはインタビューをした方から、「私もできそうだと思った」ということを言

う方がすごく多くて、フラワーデモをするのに専門的な知識とか技術が不要に見える。いろ

いろと必要だとは思うんですけれども不要に見えるというか、一見大丈夫だと、できそうに

見えるというのがすごく強みだなというふうに思いました。 
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 参加し続ける背景なんですけれども、やはり自己効力感を感じている方がすごく多いな

と思います。見えない性暴力被害をデモ参加によって可視化できたということ、自分が 1人
加わることによって力になっているということを感じている方が多いなと。そして自分の

経験を聞いてもらえる。また人の話を聞いてあげられる。多くの方が「今までにない温かい

場でした」と。デモの活動の場で「温かい場でした」というのは、すごく、聞いたことがな

かったので、とてもユニークなことだなというふうに感じています。 
 少人数でやっている地域、本当に 2人とか 3人でやっている地域もあるんですけれども、

この地域で誰も今までそんなことをやっていなかったので、なので少人数であっても意義

を感じているという方もおられるなと思いました。 
 また、一体感を感じていると。性暴力被害者が置かれている理不尽な状況について語り合

って気持ちを共有できる場が今までなかった。なので、初めてそういう場と人々に会ったと

いう一体感を感じられる場所になっていると。でも、その後に何かをするわけでもないので、

後腐れなくその場で終わっていくコミュニティーというのも気持ちがよくできている。一

体感を感じつつ、ややこしい人間関係がない状態になっているというのが面白いなという

ふうに思いました。 
 そして最後に学びの機会なんですが、これは特に男性参加者から上がった声ですけれど

も、性暴力について学び、ジェンダーバイアスといった意識を変えることができる機会だと

いうふうに捉えている方が多いなと感じました。 
 

 

 
 フラワーデモの何が参加を促したのかという意味で、組織運営のところなんですけれど

も、組織運営においてもかなり参加を促す要素があるなと感じています。1 つ面白いのは、
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刑法改正は一応掲げているんですけれども、フラワーデモとして明確にこれですという目

標を持っていらっしゃらない。それに対してはいろんな意見があって、やっぱり目標を持つ

べきだというふうに考えていらっしゃる方もいるなと思ったんですが、「ないことによって

それぞれの目的を持って参加しやすかった」というふうに言っている方もかなり多くいら

っしゃいました。人々が集まり共有する場をつくる、気持ちを共有する場をつくったという

ところが目標なのかもしれませんが、あとはそういったこともあったので、政治的に知識を

持っていなくてはならないという参加のハードルが下がったのではないかなというふうに

も思います。 
 組織デザインなんですけれども、一応東京を中心に広がっていて情報が集まるようにな

っているんですが、かっちりとした組織になっていません。主催、地域で主催したい方はホ

ームページ経由で連絡してサポートを受けるという形になっているんですけれども、それ

以上、情報を共有するというサポートをするという以上のことはしていらっしゃらないと

いうのが面白いなと思います。長期的に続く組織をつくる意図を持たずに活動をしている

ところとか、場の安全を優先するために動員を狙っていないと。なので、動員を既存組織に

依頼して行っていないというのもすごく特徴的です。なので、参加者の多くは大体「Twitter
を見て来ました」とか、「人のつながりで来ました」、「人のつながりで来ました」という方

が多いと思います。 
 地域で主催したい人は、先ほど言ったとおりホームページで連絡をすることになってい

るんですけれども、最低限守ってほしいルールとか、そういった以外はもう全て地域に運営

が任されているので、オーナーシップを感じられるような形になっていると思います。 
 また、最後に面白いなと思ったんですけれども、そこまで洗練された活動ではないために、

ちょっと言葉を選ばずに言うと、ちょっと素人がやっている活動なので、人々が参加する意

義とか自分の役割を見つけやすい。これはすごく社会運動の上で大事な要素だなというの

は感じました。 
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 先ほどちょっと平均参加者で見せましたけれども、どうしてある地域は参加者が多くて

ある地域は少ないのかということなんですが、全体的に地域で開催すると、東京を除いて初

回にはたくさん人が集まるけれども、それ以外は結構減少していくと。これはどの社会運動

を分析しても、大体初回はぼんと上がってその後に下がっていくというのは普通にあるこ

となんですけれども、やっぱり名古屋とか鳥取とかを見てみると初回以降も人が増えてい

る傾向があったりします。そしてコンスタントに人が集まってくる。これらの地域では何が

起きているのかなと見てみると、Twitter の告知だけではなくて、主催者とか主催チームが

これまでの人的ネットワークを最大限に生かして参加者をリクルートしている傾向がある

なというのは感じます。それは、地域、地域の方針にもよると思うんですけれども、こうい

うことを採用している地域はすごく人が集まっているなというふうに感じます。そしてリ

ーダーシップチームとして主催チームがあるところもやっぱりコンスタントに人を集めら

れている傾向があるかなというのはちょっと分析しています。 
 

 

 
 では、ここまではちょっと分析結果をばーっとお話ししましたが、今回はコミュニティ・

オーガナイジング研究会ということもあるので、コミュニティ・オーガナイジングの観点で

フラワーデモが成功した理由というのをちょっとお話ししていきたいと思います。 
 先ほど紹介したスノーフレークリーダーシップというのがあると思いますが、まず 1 つ

目の成功の理由というのが、スノーフレークリーダーシップができていることかなという

ふうに思います。スノーフレークリーダーシップができた理由というのは、花を持って集ま

るという分かりやすくて負担が軽いアクションをまず提示できたと。中心的な存在、東京の

北原さん、松尾さんという存在はあるんですけれども、その人たちが地域の開催をサポート
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はするんです。地域に、初めてのところは出向いて行ってサポートしたりとか電話で話した

りとか、いろいろなサポートはしているんですけれども、それ以上は介入しないと。なので、

地域にオーナーシップがあって、プラカードを作ったり、アフターお茶会とかをやってみた

りとか、創造性を発揮できるようになっているというのがあると思います。特に、やはり各

地域で声が上がることが大事だと。この地域で性暴力がないことになっているというのを

何とかしたいという人たちが、やはり東京だけで終わらず地域でアクションできたという

ものが大きいと思います。 
 そして 2 つ目が既存の関係性を生かす大切さということで、先ほども名古屋、鳥取でど

うして人が増えているか、人がコンスタントになるかというと、やはり今までの活動、今ま

での活動で培ってきた関係性を生かして毎月来てもらっているというところは参加者数が

多いなというふうに感じています。 
 そしてリーダーシップチームが、1人でやっているというところはやはりなかなか人が集

まらないなというふうに感じるんですけれども、チームを組んでいるところというのはそ

れなりに人が集まるような傾向はあるなと。まだ分析途中ですけれども、こういうことを感

じています。 
 

 

 
 コミュニティ・オーガナイジングの矛盾なんですけれども、先ほどコミュニティ・オーガ

ナイジングの戦略のところで、分かりやすい達成できそうなゴールを持つことがとても大

事であると。今回のフラワーデモは明確なゴールがないから参加しやすいということがあ

って、すごく面白いなと思ったんです。1 つの理由としては、運動することで何かを勝ち取

るとか実現することに慣れていない、私たちは慣れていないと思うんです。日本にいるとそ
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ういうことはあまり見ていないので。そういう人たちにとっては、気持ちを共有できる場と

いう、そういう人たちと出会える場というのがある意味変化のゴールだったのかなという

ふうに感じています。 
 もう一つ、組織的な活動に参加したくないという声はそれなりにありまして、特に年代層

が上のほうがそういう声が強いなと思ったんですけれども、運動を継続し広げ、具体的な成

果を得るにはやっぱり組織は欠かせないなというふうに、どの社会運動の分析をしてみて

も組織が全然ないところというのはやはり継続した変化というのは難しい。一瞬の変化は

できるんですけれども、その後にその変化を継続したり、望ましい社会の方向に持っていく

というのがやはり難しいなというのは感じています。フラワーデモも組織がないわけじゃ

なくて、ある程度の組織があるから運営できていると思うんです。なので、やっぱり緩やか、

自由に出入りができる運動組織の形を打ち出して実践していくことが、コミュニティ・オー

ガナイジングを実践する社会運動の側に求められているのかなというふうに思います。 
 もう一つ、フラワーデモの特徴だなと思ったのが、参加者と積極的な関係構築を行ってい

ないんです。それは、やっぱり性暴力というテーマもありますし、それが後腐れがない一時

的なコミュニティーをつくっていて、それがいいというのもすごく分かったんです。それは

それでいい点なんですけれども、逆の点として、やっぱり運動の継続と広がりをつくる上で

は難しさも抱えているのかなというふうに感じていて、それをどういうふうにこれから折

り合いをつけていくのか、つけないのかというのも考えていきたいなと思っています。 
 

 

 
 ちょっとすいません。あとは最後に社会運動論的な観点なんですけれども、社会運動論と

いうのは特に欧米を中心に運動論学を構築されてきているわけなんです。その中で私自身
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もやっぱりアメリカにいて英文で出版をするということ〓なので〓何か介入ができないか

なと、新しい視点を提供できないかなと思っているんですけれども、その中で今、私自身が

感じているのは、従来の西欧型の抗議活動、デモというのは争い型、けんか腰というか、英

語で言うと contentious と言うんですけれども、日本語でなかなかいい言葉がなくて、

contentious であればあるほどいいと。そうなれば、contentious であればあるほど政治家

から、政治家とか意思決定者にプレッシャーを与えられるし社会変化が起こせるというふ

うに考えています。メディア、学会からも注目されるというふうになっているんですけれど

も、フラワーデモは決して争い型、けんか腰なデモはない。温かい場をつくっているデモだ

と思うんです。でも裁判の結果とか刑法改正には確実に影響していると。これはすごく、あ

る意味、社会運動論から矛盾だと思うんです。なので、私が訴えたいなと思っているのが、

争い型でなければデモは効果がないというのは違うんじゃないかと。いろんな形でその声

は表現できるんじゃないかなというふうに考えています。 
 ただ、フラワーデモでやっている内容というのは、ただの平和的なデモだけじゃなくて、

内容は極めて挑戦的だと思うんです。今まで話していなかった性暴力被害者が公の場で自

分の経験を初めて話す。それを全く語られていなかった世界、社会で話すというのはものす

ごく挑戦的なことだと思うんです。これは私自身の経験にも重なりまして、2017 年のキャ

ンペーンのときも性的同意を、今まで全く日本で話されなかったことを大学生がキャンパ

スで語る、学ぶということをやると、やっぱりすごく反応があったわけです。なので、日本

という社会運動に優しくない国では、多分、活動家の人たちがどうやったらもっと人が参加

してくれるんだろうということを考えて、創造的でしかも挑戦的な内容、戦術運動論という

のを、運動の方法というのを編み出せるような土壌が実はあるんじゃないかなというふう

に考えていますし、フラワーデモをはじめ日本の運動はけんか腰ではない、contentious で

はない運動やデモを打ち出すことで民主主義を深める形を、1 つの可能性を提示しているん

じゃないかなというふうに考えています。 
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 最後に今後の展望なんですけれども、展望というか計画です。これからの計画なんですが、

来年中に学術論文として英文ジャーナルに提出したいなと思っています。これがちょっと

うまくいくかどうか。頑張りたいと思っています。そして将来的にこれも博士論文にしてい

くんですけれども、日本と他国の政治文化、社会運動の違いを比較する定量研究を追加して、

日英文で現代、日本のフェミニズム運動から社会運動を学ぶというような本を出版したい

なと思っています。まだ、先ほどちょっと言ったとおり、75 人ほどインタビューをしたい

んですが、まだ 55人ぐらいしかインタビューができていないので、20人ほどまだフラワー

デモを主催している方、フラワーデモの参加者の方にインタビューをさせていただきたい

と思っています。なので、協力できるよという方はぜひご連絡をお願いします。 

 
以上です。どうもありがとうございました。 
 
 
（質疑応答）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
司会： 
 鎌田さん、ありがとうございました。おおむね 1 時間弱ですか。でお話しいただきまし

た。すいません。冒頭にお伝えすればよかったんですけれども、今回はまだ執筆中の研究に

関するデータも含まれていたので、資料はこの場では画面共有のみでということで行わせ

ていただいております。 
 では最初は、幾つかもう既に質問が来ているんですけれども、せっかくなので研究会のメ

ンバーから質問を投げ掛けていただければと思いますが。まず、せっかくなので僕がちょっ

とお話を伺いながら感じたことを話しつつ質問をしたいなと思っています。 
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 まず最後の点です。フラワーデモは contentious ではなく新しい運動の在り方を示してい

るのではないかというところがとても面白いなと思って。じゃあフラワーデモの掲げてい

るメッセージというのは contentious ではないのか、そこがどうなのかなと思ったんですけ

れども、何かメッセージ自体はある意味 contentious なメッセージでもあるのかなと思っ

て、そういった意味ではフォームというか様式、活動の様式が contentious ではないという

ことなのか、そこは鎌田さんはどうお考えなのかを教えてもらっていいですか。 
 
鎌田： 
 はい。私もこの整理をしながら、まず contentious の定義をちゃんとしなきゃいけないな

と思ったんですけれども、掲げているメッセージは contentious というか、今までの在り方、

社会の在り方にチャレンジ、異議を申し付けるものなので、やっぱり contentious だと思う

んです。ただ、やっぱり司会者さんの言うとおり、やり方自体は何かぶっ倒せみたいな感じ

じゃないというか、そうではないところが大きいと思います。 
 
司会： 
 例えばじゃあハンガーストライキみたいなものもありますけれども、それはここで言う

似たようなものなのか、つまり contentious ではないものと考えていいのか、どういうふう

に、つまりフォーマットとして contentious じゃないということがここでのポイントなの

か、その内容なのか。つまり、例えばもう少し、よくコンフリクトをベースとしたオーガナ

イジングもあれば、もう、よりコンセンサスを目指すようなオーガナイジングもあると思っ

ていまして、そういう意味では、必ずしもこのフラワーデモはコンセンサスを目指している

というよりも、やっぱりコンフリクトを前提としているんじゃないかなというふうに思っ

たんです。メッセージとしては、社会に対する、発信しているメッセージとして。ただ、フ

ォーマットというかフォームというのは、より非暴力的なというか、非暴力だとちょっと違

うかなと思いますけれども、あまりアクティブではないというか、例えばハンガーストライ

キとか、どこかの前に、どこかの前に居座るみたいなものはもう少し、よりアクティブなも

のになるのかもしれませんが、そこら辺の何かメッセージの運動が目指すものとして、より

コンセンサスベースのものかコンフリクトベースのものかという整理と、そのアクション

の様式としての、ここで言う contentious なものとそうじゃないものとというのがあるのか

なとか、何かお話を伺いながら考えていたんですけれども。 
 
鎌田： 
 そうですね。なので、そこの整理が多分今までの社会運動論でもできていない、そこまで

あまり意識して整理していないのかなと思うので、何でもかんでも contentious というふう

に、例えばプロテストとデモンストレーションを、交ぜて使っちゃっていることが多いと思

うんです。英語の内容で、プロテスト、抗議活動ですか。デモンストレーションはただのシ
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ョー、デモンストレーションなので見せてみせるということなんですが、それをもうちょっ

とうまく使い分けられていない。そこの辺の整理を、こういった活動をベースにすることで

できるかなというのは思ってはいるんですけれども、まだ、さっき言っていた contentious
という言葉自体も、ちょっと私はもう少しどうやって使われているのか、もう少し考えなき

ゃなとは思っているんですが、多分、もうちょっと言うと、confrontational ですか。対立

型というのではないというのは、このフラワーデモとかを見ていてもすごく明らかだなと

思うんです。ハンガーストライキは、ある意味平和的な様式かも、平和的というか

contentious っぽくなく見えるかもしれないけれども、でも confrontational ですよね。対

立をあおっているというか、「あなたが言っていることはおかしいから私は断食します」と

いうことなので、すごく対立型だと思うんですけれども。フラワーデモも社会に異議は申し

ているけれども、誰かを敵にしているわけじゃないというところが、敵をつくっていないと

いうんですか。そういうところも 1 つ違うのかなというのはちょっと思っています。 
 
司会： 
 敵はつくっていないんですね。 
 
鎌田： 
 誰かが悪いとは言っているわけじゃないというんですか。「政府がおかしい」とかと言っ

ているわけじゃないという形ですか。 
 
司会： 
 じゃあ、それは例えば法改正を進めない、一方でロビイングをしているというのは政治家

の人たちには変化を促しているということですよね。そこは別に、政治家の人が変えないか

ら進まないんだということではなくということなんですか。そこは政治家の人も仲間とし

て一緒に考えられたと。 
 
鎌田： 
 そうですね。はい。そういう形だと思います。なので、敵、「あなたたちがちゃんとやっ

ていないから駄目なんだ」じゃないというところですか。 
 
司会： 
 確かにそれは、そういった意味では新しいような、一方でそれは効果的なんだろうかとい

うふうにさっきのアメリカの研究だと突っ込みが出てきそうな気もします。そこら辺が研

究に期待したいというか、面白いんだろうなと思うところです。ありがとうございます。 
 では、少し研究会のメンバーからも質問が挙がっているので、じゃあ先にフォームに入れ

てくださった研究会のメンバーで参加者 A さんはいかがでしょうか。 
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参加者 A：  
 すいません。よろしくお願いします。 
 
鎌田： 
よろしくお願いします。 

 
参加者 A： 
フラワーデモのお話は面白いなと思って伺っていたんですけれども、昔、社会運動の勉強

は僕もしていて、かつてはよくヨーロッパのほうだと新しい社会運動の議論が盛んで、アメ

リカだと資源動員論だとか政治的機会構造論だとか、かなり戦略的な議論というのが非常

に強かったというようなことがよくいわれていたと思うんです。多分、社会変革のどこをタ

ーゲットにするかによってかなり運動のやり方は変わってくると思うんですけれども、多

分フラワーデモというのは、どちらかというとやっぱり新しい社会運動っぽく聞こえたん

です。どちらかというとやっぱり価値観だとか意識を変えていくというところにかなり効

くのかなと思ったんですけれども、逆に言うと、フラワーデモが本当に政治過程とか政策過

程でどう変革を起こせたのかということをどう実証するかというところが多分アカデミッ

クにやろうとすると問われるところで、そこが結構いつも難しいんです。だからロビイング

の社会運動論をやるときに、そこがいつも政治学と社会学のはざま的な領域で、それを現実

に本当にそれが、フラワーデモが実際に動かしたんだということをどういう、政策が変わる

ということは結構ブラックボックスじゃないですか。そこをどう分析するのかという話に

なると、多分政治家のインタビューだとかもかなり丹念にやる必要というのが出てくるの

かなという感じがしました。 
 それと、あともう一点は、やっぱりコミュニティ・オーガナイジングの議論とはちょっと

違ってくるのかなというのは、やっぱり最後のほうのスライドとかでもそうだったんです

が、僕もちょっとコミュニティ・オーガナイジングはイギリスのほうの本の翻訳とかもした

んですけれども、やっぱりかなり対決の構図自体ははっきりさせますよね。やっぱり具体的

な意思決定の場に引きずり込んでいくためには、ある程度敬意を持った対決の構図をどう

可視化するかみたいなことを結構しっかり出すケースが多いような気がしていて、そうす

るとやっぱり既存のコミュニティ・オーガナイジングの議論だとちょっと適用しにくい議

論なのかなというふうに思ったんですけれども、その辺りはどんな感じでお考えでしょう

かというのが質問です。 
 
鎌田： 
ありがとうございます。すごくいい視点を頂いて。まず政治過程への具体的な影響なんで

すけれども、やはりそれをきちんと示す、フラワーデモがアウトサイダーとしてどのぐらい
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政治過程に影響したかというのは、やっぱりかなり証明は難しいなとは思います。今、本当

にそういうことを私のアドバイザーたちからもいろいろと、どこまでやるかを検討してい

るんですけれども、今ちょっと考えているのは、Spring というロビイングを実際にやって

いる人たちには話を聞けるので、やっぱりちょっと聞いていると、ロビイングをしていると

フラワーデモの話が出たりするらしいんです。なので、そういうところからどのぐらい政治

家に影響が出ているかというのはまず聞けるかなとちょっと今思っているのと、やはりそ

こを突き詰めたいのであれば、そのキーとなる政治家、国会議員にインタビューは必要かな

というのはやはり今、参加者 A さんのお話を聞いて、質問を聞いて思いました。 
 あとは、コミュニティ・オーガナイジングの議論からちょっと離れるんじゃないかという

ところは、私はあまりそれは思っていなくて、アメリカとかイギリスのコミュニティ・オー

ガナイジングはやはり対決型だと思うんです。敵をしっかり見つけてそこに対してプレッ

シャーをかけていくということに重点を置いている戦略をつくっていると思うんですが、

コミュニティ・オーガナイジング自体はやっぱり地域で協力して何か 1 つの、例えば子育

て、デイケアをつくるとか、そういうことも、子ども食堂をつくるとかもパワーウィズ方の

コミュニティ・オーガナイジングだと思いますし、日本の場合は意思決定者というのがまず

はっきりしないというところもあるので、私自身もロビイングをしていてすごく思ったん

ですけれども、誰が決めるのかよく分からないと。なので、やっぱり敵がつくりにくいとい

う現状もありますし、その日本の文脈に合った戦略をつくっていくというところで、明確な

敵をつくらないほうが実は周りの協力を得られてやっていきやすいという考え方かなとち

ょっと最近思っています。 
 
参加者 A： 
どうもありがとうございます。 
 
司会： 
ありがとうございます。では続いて参加者 B さんの質問に行っていいですか。直接聞い

てもらってもいいですか。 
 

参加者 B： 
お話をありがとうございました。今回のお話だけではなくて、この黄色の本を読ませてい

ただいて非常に面白かったので、この本にも関連した話を伺いたいんですが。 
 

鎌田： 
ありがとうございます。 
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参加者 B： 
旧来の社会運動とコミュニティ・オーガナイジングの違いがどこなのかというのが僕の

中でまだよく分かっていないところがあって、例えば琵琶湖のせっけん運動とか古い社会

運動はいっぱいあるわけです。あるいは労働組合運動だとか、そういうものと何かどう違う

のか。僕が特に気になるのは、例えば数年前にあった SEALDs の運動が、団塊の世代が入

ることによってぐちゃぐちゃになっていったというのがある種、新しい社会運動と旧来の

社会運動の違いのような気もするんですが、その辺りについてはどのようにお考えなのか

のご意見が伺いたいというのが 1 つと、それから 2 つ目が、他人事の問題をどう自分事に

変えていくのかというのをコミュニティ・オーガナイジングの視点ですごく知りたいとこ

ろがあって、性暴力もそうかもしれないんですが、例えば私が少し興味があったり関わりが

あるところで言ったら、例えば精神病院における虐待問題であるとか、あるいは子育て中の

ママさんの支援だとか、一部の人にとっては非常に興味はあるけれども全体にとってはそ

んなに興味がないという人もいるような、そういう局所的とは言いたくないんだけれども、

より多くの人が共感や関心を持っていない課題を他人事から自分事に変えるにはどうする

のかというところが非常に興味があるんですが、その 2 つについてコメントを頂ければう

れしいです。お願いします。 
 

鎌田： 
ありがとうございます。なかなか鋭いご質問で、どう答えようかなと思ってしまったんで

すが、まず旧来の運動とコミュニティ・オーガナイジングがどう違うかというのは、違わな

いところもすごく多いと思うんです。 
先ほどの SEALDs の活動が旧来の人たちが入ってぐちゃぐちゃになったというのが、私

もどうしてそうなったのかは、私は当事者の話を聞いていないので分からないんですけれ

ども、1 つ今回のインタビューから聞こえてくるのは、純粋に運動していた旧来の運動もや

っぱり普通の運動だったと思うんです。でもそれが組織になったときに、組織を維持しなき

ゃいけないと。そうすると人を増やさなきゃいけない。人、社会を変えるということよりも、

人を増やして組織を維持することが目的になってしまって、無理やり人を勧誘するとか、友

達に、何か「もう仲間だよな」みたいな、何かそういう価値観ベース、思いベースではない

ような形でやっぱり運動が発展して組織になったというところがあるのかなと。だから、そ

ういうのが無理やり感というのを生み出しているのかなと思います。コミュニティ・オーガ

ナイジングはやっぱり価値観ベース、思いベースであり、また課題とかに対して一緒に具体

的な課題をやっていこうという考え方なので、そこが組織の維持とぐちゃぐちゃになって

くるのかなというふうには思います。 
 あともう一つ、局所的に影響を受けている人たちはいるけれども、その人たちはその問題

をどうしてみんなの問題にしていくかというところなんですけれども、これは私も本当に

答えがないですし、性暴力も実はそういう要素が少しあったんです。やっぱり一部の人だけ
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に起きている、かわいそうな人たちに起きている、特に女性に起きている問題だというふう

に捉えられていたんですけれども、そこで工夫したのが、やっぱりそれは男性であれば、「あ

なたのパートナーとか大事な家族、妹さんとかお姉さんとか、おばさんとかお母さんとかが、

もしかしたら黙っているけれども被害を受けているかもしれないですよ」ということを言

ったりとか、男性もやっぱり子どものころに虐待を受けている性虐待を受けている方がす

ごくいっぱいいると思います。そういうところを言ったりとか、あとはセクシュアルマイノ

リティーの方とかはやはりすごく被害を受けるところが強いので、そういうことをちゃん

と発信するようにはしていました。なので、見えないけれども実は私たちに影響しているん

だというところをいかに伝えていくかというのが 1 つ大事かなとは思います。 
 あとはやはり、当事者の語りというのはやっぱりすごい強いなと思います。私自身も国会

議員に会ったときに、性被害者の人たちが話すのとデータで持っていくのとは全然反応が

違っていたんです。データだけで話すと、もう頭でっかちな議論になっちゃって、「いや、

それは無理、無理、無理」みたいになっちゃうんですけれども、やっぱり被害当事者の人た

ちが自分のストーリーを語り出すと、「ああ、そんなことが起きているんだ」、「そんなひど

い思いをして生きてきたんだ」ということで、そこで心がつながって開いていくので、やは

り当事者の人たちが勇気を持って自分の体験を語っていくことによって、やっぱり人は想

像できる能力があるのが素晴らしいと思うので、そこへつながっていけるんじゃないかな

というふうに思います。 
 
参加者 B： 
ありがとうございました。 

 
司会： 
ありがとうございます。今の参加者 B さんの整理、2 つの質問にちょっと関連して、まず

1 つ目の質問と関連するかなと思う質問で、参加者 C さんに質問してもらおうかなと思い

ますけれども、話せますか。 
 

参加者 C： 
ありがとうございます。すごい興味深い発表をありがとうございます。私が聞いていて思

ったのが、例えば 2017 年のアメリカであったウィメンズ・マーチを見たときに、どれだけ

ゴールを達成したかというよりも、参加者の女性たち、あるいは参加したさまざまな人たち

が参加の過程を経て、自分自身のアクティビズムだったりとかポリティカル・アイデンティ

ティーだったりとか、コレクティブなアイデンティティーの形成が生まれて、それによって

各地で活動が続いたりだったりとか選挙に立候補したりだったりとかというところが影響

に考えられるのかなと思って。今回のフラワーデモを考えたときに、参加したことによって

参加者の中での自分自身のシチズンシップだったりとか、アクティビストとしてのアイデ
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ンティティーだったりとか、そこら辺の変化とかというのは見られたりしたのかなという

のがすごいちょっと気になりました。 
 

鎌田： 
すごいいい質問をありがとうございます。そこを話していなかったなと思ったのであり

がたいです。やはり参加、デモに特に初参加した人にとっては、デモはこんなふうに気軽に

参加していいんだと。今までやっぱり政治に意見がないといけないとか、何かすごくしっか

りとはっきりとした意見を持っていないと参加しちゃいけない、関わっちゃいけないと思

っていたけれども、あとは怖いんじゃないかという意識があったけれども、こんなに気軽に

いいんだと、していいんだというのはやっぱりすごく多くの方が言っていましたし、これか

ら自分が賛同するデモとか何か発信の機会があったら参加したいなという方も多いなと思

いました。 
やっぱり今まで何にも社会活動をやっていなかったという方が、フラワーデモをきっか

けに少し始めたり、何か、例えば「自助グループを始めました」という方がいたりとかもし

ましたし、市民社会の幅を広げる役割も担っているなというのは感じます。 
 
司会： 
ありがとうございます。では、少し先ほどの参加者 B さんの 2点目ともつながるのかな

と思うんですが、参加者 D さんから質問、コメントですか。よろしいでしょうか。 
 

参加者 D： 
お世話になります。 

 
鎌田： 
お世話になります。 

 
参加者 D： 

2 つ、3 つあるんですけれども、1 つ目は司会者さんのところに書いていないことなんで

すが、自分が A 県で活動しているときには境界をはっきりさせないというのをすごい大事

にしていて、要するにそうじゃないと広がっていかない感じがするというのと、人によって

負担ができる範囲も全然違うので、最後は水が染み込んでいる先端みたいな感じで緩めに

するというのをすごい大事にしているんです。だから、何かかちっとした団体というよりは

地域そのものになっていこうみたいな感じなんですけれども、その辺が先ほどの境界をは

っきりさせるというのとちょっと違うなと思ったのでコメントを頂きたいなというのが 1
つです。 
 それから、それと同じぺージというか同じところなんですけれども、共感でつながるとい
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うのをすごい強調されて、当事者運動はそうなんだろうなと思いつつ、先ほど最初に質問し

た参加者 A さんとも僕は近いんですけれども、コミュニティ・オーガナイジングは自己利

益につながるというのが僕はすごい大事だと思っていて、利益が結構違っていても一緒に

できるよという、要するに相手のことを一生懸命考えると、それぞれ自己利益は違うけれど

もできるねというふうに思っているので、だから共感ベースだと逆に感情的になっちゃっ

たり、したりとかしちゃうんじゃないかなと僕は思って、共感できる人とできない人みたい

な感じで、その意味で自己利益ベースで考える方を土台にしたほうが強いというか広がる

というか、というのが僕が思っていたことです。 
 最後は、ちょっと今日のお題が日本では社会運動は育たないのではないのかみたいな話

だったんですけれども、やっぱり普通に日本人、私は以前国際研修みたいなところの現場に

いたときもあるんですけれども、やっぱり日本人は圧倒的に質問しないとか発言しないと

か、そういう自分の言っていることがちょっと異論じゃないのかなとかとすごく考えます

よね。それは日本における集団のつくられている原理がもともと違っていて、社会運動以前

に日本の集団形成の原理が随分違うんじゃないかなと。すごい簡単に言うと、お上には無意

志的に立てついちゃいけないというふうになっているし、お上は無意志的に判断しなきゃ

いけないみたいな感じで。 
 私は A 県で、ご存じのとおり、A 県はリニアの問題を、県内では多数派、多分反対派が

むしろ多数派なんですけれども、「いやいや、何で A県はお上に立てついているの」みたい

な感じだし、A 県も多分空気が変わってきたのは最大メディアの A 県新聞が論調を変えた

からだと思っているんです。だから、みんなが空気を読んで自分の発言をし出す。 
 だからそういう意味で、社会運動が何で日本で育たないのかということを考えたときに、

今日のお話を伺っていると、別に日本だからみたいな話はあまりなかったんですけれども、

そういうところを踏まえると、逆にこのフラワーデモというのは、ある意味すごい僕は日本

的だと思っていて、さっきの敵をつくらないもそうなんですけれども、実は僕は犯罪学で、

犯罪学の立場から言うと、犯罪者は普通は悪い人じゃないですか。性的同意はマジョリティ

ー、男性の性的観念もかなりマジョリティーにぶつかっている気がして、あり得ると思うん

ですけれども、確かに運動を起こす上で語っていったりするところも非常にハードルがあ

ったとは思うんですけれども、やっぱり誰が見ても悪い人みたいなものを、権力じゃなくて、

と戦っている運動は共感しやすいなと思って見ていたんです。 
 逆に僕なんかは加害者支援の立場に近いので、正直言うといろいろともやもやしたとこ

ろもありましたけれども、でも、そういう意味でやっぱりこの運動は、さっきのお上に立て

つくような要素が非常に弱くて、そういうふうに意図的に仕立てたのか、もともとそういう

問題がそもそも最初からそうであったのかみたいなこととかもちょっと気になっていると

いうことで。2 つ目はちょっと最後のポイントはうまく整理してしゃべられていませんけれ

ども、ちょっとフラワーデモの位置付けみたいなことが、僕はすごく、だからうまくいった

んだろうなと思っているみたいなことで、ちょっとコメントを頂ければと思います。 
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鎌田： 
ありがとうございます。最後、ちょっと最後から戻っていきたいと思ったんですけれども、

最後のフラワーデモの立て付けがどうだったのかというところですけれども、やっぱり大

きいのは裁判の判決を受けたときに多くの人がこの判決はおかしいと思って、特に被害者

の人はもう自分が否定された気持ちになったというときに、やっぱり「それはおかしいよ」

と言う場をつくったというか、あとは With You というハッシュタグを特に使っていたんで

すけれども、あなたと共にいますよという、他者を支える気持ちで最初はつくったというの

がすごく特徴的だなというのは思いました。なので、政府がおかしいから、裁判官がおかし

いから裁判官「あらっ」というわけじゃないですよね。やっぱりあなたを支えるよという気

持ちから生まれているのが、やっぱりすごくそういう意味では日本の文化に合っているメ

ッセージだったんだなというのは思いました。 
 それを意図的にやったのかというと、そこはちょっと私は意図的というよりはそういう

ことが必要だと思ってやったというふうに私は感じています。やっぱり圧倒的に日本にそ

こが欠けていますよね。被害者が声を出せる場所もないし、そういう社会でもないという中

で、その場をつくっていく必要があるというふうに感じられたんじゃないかなというふう

に思っています。 
 それと、共感でつながるのと自己利益でつながるところなんですけれども、これはどっち

がいいとか悪いとかというよりは、私も、私の中の自分の整理をちょっとお話しすると、共

感でつながるのは、特に感情でつながるわけじゃなくて価値観というんですか、性暴力はや

っぱり良くないとか、そういう大きな思いでつながっていくという。その価値観を持つ背景

には感情がつながっているので感情も関わってはくるんですけれども、もうちょっと抽象

的な社会正義であるとか、そういう価値観というところが大きいんじゃないかなというふ

うに思っていまして、自己利益というのは、私の整理だと関心に落ちていくのかな。さっき

もちょっと関係構築のところで少しお見せしましたけれども、価値観をベースにして関心、

共通の関心を生み出していって、それでお互いの資源を出していこうというふうに考えて

いるので、そこが自己利益とちょっと重なる部分があるのかなというふうには考えていま

す。 
 あとは、その自己利益というのも、多分アリンスキーとかそういう人たちが言っているの

は、自分の利益だけじゃなくて自己利益は他者の利益にもなることを見いだしていくとい

うことを言っていると思うので、そういうところからも価値観と自己利益と何か重なる部

分がすごくあるんじゃないのかなというのは私自身の考えで、どっちのほうが説明しやす

いか、どっちのほうが人に入りやすいかはそれぞれかなと思っていて、やりやすい形で伝え

ていくのがいいことなんじゃないかなというふうに捉えています。 
 もう一つの最後の、ここはすごく私も今、悩ましいなと思っています。境界をはっきりさ

せない、させるというのは、これはもう運動していく上での継続的な悩みなんじゃないかな

と思っていまして、おっしゃるとおり、境界をはっきりさせると、それこそ固い組織になっ
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てしまいますし人が参加しにくくなってしまうなというのは思うんです。ただ、逆にすごく

大事なことを決める会、例えば運動の中心となっている会が、そういう場だとやっぱりいろ

んな人らが入ってきて何にも決められなくなっちゃうというのもあるので、どこの場をち

ゃんとした会にしてちゃんとした境界線を引いて、どこは緩くしていくというような濃淡

がやっぱり必要なのかなと思ったりはしています。そこはちょっと今後考えていきたいな

と思っているので、すごくいい質問をありがとうございました。 
 
参加者 D： 
ありがとうございました。 

 
司会者： 
ありがとうございます。あと 30 分ぐらいですが、まだまだ質問があるので、今のところ

研究会のメンバーを中心に質問してもらってきましたけれども、皆さん、どうぞ、難しい質

問だけでなくて気軽に質問してもらえたらと思いますし、あと 10 分ぐらいはまだ質問を受

け付けられるかな。その中で整理して質問していただけるかなと思いますので、どうぞ話を

聞きながら感じたことなどを質問していただければと思います。 
 あとは鎌田さんの研究に関する質問もありますし、コミュニティ・オーガナイジングのも

う少し戦略、戦術的なことに関する質問。 
あとはフラワーデモの参加者 E さんから、もう少しデモの実践に関することや調査内容

に関する質問なんかも来ていますが、まずはもう少しこの研究のところから掘り下げてい

ければなと思っているので、それじゃあ参加者 F さんから質問してもらっていいですか。 
 
参加者 F： 
はい。ありがとうございます。華乃子さん、お久しぶりです。どうもありがとうございま

した。ほとんど参加者 D さんがお話、質問してくださったことにご回答を頂いた内容で私

の問題意識はクリアになったかなというふうに思ったんですけれども、私も価値観でつな

がるという、特に NPO でボランティアだったり共感であったりムーブメントだったりとい

うところに関わる中で人の共感が生み出す力の強さも感じていながらも、何かその限界も

あるななんていうことを感じていて、いろんなムーブメントを見ていたりだとかする中で、

やはり自己利益の部分は大きいんじゃないかななんていうふうに思っている中で、特に日

本で、日本は運動が育たない国なのかどうかというところに立ち戻ってみたときに、端的に

日本人はどっちで動くんだろうなということを何か感じてしまったところがあったので、

そのフラワーデモの研究をされている中で、鎌田さんが見ている中で、何かどういう傾向が

あったかななんていうことがもし見えていたら教えていただけたらいいかななんていうふ

うに思ったという次第です。 
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鎌田： 
どっちがいいかというのは、あまり私自身は意識して見ていないのもあるんですけれど

も、そんなに感じていなくて、両方必要なんじゃないかなというのはすごく思います。例え

ば共感というか価値観でつながりましたと。じゃあ社会正義を私たちは両方ともすごく大

事にしていますよねということでつながったとしても、具体的な課題がなかったら動けな

いじゃないですか。なので、その中でやっぱり性暴力の刑法は変わっていないからこれを変

えようというような具体的なことが見つかるからこそ動けていくと思うので、その自己利

益というのが私もちょっと不勉強で、どこまで落とし込むことを自己利益と言っているの

かちょっといまいち分かっていないで言っているんですけれども、具体的に取り込めると

ころまで行かないとやっぱり人は動かないと思うので、そこは両方必要だなというふうに

は感じていますが、ちょっとどうですか、すいません、何かちょっと。 
 
参加者 F： 
いえいえ。何か海外でそういうムーブメントを見ていると社会正義ということが多分ぴ

んとくるんだと思うんですけれども、そもそも多分日本の中でそれを、もちろん言葉を分解

しながら伝えていく必要はあると思うんですが、そこに共感をして動けていた一般市民は

どれくらいいたのかなというふうに思ったときに、何か価値観でつながるというところの、

関心もありつつ、もしそれができていたらなぜ今まで起きていなかったんだろうというこ

とも何か感じるところもあって、何かそこが、もちろん両方大事だというところはすごく分

かるんですけれども、何かそういうところで、何かどういうふうに巻き込んでいくのかとい

うか、そこがすごい興味深いなというふうに思って聞いていました。 
 

鎌田： 
すいません。私は社会正義という日本であまりなじみのない言葉を使っちゃったんです

けれども、例えば日本だと分かりやすいのは、「平和は大事だよね」というのはすごく共有

されている、「戦争は嫌で平和はもう何とか維持していきたいよね」というのは 1 つの抽象

的な平和という思いだと思うんです。価値観だと思うんですけれども、じゃあそれに向かっ

て何をしていくかというときに、具体的にじゃあ平和に向かってこういうことができると

か、平和をおびやかすことに向かってこういうことができるということに取り組めるとい

うことだと思うんです。 
 それがじゃあなぜ今まで起きていなかったかというと、それはタイミングとかいろんな

ことがあると思うんですけれども、どこの分野で起きていなかったかにもよると思うので

何かちょっと一般的に答えにくかったなと思うんですけれども、例えば女性のフェミニズ

ムの分野で、じゃあなぜ今までフラワーデモみたいなことが起きていなかったかというと、

それは確かに面白いなとは思います。それは、1 つに、一言でひっくるめられないですよね。

例えば女性運動の場合は、フェミニズムは Me too があったというのがやっぱり大きかった
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と思います。今回のフラワーデモ、私たちが 2016 年にやったときは、やっぱり性暴力とい

うことが話せなかった状態ですけれども、2018 年に Me too が起きて、それで 2019 年にフ

ラワーデモが起きたときに、Me too が日本にはなかったというふうに言われていて、結構

世界でも批判されていました。 
でも一部の人は声を上げていましたし、グローバルで声を上げている影響はやっぱりす

ごくあったと思うんです。プラス、韓国のほうからのフェミニズムというのも影響していた

と。その中でフラワーデモが起きてきたというのもあるので、いろんな要素が絡まって運動

が起きていくので、私も何か一言で言いにくいなというのをちょっと今、お話を聞きながら。

でも私も何で今まで起きなかったのかというのはすごく気になるので、すごくいい質問だ

なと思いながらちょっと苦しんでいました。 
 
参加者 F： 
ありがとうございます。 

 
司会： 
ありがとうございます。そうしたら結構コミュニティ・オーガナイジングの戦略、戦術的

な質問がある中で、そこに行く前に参加者 E さんから結構今回の報告と実際にどんな声が

本当にインタビューの中から聞けたのかというところ、この辺りですね。確認してみたいと

いうような質問が来ていますが、参加者 E さんはいらっしゃいますか。 
 
参加者 E： 
こんにちは。すいません。3 つお伺いしたくて。大変面白かったです。ありがとうござい

ます。ここで共有しておきたいなと思ったので。後から鎌田さんに言うんじゃなくて、ここ

でお答えいただきたいなと思ったんですけれども、最初に 1 つ、明確な目的をつくらない

というお話がありましたけれども、これはきっとこの取材者の方たちがおっしゃったんだ

ろうなとは思うんですが、私たちとしては最初に始めた者たちを中心として性暴力の根絶

を目指すみたいなことを目的としていたんですけれども、社会運動、社会学としてはそれは

目的とはならないのかというのを 1 つお伺いしたいです。 
 2番目に、これはちょっとここで正していただきたいんですけれども、ロビイングはフラ

ワーデモは一切やっていないので。ご質問もありましたけれども、フラワーデモはやってい

なくて、ロビイング活動をやっているのは Spring なので、そこと連帯しているということ

ははっきりしておきます。 
 3番目に、これも敵をつくらないという言い方なんですけれども、例えば私たちは敵が司

法であり政府であり、もちろん加害者でありということは当然その一つ一つを明確にはし

ておりませんけれども、性暴力を生んだ社会全体がその敵であるという言い方もできるわ

けで、敵をつくらないという言い方が現場からはすごくよく分からないというか。敵をつく
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らないように見えているのか、それとも敵をつくらないというふうに取材者たちが言った

のか、あるいは社会学的、アカデミズムの中では私たちが敵をつくっていないように見える

のか。批判しているわけでもないんですけれども、そこが本当に知りたくて。だってこの性

暴力を生んでいる、性被害を生んでいる社会全体が私たちは不満であるから、社会、最初の

質問に戻りますけれども、目的としては社会を変えるということ、社会の意識を変えるとい

うことを明確に目的としているわけで、鎌田さんの研究上ではそこがどういうふうに明文

化されるのかというのをお伺いしたいです。よろしくお願いします。 
 
鎌田： 
ありがとうございます。本当に今回の調査にご協力いただいて、これができたのは参加者

E さんのおかげなので本当にありがとうございます。 
 ご質問いただいた明確な目的をつくらないというのは参加者の方から出てきた言葉でも

あるんですけれども、難しいのは根絶、性暴力の根絶を目指すというのはすごく大きな目標

ではあると思うんですけれども、じゃあ具体的に性暴力の根絶を目指すために刑法改正を

してほしいのか被害者支援を拡充してほしいのか、具体的な要求事項というのが特にあっ

たわけではないというところがあるかなと思います。 
 もちろん海外の運動を見ても具体的な要求事項がないものはいっぱいあると思うんです

けれども、やっぱりある程度成功するというか、何か獲得できている社会運動というのは具

体的なデマンドというか要求事項を持っていることが多いので、そういう意味でのお話で

す。でも、そこが先ほどおっしゃってくださった Spring がロビイングをして具体的な要求

事項をやっているので、そこに対してフラワーデモが外側からのプレッシャーをかけられ

るようになっているという仕組みになっているかなというふうに考えています。 
 
参加者E：例えばBlack Lives Matterというのは明確な目的を幾つか挙げていたんですか。 

 
鎌田： 
そうですね。やはり警察から Defund the police ということで、警察からそういう支援、

予算的に支援をなくそうとか、そういうのをやっぱり明確に掲げているところはあります。

みんながみんな、Black Lives Matter 自体も明確な目標を幾つか持っていると思いますし、

あとはローカルでも違うとは思うんですけれども。 
 

参加者 E： 
そうですよね。全体的にはそうなんですけれども、各地域ではかなり明確な目的を持って、

例えば市議に訴えるであるとかケアの場所を増やすであるとか、そういうものを多分だん

だん明確な今の Black Lives Matter に匹敵するような目的意識というのは生まれてきてい

ると思いますし、挙げてきているというのはあるというのは補足しておきます。 
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鎌田： 
そうですね。その地方議会に働き掛けたりとか、そういうのはありますね。ちょっと運動

全体としてというような。 
 
参加者 E：分かりました。ありがとうございます。 

 
鎌田：ありがとうございます。意識します。何でしたっけ。 
 
参加者 E：敵をつくらない。 
 
鎌田： 
敵をつくらないですよね。すいません。敵をつくらないという表現がいいのかどうかは私

もちょっと今迷っています。ちょっと今、これはあくまでも中途の報告なので、こういう分

析がいいか分からないんですけれども、ちょっと違うなと思うのが、例えばウィメンズ・マ

ーチであれば、やっぱりトランプという敵がいて、そのトランプに対して、「やっぱりあな

たのやっていることはおかしい」ということを言う抗議活動。やっぱり明確なターゲットが

いるんです。フラワーデモの場合はターゲットが社会全体。ある意味、この社会がおかしい

んじゃないかということを言っているので、じゃあ誰かこの 1 人の人とか一部の人の意思

決定者がおかしいと言っているわけじゃないというのが多分違うのかなというのは思って

います。それをちょっとどういうふうに表現するといいのかなというのが難しいんですけ

れども。だから誰かと誰かの間で対立をつくっていないと思うんです。この問題はやっぱり

おかしい、社会的におかしいから変えていきましょうというような形でやっていらっしゃ

るなと思うので、そこがやっぱり欧米の社会運動とちょっと作り方が違うなというのは感

じます。 
 
参加者 E： 
分かりました。1 つは、最初の出発点が無罪判決、不当な、私たちが不当だと思う判決へ

の抗議なので、司法に対しての抗議の意味はすごくもちろんあるんですけれども。だから、

そういうもの、それはまた鎌田さんとお話すればいいんですけれども、それを明確にしてい

ったほうがいいのか、そうではないのかというのは私たちも迷うところで、またいろいろと

お話ができたらうれしいです。 
 

鎌田：はい。ありがとうございます。 
 
参加者 E：ありがとうございます。 
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鎌田： 
一言、やっぱり対立を生まないほうが日本の社会運動は今のところは入りやすいんじゃ

ないかなというのは私の何か感覚です。今、インタビューの方に話を聞いていて、やっぱり

対立を生み出してしまうような反政府的なとか、誰かに反みたいなところに何か抵抗を感

じる人がやっぱり多いのかなというのはインタビューを伺っていて思うところです。 
 

参加者 E： 
ただ、やっぱりそこに加担している人たちが自分たちは責められていないともし思うん

だったら、今の皆さんのご質問を聞いても思ったんですけれども、それは私たちの意図では

全くないので、何かそこは考えていかなきゃいけないと思いました。 
 
鎌田： 
そうですね。ただ、何か対立というか、ちょっと私もスライドで言葉が足りなかったんで

すけれども、やっていることはすごく挑戦的だというのはスライドで言っていたんですけ

れども、そういうことだと思うんです。平和的に何か静かに訴えているわけじゃなくて、す

ごく社会に対してチャレンジしていますよね。「あなたたちがやっていることはおかしいで

すよね」ということを言っているので、ワーッと叫ぶやり方ではない形でチャレンジしてい

るというか物議を醸し出しているということを伝えたかったという感じです。 
 
参加者 E：分かりました。ありがとうございます。 
 
鎌田： 
なので、すごくやっていると思います。物議を醸し出していると思う。チャレンジしてる

と思います。 
 
参加者 E： 
分かりました。意識が、やっぱり加害者側にいる人たちの意識を変えたいというのはもち

ろんあるので、ちょっとそのやり方、個別に何を言っていくかというのは私たちも考えてい

こうと思います。 
 
鎌田： 
そうですね。私自身も「ああ、そうなんだ」と思ったのが、やっぱり 2016 年、17 年に同

意ワークショップをやったときに、同意ワークショップでさえもやっぱり「責められている

感じがする」と言われたんです。それは面白いなと思って。やっぱりそういうふうに感じる

んであれば、別にそれでもすごくいい効果があるなと思ったんです。問題提起が、別に平和

的に見えるんだけれども、すごく提示していると。それも 1 つの戦略なんじゃないかなと
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思っているところです。 
 

参加者 E：分かりました。ありがとうございます。 
 
司会：ありがとうございます。結構研究の根幹となるところだったので、とてもいい… 

 
鎌田：はい。すごくいい。ありがとうございます。 
 
司会： 
そうしたらもう少しコミュニティ・オーガナイジングの部分、実践的な話になるかもしれ

ませんが。じゃあまずは参加者 G さん、よろしいでしょうか。 
 

参加者 G： 
すいません。ちょっと何か研究会の研究の内容に対する質問やったと思って、われに返っ

てもう一回いろいろと考え直していたんですけれども。 
 
司会：全然大丈夫、大丈夫です。そんなことはないです。 
 
参加者 G：ないですか。 
 
司会：限定していないんで。 
 
参加者 G： 
いいですか。僕自身は労働組合かいわいで活動をしていまして、まさしく対立型の、コミ

ュニティ・オーガナイジングで言うとパワーオーバー型の運動を好んでというか、やってい

るんですけれども、何か今回は面白いなと思っていて、やっぱり対立型じゃないほうがいい

んじゃないかということというのは、鎌田さんの研究の中で何で日本でこんなに広がらな

いのか、どうしたらもっと広がるのかという答えの 1 つとして浮かび上がってきたのが対

立型ではないほうがいいんじゃないかということということですね。1 つ、それをちょっと

確認したいなというのと、それは日本特有なのか、翻って実は世界的にもそうなんじゃない

かと思っているのか、そこをちょっと聞いてみたいなということと、最後にちょっと先ほど

の議論にもかみ合うかはちょっと分からないですけれども、僕自身は結構対立型で、パワー

オーバー型で、ターゲット、経営者やったりとか業界の人やったりとか政治家やったりとか、

そういうパワーを持った人の、権限を持った人にこちらの要求をのませるというスタイル

の動き方が多いんですけれども、いつも思うのは、攻めて攻めて、例えば自分がですけれど

も、逆に攻めて攻めて攻められて押し切られたみたいな図は絶対誰も取られたくないとい
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うか思われたくないので、何かどこかで意見を変えやすくさせる場面というのはつくらな

いといけないなというふうに思っていて、僕なんかも経営者と団体交渉とかをするんです

けれども、団体交渉の場面でずっと詰めていくんですけれども、最後は「こういうふうに思

いません？」みたいな感じでちょっと意見を変えやすいようにしていくというか、そういう

環境づくりはすごい大事だなと思うので、ちょっとそういう意味では何か意見を変えやす

くしながらも圧力をかけていくみたいなイメージなのかなとちょっとぼんやり聞きながら

思っていました。すいません。ちょっと感想と質問と、以上です。 
 

鎌田： 
いい質問をありがとうございます。何か、私がちょっと言いたかったのは、決して対立し

ていないわけじゃなくて、対立をあえて生み出していないというんですか。何かちょっとい

まいち、もっと表現を考えます。対立が悪いと言っているわけじゃなくて、対立はしなきゃ

いけないんですけれども、その対立をあえて明らかにするのか、もうちょっと広い問題とし

て捉えるのかというところがやっぱりすごく違うのかなと思っています。 
 じゃあ他の国でどうなんだというと、やっぱり他の国では社会運動といえば対立型。ワー

ワーと、アーとシュプレヒコールを上げてアーとやるみたいな、敵を倒せみたいな感じがス

テレオタイプなものなので、やっぱりそういうことに研究が支配的なんですけれども、やっ

ぱりアメリカの中でも「結局それをやっても別に変わっていないじゃん」と言う人もいるわ

けです。「これだけデモをやって、contentiousにやってもそんなに変わっていないじゃん」、

「じゃあもうちょっと違う方向を探したらどう？」、「他の国から学べれば、日本はこんなこ

とをやっているよ」というふうに紹介している人もいます。なので、「もうちょっと協力的

に、いろんな人たちと協力しながら法律を変えていく方法もあるんじゃない？」とか、「世

界を変えていく方法もあるんじゃない？」というのを言っているマイノリティーなアカデ

ミアの人もちょっといるというのはあります。 
 確かに押し切られた、どんな人も多分押し切られて、「すいません。困りました。じゃあ

受けます」というのは確かに格好悪いので、やっぱりそこは「前からそう思っていたんだよ

ね」というようなことを言ってあげられるようなスペースをつくるのはすごく大事だと思

いますし、特に中国の運動がすごく面白いなと思うんですけれども、中国はローカルで動く

んです。ローカルで動くのは全然ありなんです。ローカルな政府に対して抗議活動をするの

は全然オッケーなんです。ローカルの政府がおかしいことをしている。ローカルの企業がお

かしいことをしている。そこで中央政府が名乗り出てきて解決してあげるというパターン

なんです。それは昔から中国の中でオッケーというか、君主の人たちは知恵を持って徳を持

ってやっているので、あとは選ばれているというのも、選ばれているというか天から選ばれ

ているという思想もあるので、この人たちには声を上げるのはちょっとご法度なんだけれ

ども、地方の人たちはそうではない人たちなので声を上げると。そこで中央の人がやってき

て問題を解決してあげるみたいな構図はやっぱりあるので、そういうスペースがやっぱり
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必要なんだと思うんです。 
 日本だとそれとちょっと違う考え方ですけれども、何かやっぱり「分かっていました」と

か、「実はそういうふうにしたいと思っていました」というようなことを引き出してあげる

というか、場をやっぱりうまくつくっていくというのはすごく大事なんじゃないかなと思

うんです。そこが多分、私がアメリカ、欧米、欧米だと結構最終的にごりごり押していって

力でねじ伏せる型もちょっと多いなと思うんです。それがいいというふうにされていると

ころもあるので、逆にナカジマさんが言うとおり、やっぱり折れていくスペースをつくって

いってあげるというのは実はすごく大事なことなんじゃないかなと思います。すいません、

何か答えになっていました？ 
 
参加者 G：はい。大丈夫です。ありがとうございます。 
 
司会： 
ありがとうございます。あと 10 分ぐらいですね。もう少し質問がありますので、次は参

加者 H さんですか。 
 
参加者 H： 
すいません。ありがとうございます。鎌田さん、ありがとうございました。価値観ベース

みたいな話がすごい今の時代の何か僕らにすごい相性が合っているかなと思っていて、エ

ンタメとかも、最近はできた本じゃなくて本を一緒に編集する権利に 1 万円を払うけれど

も、できた本は無料で配りますみたいなのもあって、みんな価値観ベースだったりそのプロ

セスに重きを置くのがすごいあるのかなと思っていて、一方でスノーフレーク型のリーダ

ーシップのときに、例えばフラワーデモに参加してみましたみたいな。すごく触発されて、

すごく自分の中で、もう一回コア人材のようなアウトプット、何か社会を変えるほうに手を

伸ばすような活動をしたいとなったときに、そこに人材がぽんと入っていけるような流動

性があると何か活動として有機的につながっていくような感じがしたんですけれども、そ

ういうシステムとしての何か工夫とかというのは分析されていたりします？ という、ど

ういうふうに交ざり合っていきますかというのを質問させていただいたんです。何か研究

の中から得られた知見で、ちょっと参加してみたけれどもこうだったら、こういうところに

飛び込んでみたらこういう世界が見えたみたいな、そういう実際の具体的な話があったら。 
 

鎌田： 
何かきっかけで参加した人が、それをきっかけにまた違うところに参加して何かとか、活

躍の幅を広げていくということですか。 
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参加者 H： 
この事例において、例えばですけれども、つまり、ちょっとそれなら自分でできるかもと

思って参加していて、ただ、もっとエネルギーがあった人が、自分は地方に住んでいるので、

なかなか地方で参加してみたけれども、じゃあ自分がメインのほうに入っていくみたいな、

多分そういうルートがあるかどうかによっても活動の何か広がり方の、広がりやすさとい

うのかな、が変わってくるかなと思ったんですけれども、そういう仕組みとかがあるのかな

という。ちょっとどういう仕組みとかがあったのかなということ。 
 

鎌田：すいません。その人が他の地域で活動できるようにしていくということですか。 
 
参加者 H： 
そういうこともそうですね。主体的に活動していくということです。一参加者だった人が

同士になっていくにはというのを。 
 
鎌田： 
地域での主催参加者の方は、やっぱり一番最初は東京とか、ちょっと大都市のフラワーデ

モに来られて、これだったらできそうだなということで自分で動いてみたりとか、あとは隣

の都市のフラワーデモに来てみて、何かできそうかもと思ってじゃあ自分でやってみると

いうのはすごく多いなと思いましたし、それがそのフラワーデモの強みというか、広がって

いたときに広がっていたところで地域の人が参加して、近くの人が参加されて、それで「私

もできるかも」と言ってやってくれるというのがすごくいいなというのは感じました。そん

な感じのお話で良かったですか。 
 
参加者 H： 
つまりフラワーデモのもう仕組み自体が、もうスノーフレーク型になっているというこ

となんですね。 
 
鎌田： 
そうですね。すごくやりやすい形ですよね。花を持って集まってくださいと。その主催者

側として用意するのは、スタンディングであれば別に何も用意しなくていい。プラカードを

ちょっと用意しておくとか、そのぐらいでいいですし、話すとしてもスピーカーを用意して

おくとか、そのぐらいなので、何かすごくハードルがめちゃめちゃ高いというわけではない

というのがスノーフレークしやすい。あなたにも、あなたはこれができますよねというよう

なフレームワークがしっかりあるというところが大きいんじゃないかなと思います。 
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参加者 H： 
ちなみになんですけれども、地方でやったりすると、ちょっと長くなっちゃってすいませ

ん。その人たちというのはどのぐらいの、つまりコアの東京でやられている人たちの思いと

比したときの、どのぐらいのマインドだったりで活動が展開されていくものなんですか。そ

れもかなり濃淡があるんですか。 
 

鎌田： 
実際に、確かにそれはすごくいいご質問で、あまり濃淡は感じないです。多少濃淡はある

と思うんですけれども、それは個人の話であって、だからその参加者の方というのはやっぱ

りちょっと濃淡はあるかなと思います。ただ主催をしている方というのは、やっぱりすごく、

この地域でやることがすごく大事であると。東京で起こっていてもそれは東京であって、こ

の自分の住んでいる地域で性暴力があるということを発信していくことに意義があると感

じて、すごく強い思いを持っていらっしゃる方が本当に各地にいっぱいいるというのがこ

の運動の強みだなと思います。 
 
参加者 H： 
ありがとうございました。何となくスノーフレークは外に行くにつれて薄まるイメージ

があったので。実体はそうじゃないんだなというのが分かってすごいありがたかったです。

ありがとうございました。 
 

鎌田： 
薄まることが多いと思うんですけれども、薄まらない運動が強いなと思うんです。 

 
参加者 H：ありがとうございます。 
 
司会： 
よろしいでしょうか。だんだんちょっと時間がなくなってきたので、最後、全ての質問に

お答えいただけないかもしれませんが、参加者 I さんですか。2 つ質問を出してくれました

けれども、いかがでしょうか。 
 

参加者 I：発言の形で伝えたほうがいいですか。 
 
司会：そうですね。はい。お願いします。 
 
参加者 I： 
はい。2 つ出したんですけれども、1 つは既存のデモで既に既得権的に警察との信頼関係
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ですとか毎年使っているコースの確保ですとか、そういうような、あとはそういうものが継

承されている。そこに新しい形で初めての人に参加してほしいと思っていろいろと工夫を

しているんです。シュプレヒコールの言葉を、「やめろ、倒せ」みたいなものではなくて「何々

しましょう」というか、呼び掛け型のフレーズにしてみたりですとか、コールをあえて言わ

ないで、アナウンサーの人がアピールして私たちはサイレントで歩くサイレントウォーク

にしたりとか、あとはラップ調の音楽にしてサウンドウォークにしたりとか、あとはデモと

いう言葉をそもそもタイトルに付けない。サイレントウォークとかアピールとかパレード

という形に工夫はしているんですけれども、やっぱりそれでもなかなか初めての方にはハ

ードルがまだ高い状態で、それをもう少し、興味はあるけれどもまだちょっとという人との

距離を縮めるために華乃子さんだったらどんなことをされるかなというのが 1 つです。 
 あとはもう一つ、ナカジマさんがおっしゃっていたような対立型だったりという、ターゲ

ットを決めて何かアクションをするときによく起きがちなのが、ターゲットに対しての私

たちの要求だったりとか抗議に関して、個人攻撃だという入り口から印象を持って入られ

てしまう方がいて共感につながりにくいんですけれども、決して個人を攻撃しているわけ

ではなく、その出来事に関してそれを変えてもらいたいということを、変えましょうよとい

うことをアピールしているんですが、どうしても何か個人攻撃みたいなことからイメージ

を持たれがちなんですけれども、そこを変えるにはどういうところがまだ足りないのか、ど

ういうやり方が残っているのかなという、その 2 つをちょっと伺えたらと思います。 
 
鎌田： 
ありがとうございます。すごい具体的で、何かおっしゃってくださった最初のデモの設計

もすごい工夫されていて素晴らしいなと思ったんですけれども、それでもやっぱり人が来

ないというのは、それはやっぱり限界がある、限界というか社会運動になじみがないという

のはやっぱりあるんだろうなとは思います。どういうふうにしたら人が来るかというと、や

っぱりそれは課題によっても違うと思うので何となく難しい、本当に難しいですね。だから、

私が言われて「へえ」と思ったのは、「やっぱり自分が一部になっていて誇らしいと思える

か」というか、「自分がいて、自分が格好いいことをやっていると思えるかどうかは結構大

きいのかもね」と言われて、なるほどなというのは思ったのと、あとは、「楽しいと思える

かどうかというのも 1 つ大きいよね」というのは何か言っていて、楽しさと、やっている課

題は深刻なことでいいと思うんですけれども、やることは楽しいということと、あとは自分

がその一部になって誇らしいと思えるようなものというのは、すごく私があまり思ってい

なかった観点なので、いいなというのをちょっと思いました。 
 それは具体的にどんなことをすればいいかのかというのは、私も具体的にその内容を伺

わないとなかなか言えないので一般的な話になっちゃうんですが、そういうところを感じ

ています。 
 もう一つの対立型というか、要求をぶつけていくときに個人攻撃だと取られちゃうとい
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うのも、確かにそれはあると思います。じゃあ、それもちょっと具体的にじゃあどういう要

求をされてどんな人たちにしていくのかによってもだいぶ違うと思うので難しいなと思う

んですけれども、1 つちょっと参考になるか分かりませんが、私が 2016 年、17 年に Believe
の刑法改正のキャンペーンをやったときに工夫したのは、要求を 3 段階、松竹梅ぐらいで

つくったんです。梅の一番最低は、最低でもその人たちがやるだろうと思うことを入れたん

です。そうすると何か攻撃していないというふうに取られるんじゃないかと。これはやろう

と決めていることだし、やったほうが、もう決まっていることだからやるだろうということ

で、「ここは絶対にやってください。でも、さらに竹、松竹梅だから竹コースがこれで、松

コースがこれで、このぐらいできるといいです」というのを説明していくと、「じゃあちょ

っと松は無理だけれども竹は行けるかな」みたいな感じの話ができるので、「梅はもちろん

やります」というような形で話ができたのは 1 つ面白い反応だなと。例えば松だけ持って

いったら、「嫌だ、そんなのは無理だ」と言われるところを、梅と竹が入っていることによ

ってちょっと、まず梅が入ることによって何か和らぐというのはちょっと感じました。すい

ません、何かあまり参考にならないかもしれないですが。 
 
参加者 I： 
ありがとうございます。何か最近、アメリカのこの間お亡くなりになったルース・ベイダ

ー・ギンズバーグさんが、どこかの大学だったかな、女性の皆さんに向けて言ったのは、「あ

なたのやりたいことを、周りの人が参加したいと思える方法で呼び掛け続けなさい」みたい

な、ちょっと正確じゃないですが、そういう趣旨のことをおっしゃっていたという言葉を今、

伺いながら思い出しました。どうもありがとうございました。 
 

鎌田： 
いえいえ。何かまたメールとかでも、もし具体的にお手伝いができるようでしたらご連絡

ください。 
 
参加者 I：はい。どうもありがとうございました。 
 
司会： 
ちょうど時間ですが、まだ答えられていないものが幾つか。多分、手短に答えられるのを

最後に 1 つだけ。僕がもう代弁してしまいますが、参加者 J さんから、署名集めはどれほ

ど有効なのかと。署名を集めると議員さんに敵視されると聞いたことがあるのでお伺いし

たいと。また、議員さんは何をもって社会で声が上がっていると判断するのでしょうかとい

う質問ですがどうでしょうか。 
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鎌田： 
ありがとうございます。署名が有効かどうか、逆に逆効果なのかどうかというのは本当に

その状況によっても違うので何とも言えないんですけれども、多分、ちょっとすいません、

私自身の経験になってしまうんですが、その 2016 年、17 年にやったときは、逆に署名が後

押しになっているのはすごく感じました。ロビイングを例えば 1 カ月に 1 回とか、議員に

よっては何回か会っていたんです。その期間中、9 カ月間の間に 3、4 回会ったりする議員

もいたんですけれども、オンライン署名だったりしたので、毎回行くたびに署名が伸びてい

る。それが、「どんどん賛同が集まっていてすごいね」というふうに受け取ってくれている

議員がすごく多くて、それは、こういうふうに感じてくれるんだなというのは思いました。 
 逆にいくら署名が集まっても何にも響かないという問題もあるので、本当に署名が全て

に有効かというとそうではないとは思います。ただ、それは持っていき方にもよると思いま

すし、さっき言ったゴールの設定を松竹梅にしましたというところもあって、議員との関係

性がつくりやすかった。あまり、一緒につくっていきましょうという感じでやっていたので、

そこでじゃあ署名が後押しになっている、あなたたちのやっていることをいいことだとい

うふうに後押しになっているよというような、さっきの参加者 G さんのいい人にしてあげ

るというか、そういうところにも少し役立っていたのかなというのはちょっと思います。 
 
司会： 
ありがとうございます。では最後に、もし今日、このような形でマックスで 70人近くか

な、が参加してくれましたけれども、多様な質問が挙がりました。改めて僕からもこういっ

た機会を設けられたことを感謝したいと思いますが、鎌田さんからぜひ、参加者の方に最後

にメッセージを頂ければと思います。 
 
鎌田： 
まず、ちょっとまず最初に感謝申し上げたいのは、今回のフラワーデモの研究ができたの

は、やっぱり参加者 E さんをはじめ参加者、主催者の方が協力してくださったからなので、

それを本当に感謝申し上げます。 
 まだ分析が途中なので、すいません、今回の発表ですごく言葉が足りないところとか私自

身も考えが行き届いていないところもいっぱいあるんですが、今回の質問ですごく考えが

深まったのでうれしいですし、何かあればメールでも何でも指摘やコメントを頂ければと

思います。 
 やっぱり最後にも、最後にというか発表の最後にも言いましたけれども、日本の社会運動

がなくて、盛り上がらなくてこれからもそうだという感じで私は全然思っていなくて、やっ

ぱり今までもあったと思うんですけれども、これからさらに新しい形というかを提案して

探していける土壌がやっぱりあるなというふうに感じています。というのは、さっき参加者

I さんがいろいろとデモの工夫をしていましたけれども、やっぱり皆さん、すごい工夫をし
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て一生懸命やっている。アメリカの場合はちょっとツイートして、テーマがすごく深刻であ

れば人が集まるという、ソーシャルメディアで簡単に人が動員できてしまうというところ

も 1 つの問題なんです。やっぱりそれであまりコミュニティーをつくろう、組織をつくっ

ていこうという動きを取らないというのもすごく問題になっているので、逆に日本の場合

はそれが難しいからこそいろんな工夫をして、いろんな創造性を発揮して新しい運動をつ

くれる土壌があると思いますし、逆に人々が政治とか社会問題に関心がないかというと、そ

うではないなと。先ほどの World Value Survey というのもちょっと見せましたが、それで

ちょっと比較していても、他の国と比べて極端に政治に対する関心が低いわけでも何でも

ないですし、政府とか社会に対する不満もすごくあるなと思ったときに、やっぱりみんなが

参加しやすくて、参加して楽しいし誇れる運動というのがすごく求められているんじゃな

いかなというふうに思います。なので、それを皆さんと一緒に見つけていければなと思って

いますので、本当に今日は貴重な機会をありがとうございました。 
 
司会： 
鎌田さん、ありがとうございました。示唆に富む発表と、それに対する豊富なディスカッ

ションができたんじゃないかなと思います。今、どんどん多分政府と市民とか、国家と市民

とか、企業と市民、国家の関係というのはどんどん変化しているというところもあって、そ

の中で社会運動も変容しているという側面があると思いますし、コミュニティ・オーガナイ

ジングの考え方とか方法もいろんなものがある、もともとあるということもありますが、そ

れが少しずつ変化したり、新しい効果的なアプローチが注目されたりということもあると

思います。こういったことを情報共有して進めていくことで、より強い市民というか、社会

に働き掛ける市民を追求していけるのかなと思っていますので、またこういう研究の機会

に皆さん、よかったら参加していただきたいと思いますし、鎌田さんとも連携しながらやっ

ていきたいなと改めて思います。 
 すいません、答えられなかった質問も幾つかありましたし、チャットにも書き込んでいた

だいていたんですけれども、すいません、対応できませんでした。フォーム、質問フォーム

はしばらくオープンにしておきますので、何か鎌田さんへのメッセージとかがあればそち

らに送っていただくことも可能ですのでよろしくお願いします。 
 では、ちょっとお時間が超過してしまいましたが、以上でコミュニティ・オーガナイジン

グの公開研究会を終了したいと思います。 
改めまして鎌田華乃子さん、ご報告をありがとうございました。 

 
鎌田：ご参加ありがとうございました。 
 
司会：以上で終わりたいと思います。皆さん、ご参加ありがとうございました。 


