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〈書評論文〉

都 市住民運動 にみ る戦後香 港 の

「穏健 的ポ リテ ィクス」 をめ ぐって

       Denney Ho Kwok-leung, Polite Politics: 

A Sociological Analysis of an Urban Protest in Hong Kong. 

       (England: Ashgate Publishing, 2000)

黄 子 育

1は じめ に

香港の住宅問題は、20世 紀特 に第二次大戦後、香港の工業が発展 しは じめてか ら、香港

住民の生活に緊密な関係 を持って きたにもかかわらず、80年 代 までは都市社会学の領域 に

おいてほとん ど論 じられなかった。80年 代以降、 カステルの理論枠組み にもとづ き、香港

の産業化の進行が、都市において社会的分極化 をもた らしているという点を意識 しつつ、

資本主義的 な社会関係の矛盾か ら住宅運動を取 り扱 う議論が行われて きた。それ らは、主

として都市住宅運動 を香港工業発展構造の結果 として とらえる点に特徴がある。こうした

議論 は、80年 代 における香港の抗議運動の原因について具体 的な分析視点 を提供 して くれ

たが、90年 代以降の香港都市運動の新 しい特徴 を包括で きるものではない。この時期 には、

一般住民の政治 システムへの参加制限が大幅 に緩和 された。 また、97年 の中国政府への施

政権返還 は、行政 と下層住民の矛盾をさらに顕在化 させた といわれている。 こうした香港

社会 をめ ぐる新たな状況の中で、香港の住民運動 を従来 と違 う視点で とらえる必要性が生

じてきた。

本書 は、こう した背景の下に生 まれた。 ホー ・コクーレング(何 国良)は 、都市社会 ・

社会運動論 ・社会発展理論 を用いて香港の都市問題 を主に研究す る香港人の社会学者で、

1990年 か ら4年 間 にわた って、 九龍湾 と屏 山の老朽 化 した仮設住宅AgedTemporary

HousingAreas(以 下ATHAsと 略称す る)巾 でフィール ドワークを行い、実際に運動の

場面 に踏み入 り、そ こか ら、90年 代の香港都市住宅運動 を考察 して きた。この具体的な運
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動場面の参与観察によってホーは、香港住宅運動の主体である住民 ・運動指導者の意識、

運動の戦略お よび運動過程内の きしみを、よ りリアルにとらえることを可能 にした。彼 は

それによって、香港社会における政治的諸関係の性格を解明 しようとしたのである。

彼が試みるのは、従来の社会構築主義的視点 と資源動員論の視点を都市運動の議論にお

いて統合することである。 クラ ンダマ ンス(Klandermans,1997)を は じめ とする社会構

築主義的運動論の視点 は、社会集団の行為者にみ られる共通の行動様式の形成に注 目する。

この視点 によると、集合的な社会生活 を通 じて、行為者の特定の アイデンティティや行為

指向が生 じ、それが運動主体の行動様式 を規定するとされ る。一方、ガムソン(Gamson,

1992)流 の資源動員論 は、行為者が合理的であることを想定 して、社会運動の性格が、運

動 の外部 における緊張 と機会によって形作 られるとい う。 したが って、運動がいかに資源

を動員 してこうした緊張を克服す るのかを分析す ることは、運動研究 にとって決定的に重

要だとされる。

こうした理論に対 してホーは、次のように批判 した。社会構築主義的視点 は社会運動の

主体の性格を一様に とらえ、単 に行為者の行動様式の形成 を社会運動への参加にむすびつ

けるだけで、動員の実践 における戦略的行動様式 を論 じていないという。更 に、資源動員

論は、行為者の合理 的選択 を重視するあ まり、非合理的な戦略選択過程の複雑性 を議論 し

ていないという。

こうした批判 をふ まえて、ホーは、香港の都市運動の性格 を分析す る際、全体的な政治

的背景の分析 だけでな く、実際の運動現場での調査か ら、指導者 と参加者が 自らの状況 を

いかに定義 し、いかなる戦略を選択 したのか といった、行為者の主観的な要素を考察す る

必要があると考 えた。結論 として、ホーは、香港社会 における政治的諸関係 を 「穏健的ポ

リティクス」(Poli七ePolitics)と 名付 け、それがイギ リス植民地主義下の政治的特徴であ

るとみなす。

本書は9章 からな り、各章の内容 は次のようになる。第1章:本 書 についての概論。第

2章:社 会運動 にかんする先行理論 のまとめ。第3章:香 港における70-90年 代の社会 ・

政治的背景。第4章:香 港の住宅供給の構造お よび1980年 以降香港住宅問題が顕著化する

原因。第5章:香 港住宅運動 の具体的な戦略。第6章:香 港の政治背景 と住宅運動の関係。

第7章:地 域 レベルの動員。第8章:動 員の過程1組 織の指導者及びその戦略。第9章:

〔DATHAsは
、 一時的居住地 であ り、政府が ホーム レス と政府の住宅 の取 り壊 し、火災 な どの理 由

か らまだす ぐには公 共住宅 をみつ けない 人々のため に臨時 的に建て た住 宅であ る。ATH:Aで10年 間以 上存

在す る ものは少 な くない。 ホーの調査に よる と、1990年 の時点で、16個 以上のATHAに10年 以上 の歴 史が

あ る。 この背景 の下 で、地方 のボ ランテ ィア とコミュニテ ィの メンバ ーは住民 を組織 して、政府 の住 宅政

策 に抗議 しようと努力 した。
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本書の結論。 内容を大 まかに まとめるとまず、70年 代か ら90年 代 までの社会 ・政治状況 と

して、経済発展に伴 う中産階級の増大 と、97年 の中国返還 を前 に した政治選挙制度の開放

についての記述がある。次 に香港の工業発展 と住宅政策 についての具体 的な考察を通 して、

住宅運動の主体がいかに創出 されたかが分析 される。住民運動の具体的な戦略 と政治的背

景の相互関係 のほか、具体的な地方運動の動員過程 も検討されている。最後 に、地域的組

織の特徴 を分析 し、それが どの ように運動戦略の選択 に影響するのかを議論 しなが ら、香

港政治がなぜ 「穏健」的な特徴 をもつのかをあ きらかにする。本書評においては、本書の

内容を概観 した上で、香港 における社会運動のい くつ かのポイン トについてのホーの議論

を、批判的にみてみたい。その上で、本書で言及されるス トライキ、役所での座 り込み な

どの 「転覆的抗議行動」(DismptiveProtest)が 都市社会運動の研究に占める位置、また

その社会学的な有効性 を問いなお したい。

2政 治的背景とその住民運動に対する影響

ホーは、80年 代後半か ら、香港の政治 システムに少数者のみが関与す る従来の植民地政

治の状況が、徐 々に変化 してきたことを指摘する。労働時間の短縮、住宅政策の拡充、社

会保障制度の完備 を挙げるほか、政治システムに地域 から選挙 された住民の参加 させる形

態 を次第に取 り入れるようになった、 と論 じている。 たとえば、1981年 と1986年 に植民地

政府が立法会議の議員構成を変更 し、それ までの指名議員の議席 の一部 を直接選挙による

民選議員に配分 した。それ と同時に、植民地政府 は、政府 と民衆の仲介にあたる新 しい管

理組織の構築 に力を注いだ。つ まり、80年 代以降の香港政府 は住民組織や地域の代表者 を、

積極的に政治システムの中に取 り入れるようになったのである。

ホーは、地域の代表者が政治 システムに回収 されることによ り、地域的組織の質の変化

が もた らされたと論 じる。地域の指導者は、マイノリティの既得権 を主張す る主体か ら、

システムの内部で、自分の政治的地位 を維持する主体へ と変容 したという。 この結果、地

域運動の指導者が住民か ら分離す るとい う傾向がみ られるようになった。更 に、マ イノリ

テ ィよ り中産階級の利益 を優先する戦略に傾 くようになった。たとえば、ホーは香港民主

同盟(HongKongUnitedDemocracyParty)と 資訊聯合中心(CooperationResources

Centre)の 競争の例 を挙げて、この二つの団体が直接選挙での票数 を保つため、中産階級

の利害関心 に合わせて自分の政策を決めるようになったと指摘 している。

ホーは、こうした80年 代以降の香港の政治変化の原因を二つの面か ら論 じる。 まず、67

年暴動 吻 後、植民地政庁が懐柔政策の一環 として政治システムを普通の住民に も開放す
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るようになった点であ る。 また、特 に90年 代に入 ってか ら、政治家は97年 の中国政府への

施政権返還後の政治的情勢の不安 を考慮 し、97年 まで自分の議席 を確保することを政治活

動の主要な 目的 としは じめたという点である。

こうした政治 システムの 「民主化」の傾向が必ず しも、住民の民主的な政治参加を意味

するものではない、とホーは論 じている。香港政庁 は、直接選挙を通 じて、住民の代表者

を政治 システムに回収 しなが ら、一方で、政策決定を民主的でない機関に移 した。つ まり

政府 は、民主的 なイメージを作 ることによって、支配 と権力をたもちなが ら、一方で、住

民が政府の政策決定機関に直接かかわることを防 こうとす る。ホーは、香港のこうした政

治 システムこそ、ATHAの 住民 を政策決定過程か ら排除 し、 自らの利害 を表明す るために

住民が非制度的な手段 に訴 えることを余儀な くさせた、 と考 えた。

3住 民運動主体の創出 「開発」 と 「生活環境」の対立

ホーは、50年 代以降の工業発展による大量な労働 人口の創出に伴 う土地の不法 占拠 と新

しい工業用地の要求の矛盾、 また子持ち世帯を優 先する政府による選別性の強い住宅政策

に、ATHA運 動の根源を求める。第二次大戦後の中国本土における国共内戦は、広東、上

海、福建省な ど南部か ら大量の難民 を生みだ し、彼 らのほとんどが香港に移住する道 を選

んだ。移住 した難民のほとん どは、山の麓で木造のバ ラックを建て、住居 としていた。こ

ういった地帯 は木屋区 とよばれた。ホーはこの事実に注 目しなが ら、植民地政府の木屋 区

に対する次の ような政策こそが、後の問題を生 じさせた と論 じた。

まずホーは、住宅問題の根源は、植民地政府が恣意的に戦後の工業発展 に必要な労働 人

口を過剰 に創 出した一方で、それに応 じた住宅福祉政策を行わなかったことにある、 と論

じる。70年 代 に難民入境禁止法 を打 ち出す まで、植民地政府は、難民の流入を黙認 して き

た。 しか し一方、70年 代か ら工業用地の必要の増加 とともに、香港植民地政府 は、土地の

使用 を制限す る都市建設計画を打ち出 した。そこで、政府の再建計画の対象 となる木屋 区

の場合、長年そこに住んでいた住民を立ち退かせ 、新たに建設する住宅地区 年租屋

に転居 させ ようとした。 しか し年租屋 には二つの問題がある。一つは、新 しい年租屋

は、木屋区から移 りだ した住民の数 を一度に収容できないため、政府は、木屋区か ら立ち

退か された人々のために、仮設住宅であるATHAを 建設 しなければならない とい う点にあ

{ω造花工場の労働紛争 に端 を発 し
、2年 間 にもわ たる大規模 な反英 闘争に まで発展 した香港歴 史上

影響 の大 きな暴動 である。 当時 の中国大陸 の文化 大革命 の影響 を抜 きに して考え られないが、香港社 会内

部 の矛盾 の表 れで もある。
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る。新 しい住宅地の完成後、またそこか ら、住民 を順次移動 させ る予定であった。ATHA

は、基本的な水道 ・電気だけ備えてはいるが、生活す るためには不十分な点が多かった。

90年 代になってもこの ような仮設住宅 は依然 として大量 に存在 している。 もう一つは、工

業発展の用地を優先す るため、年租屋 は労働者の働 く工場か ら離れた郊外に建て られる場

合がほとんどだ とい う点である。そのため再就職 ・子供の教育 などの面で様 々な支障が生

じてしまう。 したが って、ATHAに 移 りそこに長年住んでいた住民が、ATHAの 取 り壊 し

を期待す る一方、政府の配分 した郊外にある年租屋 を拒否 し、同 じところで年租屋 を建てる

ことを政府に主張するのである。

また、ホーは、政府がATHAの 取 り壊 しの過程で、住民の福祉政策 と工業発展の うち、

工業発展を優先的 に考慮するという、政策の特徴を指摘 した。ATHAの 地域 を工業用地 と

して開発す る必要がない限 り、それ を取 り壊 し、新 しい住宅地の建設 を行 うことを しぶっ

てお り、 こう した工業発展を優先す る政策は、結局ATHAの 再建を遅 らせた、と論 じてい

る。ボーの九龍湾、屏山両地区での調査 によると、住民の2.3%の 人のみが、政府の配分 し

た茎 湾にある年租屋に転居を希望 した。一方、92%の 住民 は、工業地区に近い場所 に住み

たい と答えた。今 まで と同 じ地区に住 むためには、政府がそこに年租屋 を建設するのを待

つ しかなかった。 したがって、ATHAを め ぐる抗議活動の内容は、その地区の家屋の建て

替 えを政府に要求す ることを中心 とした。

ホーは、香港の工業発展 の理念にもとつ く過剰人口の創出 と土地開発 とい う政府の政策

が、結局住民の生活利害を犠牲 にす るという代償をともなっている、と結論づけた。彼は、

こうした 「開発」の効果 と基本的な生活の 「欲求」 との深い割れ 目や落差か ら来 る住民の

不満 は、住民運動を 「ラディカル」化 させている一因であると考 える。 この落差が激 しい

ほ ど、住民は 「日常的惰性」か ら脱却 して、「自分の住居の基本的な権利」 とい う認識の

枠組みの中で 「開発」の理念を対象化することができる、 と分析 される。

4住 民運動の過程 ・特徴

住宅運動の政治 ・経済的背景お よび運動主体の創出を分析するほか、ホーは4年 間の現地

調査に基づ く事例分析 を通 して、それを具体的な運動の過程に関連 させ ようとする。ホーは、

対象地区の住民運動の指導者 を、地域固有の指導者IndigenousLeaders、 自発的組織 者

Vol㎜teerOrganizers(以 下VOsと 略称する)と 地域社会団体のスタッフCommunityS㏄ial

Workers(以 下CSWsと 略称する)に 大別する。運動の特徴 として、ボーは次のような点 を

指摘 した。 まず 、地域運動に携 わる政治家が不足 してい るため、主 な指導者 は、VOsと
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CSWsで ある。組織の規模 も小 さく、 ほとん ど地縁 関係 にもとついている。だが運動は、

規模が小 さいにもかかわ らず、九龍湾の仮設住宅では4年 間も続いた。 しか もそれな りの

実効力 も持っていた。 また、運動の戦略は、ス トライキ、役所での座 り込み という急進的

な行動よ り、住民が会議 を開 き、そこで決めた事項 を政府 に要望書の形で提出す る、とい

う 「穏健な」戦略 を特徴 としていた。

ホーは、この 「穏健的ポリステ ィクス」 こそ、香港住民運動がほかの国の住民運動 と区

別される特徴 であると指摘 した。 この特徴の成因を解明す るためにホーは、 まず彼の立場

か らみた社会構築主義の知見を援用 しようとす る。つ まり、運動参加者の間に存在す る集

団規範 と緊密 な社会関係 を考察 し、それがいかに行為者の戦略のパ ター ンに影響するのか

を分析するのである。しか し両地区の住民はともに流動性が大 きく、出身地 もさまざまで、

これ らに共通する規範 と文化的背景 を見 いだす ことはで きなかった。住民が会議 に参加す

るか、あるいはより急進的な行動をとるかは、具体的な状況によって規定 される。たとえ

ば屏山での調査では、住民が会議を好む理由は、その方が、急進的な行動 と比べて、いつ

ATHAを 取 り壊すか、新 しい住宅地の再建はいつか などといった必要な情報を、手に入れ

やすいか らだ、ということが明らかになった。

それゆえ、 ホーによれば、香港住民運動の 「穏健 な」特徴 は、全体的な政治的背景の下

におけるCSWsとVOsお よび固有の指導者間の戦略 の違いや力関係に よって、決定される

度合いが強いのである。

CSWsは 政府の給料を貰 う指導者か らなる組織である。CSWsは 政府の下部組織 として

政治制度の枠内で 日常事務を処理 しようとする。つ ま り、ホーが指摘 したように、政治形

態の 「民主化」が進むにつれて、住民の主張は、 日常的な地域組織め秩序の枠内で行われ

るようになる。 この地域秩序 は、住民の不満を、法律的規制にとって処理可能な事実 とし

て回収 して しまう。一方、指導者 自身 も政治的利害 を計算 し、政治制度を通 じた より穏健

的な問題解決を望む。ホーの調査 した九龍湾 と屏山では、全体 としてCSWsは 、政府か ら

の情報、援助資金 をより多 くにぎっているため、ほかの指導者 と比べて優勢を占める。 し

たがって、 公式的な組織原則 による行動は、 目標実現の手段 として南 らか じめ選択 されて

いる。 ホーは、この ような 「穏健 的ポ リステ ィクス」は、局部的なところで住民の主張を

実現 させた と考える。住民の声は、初期の木屋区の建て替え と新 しい住宅の建設の歩調を

速めた。 しか し、このような行動は一方で、政府の政治に根本的な影響 を与えられないた

め、結果 としては、多少の成功があ っても、ブルジ ョア改革の懐柔政策の産物 に過 ぎなか

った、 と分析 される。 じっさい、屏山では、古い家屋が取 り壊 されたが、住民の希望通 り

の同 じ地区での住宅の再建は行われ なか った。住民 は工業地区か ら離れた郊外 に転居 しな
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ければならなか った。ホーは、政府 は、「穏健的ポ リテ ィクス」な政治 を手段 に、よ り選

択的に住民の要求に応 じることを通 じて、社会矛盾を巧妙に回避 した という。

以上か ら本書の内容 をまとめてみる と、ホーは結局、香港都市住民運動に 「穏健な」傾

向があると結論づ けている。結局地域運動は、住民の潜在的に高い社会参加意識にもかか

わらず、政府 と協調す るようにな り、都市マイノリティの利益 を代表することはできなか

った。その原因は、香港 の70年 代以降の政治状況の副次的結果である動 員の不足である、

とホーは論 じている。

5終 わりに

ホーの研究は実際の現地調査 にもとついている。 これは、従来の香港政治研究の ドキュ

メントを中心 とす る研究手法 と比べて、実際の都市運動 の実践過程 を具体的に記録 した と

いう意義 をもつ。 またホーの議論は、構造的要因 と具体 的な実践の場面の状況 を接合 させ

る点に も特徴がある。 しか しわた しは、こうした方法上の有効性にもかかわ らず、ホーの

作業には、いくつかの欠点があると考える。

まずホーは、政治 ・経済的背景、住民 の戦略、地域組織の指導者の戦略 など、様 々な面

か ら香港政治の本質にアプローチ しなが ら、結論 としては香港政治の 「穏健」 な特徴 を指

導者の動員の不足 に求めている。これは、問題を単純化す る恐 れを生 じさせる。ホーは、

香港の政治の特徴 を 「穏健」 だと定義 しているが、これによって住民運動の中の 「穏健で

ない」一面を理論的に位置づ けるこ とはできないという問題が生 じる。ホー 自身も、90年

代にも政治 システムに回収 されない 「転覆的抗議行動」が存在することに気づ き、それが

時 として都市のマイノリティにとって唯一有効な下からの 「政治参与手段」だと考えてい

る。だがそれにもかかわ らずホーは、「転覆的抗議行動」 を単なる 「穏健 なポ リテ ィクス」

の付随的 な一部 として理解 して しまった。た とえば、屏山ではVOsが 主導的地位を しめる

場合があった。VOsは ボランテ ィアで仕事をするメンバーがほとんどで、彼 らが公式的政

治 システムに接す るチ ャンスはCSWsよ りずっ と少 ない。 したがって、VOsに とっては、

政治システムを媒介 して問題 を解決するより、たとえば家賃不払いス ト、壁 にスローガン

を張るなどといった行動的な解決は、 もっと有効なのである。「転覆的抗議行動」が、地

域の 日常的な政治制度か ら離脱 し、制度によって包含 しきれない手段 に訴えるのは、この

手段 に よって しか 自分の意見 を主張 で きない とい う行動の必然性 を持 っている場合 も多

い。 この必然性の存在は、む しろ常に、植民地主義統治下での香港の 「穏健」 とされる政

治の定義 とぶつか り、それ自体 を動揺 させる可能性 を持つのである。
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またホーが香港の政治に 「穏健な」 という全般的な定義を与えたことは、住民運動の中

の 「転覆的」一面 を隠蔽す るポリティクスを追認 して しまうことを意味する。67年 暴動後、

政府が一連の暴動 ・集合反対法令、社会治安法令を設定 した。 このような政治的背景の下、

政府 は、67年 暴動が明るみにした香港社会内部の矛盾 を巧妙 に 「社会治安の破壊」 という

問題へ とす り替え～「社会の安定と経済発展」の重要性 を呼びかけた。香港社会の 「転覆的」

活動 は、 この文脈において、その固有の原因にもかかわらず、「社会治安の敵」 とラベ リン

グされて しまった。そのひとつの例 として、67年 暴動以降、香港の左翼組織に対する恐怖、

また社会的安定 を第一義 とするという社会意識が生まれ、後に地方運動の指導者の戦略 と

住民の参加にみ られる保守性を創上げていったのである。住民 と組織の指導者は政治参加

の際、つ ねに過去の経験 と現在の状況 を考慮 しなが ら戦略 を決定する。実際 に67年 暴動 に

参加 した経験があ り、それによって不利益 をもたらされた住民 と指導者が、その後の運動

において、「転覆的」活動 より 「穏健」な行動 に傾いていったという経緯があるのだ。67年

暴動の参加者の側だけでな く、左翼組織への恐怖 を抱 き 「穏健 な」行動を とる人び との側

にも、「転覆的」な暴力の経験 は、現在にいたるまで深 く刻み込まれているのである。

以上ホーに対する批判か ら出発 して香港の都市社会運動 を考えなおすならば、「穏健 時

ポ リティクス」 という一面的な分析視座 に回収 されない下か らの 「転覆的抗議行動」 もま

た、 どんな統合的政策によっても解決で きない、社会変動 を暗示する内在的な矛盾のあ ら

われであ るといえ よう。「穏健」 であるとされて きた香港 の政治 ・社会の研究において、

今後必要なのは、 この下か らの原動力 を行為者の立場 において問いなおす作業である。つ

まり、社会的行為者の生活実践の次元で、彼 らの行動原理 をとらえ、その行動原理が政治

という構造にいかに内在 しているのかを実証的に考察する作業である。
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