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9 1 はじめに

川辺川の水はすみきっている。 1青初!ということばがその

ままぴったりする流である。川の水のすみきっていると

いうことはよいことだが，同時にそこにはきびしい生活

をしている人のいることをそのきれいな流がものがたっ

てくれる(宮本常一 1972:97)。

民俗学者・宮本常ーが球磨川の支流・)11辺川を訪れた

とき，すでに)11辺川ダム計画が立案され，水没予定地を

含む五木村と相良村では川辺川ダム計画への対応が議論

されていたはずである。宮本常ーの観察には，川辺川ダ

ム問題は直接には出てこないが，二つのことが語られて

いる。まず， 30年前の)11辺川が清初!な流れであったこと

を伝えている。さらに，澄みきった)11の流れが人びとの

生活のありようと結びついていることも物語っている。

澄みきった球磨)11・)11辺川は社会的共通資本」のひ

とつとして，流域の人びとの生活と結びついて，さまざ

まな形で利用されてきたのである。河川という「社会的

共通資本」は，自然環境だけではなく，ダムや堤防など

社会的インフラストラクチャーを含み，さらに河川|の管

理に関する制度的諸条件とも関わっている(宇沢弘文，

2000)。河川などの自然環境を含めて，誰が，どのよう

に維持・管理するかを分析するための概念でもある。ダ

ム建設を推進するか，ダム建設に反対するかは，文字通

り，河川という社会的共通資本を，誰が， どのような目

的で，どのように維持・管理するかという対立と直結し

ている。

) 11辺川ダム計画は，球磨川(熊本県)の支流・川辺川|

に，洪水調節，農業用水の供給，発電などを目的とする，

水没予定 289世帯(五木村と相良村)，総貯水容量 13300

万トンという巨大な多目的ダムを建設しようとする計画

である(川辺川ダム計画全体の問題点については，福岡

賢正 1996に詳しし、)。宮本常ーが川辺川を訪問してから

30年後の現在，水没予定地でのダム反対運動は終息して

いるものの，球磨川中流と下流の地域でダム反対運動が

高揚している。さらに川辺川ダム問題は熊本県内にとど

まらず，全国からも注目されるようになっている。ダム

反対運動は，多くの場合，ダム建設によって水没してし

まう地域の住民によって担われてきた。下流地域は，受

益者として，水資源を利用し，電力を享受し，洪水を回

避することができた(i受益圏J) が，水没地は犠牲者と

して，故郷を失うことになるからである(i受苦圏J)。

川辺)11ダム反対運動の場合，ダムの水を利用することに

なっている農家は水が必要ないとしてダム反対を表明

し，中流・下流域の人びとはダム以外の洪水対策が可能

であり，ダム建設はかえってダムを原因とする洪水の危

険性を高めるとしてダム反対を表明している(i受益圏」

の消滅と「受苦圏」の拡大) (公共事業と「受益圏Jr受

苦圏」とのかかわりについては，木原滋哉 2001参照)。

前者の農民団体 UJII辺川利水裁判原告団Jなど)と後

者の流域住民の団体(i清流球磨川・川辺川を未来に手
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渡す流域郡市民の会j など)，さらに球磨川漁協がダム

反対運動の中心的担い手であることは言うまでもない。

しかし，本稿の目的は， ) 11辺)11ダム計画の全体あるい

は川辺)11ダム反対運動の全体を検討するものではない。

川辺川ダム反対運動の中で，とりわけ川辺)11の価値を再

発見しようとする詰き，国家による河川管理の独占化を

批判する動きを手がかりにして， ) 11辺川|ダム反対運動の

組織戦略と政治的機会構造の関連を取り上げることにあ

る。筆者はすでに，政治的機会構造，動員構造，プレー

ミング過程という 3つの側面からさまざまな社会運動を

比較・分析する中で，川辺川ダム反対運動についても分

析を加えたことがある(木原滋哉 2000)。本稿では，社

会的共通資本をめぐる意味づけと解釈の枠組みを形成す

る「プレーミング」過程を出発点にして，地域政治の力

関係のもとにおけるダム反対運動の組織戦略の論理を明

らかにするとともに，その可能性を検討したい。

!3 2 JlIの記憶と経験

2. 1 川と流域住民の生活

川辺川と本流の球磨川は，全国の)11と同様に，流域の

住民の生活と密接に結びついていた。農業用水や生活用

水をして川水が利用されてきた。洪水は肥沃な土壌を提

供するものの，多くの被害ももたらしてきた。ここでは，

水利権に関する問題は除いて，それ以外の水と人びとの

生活のかかわりを簡単に見てみたい。

17世紀には，河口の八代から人吉までの球磨川が開削

され，さらに明治中期には人吉から五木村までの)11辺川

が開削されて，舟運が利用されてきた。しかし，明治末

に八代から人吉まで鉄道が開通し，人吉から下流の舟運

は表退していく(熊本県教育委員会 1988)。このとき，

人吉の温泉旅館の経営者が球磨川下りの遊覧船を運行し

て，人気を1等し，今日に至るまで，人吉観光の目玉にな

っている。昭和初期にも，日本窒素工場(現チッソ)が

五木村で川辺川に小規模のダムを用いた発電を開始し

た。しかし，戦後球磨川の環境を一変させたのは， 1953 

年に球磨川下流に荒瀬ダム，さらに瀬戸石ダム (58年)

が，そして球磨川上流に市房ダム (60年)が建設された

ことに由来する。

とりわけ下流のダム建設によって回遊性の鮎が自然遡

上できなくなったことが流域の人びとの生活に大きな影

響を与えた。鮎は，秋に川で生まれ，海へ下り，翌年の

春に川を遡上するが，ダム建設によって回遊が遮られて

しまった。このため秋に鮎から採卵して，ふ化した稚魚

を河口で放し，春先に球磨川河口で再び捕獲して，球磨

川上流まで運び放流しなければならない。このように球

磨川流域の漁業資源を維持・増殖するための組織とし

て，球磨川漁業協同組合が設立された。同時に，組合員

以外の人びとが球磨)11流域で鮎などを捕獲するために

は，球磨川漁協に入漁料を支払わなければならなくなっ

た。ダム建設以前の川の様子は鮎が遡上するとき川

が真っ黒になった」として，ダム建設以前の球磨川|の豊

かさの記憶として語られる。また子供の頃，夕食の

おかずにするために，竿を持って鮎を釣りに行った。川

辺川は『し、けす』みたいなものだ、った」という思い出と

して語られるように，ダム建設によって漁協が漁業資源

を管理せざるをえなくなって，流域の人びとと)11とのか

かわりが希薄になった。さらに， 60年代に学校にプール

が建設されるとともに，子供たちが球磨川・)1¥辺)11で泳

ぐことが少なくなった。もちろん今でも川遊びをする「川

ガキJは存在するが， ) 11と子供たちの距離が大きくなっ

ていった(球磨川とのかかわりの記録として，麦島勝

2∞2参照)。

鉄道の開通，ダムの建設によって，さらに水道の普及

などによって，川と人びととのかかわりは大きく変化し

て，疎遠なものになっていった。こうして球磨)1¥・川辺

) 11に大きく依存しているのは，水利権の問題を除けば，

球磨)11漁協，さらに人吉温泉旅館組合，人吉市も出資し

ている第三セクターの球磨)11下り株式会社など，直接・

間接に利害関係をもっ既存の利益集団である。社会的共

通資本の管理には，限られた範囲で，これらの利益団体

が参画して，実施されるようになった。

2.2 国家による河川管理の独占化

流域の住民が川とのかかわりを薄くしていった時期

は，国家が河川に対する管理を強めていったのと同時期

でもある。川辺川流域では，すでに 53年に電源開発株

式会社によって発電を主目的とするダムが計画されてい

た。しかし水力発電から火力発電へと発電が変化するに

つれて，電源開発はダム建設を断念した。しかし， 63，64，

65年の洪水をきっかけにして，建設省が治水目的のダム

計画を発表した。目的が変化しながらも，ダム建設が推

進されてきたこともさることながら，川辺川流域におけ

るダム計画の背景には，国家による河川管理に関する法

整備があった。「電源開発促進法J(53年)， r特定多目的

ダム法J (57年)， r新河川法J (64年)， r水源地域対策

特別措置法J(73年)といった法制度の整備を背景とし

て，建設省によって河川管理が独占され， ) 11辺)11でもダ

ム計画が立案されてきた(ダム法制の整備とその特質に

ついては，田中滋 2001)。

球磨川流域で 3年連続して洪水が発生したのをきっか

けにして，当時のダム法制を駆使して，川辺川ダムが計

画された。しかし，流域住民の洪水体験は，国家による

河川管理の独占に対する信頼を弱めることになった。そ

れまでも球磨川水系では何度となく水害被害が起きてい
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たが， ) 11辺川ダム計画のきっかけになった水害(1963，64，

65年)の経験は，意外にも，流域の人吉市ではダムへの

危倶の念を高めたのである。 65年の水害の際に，球磨川

上流の市房ダムの緊急放水が人吉の水害被害を拡大した

のではないかという考えは広く市民のあいだに浸透して

いる。水害直後には，丈吉市民がダム管理者の刑事告訴

を訴えるピラさえも配ったほどであった。水害の経験は，

ダム建設への期待ではなく，ダム建設への根強い不安を

高めているが，それにもかかわらずダムによる洪水対策

を推進しようとする建設省に対する不信の念は根強いも

のがある(球磨川大水害体験者の会 1999)。

同時に市房ダムは，下流域の人びとには水質が慈くな

ったという経験として記憶されている。こうした記憶は，

市房ダム建設以前の球磨川を経験している人，若い頃球

磨)11で川遊びをした世代に強く刻み込まれている。この

ような人びとにとって，川辺)11ダム計画は，自らの経験

と記憶に基づいて，不安をかき立てている。河川という

社会的共通資本を国家が独占的に管理することに対する

不信が，経験に裏打ちされて存在しており，記憶されて

いるのである。

豊かな川!とかかわった経験の記憶，水害の経験の記憶

は，流域住民にとってダム反対運動の根拠であり，源泉

でもある。したがって， ) 11辺川ダム反対運動は， ) 11と人

びとのかかわりを回復し， ) 11の価値を再発見しようとい

う試みでもある。以下では，初めに社会的共通資本とし

ての川の価値を再発見しようとする活動に焦点を当てて

crプレーミングj の側面)，ダム反対運動の組織戦略を

類型化したい (s3)。さらに， ) 11辺川ダム反対運動が，

どのように発生し，促進されたのかを説明するために，

川辺川ダム反対運動の中心となっている団体を取り上げ

て，地域政治とのかかわりを検討したい(S 4)。

~ 3 川の再発見と組織戦略

3. 1 r球磨川水系ネットワーク J

流域住民が球磨)11 • } 11辺川で遊び，触れるという新た

な経験から， ) 11の「記憶j の中に眠っていた川の価値を

再発見しようとする動きは， I球磨)11水系ネットワーク」

の活動に見てとれる。「球磨川水系ネットワーク」は流

域の自然保護や地域おこしの 12団体を中心として 96年

に設立された。「球磨)11水系ネットワーク」最大のイベ

ントは，球磨川と川辺川源流の水を汲み上げて，マウン

テンバイク，徒歩，カヌーなどで河口の八代市まで多く

の人びとの手で運ぶ「源流水リレー」である。当初は 50

人ほどの参加者であったが， 01年は数十の参加団体， 1000

人近くの参加者の手で源流水が運ばれるまでになってい

る。

「源流水リレー」は，源流水を運ぶという「経験」を

通じて，山と海を結びつける)11の価値を再発見するきっ

かけになるものとして想定されていた。直接にダム反対

を唱えるのではなく，川と親しみ川の価値を再発見する

ことによって間接的にダム反対につながる活動であると

考えていた中心メンバーも少なくなかった。山と海を結

びつける「源流水リレー」は，山と海の結びつきを断ち

切るダム建設と相容れないものであると考えても不思議

ではない。しかし， I源流水リレー」でダム反対を唱え

ることは「球磨川水系ネットワーク」内部で反対があっ

て実現していない。「球磨川|水系ネットワーク」に多く

の団体が参加し源流水リレーJ も大規模なイベント

になったことによって，逆にダム反対」という争点

では結集できなくなったのである。「球磨川水系ネット

ワーク」のように多くの団体が参加する運動体の組織戦

略を「団体結集型ネットワーク」と呼びたい。

97年の河川|法改正により，河川管理の目的に治水や利

水に加えて，河川環境の整備と保全が加えられるととも

に，市民参加，市民とのパートナーシップの形成が促進

されることになった。しかし，川辺川ダム計画の場合，

漁業権に対する前例のない強制収用が申請されるなど，

国土交通省の強硬姿勢が目立つ中で，市民と行政のとパ

ートナーシップの形成は不可能となっている。

一方で，多様な団体が結集する「団体結集型ネットワ

ーク」は「ダム反対」という争点を結集軸としておらず，

他方では，行政の強硬姿勢が，多様な団体の中に亀裂を

生み出している。このため多様な団体が結集する「球磨

川水系ネットワークJはダム反対Jという争点に結

集することができていない。

3.2 r尺鮎トラスト」

球磨)11・川辺川で鮎を捕る川漁師と消費者のあいだで

鮎の産直を実施する「尺鮎トラスト Jを始めた 1)11辺)11 

を守りたい女性たちの会J(以下では女性たちの会J

と略称)は球磨川水系ネットワーク」と同じように

川の価値を再発見し川辺川ダム反対と結びつけようとし

ながらも，異なる成果を生みだしている。「女性たちの

会」は，熊本市周辺の女性たちを中心として 2001年に

結成された。その中心メンバーは，環境保護団体や市民

オンブズマンなどで活動している女性たちである。環境

保護団体とは言っても，川辺川ダム反対の活動に専念し

ているわけではない。そこで，さまざまな団体の中で，

とくに川辺)11ダム問題に関心を持っている女性を中心に

して結成された。単一の争点に基づいて形成された運動

体の組織戦略を「争点結集型ネットワーク」と呼びたい。

「女性たちの会」は，川辺川ダム計画を阻止するため

にさまざまな活動をしているが，もっとも注目を浴びて

いるのが「尺鮎トラストJ運動である。尺鮎とは，球磨
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川や川辺川で捕れる約 30センチの大鮎のことである。

釣り人にとって垂誕の的であるが，このような鮎が捕れ

る川|はほとんどないこともあって，多くの釣り人が尺鮎

を目当てに球磨川流域を訪れているという。その「尺鮎j

をシンボルにして，鮎の産直を実施することによって，

川漁師を経済的に支援し，消費者には清流川辺)11の豊か

さを知ってもらおうとする活動である。

鮎の価格はシーズン中もかなり変動するが，川|漁師は

安定した価格で鮎を売り， ) 11の経済的恩恵を得ることが

できるようになる。とりわけダムの本体工事の前提とし

ての漁業補償金を球磨川漁協が拒否しているので，補償

金以上に鮎漁による収入のメリットが大きいことを具体

的に示すことにもなっている。 1年目の 01年は，約 1500

口， 750万円を売り上げた。産直運動に取り組む人びと

は，最初の宣伝に苦労することが少なくないが，川辺)11 

ダム問題が広く知られるようになっていることもあっ

て， r尺鮎トラスト j 運動は事業としても成功している

と言ってもよいだろう。

もともと運動体の内部では，川辺川産の鮎をブランド

化したいという声はあったが， r尺鮎トラスト」によっ

て， ) 11辺川の尺鮎は，大雪山のナキウサギ，諌早のムツ

ゴロウなどと同じように，自然保護の「シンボル的動物」

になった。しかも，鮎の場合は，単なる自然環境だけで

はなく，経済的利益を生み出す豊穣な自然環境のシンボ

ノレとなっている。

3.3 r団体結集型Jか「争点結集型Jか

「球磨川水系ネットワーク j は， ) 11と疎遠になってい

る人びとと)11とのかかわりを深めることにとって， ) 11の

価値を再発見しようという試みである。流域の様々な人

びとが参加するようになっているが，そのせいで球

磨川水系ネットワーク j としてダム反対を表明しにくく

なっている。河川という社会的共通資本を地域で管理し

ていこうという考えに立っと，地域の多くの人びとを参

加させようとし、う組織戦略(1団体結集型ネットワーク j

の形成)も必要とされるが，国土交通省が強硬姿勢でダ

ム建設に臨み，ダムへの賛成と反対が地域社会に亀裂を

生み出している現状では，広範な人びとの参加とダム反

対表明を同時に実現することは困難となっている。

これに対して「尺鮎トラスト」と「女性たちの会」は，

) 11辺川|の価値を再発見しようという同様の目標を掲げな

がらも，異なる組織戦略を採用している。まず女性

たちの会j の中心メンバーは，環境保護団体や市民オン

ブズマンなどのメンバーでもある。環境保護団体とはい

え， ) 11辺川ダム問題はさまざまな問題のひとつにすぎな

いので， ) 11辺川ダム問題に専念することはできない。「女

性たちの会」は，さまざまな団体の連合体ではなく，と

りわけ川辺川ダム問題に関心を持っている女性たちの集

まりであることによって，逆に，機動的に活動できる団

体になっているのである。「女性たちの会Jは， r) 11辺川

ダム反対」という争点を軸にして結集する「争点結集型

ネットワーク Jという組織戦略を採用することで， うま

く機能しているのである。

「尺鮎トラスト」を推進する)11漁師グループも，独自

のグ、ループを形成することによって機動力を獲得してい

る。川漁師の利益団体は球磨川漁業協同組合」であ

るが，組合長や理事会がダム容認派で占められるように

なるとともに，ダム反対派は，逆に，相互に連帯を強め

て，国土交通省との漁業補償交渉阻止のために効果的に

活動している。ダム反対派の)11漁師は球磨川漁業協

同組合」という公式の利益団体の内と外で， r) 11漁師組

合Jという「任意団体Jを結成してダム反対派の団結を

強めている。

河川!という社会的共通資本を管理していくためには，

多様な団体や人びとが参画することが望ましいが，国土

交通省の強硬姿勢のもとで地域社会がダム賛成と反対に

分裂しているばあいは，多様な団体からなる「団体結集

型ネットワーク j では「ダム反対」という目的の達成は

困難である。それに対してダム反対Jという争点を

軸にして形成される「争点結集型ネットワーク j は，ダ

ム反対のために機動的に活動できている。

9 4 ダム反対運動の組織戦略と地域政治

4. 1 地域政治の変化(協調から対決へ)

「団体結集型ネットワーク j から「争点結集型ネット

ワーク Jへの変化がダム反対運動の強化に結びついてい

るのは，川辺川ダム反対運動の中心となっている運動体

「清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域郡市民の会」

(以下では「流域郡市民の会」と略記)の形成過程でも

確認される。とりわけ，地域政治の変化(i政治的機会

構造」の変化)によって争点結集型ネットワーク」

としての「流域郡市民の会」形成が促進されていること

を見てみたい。

人びとの生活が河川とは疎遠になるとともに，人吉市

で球磨川・川辺川という社会的共通資本に深くかかわっ

ているのは，漁業協同組合，温泉旅館組合，球磨川下り

株式会社などという既存の利益団体であった。川辺川ダ

ム計画が発表されたあと，当時の市議会議員によると，

永田正義前人吉市長は人吉市としては，水害対策と

して河川拡張など河川改修を建設省に要望しているの

で，ダム反対を公言できない。ダム問題は，市議会の特

別委員会で取り上げてくれJと語っていたということで

ある。永田前市長のもとで，これら利益団体と市議会と

のあいだで合同会議がもたれ，河川環境の保全，水量確
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保，漁族の保護などを国に対して要望しているが (79年)， 

この要望は「川辺)11ダム反対Jを公言しているわけでは

なかった。当時の市議会議員によると，この要望は，ダ

ム建設にとって困難な条件を出すことによって，事実上

のダム反対意思表明を意味するものであったが，さまざ

まな意見をまとめるにほ，明確なダム反対は表明できな

かったという。これらの既存の利益団体は，ダム計画に

利害関係を持っている団体ではあるがダム反対」と

いう争点、のために設立された利益団体ではないために，

妥協した内容の要望になってしまったのである。

市長の交代，水没地を含む五木村によるダム建設同意，

流域自治体による r)11辺川ダム建設促進協議会j の設立

(88年)など地域政治の変化は，自治体が川辺)11ダム問

題について「協調j から「対決j へと政治姿勢を変更し

たことを意味する。政治的機会構造が，ダム建設という

「争点j について「開放J的なものから「閉鎖j 的な構

造へと変化していったのである。こうして既存の利益団

体は，事実上のダム反対表明の機会さえも失われていっ

た。同時にダム問題について多様な意見を抱える利益団

体では，ダム反対を主張することはできなかった。地域

政治の変化と団体内部の問題から，利益団体が川辺)11ダ

ム反対を表明できなくなる中で設立されたのが流域

郡市民の会」である (93年)。

しかし， r政治的機会構造」の変化が f争点結集型ネ

ットワーク」としての「流域郡市民の会」形成を促進し

たとしても，ゼロから形成されたわけではない。 80年代

に人吉を中心としてくまがわ共和国」という地域お

こし団体が， JR湯前線存続などを訴えて結成されていた。

湯前線が第三セクター「くまがわ鉄道」として存続され

ることが決まった後で， J R湯前線存続とともにダム問

題が重要だとして，そのメンバーを含めて，川辺)11ダム

反対の運動匝体として設立されたのが流域郡市民の

会」なのである。

「流域郡市民の会Jの結成は，球磨)11・)11辺)11という

社会的共通資本の管理とかかわってきた利益団体を通し

てのダム反対表明が断念された上で(f政治的機会構造」

の変化)， rくまがわ共和国」を基にしてダム反対」

という争点を中心とする「争点結集型ネットワーク」を

設立してダム反対を強めていこうという選択であった。

「球磨)11水系ネットワーク」や「女性たちの会j は，河

川の価値を再発見して，河川という社会的共通資本との

新たなかかわりを模索しているに対して流域郡市民

の会j は，社会的共通資本の国家による独占的管理を批

判して，住民の意思に基づく河川の管理を主張してし、く。

4.2 ダム反対運動の広がりと地域政治

国だけではなく，自治体までも，協調から対決へと姿

勢を変えるにつれて，多様な利害を含む「団体結集型ネ

ツトワークJではダム反対の意思を表明できなくなった。

こうしてダム反対という争点に集中した「争点結集型ネ

ットワーク Jという組織戦略に基づくダム反対運動が次

々に形成されてし、く。では，地域政治の政策決定過程か

ら排除されたにもかかわらず，ダム反対運動が影響力を

強めることができたのは，どのようにしてなのだろうか。

「ダム反対Jは，単一の争点に集約されることによっ

て，運動がかえって拡大したというだけではなく，それ

自体多様な争点の結節点でもある。環境保護，財政赤字

への懸念，地域民主主義の無視などの争点が重なってい

るゆえに，川辺川ダム反対の運動が広がっている面もあ

る。とりわけ，財政悪化が伝えられる中で，むだな公共

事業に対する都市住民の批判が高まっていることは， ) 11 

辺)11ダム計画への批判をも高めることになっている。さ

らに，有明海のノリ養殖に大打撃を与えたのが，諌早湾

干拓の結果として有明海全体の環境が悪化したためでは

ないかという疑惑が高まったことも，公共事業一般への

批判を後押しした。単一の争点としての「ダム反対」が

広まるとともに， rダム反対」という争点自体がさまざ

まな争点を重層化させているという点で，ダム反対運動

が強化・拡大されているのである。

また自治体でもダム反対」という争点、に焦点を当

てることによって，ダム反対が強まっている。多様な争

点を取り扱う自治体では，ダム問題はひとつの争点にに

すぎず， ) 11辺川ダム建設促進と掲げる流域自治体では，

f争点化J自体が阻止されてきた。「争点結集型ネット

ワーク Jという組織戦略が， rダム反対J という単一の

争点に集中して，逆に活動の場を広げたように，単一の

争点をめぐって住民の意思表明を実現しようとするの

が住民投票」である。住民投票は， r争点結集型ネッ

トワーク」と同じように，川辺川ダム計画という単一の

争点について賛否を問う手段だからである。すでに，流

域自治体の中では，坂本村と人吉市で川辺川ダムの賛否

を問う住民投票条例制定の直接請求がおこなわれた。人

吉市では有権者の過半数の署名を集めたが，それぞれの

市議会と村議会では l票差で否決された。否決されたと

はいえ，流域では，清流の記憶，既存のダムが水質悪化

とダム洪水をもたらしたという経験が， ) 11辺川ダム計画

への懸念を高めていることは，住民投票の動きにも見て

とれる(岐部明庚 2002)。

さらに，このように「川辺川ダム反対」のネットワー

クが広がり重層化する中で，流域自治体にも変化の兆し

が現れている。球磨川河口にある流域最大の都市・八代

市においてダム計画見直しを公約とした中島新市長の誕

生，福島前知事の急死後に当選した潮谷知事の誕生は，

地域の政治的機会構造を変えているように見える。ダム

反対派住民が国土交通省のデータをそのまま利用しでも

ダムは必要ないという代替案 (}II辺)11研究会 2001)が

5 
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出された後，塩谷知事は，ダム問題について国土交通省

と住民との討論集会を実施している (2001年 12月， 02 

年 2月， 6月)。毎回数千人が参加している討論集会は，

ダム計画の白紙化あるいは中止を前提とするものではな

いが， ) 11辺川ダム計画が必要なものかどうかをダム計画

を推進する国土交通省とダム計画に反対する住民グルー

プのあいだで議論していくという前例のない試みであ

る。

「争点結集型ネットワーク」としての「女性たちの会」

や「流域郡市民の会」は，川辺川!ダム反対という点で機

動牲をもつことができている。「女性たちの会」は，社

会的共通資本の維持・管理にも関与している。しかし，

社会的共通資本は，川|辺川ダム建設阻止を掲げる「争点

結集型ネットワーク j だけではなく，地域社会全体によ

って維持・管理されるべきものであり，理念上は，多様

な団体が関与すべきである。

かつて球磨川|や川辺川に利害関係を強く持つ利益団体

(球磨)11漁協，温泉旅館組合，商工会議所など)は，地

域社会の政治的力関係の変化とともに，団体としては，

ダム問題について発言できなくなったことをすでに見

た。「争点結集型ネットワーク」としてのダム反対の運

動体は，国家による社会的共通資本の管理への批判を強

め，自ら社会的共通資本としての何川とのかかわりを深

めて，自然環境としてだけではなく，豊穣な環境として

維持・管理をおこなうことによって，地域社会の政治的

力関係の再逆転を目指し団体結集型ネットワークJ

だけではなく，利益団体や自治体などの地域社会全体も

巻き込むようになる。そのためには，河川と流域住民，

流域外の市民とのかかわりをを深めることによって，自

治体そのものを変えていく必要がある。

~ 5 終わりに

川|辺)11ダム反対運動の場合，ダム問題に対して地域政

治が協調的姿勢から対決的姿勢へと変化するにつれて，

ダム反対運動は「団体結集型ネットワーク」から「争点

結集型ネットワーク」へと変化してダム反対という争点

を拡大し影響力を強めることができた。その際，球磨川

や川辺川に関する流域住民の記憶や経験がダム反対運動

の源泉になっている。またダム反対という争点は，それ

自体，環境保護・財政赤字・地域民主主義など多くの争

点と重なり合っており，そのこともダム反対という争点

の強化に寄与している。

川辺川ダム反対運動が拡大していくとき，環境保護団

体など既存の団体がそのままダム反対運動の担い手にな

ることはそれほど多くない。しかし，さまざまな団体を

横断するような形で，それぞれの団体のメンバーがダム

反対という争点のために，新たなグループを結成してい

る(f争点結集型ネットワーク」の形成)。市民社会に多

様な活動をおこなう団体やグループが存在することは，

そのままの形では，ダム反対という新たな争点の解決に

寄与しなくとも，新たなネットワーク形成に寄与してい

るc 市民社会におけるネットワーク形成が，民主主義の

基盤であることを示していると言えよう。

河川!という共通社会資本を管理していくためには，ダ

ム反対を掲げる「争点結集型ネットワーク」だけではな

く，さまざまな団体や自治体も巻き込んでいく必要があ

る。そのためには，自治体がダム問題に対して対決的姿

勢から協調的姿勢へ変わることが欠かせない。しかし，

国が強硬姿勢のままであるかぎり，問題解決は望めない

だろう。

以上のように，川辺川ダム反対運動を事例にして，ダ

ム反対運動の組織戦略と地域政治の政治的機会構造の関

連を検討してきた。川辺)11ダム反対運動については，そ

の関連を一部を抽出することができたが，より一般的に，

社会運動の組織戦略と政治的機会構造との関連を解明す

るためには，他のダム反対運動やダム反対運動以外の社

会運動との比較が欠かせない。また，川|辺川ダム反対運

動の全体を解明する作業もまだ着手したばかりである。

これらは，今後の課題としたい。
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