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東アジアにおける市民社会対話

■ 報告

韓国の国家―市民社会の変化と社会運動の挑戦
民主化のための全国教授協議会常任議長 聖公会大学 NGO 大学院長

チョ・ヒヨン
1. 序文
2. 国家―市民社会、市民社会戦線、社会運動に対する理論的論議
3. 民主化体制下における国家―市民社会の変化と社会運動
1) 民主化体制下における国家―市場―市民社会の関係変化
2) 民主化体制下における市民社会の変化
4. 反独裁民主政府下における国家―市民社会と社会運動
1) 反独裁民主政府下における国家―市場―市民社会の関係変化
2) 反独裁民主政府下における市民社会の変化
5. ポスト民主化体制への移行と国家―市民社会の変化および社会運動
1) 新保守政府の出帆とポスト民主化体制
2) 新保守政府下における社会運動の変化
1. はじめに

ながら市民社会と社会運動がどのように
変化したのかを分析しようとするもので

本稿は、民主化以降、国家―市場―市

ある。本稿では、以下の図にある時期区

民社会の構造的関係がどのように変化し

分に基づき分析を行うことにする。まず、

たのか、また、そのような変化に対応し

1961年以降1987年までの時期はいわゆる
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「開発独裁体制」であり、87年以降の時

ア的”市民社会の誕生であり、もう一方

期は「民主化体制」と呼ぶことができる。

では公的市民社会の誕生でもあった。市

また、2008年以降については「ポスト民

民革命の最大の要である自由は、すなわ

主化体制」と定義する。独裁が 6 月民主

ち上述のような意味において、経済的自

抗争によって崩壊した後、民主化を時代

由と政治社会的自由という二重性を持つ

的課題とする時期が20年間続いた。そし

のである。

てこの時期が、筆者の言うところの「ポ

国家から分離され独立的な存在となっ

スト民主化体制（民主化以降の体制）」

た市民及び市民社会を前提とし、それに

へと変化することになる時期である。

基づいて成立する体制がすなわち近代民
主主義である。近代民主主義はまさに国

2.

国家―市民社会、市民社会戦線、社

家に対抗して強化されてきた市民社会の

会運動に対する理論的論議

力を前提に作動する政治体制である。
しかし、国家と市民社会の分離の上に

近代社会への移行は、複数の次元で多

立つ民主主義は、市民社会の上に君臨し、

くの変化を伴ってきた。まず、経済的次

それを押さえつけようとする抑圧的国家

元では封建制的経済秩序から資本主義的

の出現によって常に危機に瀕することに

市場秩序への変化があり、政治的次元で

なる。権威主義の出現や左翼全体主義や

は絶対主義国家から近代代議民主主義的

ファシズムのような右翼全体主義の出現

国家への転換があり、また社会的次元で

は、国家からの市民社会の分離と独立と

は身分制あるいは前近代的臣民社会から

いう近代的政治原理を否定する国家の君

市民社会への転換があった。

臨、あるいは、国家による市民社会の

周知の通り、このような転換は市民革
命が重要な契機となっている。市民革命
を通し、前近代的国家に「包摂」されて

“封建化”という結果に繋がる。このよ
うに、民主主義政治体制の原理を否定し、
“社会の上に君臨する”国家が成立する

いた社会は国家から独立することになる。

時、市民は抵抗的主体となり、民主主義

この市民社会は、二重的性格を持ってい

的国家への回復を目指す闘争を展開する。

る。すなわち、一方には国家に反する自

この闘争戦線を筆者は“民主主義戦線”

律性を持った“公的”な―国家だけが公

と表すことにする。

的機構なのではなく―領域を担う社会と

ところで、このような市民社会は国家

しての性格があり、他方では過去の国家

に反する同質的な実体ではない。近代市

による統制から抜け出して自由な経済活

民社会は階級的に分裂している社会であ

動および経済関係を結ぶ、ブルジョア的

り、同時に、多様な社会的敵対と亀裂に

社会としての性格がある。市民社会のこ

よって分裂している社会であると言える。

のような二重的側面を考慮すれば、市民

近代資本主義の発展に伴って、このよう

革命とは、一方では（絶対主義的）国家

な敵対と分裂は様々な形態で現れながら

からの市場の独立を意味する“ブルジョ

再生産される。マルクス主義の核心命題
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表現することができる 1)。

上最初に国家に対立する独立性を主張す
ることができるが、市民社会の土台を成

3.

す経済的関係による資本と労働の絶対的

民主化体制下における国家―市民社
会の変化と社会運動

な関係によってそれは不断に分断された
社会となるのである。市民社会内の階級

1) 民主化体制下における国家―市場―

的敵対を軸とする多様な抵抗性の表出を

市民社会の関係変化

筆 者 は “ 階 級 的 行 動 主 義 （ class

近代韓国社会で国家―市場―市民社会

activism）と呼ぶ。また、このような階

の関係が構造化されたのは、1960年代以

級的行動主義が表出する戦線を本稿では

降の朴正煕開発独裁体制下においてのこ

“階級戦線”として概念化する。

とであった。開発独裁体制は市民社会に

このような階級的敵対と矛盾のほかに

対する統制・動員的体制であり、市場に

も、市民社会内では多様な社会的敵対と

対する支援・育成的体制であると言える。

矛盾及び対立が存在することになる。階

その意味で、開発独裁体制は市民社会を

級的敵対に還元されない多様な敵対と矛

統制・動員化する“国家―市場同盟体

盾をめぐっては、支配的集団と被支配集

制”でもあった。これが朴正煕体制の本

団の間で多様な闘争と葛藤が存在してき

質なのである。例えば、朴正煕体制は警

た。いわゆる“生活世界”の種々の矛盾

察と軍隊という物理的力を利用し、労働

と敵対は、一方では国家によって、他方

者の賃金闘争をはじめとする市民社会の

では市場によって条件づけられて構造化

多様な抵抗を抑圧すると同時に、月に一

されるが、同時に階級的敵対に還元され

度、大統領が輸出拡大会議を主催するほ

ない固有の性格を持ち続け、自然にこれ

どに国家の全力を輸出、市場育成、成長

らを取り巻く葛藤と闘争が存在してきた

という目標に注ぎ込んだ体制であった。

のである。環境、消費および文化的領域

このような点で、下の図のように“強力

での問題、人種問題、家父長制、同性愛、

な統制的”
、“発展”国家―“国家の支援

人権など多様な主題と領域をめぐって多
様な個人あるいは集団の主体性は高揚し

1)

た。また、多様な社会的敵対において被
支配的地位にある集団が自身の権利や人
間らしい生き方のために展開した苦闘が
あった。このような多様な闘争から表出
した躍動性は“市民的行動主義”として
表現できるであろう。そして、これらの
生活世界の矛盾をめぐって市民的行動主
義が表出する戦線は“生活世界戦線”と
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理性によって規範的に統合され象徴的に
構造化された生活世界とを区分している。
いわゆる“体系による生活世界の植民
化”が進行しているため、これに対応し
て体系に対する生活世界の復元運動が新
社会運動として起こる（クォン・ヨンヒ
ョク、1996）。ここで言う生活世界は、
このようなハーバマス的な含意を内包化
し、包括的な意味での生活世界として作
用するのである。
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によって高速成長する”市場―、“抑圧

会を支配してきた権威主義的発展国家の

された”市民社会が存在したと評するこ

総体的危機局面を助成した。市民社会の

とができる。開発独裁体制下でのこのよ

総体的抵抗に直面した権威主義的発展国

うな国家を筆者は“新重商主義的発展国

家は、危機の中で新たな変化を強要され

家”として概念化する。

ることになるのである。

このような開発独裁体制に対抗し、市

大局的に見れば、1987年の民主化初期

民社会が抵抗しながら活性化していった。

の局面で、国家―市場―市民社会の関係

市民社会のその抵抗的活性化は反独裁民

は次の様なものであったと言える。すな

主主義闘争という“主要矛盾”を中心に

わち、強力ながらも過去のような統制力

収斂され、やがて巨大な国民的反独裁民

を喪失した民主化国家が存在し、他方で

主化運動が出現したのである。光州民衆

はすでに特恵的支援の下で巨大化した市

抗争を経てすでに反独裁は時代精神にな

場と資本が存在しており、その反対には

っており、また、抵抗しながら活発化す

抵抗的に活性化した市民社会が存在する

る市民社会の抵抗力はもはや発展国家の

ことになっていたのである。この状況に

抑圧的な力を圧倒する段階にまで達する

対して筆者は、ある一方に朴正煕開発独

ことになる。そして、1970年代末～1980

裁体制が作り出した巨大な階級的・社会

年代初盤以降、発展国家は慢性的な窮地

的既得権勢力が存在しつつ、他方では平

に突入していく。このような開発独裁体

等主義への高い期待を抱いた大衆が存在

制に対する市民社会の抵抗の頂点に1987

しているものとして論じた（チョ・ヒヨ

年 6 月民主抗争が存在する。1987年 6 月

ン、2012年：10頁）。後者は、強力な統

民主抗争は、1960・1970年代以降韓国社

制的発展国家の抑圧と統制を突き抜け、
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むしろそれによって鍛錬された存在とし

化させることになり、また他方において

て出現し、前者は国家の戦略的支援の下

は市民社会の要求が選択的に収容され、

で成長した結果、“政経癒着”などの多

それが制度化する結果にもなった。この

様な腐敗的様相を帯びて存在したのであ

過程がすなわち政治的自由化の過程であ

った。

ると言えよう。この点で、政治的自由化

このように市民社会が抵抗的に活性化

は市民社会に対する国家の統制の弱体化、

し、経済的に新重商主義的発展国家の政

言い換えれば自律化という意味と同時に、

策方針の再生産が難しくなってゆくこと

市民社会の要求の選択的収容及び制度化

によって、1980年代以降発展国家は本格

という意味を持ち得る。しかし、国家の

的に危機に陥ることになる。こうして韓

このような政治形態の変化にも拘わらず、

国社会は権威主義体制から民主主義体制

権威主義的“発展”国家の性格がどのよ

へと移行する“民主主義移行”（イ・ヒ

うに変化するのかということは、後の国

ョ ンジン ／ソ ン・ホ グン 【編 】、 1995

家―市民社会、市民社会内の闘争の結果

年）の経路に移っていった。

に委ねられることになる。政治変動の側

政治的側面から見れば、民主主義への

面で韓国社会は1987年 6 月の民主抗争以

移行は1970年代までの権威主義的発展国

降、“上からの保守的民主化”（チョ・ヒ

家の政治形態の変化を意味しているもの

ヨン、1998年：3 章）という経路をたど

である。すなわち、民主主義国家への独

り、旧支配勢力のイニシアチブが廃れる

裁的国家の移行である。このような民主

ことなく維持された妥協的移行を経験す

主義への移行は、一方において過去の権

ることになるのであるが、発展国家の性

威主義国家による市民社会の統制を弱体

格もまさにこのような政治変動の性格に
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影響される。従って、発展国家は決定的

家による市場統制の弱体化（市場自律

に破壊乃至は解体（dismantling）される

化）と開放を意味する。このような経済

2)

のではなく、変形（transformation） す

的自由化を極端に表現したものが、すな

るものであると筆者は考える。ここまで

わち新自由主義である。1987年 6 月の民

見た様に、民主化の不徹底性にも拘わら

主抗争で頂点に達した反独裁闘争は、権

ず政治的自由化は自律化と制度化の性格

威主義の新重商主義的発展国家を弱体化

を持ち続けて進行していくのである。

させることによって、市民社会の自由と
市場の自由を同時に提示させることにな

経済的自由化と政治的自由化の二重的性格

った。この二重性は、1987年 6 月以降の

ここまでの考察に従えば、民主主義へ

韓国社会の変化にも現われている。つま

の移行の過程は、政治的自由化と経済的

りそれ（自由化の二重性）は、自由化へ

自由化の同時進行の過程であることが分

の強力な志向を内包する―反独裁民主化

かる。これは、2 節で述べた市民革命の

勢力の一部を担う―自由主義勢力

二重的性格と明らかに対応するものであ

（liberal）にもそのまま表出していると

る。政治的自由化が、国家による市民社

言える。すなわち、経済的自由化の増進

会の統制の弱体化（自律化）と市民社会

という名目の下、それが極端化しながら

からの要求の収容（制度化）を意味する

新自由主義的政策が推し進められること

ものであるとすれば、経済的自由化は国

になるのである。

表２．1987年以降の政治的自由化と経済的自由化の変化
下位特性
自律化
政治的自由化
制度化

経済的自由化

市場自律化
開放化

2)

性格
権威主義的発展国家による市民社会の抑圧から、国家によ
る市民社会の統制の弱体化。市民社会の自律性の拡大。市
民社会の政治的自律化。
市民社会の要求に対する国家の開放性増大であると同時
に、市民社会の要求が反映される制度的通路と空間の形成
及び拡大。
以前の国家主導的な方式よりも市場自律性が増大。民営化
の拡大、労働市場に対する政治的制限などの克服。
国内市場への外国資本の侵入の拡大。

グラムシが述べているように、“変形”
とは支配階級が被支配者の同意を確保す
るために支配の自己変革を遂行する、い
わば受動革命の重要な過程である。受動
革命と変形主義については、Gramsci,A
（1999年：106-114頁）を参照。韓国の受
動革命と変形主義については、チョ・ヒ
ヨン（1998年：3 章 5 節）、チェ・ジャ
ンジプ（1995年）を参照。

2) 民主化体制下における市民社会の変化
ここまでの議論を踏まえ、このような
変化によって規定されながら内外の3種
類の戦線が市民社会をどのように変化さ
せるのかを見ていくことにしよう。1987
年以前まで存在していた市民社会に対す
る国家統制が民主主義に移行しながら顕
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著に弱体化する中で、市民社会は多様に

れていた大衆が進歩改革的な躍動性を持

活性化した。

ち、それを表明させるようになったこと
を意味するものなのである。グラムシ

市民社会の“抵抗的活性化”から“主体
的活性化”へ

（1971）が述べたように市民社会が支配
的なヘゲモニーの再生産の空間であると

前述の通り、市民社会の活性化が国家

すれば、正に国家の論理が大衆によって

と市場の改革を要求する“外的な”方向

受容されそれが大衆の政治性を規律する

へ表出したのに対し、市民社会の内的な

ことになる。その意味で、主体的活性化

変化は民主主義への移行過程で現れたも

というものは、ヘゲモニーに支配された

のである。これを、市民社会の主体的活

空間としての市民社会の性格を飛び越え、

性化と呼ぶことができるだろう。権威主

それに対応する対抗ヘゲモニー的実践と

義的発展国家に抵抗する市民社会の躍動

して市民社会が出現・拡張したというこ

性を“抵抗的活性化”と表現するならば、

とを証明している。

民主主義への移行過程で現れた市民社会

では、まずは民主主義戦線における変

の新しい躍動性は“主体的活性化”と表

化から見ていくことにしたい。民主主義

現できる。主体的活性化は、国家に対抗

への移行、すなわち“権威主義的”国家

する抵抗的な市民社会の躍動性としても

から“民主主義”的国家への移行に従っ

表出することはある。しかし、他方では

て、次第に権威主義的発展国家に対抗す

従来争点にならなかった新しい争点をめ

る市民社会の“抵抗”的活性化は、旧体

ぐって政治化したり、市民社会における

制下で歪曲した国家と市場を民主的に改

各種の階級・階層・集団が組織化して、

革するための“制度化された”動力とし

自分たちの要求あるいは利害を実現させ

て表出し始める。詳述すると、まず民主

ようとする主体的な態度が高揚する過程

主義は市民社会の要求が自然に表出する

を意味するものでもある。その一例とし

制度化された空間を拡張するものである。

て、以前は官辺団体のみだった市民社会

そのため、権威主義国家あるいは独裁国

内部において多様な職業、階級、階層の

家に対抗する形で歪曲した市場の改革を

組合や結社が誕生し、政府と政党に対し

目指していた“抵抗的活性化”としての

て批判的な意見を出す市民・民衆団体が

市民社会の躍動性は、次第に、歪曲した

拡大していることが挙げられる。これは

国家および市場を改革するための“制度

ある意味、職業別あるいは階層階級別の

化された”躍動性として表出する。つま

自覚と組織化が進んでいるということで

り、街頭での戦闘という形で出現してい

もある。

た市民社会の抵抗的活性化は、制度化さ

1987年以降のこのような市民社会の主

れた場においてその制度的通路を利用し

体的活性化は、社会運動の活性化という

つつ、より多様な形で表出することにな

見地から見れば、極めて肯定的な現象で

るのである。

あろう。すなわち、それは国家に動員さ
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市場の民主的改革を争点とする多様な社

次は、階級戦線における主体的活性化

会運動組織の生成からも、民主主義戦線

を取り上げる。階級戦線での市民社会の

を中心とする市民社会の主体的活性化が

活性化は、労働運動を含む民衆運動の組

現れていることを確認することができる。

織化・政治的発展に現われていると考え

また、過去において反独裁民主化運動に

られる。このような発展は、政治的自由

包括されていた各部門の運動が、独自性

化、特に市民社会に対する国家統制の弱

を持つ新しい社会運動組織として再編さ

体化を意味する自律化の「恩恵」という

れることもその例として挙げられる。例

ことができる。

えば、駐韓米軍犯罪根絶運動本部、人権

権威主義国家から民主主義国家への移

運動サランバンなどのように、反独裁民

行に伴って、自律的な政治の空間及び社

主化運動から分化した形態の多様な運動

会運動の空間が拡張し、労働運動は以前

組織が作られている。さらには、市民運

の非合法的位置づけを乗り越えて半合法

動という名目で、民主主義の深化と活性

的な合法運動へと自らを展開させていく

化を目的とする組織が作られてもいる。

ことになる。これは、労働運動の組織

1989年 7 月の経済正義実践市民連合、

的・政治的発展を意味する。労働運動は

1994年 8 月の参与連帯の出帆がそれに当

以前にも増して社会運動の中心的位置づ

る。そして、腐敗追放運動連合、開かれ

けを強めた。また民衆運動は、一方で民

た社会市民連合などのように、民主主義

主主義の深化拡散を目指す努力（政治的

の拡大深化、市民的・政治的人権の拡

民主主義から社会経済的民主主義への転

大・制度化を目的とする組織も現われて

換）の主たる推進力として作動し、他方

いる。民主主義への移行が伴う政治的自

では発展主義の持続と市場主義・開放主

由化の過程で市民社会の自律性が増大し、

義という発展主義の動きの下で、民衆た

それを追い風に上記のような“結社

ちの生存権を勝ち取るための闘争を展開

（association）”の活性化が見られたと言

することになった。

3)

えよう 。

1987年 7～9 月の労働者大闘争以降に
活性化した民主労組運動は、生産職の領

3)

2000年に市民の新聞で発刊した民間団体
総覧で、民間団体の年度別成立時期を掲
載している。それによれば、1980年代以
前に成立した団体の比率は21.9％に過ぎ
ないが、1980年代以降の比率は78.1％に
達している。また1997年の民間団体総覧
によると、1987年以降に創設された団体
の比率は55.8％となっている。この結果
より、権威主義政権下では抑圧されてい
た市民社会の多様な結社が、民主主義へ
の移行過程では爆発的に増えたことを窺
い知ることができる（チョ・ヒヨン、
2004年）。

域はもちろんのこと事務職や専門職まで、
そして中小企業のみならず大企業まで、
また、国内企業のみならず公企業や外国
企業にまで広がって行き、その過程で市
民社会の民主的転換のための土台が築か
れた。このような組織的発展は、1990年
1 月22日の全国労働組合協議会の創立や、
1995年11月 3 日の民主労働組合総連盟の
創立へと繋がったのである。
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恵”には、民主主義への移行過程に伴う

などである。このような生活世界におけ

経済的自由化の“災禍”もまた随伴する

る諸問題の争点化は、政治的自由化によ

ことになる。後半の図でも見るように、

る市民社会への抑圧の弱まり、言い換え

1987年以降の民主化の過程は、政治的自

れば自律化の拡大がもたらした現象でも

由化の“恩恵”と経済的自由化の“災

ある。つまり、政治的自由化は、生活世

禍”が交差する局面であることが分かる。

界戦線で過去に周辺化乃至は抑圧されて

ある意味で1987年以降の民主闘争は、政

いた問題点を争点化し得る社会的空間を

治的自由化の恩恵を利用しながら、経済

提供する恩恵として表出したものだと言

的自由化に伴う災禍と対峙する状況であ

うことができる。

った。農業開放に反対する農民の闘争
（チャン・ソンファン／チョン・ジンサ
ン、2001年）や労働法改正に立ち向かう

外換危機を媒介として反独裁野党政府時
代へ

労働者たちの闘争が、正に経済的自由化

1987年以降に“上からの保守的民主

に起因する災禍と対峙する闘争の事例で

化”の経路を辿り展開された国家改革と

あると言える。前者の場合、農業開放化

市場改革が、活性化して行く市民社会を

自体を阻止することはできず、開放化に

相殺する方向で展開されたものであった

伴う農業再編への支援拡大という形で帰

なら、50年ぶりの野党政権は成立しなか

結することになったが、労働市場の柔軟

ったことだろう。しかし、上からの改革

化を図るための労働法改正の試みは、

への包摂にも拘わらず、それを飛び越え

1997年の労働法改正総罷業（ゼネスト）

て活性化する市民社会―労働運動及び多

によって保留されることになった。

様な市民的運動を含む―の躍動性により、

続いては、生活世界での多様な社会的

野党政権への移行は達成された。その上、

亀裂に対応する市民社会の主体的活性化

IMF 危機によって変形した国家が市民

である。生活世界における矛盾は、発展

社会を包摂することは困難となり、その

国家の初期ではなく、発展を“成就”し

ことが既存の国家権力の危機と野党政権

た条件下で現れる新しい社会的・文化的

への政権交代をもたらしたのである。過

矛盾に対応しているものだと言える。生

去の政権による変形的再生産が失敗した

活世界の矛盾に対応した市民社会の主体

のは、IMF 危機という“偶然的”な要

的活性化は、従来取り上げられなかった

因が大きく影響していたとも言える。外

問題を争点化する過程でもあった。言う

債の返済ために IMF から借款するしか

なればその問題点とは、“マクロファシ

ないという国家経済の危機的状況は、既

ズム”に対する抵抗の中で遮られていた

存権力層の統治能力に対する甚大な疑懼

“ミクロファシズム”（イム・ジヒョンほ

心を抱かせると同時に、野党政権にチャ

か、2000年）的問題点や、消費と文化の

ンスをもたらしたとも取れる。既存権力

商品化によって生じる新しい問題点、歪

集団の統治能力に対するそれほどの甚大

んだ豊かさから提起される多くの問題点

な疑懼心が無かったなら、野党政権の誕
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生は不可能だったはずである。

では外国資本が支配力を行使できるよう
に幅広い開放化が試みられ、資本市場、

4.

反独裁民主政府下における国家―市

株式市場に対する大々的な開放化措置が

民社会と社会運動

同じく為替危機の克服を名目に展開され
たのである。盧武鉉政権は、周知の通り

1) 反独裁民主政府下における国家―市

米韓 FTA を電撃的に推進し、“同時多発

場―市民社会の関係変化

的 FTA”を掲げて全面的な開放化政策

1987年以降における民主主義への移行

を推し進めた。これらの過程で金融の対

過程で国民政府の樹立と IMF 管理体制

外従属と脱国民化（イ・ビョンチョン、

への転換がもたらしたのは、諸般の政治

2001年）が拡散することになった。この

社会的関係の重大な変化であった。いわ

点では、“相対的に進歩的”と見做され

ゆる“97年体制”の出現がそれである。

ている金大中政府が同じく為替危機とい

IMF 体制への移行と野党政権への移行

う状況の中で、マレーシアのマハティー

は、複合的に相互作用し、1998年以降の

ル政府に比べてもはるかに開放主義的な

韓国社会に影響を及ぼしてきた。

政策を採り、IMF の政策勧告をとても
忠実に実行したということも、興味深い

政治的自由主義勢力の新自由主義化

対照をなしている。

まず、開発独裁体制下で強力に存在し
ていた発展主義あるいは成長主義は、

民主化体制下での資本権力の強化とその

1987年以降、市場主義的・開放主義的発

効果

展主義（これを筆者は“新自由主義的発

1987年以降の反独裁民主政府の統治政

展主義”と呼ぶ）へと変貌し、反独裁自

策と、それに伴う市民社会の変化を見る

由主義勢力がまさしくその新自由主義的

ためには、ある重要な変化に着目する必

発展主義に捉えられる状況を産み出した。

要がある。それは、市場権力と資本権力

国民政府と参与政府が有していた野党と

の強化である。朴正煕体制下での戦略的

しての性格は、以前の発展主義的基礎の

支援を受けて成長した韓国の大資本権力

転換と省察、それに伴う政策的変化へと

は、反独裁自由主義勢力の社会経済的進

向かうこともあり得たはずである。しか

歩主義を制約する巨大な力を作用させた。

し、政権の主体勢力自体の政策的不徹底

開発独裁（あるいは従属的ファシズム）

や IMF 危機がもたらした外的制約によ

が主導する資本主義化の過程が進展する

り、50年ぶりに誕生した野党政府と参与

中で、開発独裁国家の“下位パートナ

政府は発展主義の克服ではなく、むしろ

ー”として成長した資本権力が、やがて

それを深める方向へと向かったのである。 “自分の足で立って”韓国の経済を支配
実際、国民政府の下では、為替危機の克

するようになったのである。これが、反

服と言う名目で銀行及び国営企業の民営

独裁中道自由主義勢力の社会経済的進歩主

化が進められた。さらに、民営化の過程

義を制約する力を作動させたのであった。
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このように見てくると、民主化体制下

が自身の議題を実現し、自分たちの要求

での国家は二重の性格を有していたと考

を貫き通すために動員できる制度的・非

えられる。すなわち、それは一方では独

制度的支援の量を急激に増えたというこ

裁国家から民主主義国家へ移行する過程

とである。実際、相当な範囲に及ぶ進歩

で、過去の独裁国家の遺産をえぐり出す

改革運動の議題が政策課題として収容さ

役割を担う“民主改革国家”として存在

れていた。

していた。しかし他方では、新重商主義
的発展国家から新自由主義的発展国家へ

2) 反独裁民主政府下における市民社会

と徐々に変貌を遂げていたのである。民

の変化

主政府の下での国家―市場―市民社会の
関係を図解すると以下の図のようになる。

そうならば、このような発展国家の政
治経済的変化の中で、民主主義戦線、階
級戦線、生活世界戦線をめぐる市民社会

制度化の拡大とその効果

及び社会運動の変化はどのように現われ

続いて、自律化と制度化を構成要素と

たのだろうか。また、その過程における

する政治的自由化に関連して次のことに

ジレンマはどのようなものだったのであ

触れる。すなわち、国民政府と参与政府

ろうか。これらの点を見ていくことにし

の下では自律化が一層拡大すると同時に、

たい。

市民社会の要求を選択的に収容する“制

まず民主主義戦線の場合、制度化によ

度化”が進行していた。これはつまり、

って市民社会の一部に組み込まれながら

反独裁民主化運動に参与していた反独裁

も、同時に、政治的自律化と制度化が附

野党政権の出現によって、市民社会運動

与する空間の中で新しい躍動性を表出さ
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せるという二重性が現われていた。

得なかったものである。しかし、野党政

一次的に確認することができるのは、

府誕生以降の空間では、市民社会の改革

反独裁民主化運動の時期や民主主義への

運動が強力に推進され注目を集めている

移行過程で提起されていた要求が、国民

ことがわかる。

政府の下で大幅に制度化されていったと

次は、階級戦線の場合を見てみよう。

いうことである。周知のように、国民政

階級戦線でも、選択的な包摂のための制

府の初期の段階では、経済危機を追い風

度化が試みられた。野党政府の出帆以降

にしながら財閥改革が―妥協的にではあ

の労使政委員会などはその代表的モデル

るが―推進された。腐敗防止法の制定を

と言えよう。いわば労使政委員会は、以

通して、腐敗追放に対する市民社会の圧

前のような労使政の対立関係を乗り越え、

力が一定程度制度化されたことも、一つ

労使政それぞれの間での新しい協議のモ

の例である。過去の清算と関連して、

デルとして試みられたものである。これ

「疑問死真相究明委員会」の設立や民主

は、市民社会内における労働の要求を制

化運動の名誉回復及び補償なども進めら

度的なテーブルで議論し、収容するため

れることになった。

のものであった。そして、全教祖の合法

このような制度化の過程では、市民社

化、失業克服を目指す社会保障制度の拡

会が一定領域において受動化される様子

大、国民基礎生活保障法の制定など、多

も見えてくる。例えば、反腐敗のような

様な形で－組合主義的方法で－資本と労

場合、親政府的な反腐敗運動機構が存在

働、労働と政府の関係を形成しようとす

したりもするのである。国民政府はこの

る試みが現われている。労使政の協議モ

ような市民社会の受動化を加速化させ、

デルを通し、いくつかの社会保障制度の拡

親政府的な市民社会を動員するために

充、冒険的実業の実施なども達成された。

“第 2 建国委員会”なども創設している。

しかし、階級戦線の場合は、このよう

この様に、一定の側面では過去の市民

な制度主義的包摂を乗り越え、開放主

社会の議題が政府に収容されていく中で

義・市場主義的な発展主義の政策が新し

受動化も進んでいくことにはなったが、

く拡大推進されることで、新たな階級的

別の側面では野党政府の出現以降拡張し

亀裂が深まることになった。そしてその

た政治的・市民的活動空間に助けられて、

結果、上のような政府の“従属的新自由

多様な市民社会の改革圧力運動が展開さ

主義”政策に反対する労働陣営と政府の

れた。代表的なものとして、2002年 4 月

間で葛藤関係が拡大することになるので

には政治改革のための楽天落選運動のよ

ある。いわゆる“20：80社会”が到来し、

うなものがある他、2002年後半から実施

構造調整及び経済改革の過程で数多くの

された医薬分業、言論改革なども挙げる

失業者が生み出され、労働市場の柔軟化

ことができる。これらの運動は過去には

という名目で雇用関係が非正規職化した

“想像”もできなかったものであり、以

ことにより、所得不平等、雇用不安定が

前の国家―市民社会関係の中では実現し

一層深刻化して民衆の苦痛を強めること
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になった 4)。金大中政府の下では、この

人権の侵害を予防することを目的として

ような市場の自律化と開放化が拡大推進

設立された国家人権委員会のような機関

されたことで、経済的自由化の“災禍”

は、人権運動の要求の制度化という点で

も一層大きくなった。野党政府の初期に

相当の進歩を象徴しているものであろう。

は、相対的には協議的関係が造成された

また、文化権力に対する監視と、大衆消

が、構造改革が進展するに従って労働陣

費生活文化上の諸問題を争点化している

営の抵抗的活性化はむしろ勢いを増した。

文化改革市民連帯の活動なども重要な変

そして、反労働的構造や労働排除的構造

化のうちの一つである。

の造成、あるいは改革に反対する労働者
の闘争が、“従属的新自由主義”に反対

生活世界運動の登場

する闘争へと収斂されていくことになっ
たのである。

民主政府の下における生活世界戦線の
変化の一つとして、市民社会活動が体制

三番目として、生活世界の戦線を見て

に対抗する運動から生活世界の領域まで

みよう。生活世界の戦線では、野党政府

拡大し、それに伴い“生活世界改革運

の出現による市民的・政治的空間の拡張

動”が浮上してきたということがある

を享有しながら、かつて周辺化乃至は抑

（Cho、2011年）。その一環として、開発

圧されていた多くの議題が新しく争点化

以降の時代に固有な新しい生活上の要求

されていく過程を踏むことになった。そ

―環境問題、消費者問題、安全な食べ物

して、“聴かれることのなかった声（the

などの問題―に対応する運動が出現し始

voice of the voiceless）”が制度的空間に

めた。ある意味で、過去には“絶対貧困

おいて反映される可能性も高まったので

問題”を中心に開発（development）と

ある。

それに伴う矛盾が問題化していたのに対

消費生活上の課題、人権、同性愛、障

し、ここでは開発以降の“新しい富裕”

害者、外国人労働者など、マイノリティ

と“富裕の矛盾”を争点化する運動が出

ーの問題が新しく争点化され、かつ重点

現したことになる。

的になったことは、重要な変化であると

このような生活世界志向的運動の登場

言える。このような生活世界の問題を中

と浮上は、いわゆる“脱物質的価値

心とする新しい政治化と争点化は、部分

（Inglehart、1997年）が大衆の生活世界

的な制度化も達成した。市民的・政治的

の中でより一層重要になったことと軌を
一にしている。ポスト開発資本主義時代

4)

労働所得分配率の推移を見ると、1996年
64.2％、1997年62.8％、1998年61.6％、
1999年59.7％、2000年59.4％といったよ
うに持続的に減少していることがわかる
（統計庁）。1996年における上位20％世帯
の収入は、下位20％の所得の4.74倍であ
ったが、2000年には6.7％にまで増加し
た（東亜日報、2002年 4 月26日）。

における新しい生活世界の改革的運動は
多様である。例えば、環境、性差別、同
性愛、ポルノ問題、姦通罪廃止、フェノ
ール汚染事件、各種不良食品の問題、消
費者の諸問題、情報人権、知識権力、チ
ャペル問題などが挙げられる。
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“保守の能動化”と“市民社会の葛藤的
分化”

市民社会との逆説的な乖離が拡大したと
いうことになる。

民主政府の末期には、“二重的国家”

このような点で、前者を反独裁民主政

としての性格が矛盾を生じさせ始めてい

府の統治に対する“保守的離反と抵抗”

た。すなわち、一方で民主改革の議題を

とすれば、後者は“進歩的離反と抵抗”

政策化させ―制度化の水準にまで―実現

と呼ぶことができる。これら二種類の離

させたことによって生じた危機である。

反は反独裁民主政府、特に盧武鉉政府の

反独裁民主化運動とそれ以降の民主改革

危機を深刻化させた。加えて、このよう

運動で要求していた民主主義戦線の多様

な危機的様相は盧武鉉政府主導部におけ

な議題が実現すればするほど、次第に

る“統治の美徳”（チョ・ヒヨン、2009

“国民的合意が広範囲に存在する議題”

年）の不在によって一層加速化したもの

を通り越し、熾烈な闘争の対象となる議

である。

題にまで対面するようになったのである。

ここでは前者を“保守の能動化”と表

例えば、2004年の“4 大改革立法”をめ

現することにしたい。保守勢力の能動化

ぐる状況がまさにそれである。この4大

と関連して開発独裁の時期には官辺団体

改革立法には国家保安法や私立学校法な

の能動化があったが、これは単純に上か

どが含まれていた。しかしこれらは、保

ら動員されたものに過ぎなかった。1987

守勢力の強力な抵抗を呼び起こす課題で

年以降の改革の局面では、保守勢力が民

ある。これは“民主改革の水平的拡散”

主改革という時代精神に圧倒され、積極

（チョ・ヒヨン、2009年）に伴う危機で
あると表現できよう。

的な攻勢を取ることができなかった。し
かし、以上の二つの危機要素が媒介とな

反対に、まず階級戦線では、反独裁民

って保守勢力の能動化が現れ始めた。進

主政府が新自由主義的発展主義を収容し、

歩改革勢力からは不可避なものと見なさ

それに伴う経済政策を実施したことで、

れていた改革、例えば過去の清算に対し

先に述べた様な両極化と雇用不安定、所

て、保守勢力は“過剰改革”や“社会主

得分配の悪化、非正規職化など多様な社

義的改革”としてそれを激しく批判し 5)、

会経済的問題が出現した。反独裁民主政
府はこのような問題に対して、積極的な

5)

“社会経済的進歩主義”を具現する政策
を実施することができなかったため、危
機的要因は一層拡大したのである。すな
わち、国家の民主化の速度に比べ、市場
権力の強化と市民社会の階級的両極化が
はるかに急展開した。しかしそれに対応
して、その危機を相殺する積極的な社会
政策を民主政府が駆使することができず、
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過去の清算の一部として定められた“民
主化運動名誉回復法”に従った過去の清
算過程は、これを如実に示している。
1989年、7 名の警察が亡くなった事件に
関わった学生がこの法律に基づいて民主
化運動家として名誉回復したのであるが、
これに対して保守勢力は激烈な抵抗を見
せた。このような保守的抵抗以外にも、
光州民主化運動関連者が国家遺功者とな
り、5.18墓域が国立墓地となったことに
対して、進歩的過去の清算の名を借りた
国家主義の強化であると、進歩陣営の内

シンポジウム II：北海道ダイアログ

東アジアにおける市民社会対話

積極的に保守勢力を動員して多様な抵抗

間が過ぎる中で“民主化の成果”自体は

的集団行動を組織した。市民社会内での

“与えられた”ものとして認識されるよ

このような新しい“保守の能動化”現象

うになり、大衆は自分たちの社会経済的

に伴い、市民社会はやがて“葛藤的分

問題を解決できない反独裁自由主義民主

化”に移行することになる。これこそ、

政府、ひいてはそれが掲げる民主主義自

チェ・ジャンジプ（2010年、7 章）が表

体に不満と疑問を抱くようになる。すな

現したように、“国家対市民社会”から

わち、反独裁自由主義勢力の“社会経済

“市民社会対市民社会”の対立構図への

的挫折”が民主主義に対する不信にまで

変化である。実は、民主化の過程は市民

繋がるということである。このような現

社会のヘゲモニーをめぐる闘争の過程で

象はアジアのほぼ全てのポスト独裁政府

もある。独裁末期及びそれ以降の初期過

あるいは民主政府に当てはまる。アジア

程が市民社会の進歩的ヘゲモニーの作動

の多くの国で、“反独裁民主政府”を経

していた時期だとすれば、民主化への移

て逆説的な民主主義の“逆転”が起こっ

行の過程は―過去の問題を解決しながら

ているのである。

新しい問題が登場する過程という意味で

民主化の“社会経済的成就”のこのよ

－各国によって複雑な変化の様相を見せ

うな遅滞は、“新しい発展主義”で民衆

ることになる。

の不満を占有する保守勢力に政権が渡る
という結果を生んだ。2008年に韓国で成

反独裁自由主義勢力の社会経済的失敗が

立した李明博政府や、台湾の馬政府の成

民主主義に対する不信に：“新保守政

立はそれを表している。このような意味

権”登場の意味

で、反独裁自由主義政府の終焉と“新保

このように、新自由主義の地球化とい

守政権”（チョ・ヒヨン、2008年）の登

う国際的条件と、内部の強力な資本権力

場は、“民主主義を急進的に拡張できな

及び主体的な戦略能力の脆弱性などによ

かった進歩勢力に対する大衆の復讐”と

って民主化が制約され、民主化が政治的

表現することができよう。

改革主義を越えた社会経済的進歩主義に
発展できなくなってくると、大衆は民主

5.

主義自体に対する不満を表出させはじめ

ポスト民主化体制への移行と国家―
市民社会の変化および社会運動

る。大衆の間に“独裁時代の記憶”が鮮
明に存在している時にはこのような不満

1) 新保守政府の出帆とポスト民主化体制

をわきにやることもできるが、徐々に時

2007年12月、李明博候補は野党勢力の
鄭東泳候補を押さえて当選した 6)。反独

部から批判が上がった。例えば、ムン・
ブシクが“記憶の国家化”という見地か
ら批判したことで、これをめぐる論争が
展開されている（ムン・ブシク、2002
年；チョ・ヒヨン、2002年を参照）。

6)
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2007年12月の大統領選挙は、李明博ハン
ナラ党候補が1,148万（48.67％）の支持
を得て、617万4,681表（26.14％）だっ
た鄭東泳候補を押さえ当選した。
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裁民主政府の時期が終結し、李明博政府

降定着した民主主義的選挙政治の枠内で

が登場したことは、“政府変化”の側面

作動していた点でも両者は異なる。しか

から見ると、中道改革自由主義政府から

し、李明博政府と開発独裁政府は親企業

“新保守政府”への変化として捉えるこ

的・親大企業的という点で完全に連続し

とができる。くわえて、より広く見た歴

たものと見ることができる。過去の開発

史的な文脈では、“ポスト民主化体制”

独裁政府が新重商主義的発展国家として

への転換であるとも言える。

機能していたとすれば、李明博政府は全
面的な新自由主義的発展国家として機能

開発独裁的旧保守と新保守の連続性と差

していた。李明博政府の性格は、李明博
が現代建設という建設会社の CEO であ

別性
韓国では、1961年を起点に開発独裁時

ったという点、そしてそのような意識に

代が始まり、1987年 6 月の民主化抗争で

駆り立てられたものであったという点で

民主改革時代が始まったのだとすると、

－朴槿恵を今後“温情的保守”と定義す

民主改革をめぐる複合的な葛藤を経過し

るのと対立させ― CEO 保守と定義する

て―2007年12月の大統領選挙で保守勢力

ことができる。

が勝利したため―新保守政府時代が到来
したことになる。筆者は“権威主義的新

ポスト民主化という時代規定

保守政府”という表現を用いる。新保守

ところで筆者は、新保守政府の成立を

政府というのは、1960・70年代の独裁的

単純に政府交替の次元では捉えずに、

保守政府と区別する意味がある。また、

1987年 6 月の民主抗争を通して成立した

権威主義的というのは、李明博政府が市

“民主化体制”が、“ポスト民主化体制

民社会の躍動性と抵抗に対して抑圧的な

（民主化以降体制）
”へと移行する契機と

性格を強く有していることを意味してい

して捉えている。これは、2008年の李明

る。

博政府の成立を契機に出現したという点

新保守政府と呼ぶものは、当然ながら
旧保守政府と同質性を持ちつつ、同時に

で“08年体制”と呼びうる 7)。ポスト民
主 化 は 、 い わ ゆ る “ 独 裁 対 反 独 裁 ”、

差別性も有しているものである。差別性

“（民主）改革対反改革”の構図が周辺化

から見ると、旧保守が“安保系保守”の

され、新しい対立線をとりまく角逐の時

性格を帯びていたとすれば、新保守はよ

期という意味を含んでいる。すなわち、

り典型的な“新自由主義的保守”として

“ポスト87年体制”という意味で“ポス

の性格を帯びていたものと捉えられる。
これは、暴力的手段を日常的に用いた過
去の“ファッショ的”旧保守とは異なる

7)

ものである。また、旧保守が民主主義的
選挙政治を“無力化”させるやり方で作
動していたのに対し、新保守は1987年以
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チェ・ジャンジプは自身の著書『民主化
以降の民主主義』において「以降」とい
う言葉を用いているが、ここでの「民主
化以降」は民主化が始まって以降の時期、
つまり大局的には1987年体制を主に意味
している。

シンポジウム II：北海道ダイアログ

ト民主化”という概念を用いることにな

東アジアにおける市民社会対話

として機能していることを意味する。

る。これは結局、韓国社会乃至は韓国の

朴正煕開発国家が、産業化初期の段階

民主主義が、1987年以降の一つのサイク

における国家―市場の強力な同盟を象徴

ルから新しいサイクルに転換したことを

するとすれば、新自由主義的発展国家は、

意味している。

既に強力になった大資本と国家の新自由
主義的同盟を象徴するものと見ることが

国家主義的類型の“新自由主義的発展国

できる。新保守手政権の下で、資本権力

家”

と市場権力は―1987年民主化体制下の守

次に、国家の性格については、1960・

勢的地位を抜け出し―より一層攻勢的な

70年代の“新重商主義的発展国家”が

地位に立つようになったのである。反独

“新自由主義的発展国家”へ転換したと

裁民主政府の下では、“民主改革的政

言える。反独裁民主政府時代には、民主

治”と“新自由主義的経済”論理は一定

改革国家という性格と新自由主義的国家

の緊張感を持って存在していたが、新保

という性格が緊張の中で共存していた。

守政権下ではそれが全面的な親和関係に

そのような点に基づき、それを“二重的

変化した。このように変化した条件の中

国家”と表現することができる。その反

で、資本権力と市場権力は、自分たちの

面、李明博政府の下では、CEO 型保守

要求と利害に反する民主改革的諸制度―

の登場と典型的な“新自由主義的発展国

出資総額制限制度、労組専従者賃金の支

家”が動き始めたと言える。これは、新

給、労働法上の不利な条項など―を解

自由主義的競争国家として、政府がより

体・変形させたのである。

一層積極的に市場と資本に親和的なもの
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構図が作動していると説明できる。まず、

民社会内の諸戦線でどのような変化が現

新保守政権の下で、新自由主義的発展国

れたのかを見ていくことにする。まず、

家が“強力になった資本と市場”と積極

民主主義戦線の変化である。先に李明博

的な同盟関係により作動する。そして、

政府を“権威主義的新保守政府”と表現

この強力化した市場と資本は、市民社会

したように、過去と同一のものではない

を不断に植民化することで“葛藤的分

が新しい形態の“権威主義的統治様式”

化”の中に置かれている市民社会が親資

に回帰した李明博政府は、民主主義戦線

本的・親市場的に作動するように企図す

を新しく躍動させたと言える。

る。反独裁民主政府以降の市民社会では、
進歩改革的勢力のみが能動化するのでは

権威主義的傾向の強化に伴う民主主義戦

なく、“保守的市民社会”勢力も能動化

線の躍動化

するのであるが、この保守的市民社会は

李明博政府は、初期の段階では民主主

新自由主義的発展国家と積極的に同盟す

義的統治様式に対する修辞を繰り広げて

るため、そこに進歩改革的市民社会が対

いたが、次第に権威主義的統治様式に傾

立する構図となって現われるのである。

倒して行った。
李明博個人は、過去の独裁勢力の桎梏

2) 新保守政府下における社会運動の変化

から総体的に自由な反独裁民主化運動の

そこで、2007年以降李明博政府下にお

“6・3世代”であった。しかし、2008年

ける市民社会の変化について見てみよう。

の蝋燭デモに対する強硬鎮圧から2009年

李明博政府は韓国の国家―市場―市民社

1 月10日のインターネット寄稿者「ミネ

会の関係から見ると、“極端に保守的”

ルバ」拘束、2009年 1 月20日の龍山での

な性格を持ったものと言える。1987年以

アパート立て籠もりに対する強硬鎮圧に

降の民主化の過程で達成された民主主義

至るまで、徐々に権威主義的統治様式に

の形式は保ちつつも、それを実質的に形

依存する方向へと変化したのである 9)。

骸化させることで、李明博政府は市民社

新保守政府の権威主義的傾向はオフラ

会内での多層的な躍動化現象を生むこと

イン領域での大衆の行動に対してだけで

になった 8)。

はなく、サイバー領域にも同時に向けら

民主主義戦線の変化
それでは、李明博政府の成立以降、市
8)

9)

2008年 5 月から 2 ヶ月間繰り広げられた
「蝋燭デモ」は、新しいイシュー（アメ
リカ産輸入牛肉問題のような生活問題）
や新しい主体（中高生を含む若い世代の
参与）の登場によって、李明博政府の下
で市民社会が沈滞せずに躍動化する契機
を提供した。
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盧武鉉政府の下では“階級本質主義”的
抑圧性が維持され、末期には開発主義的
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れることになった。例えば、前者は街頭

に縮小あるいは無効化した場合が多い。

デモや整理解雇反対労働争議などを指し、

李明博政府は、政権交代に伴う政策転換

後者は SNS（social network service）や

の次元を超え、“改革政策の逆転”及び

インターネットなどのサイバー領域、モ

“過剰な過去回帰”をしていると市民社

バイル通信領域などを指している。前者

会の進歩改革的勢力が認識するようにな

の領域での権威主義的抑圧が大規模な抵

ると、それに従って多くの亀裂や抵抗が

抗―例えば龍山の事件のような―に繋が

新しく表れ始めることになった。

ることは当然あるが、後者の領域でもよ
り一層躍動的で広範囲な抵抗を産み出し

李明博政府の下での階級戦線の変化

た。すなわち、インターネットのシャッ

次に、ポスト民主化体制の新保守政府

トダウン制やインターネット実名制を導

下で、階級戦線にいかなる変化が現れた

入し、インターネット内の自由を抑圧し

のかを見てみたい。

ようとしたことに対する多様なサイバー

李明博政府は、当初から露骨かつ持続

行動主義が表出したのである。選挙時期

的に、支持階級に対する友好的な経済政

の SNS 通信を不法化しようとする動き

策を実施した。例えば、総合不動産税の

などは―既存の合意的規律が存在しない

還付、各種不動産税の緩和、企業に対す

ため―逆にサイバー空間での大衆、特に

る税制緩和といった各種の税負担の軽減、

若年層の躍動性を助成した。

首都圏の規制緩和、四大江整備事業の進

このような権威主義的様相が市民社会

展などを挙げることができる。これらの

内で潜在化乃至は受動化していた民主主

政策は、“経済危機克服”や、過去の政

義的戦線を活発化させ、多様な積極的行

府による過度な税負担の軽減を通して経

為を噴出させた。もちろん、この時の民

済を活性化させること、などを大義名分

主主義戦線はそれ以前の“独裁対反独

としているが、実際のところは自らの支

裁”や“改革対反改革”の境界で活性化

持階層に経済的恩恵を与えていることが

したものとは異なる。

明らかである。

民主主義戦線の再活性化は、“民主政

李明博政府は、四大江事業に22兆ウォ

府10年”間の進歩的発展を李明博政府が

ンを注いだ。これは、自分たちの確固た

“逆転”しようとする過程で発生した。

る支持基盤である既得権勢力、特に土建

国家人権委員会をめぐって生じた摩擦が

開発勢力に対して明らかな経済的恩恵を

その代表的なものである。2009年 1 月22

与えるものであった。

日、李明博政府は208名規模の人力をそ

この点は、労働者、農民、庶民などに

の 3 分の 2 水準となる148名に縮小し、

対する積極的な恩恵政策が十分に実施さ

人権委員会の地域事務所 3 ヶ所を閉鎖す

れていないのと対照的である。2009年 1

るなどの処置を取った。地方分権化のた

月の龍山事件のような場合は、それを顕

めの政策も、大部分が逆転した。時々形

著に象徴している。この事件は、都心再

式的には維持されたが、内容面では大幅

開発のような巨大な開発利益が生み出さ
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れる事業での開発利益の分配、あるいは

まることになる。

最小限の生計補償を要求する住民に対し、

これは、ポラニー（2009年）的意味で

経済的な恩恵の代わりに悲惨な禍を“贈

は“悪魔の石臼”が作動しているものと

呈”した事件であったと言える。李明博

表現することができる。つまり、市場の

政府の出帆以降、庶民と民衆に対する積

論理が全社会にまで拡大し、それに対応

極的な経済政策の不在という特徴が顕著

して社会の自救的抵抗が増大することを

になった。

意味する。地球化を背景とする新自由主
義的国家・経済運営の拡大は、“社会の

資本の支配領域拡張に伴う社会の抵抗

解体的危機”を同伴することで社会から

このような亀裂と抵抗は、単なる最下

の抵抗を産み出したのである。つまり、

層の問題や特定階級の問題というだけで

これがポスト民主化時代の抵抗の躍動性

はなかった。この点では、ポラニー

を産んだ別の要因である。

（Polanyi）的な洞察に依拠することがで

民主政府の10年、そして李明博政府の

きる。すなわち、市場の支配領域が拡張

初・中盤を、いわゆる新自由主義的競争

する中で社会による自己保身のための応

論理を“不可避な”ものとして収容しな

戦が現れ、それが社会の抵抗を呼び起こ

がら、それに対して大衆が適応的競争を

したということである。

していた時期（いわば“新自由主義的統

李明博政府が、資本運動に対して、公

治性”が作動していた時期）とするなら

的統制よりも国際競争力強化のための支

ば、李明博政府の後半は大衆の抵抗性が

援戦略を行使したことで―市場と競争を

さらに拡大した時期であったと言える。

重視する新自由主義的談論によって正当

そこでは、非正規職や整理解雇の現実を

化しつつ―（大）資本の蓄積運動は、一

順応あるいは適応すべきものとして受け

部の産業分野ではなく全経済分野、大衆

入れていた状態から、変化可能なものと

の生活全域に拡張することになった。特

して抵抗しようとする方向へと変化し始

に、産業や金融領域だけではなく、流通

めたのである。韓進重工業の整理解雇に

やサービスの領域などに大資本及び中規

対するキム・ジンスクのクレーン闘争、

模資本が大々的に浸透するようになり、

2010年の希望バスに象徴される全国的連

自営業者が主に基盤を成す領域でも急速

帯闘争がこのような変化を最も劇的に表

に“下降分解”が現れた。このような現

している。

象は、新保守政府の下で親企業的政策が
浮上したことでより一層可視化された。

生活世界戦線の変化

韓国では自営業部門が下層大衆の経済活

三つ目として、李明博政府下では生活

動が行われる領域なのであるが、このよ

世界戦線での新しい躍動性が表出した。

うな領域で下降分解が拡大し、正規職部

反独裁民主政府の下での生活世界戦線の

門での非正規職増大がそれと結びつき、

活性化は、実際のところ“上からの改

大衆の社会経済的生活の不安定が一層強

革”が追い風となった側面が大きい。つ

- 124 -

シンポジウム II：北海道ダイアログ

東アジアにおける市民社会対話

まり、“抵抗的活性化”という意味が大

進歩主義者足り得ないという条件を出現

きくなかったのである。しかし、

させたわけである。土建国家的開発主義

李明博政府の下で民主主義が後退して

を追い越すための先行闘争は、すでに韓

新権威主義的性格を帯び始めたことに加

国でセマングム闘争や廃棄場闘争を通し

え、すでに反独裁民主政府の下での“開

て展開されていたのであるが、このよう

放”という経験があったことによって、

な先行闘争を追い風に李明博政府の下で

むしろ“抵抗的”性格の生活世界政治が

民主主義の生態的次元が大衆的な水準で

活性化することになった。

可視化されたということである。これは

このような生活世界戦線の躍動化をい
くつかの側面から考察してみよう。まず、

市民社会の変化の重要な側面であると言
える。

“四大江反対闘争”を通して生態環境問

次に、市民社会活動が、国家と市場に

題を中心とする市民社会の新しい変化が

対抗してそれを“外在的”に監視する活

現れた。従来、韓国の市民社会における

動から“自助的”で代案的な活動に拡張

変化の過程では、生態主義は重要な議題

したということについてである。これを

とはなり得なかった。1973年に蔚山空港

先の生活世界改革運動に照らすと、“代

の起工式では“ルールの軌跡を超越し、

案的生活世界”運動であると言うことが

新羅の力を再現しようとするこの民族的

できる。これは、既存の体制が前提する

な要求を、ここ蔚山で実現しようとする

生活世界それ自体を拒否するという点で、

ものであり・・・産業生産の黒い煙が大

体制自体からの離脱を目指す運動、すな

気に流れ出すその時には、国家と民族の

わ ち “ 体 制 離 脱 的 運 動 （ regime-exiter

希望と発展が眼前に到来したことを知る

movement）”と表現することができる。

こ とでし ょう ”（チョ ・ヒ ヨン、 2007

このような代案的運動は、多様な形態

年：226頁）と示唆した。

として現われた。例えば、生命思想、生

事実、既存の開発独裁国家は労働者と

態共同体主義、霊性、無所有の思想、生

農民を抑圧する国家だったが、他の側面

態主義、共同体主義などの多様な代案的

では全国土を開発主義的狂風に巻き込む

価値や思想に基づいた新しいフレームを

“土建国家（ホン・ソンテ、2011年）”と

構成する努力などがそれである。このよ

して再生産された。このような土建国家

うな価値の拡散と共に、韓国でも帰農運

的モデルは、“ニュータウン”という変

動、生態共同体運動、スローライフキャ

形した形で再生産・拡大されたものであ

ンペーン、運動家の霊性、ファストフー

り、これが民主主義の問題として争点化

ド反対運動、菜食主義、ボチュプロジェ

されることはなかった。しかし、李明博

クトなど既存の主流的価値とは異なる生

政府の下での四大江反対闘争は、逆説的

き方と価値を追求する流れが生じた。こ

に韓国民主主義運動の生態主義的志向を

れと共に、代案的な共同体を形成しよう

強化する方向に作用した。ある意味で

とする運動もあった。代表的な共同体運

“生態主義者”でなければ市民社会内の

動として、山岸農場（ヤマギシズム運動
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の産室）、ガンジー学校、多日共同体、

社会的企業、生協などの協同組合、共済

ハンマウム共同体、茂朱安城面のミルア

組合、労働者所有企業、非営利組織

ル労働家族などが挙げられる。また、生

（NPO）などが含まれると考える。

活協同組合運動は代表的な代案的生活世

市民社会内での複数の活動を、営利性

界運動と言えよう。韓国女性民友会のハ

と非営利性で区分し図解すると、次のよ

ンサルリム運動やプルム生協、都農共生

うになる。

運動を展開する共生農ドゥレ（1995年）、

このように見ると、まず1987年以降は

ホジョ生協など、多くの生協運動がポス

経実連（1989年創立）、参与連帯（1994

ト開発資本主義化の挑戦の中で次第に大

年創立）などに象徴される伝統的な

衆参加的な運動として発展していったの

NGO が市民社会の“ヘゲモニー的活動

である（市民の新聞【編】
、2004年）。

類型”として存在していたことが分かる。
それが最近になり、社会的経済に該当す

社会的経済運動の拡散

る市場内の非営利的経済活動が注目され

このような生活世界改革運動の一環と
して、市場における私的利潤の獲得を目

るようになり、進歩的性格を帯びながら
拡散したと見られる。

標とする企業活動とは異なった非私的経

市民社会組織を次の様に分類すると、

済活動を組織する自助的な市民社会活動

主に NGO が国家権力を監視しながら対

も拡大した。資本権力と市場権力による

抗する“抵抗的活性化”の代表的運動だ

大衆の生活世界の植民地化が拡張する中

ったのが、次第に進歩改革的流れが大衆

で、むしろ自助的な市民社会活動が広が

の多様な生活領域で拡張し、“市場的領

ったのである。筆者はこの自助的活動に、

域での市民社会運動”がより拡大するこ
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とになったと判断できる。図で見るよう

させる条件を強めた。ある意味、民主政

に、市民社会活動としては伝統的な

府の時期には抵抗の収斂傾向が制約され

NGO が注目されていたが、市民社会運

ていたのとは反対に、相互連結化の可能

動の一環としては社会的企業や協同組合、

性が大きくなったものと言える。特に、

生協などが注目されていた。このような

李明博政府下で推進力を与えられた新自

社会的性格を持った企業と協同組合が作

由主義的資本主義が―これは、市場と大

られるようになったことで、下からの要

資本の独占力を拡散する過程でもあった

求によって社会的企業育成法が2007年 7

―全生活領域に拡散されたことにより、

月に、協同組合法が2012年12月から施行

多様な抵抗が相互連結しながら表出し、

された10)。

いわゆる“反李明博”の内容性が、両極
化、不平等、民生、財閥改革などに収斂

2012年大統領選挙をめぐる民主主義の構

されたのである。このことは、二つのこ

成的角逐

とを意味する。すなわち、四大江“生か

上述のように李明博政府の下では市民

し”事業に対する抵抗が、親企業的開発

社会の複数の戦線で躍動化現象が現れ、

主義政策による大規模な自然破壊に抵抗

このような市民社会戦線での角逐を総和

したものであるということと、大企業、

する政治的角逐が、2012年の大統領選挙

特に流通大資本が通りの商圏や在来市場

で明らかになったものと思われる。

の商圏に拡散的に浸透することに対する

先にも触れたが、李明博政権の企業親

多様な抵抗が拡張しているということで

和的且つ“反庶民的”な政治基礎は、多

ある。このような抵抗性の拡散と顕在化

様な生活領域の抵抗を相互連結的に作用

は、過去の民主政府が推進できなかった
福祉、経済改革、財閥改革、医療福祉、

10) 社会的企業の場合、2007年の約50社から
2012年には認証社会的業が680社まで増
加し、自治体型の予備社会企業を含むと
約2000余社に達した。雇用された有給勤
労者も約13,000名となっている。続いて
協同組合の場合、韓国では開発独裁体制
による上からの“国家組合主義的”組織
の一環として1961年に始まった。1962年
には水産業協同組合も始まった。しかし、
民主化の過程における市民社会活動の一
環として扱われるものは、“下からの協
同組合運動”と呼ぶことができる。この
代表的なものは1988年の“ハンサルリム
共同体消費者協同組合”であろう。2011
年以降には“協同組合支援法”により 5
人以上で自由に生活協同組合を構成でき
るようになるなど、新たな協同組合的運
動が拡散している。

教育福祉などの課題をめぐる保守と進歩
の競争構図を逆説的に描き出すことにな
った。2012年大統領選挙の核心的な争点
は―李明博政府の下でより悪化した―民
生、福祉、経済改革、両極化解消などの
社会経済的課題であった。先に言及した
階級戦線での新しい躍動性が、このよう
な問題を政治の核心的な課題に変えたと
考えられる。もちろん、このような階級
戦線の躍動性は、単純に大衆が明らかな
階級的・政治的意識を持つようになった
ことを意味するものではなかった。分断
体制の影響と依然として存在する反共分
断意識により、階級戦線の躍動性も、大
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衆が階級的意識を持つように仕向ける段

衆から批難を浴びて“周辺化”されたこ

階には達しなかったのである。ただそれ

と で、 2012年 の選挙 は以 前と異 なり 、

は、李明博式親企業政策に対する挫折と

“朴槿恵を中心とする保守勢力”対“民

怒りとして表明され、既成政策の福祉競

主統合党の文在寅候補を中心とする進歩

争、経済民主化競争という形で出現させ

改革陣営”の全面的対立となった。この

たものであった。2012年大統領選挙で朴

選挙で、60・70年代開発独裁体制を主導

槿恵が李明博式の CEO 型保守のイメー

した朴正煕の娘である朴槿恵セヌリ党候

ジを脱ぎ捨て、“温情的保守主義”のイ

補が当選したことにより、市民社会は新

メージを打ち出したことも、このような

しい条件に向き合うことになった11)

大衆の変化によるものである。
参 考 文 献

大統領選挙と市民社会
2012年の大統領選の過程で、市民社会
が露わにした変化も特徴的である。すな
わち、市民社会が国家からの“十分な独
立性”を確保できず、大統領選での両陣
営の角逐に深く結びついたことである。
先述のように、民主主義戦線と生活世
界戦線での抵抗的活性化は、保守政治勢
力と進歩改革政治勢力の対決に結びつき、
大統領選挙では保守的市民社会と進歩的
市民社会がそれぞれ前者と後者に結合し
ながら熾烈な角逐を展開する状況となっ
た。民主化体制下で市民社会運動が政治
勢力と距離を置きつつそれを批判する形
で介入したのに対し、2012年大統領選挙
では、政治勢力内部における保守対進歩
の対立構図と市民社会内部における保守
対進歩の対立構図が一体化する現象が起
きた。
すでに李明博政府を成立させる過程で
“葛藤的分化”に突入していた市民社会
は、2012年の大統領選を目前に控えて
“陣営的”対立へと転換し、角逐し合う
状態に至ったのである。特に進歩左派の
統合進歩党が2012年に不正投票事件で大
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