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アメリカ史における分裂と統合
―南北戦争、民族集団・人種対立、ティーパーティ運動―

Division and Integration in American History:
The Civil War, Ethnic and Racial Divisions, the Tea Party Movement

油井 大三郎*
Daizaburo Yui

Abstract

 The contradictions between unity and disunity are interesting characteristics in 
American history. A famous clause in the Declaration of Independence, “all men 
are created equal”, is a typical unifying factor of American society. However, in 
spite of this universal declaration of human rights, minorities have suffered from 
racial and ethnic discriminations throughout American history. For example, not 
only non-whites were excluded from civil rights, but Catholic immigrants were 
also discriminated in the North.
 At the beginning those minorities resisted those discriminations while 
proclaiming the unifying logic: “all men are created equal”. In the early 20th 
century, however, the non-WASP white population such as the Irish, Jews and 
Italians began to bring up the famous logic of “Melting Pot” or “Cultural Pluralism” 
to combat ethnic discriminations. Because of these resistances, John F. Kennedy 
could be elected to the first Catholic President in 1960. The non-white population, 
on the other hand, organized the Civil Rights Movements in the mid-1950s and 
succeeded in the enactment of the Civil Rights Act of 1964 which abolished the 
Jim Crow system in the South. This victory gave them legal rights as citizens, 
but they were still discriminated economically as well as socially. Black people 
therefore organized the “Black Nationalism Movement”, which aimed at nursing 
their racial pride and called for social reforms such as affirmative action, whereas 
non-whites began to support “Multiculturalism” as a new logic for American 
integration.
 These historical processes in the racial and ethnic relations show us flexibility 
and elasticity in the formation of American Identity. In other words, minorities 
have been successful in changing the majority’s logic of integration as a result of 
their racial and ethnic struggles. These historical processes, I think, give many 
insights to the Japanese.
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I．はじめに

　成蹊大学では、ちょうど2009年3月に銀蹊会の皆さんの企画で、オバマ当選の歴史的意義に
ついてお話をさせていただいたご縁がありました。今回はアジア太平洋研究センターにお招き
いただきお話する機会をえて、光栄に思っています。
　今回、アメリカ合衆国（以下アメリカと略称）の問題を「分裂と統合」という角度から検討
したいという企画をお伺いしたときに、非常に面白いアプローチだと思いました。というのは、
アメリカでは、しばしば非常に激しい対立が発生しましたけれども、憲法は建国以来一度も根
本的には変えられたことはないのです。独立直後に制定した憲法にいろいろ修正条項を付け加
えていますが、基本的には建国以来、憲法を変えないで今日まできています。フランスでは革
命が起こる度に憲法を変えているのに比べると、アメリカという国は、ある意味では保守的な
体質を持っているともいえます。ですから、一見激しい対立を繰り返しているように見えますが、
支配形態の連続性を保っている国だという不思議な面があります。ですから、この「分裂と統合」
をどのようにとらえるかは非常に興味深いテーマだと元々思っておりましたので、喜んでお引
き受けした次第であります。

1．アメリカの社会対立と統合
　2012年のアメリカでは、11月に大統領選挙があったので、非常に党派対立が激しくなってい
ました。共和党の保守派を中心とした「ティーパーティ運動」が高揚する一方、今は排除され
ていますが、2011年の秋ぐらいに、「ウォール街占拠運動」が注目されました。この二つの運動
は、担い手の性格が著しく異なっています。「ウォール街占拠運動」の場合は、非常に若い者が
多く、アフリカ系の人なども参加していて、多人種的な運動として展開したと思います（ゲル
ダー 2012: 30）。それに対して、ティーパーティ運動の場合は、大体白人中産階級の中高年が多
い特徴があります 1。ですから、この二つの運動は全く対照的なのです。これが同じアメリカかと
思うぐらいに、お互いに憎しみ合っているわけです。ですから、今日の時点でアメリカの分裂
を象徴するのは、このティーパーティ運動とウォール街占拠運動だろうと思うわけです。そこで、
まずこの二つの運動のお話をした上で歴史的な背景も考えてみたいと思います。
　過去にも分裂の危機が何度かありましたが、その中でも最も深刻だったのは南北戦争でした。
南部と北部の対立が深刻化して、場合によってはアメリカが分裂する危機にあったわけですの
で、南北戦争がどう収束されたのかは、統合の問題を考える上では避けられないテーマになる
と思います。
　それから次の2番目の対立は、民族集団や人種間の対立です。1960年代に人種差別に対する反
対運動が高揚し、1964年に公民権法が通って、一応「法の下の平等」は実現しましたが、しかし、
北部大都市の中心部ではゲトーといわれるスラム街にアフリカ系の貧しい人々がたくさん住ん
でいる状態は変わらなかった。その人たちにとっては、公民権法が通って、「法の下で平等」が
実現しても、経済的な不平等とか社会的な不平等はほとんど変わらなかった。ですから非常に
不満が激しくて、マルコムXなど急進的な指導者による「ブラック・ナショナリズム」という、
アフリカ系の人々の自尊心を回復させる運動が発生します。また、北部の大都市ではしばしば
人種暴動が発生することがありました。ですから1960年代末も、アメリカは非常に分裂の危機
に直面した時代だったと思います。そのような危機に直面しながら、アメリカは、結果的には

1　ワイズ2010の裏表紙を見よ。
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統合を保っているわけです。それがなぜなのか、を考えてみることが重要と思います。

2．自己主張の文化
　最初にちょっと答えを示唆的にお話ししておきますと、アメリカという国は、非常に自己主
張の激しい国だということに関係します。個人主義の徹底した国ですので、とにかく自分の意
見をはっきり人の前で言うのが当たり前なのです。個人的な体験から言いますと、私は1980年
代の半ば頃に、カリフォルニア大学のバークレー校という、サンフランシスコの対岸にある大
学ですが、そこに2年ぐらいいました。その折、ロナルド・タカキ先生という、アジア系移民史
研究のパイオニア的な先生の授業に出させてもらったのです。その先生の講義は、最初に、毎
回の講義の中心的なテーマについて話をして、それに答えを出してゆくという形で進められて
いたのですが、アメリカ人の学生は、講義の途中でも平気で手を挙げて質問するのです。日本
ではちょっと考えられないことです。最後の10分ぐらいを質問の時間に充てていましたが、も
うほとんど全員が手を挙げるという感じでした。日本でも私は授業の最後に「質問はありませ
んか」と聞きますが、前のほうの学生は下を向いて、先生と目が合わないようにやり過ごすケー
スが多いのです。そのように日本には「手を挙げるのが恥ずかしい」文化があるのに対して、ア
メリカは「手を挙げないのが恥ずかしい」文化だと思います。中には当てられてからあわてて
質問を考えているような、しどろもどろする学生さえいました。つまり、アメリカという社会は、
とにかく手を挙げないと恥ずかしい社会なので、自分の意見を人の前ではっきり言うのは当然
なわけです。だから、何か不満があれば仲間を集って運動をし、政策を変えさせるのが当たり
前なのです。そのため、アメリカの歴史の中では、「ポピュリズム」と呼ばれるような民衆運動
がしばしば繰り返されてきました。
　つまり、アメリカの文化では、各自が自己主張し合うわけですから、一見すると非常に分裂し
ているように見えるのは、ある意味で当然のことです。しかし、いろいろな利害対立が発生し
ても、それを連邦政府が調停をするとか、場合によっては憲法に修正条項を追加して、その主
張を取り入れる、そのような柔軟性が一方であるのです。それぞれの集団が自己主張をして激
しくぶつかり合うのだけれど、連邦政府が妥協点をみつけたり、議会が憲法修正のような形で
取り入れる柔軟性のある社会だというのも面白いところだと思います。そのような意味で、分
裂と統合の関連をアメリカの歴史の中で考えるというのは、きわめて面白いテーマであると思っ
ております。

3．人種偏見克服の実験授業
　「分裂と統合」の問題を考える際に興味深い実験授業のドキュメンタリー・フィルム「青い目、
茶色い目」をご紹介します。これは、中西部の白人しかいない小学校で人種差別の不当さを子
供たちに体験させるために、青い目と茶色い目の子供同士で差別させたものです。差別する体
験とされる体験を2日にわたって交互に体験させるわけです。小学校の低学年の子どもたちで、
まだ小さいせいもあって、すっかり差別者になりきってしまうのです。非常に恐ろしいことで、
褒められたほうは成績も上がったというのです。逆に差別された側は、もう全然勉強する意欲
もなくしてしまうということで、ちょっと危険な実験です。まかり間違うと子どもの心を傷つ
ける心配がある。しかし、こういう実験をすること自体がアメリカ的で、もし日本でやったら、
すぐ父母からクレームが出て、教育委員会がその先生を叱るという展開になると思います。
　この先生がこのような実験授業をやった理由ですが、ちょうど1968年にキング牧師が暗殺さ
れた直後なのです。キング牧師は、肌の色にかかわらず人間は平等だという理想の実現に献身
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した指導者なわけですが、その人が暗殺されてしまうという事態を見て、この先生はもっとき
ちんと子どもに人種差別を批判できる能力を植え付ける教育をしていかないと人種差別はなく
ならないというふうに考えて、そのような実験授業をやったわけです。
　ここで注目すべきは、この授業が行われた舞台である中西部の田舎町では白人の子どもしか
いないわけです。だから、日頃黒人とか、アジア系とか、インディアンとか、マイノリティの
人と接していないので、人種差別といっても観念的になるのです。だから、ほんとに自分が体
験しないと分からないだろうと考えて、青い目と茶色い目の子ども同士を差別させる実験をお
こなったわけです。それで最後の3日目になると、先生が、そのような目の色で差別することは
誤りなのだ、先生自身がそのような誤りの教育をしたことは申し訳なかったと謝るのです。つ
まり、最後はお互いに目の色で差別することが馬鹿らしいのだから、肌の色による人種差別も
馬鹿らしいことじゃないかと問いかけたわけです。
　ただ、教室で3日間実験授業をやっただけで、ほんとうに人種偏見から自由な子供たちができ
るかどうかは楽観できません。社会全体が差別的な雰囲気を持っていますから。ここで注目した
いのは、このような先生がいることの意味です。つまり、白人の側からも人種差別を克服しよ
うという動きを示す人がいる点です。差別されている黒人たちが、人種差別に反対する運動を
するのは当たり前のことですが、差別している側の白人の中にも、人種差別をなくそうと努力
する人がいる。これが「統合」の機能の一つと思います。つまり、統合の機能というのは、不
満を抱いて反発する人たちだけじゃなくて、言ってみれば支配する側にいる人であっても、差
別をなくそうという努力をする人たちがでるというところに面白味がある。そこに統合が成り
立っている一面がある点に注目したいと思います。

II．2012年大統領選挙をめぐる対立の構図

1．ティーパーティ運動の実相
　そこで、2012年秋の大統領選挙に向けてアメリカ国内が分裂の様相を呈していたところから
検討を始めたいと思いますが、まずティーパーティ運動に注目します。ティーパーティとは、
いうまでもなくアメリカの独立運動の中でイギリスが貿易を独占させていた東インド会社から
輸入していた茶箱をボストンの港に投げ込んで抵抗の意思を表明した事件ですが、そこからとっ
て、政府への抵抗を象徴するものとしてティーパーティ運動と自称しているのです。同時に、
Tax Enough Already（もう税金は十分だ）というキャッチ・フレーズの「Tax」の「T」と、「Enough」
の「E」と、「Already」の「A」を取って「TEA（ティー）」だという主張もあります。ですから、
何よりも減税や社会保障費の削減を主張し、「小さな政府」の実現をめざす保守主義のグループ
だということが分かります。「大きな政府」に反対する右派団体の連合体であります。大体全米
に2700団体ぐらいあって、大部分が50人以下の小さな団体だといわれていますから、「草の根」
的な民衆運動が全国各地に存在しているもののゆるやかな連合体であります。大体、中高年の
白人の中産階級が多いというふうにいわれています（藤本・末次2011: 4-14）。
　発足の発端は、オバマ大統領が、2008年秋のリーマン・ショックに対応するため、「再生・再
投資法」という法律を制定し、巨額な資金を倒産しかかっていた銀行や企業（GMなど）につぎ
込んだ政策への反発にありました。この政策は、財政赤字を拡大し、「大きな政府」を生み出す
として反発したグループが運動を始めました。2009年4月15日、これは確定申告の締切日ですが、
この日を「租税の日」だとして750団体ぐらいが、全米750都市で抗議運動を展開し、50万人ぐ
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らいが参集したといわれています。翌2010年の1月に「ティーパーティ独立宣言」というのを
発表しています（藤本・末次2011: 9-15）。
　このような動きが始まる中で、オバマ大統領が今度は医療保険制度改革法を制定したのです。
これがいっそう火に油を注ぐことになりました。日本人の感覚からすると、国民皆保険といって、
政府が国民全体から保険料を取って健康保険証を発行するという国民皆保険というのは当たり
前のことですが、アメリカには国民皆保険制度はありませんでした。みんな民間の保険に入り
ますが、非常に保険料が高いので、貧困層の中には無保険の人々がたくさんいて、病気になっ
ても病院にも行けずにそのまま亡くなるという悲劇が発生しているわけです。それはあまりに
ひどいということで、クリントン大統領時代に1度、国民皆保険の動きがありましたが、猛反対
にあって失敗しています。そしてオバマ政権になって、完全な皆保険ではないが、政府が調整
する形で医療保険制度改革法が成立したわけです。冷静に考えると、アメリカの歴史の中では
画期的な出来事だと思います。国民皆保険方向に進んだという意味では画期的な出来事なので
すが、ティーパーティ運動のグループからすると、「けしからん」ということになる。この法律
の成立を契機に「反オバマ」の姿勢を明確にしたこの運動が急速に拡大したといわれています。
ここには非常にアメリカ的な特色があると思います。オバマ支持率が急減して、2010年11月の
中間選挙で共和党が躍進し、下院で民主党は少数派になってしまったわけです。
　このティーパーティ運動が推薦した議員連盟というのがありますが、51名ぐらいだというこ
となので、全体の連邦議員数からすれば10％程度です。しかし、マスコミが非常にこの運動を大々
的に取り上げていますので、世論への影響力はすごく強いのだと思います。直接ティーパーティ
が推薦して当選した議員数はそんなに多くないのですが、ティーパーティに背くと、穏健派の
共和党議員も当選できないという恐れがあって、キャスティングボートを握っているようなと
ころもあります。ただし、統一した組織はなく、さまざまな団体の連合体という弱点もありま
す（藤本・末次2011: 69, 138）。
　そこで、主要な団体を紹介してみると、第一に、フリーダム・ワークス・ティーパーティ
（Freedom Works Tea Party）という団体は共和党保守派のシンクタンクで、減税、民営化、規制
緩和、自由貿易などを主張しています。この団体はある種のブレーンの役割を果たしています。
次に、ティーパーティ・ペイトリオッツ（Tea Party Patriots）というのが最大の草の根組織で、
この組織の下に下部組織だけで208団体あり、アトランタに本部があります。大体、南部に拠点
をもっている団体が多い特徴があります。第三に、ティーパーティ・エクスプレス（Tea Party 

Express）、これは下部団体をもたず、「ストップ・オバマ・バスツアー」というのを企画して、
3～ 4回ぐらいカリフォルニアからワシントンまでバスで横断し、各地で「反オバマ」のキャン
ペーンを行ってきました。マスコミがそれをずっと追っかけましたから一定の影響力をもって
います。第四に、ティーパーティ・ネイション（Tea Party Nation）、これはオンラインの会員
が3万人ぐらいいて、本部がテネシーにある団体です。第五に、1776ティーパーティ（1776 Tea 

Party）、これは海兵隊の元少将が創設したもので、民兵運動（militia movement）の流れをひい
ています。
　アメリカは憲法で銃の保持が認められていますが、それは、国家の危機があったときに州兵
という形でアメリカの国防に参加するというシステムがあり、そのため、このミリシアといわ
れる民兵が伝統的に重視されてきました。この民兵運動は連邦政府に対する非常に強い敵対心
を持っているグループで、連邦政府のビルを爆弾で爆破した事件を引き起こした例もありまし
た。だから、「反中央」意識がものすごく強い運動で、そのような運動の系譜をひいたグループ
もティーパーティ運動に参加しています。また、この団体は「移民排斥」を主張しています。
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特に中南米系の非合法移民が増えていますので、そのような非合法移民を排斥する主張も展開
しています。アメリカは、アメリカで生まれれば市民権を与えるという生得市民権の立場をとっ
ていますが、このグループは、非合法でアメリカに入った中南米系の移民がアメリカで子ども
を産んでも、その子供にアメリカ国籍を与えるべきではないと主張しています。ですから、非
合法移民に対する猛烈な反対運動をしているグループでもあるわけです。第六に、レジスト・ネッ
ト・ティーパーティ（Resist Net Tea Party）、これもインターネットサービスから発生したもの
で、オンライン会員が8万人ぐらいいます。このグループも反移民、それから反イスラムの主張
を展開しています。アメリカでは最近、イスラム教徒の比重が非常に高まっています。ブラック・
ムスリムといって、マルコムXなども一時期関係していましたが、イスラム教によってアフリカ
系を解放しようとする運動があったのに加え、中東やパキスタンからの移民が増えることによっ
てイスラム教徒が増えていますので、全体としてアメリカ合衆国内におけるイスラム教徒の比
重が高まっているわけです。そこにきて、あの9.11のテロ事件がありましたから、アメリカの
右派団体の中では「反イスラム」を公然と主張するものが出てきている面があります（藤本・
末次 2011: 20-46）。
　このようにティーパーティ運動は色々な団体の連合体なので、統一的な組織がないのです。
そのため、「大きな政府」に反対して減税を要求するというような点で緩やかに一致している運
動ですので、大統領選挙に向けた共和党の予備選挙の中で、このティーパーティ運動が推す候
補を一本化することはできず、最終的にはロムニーという穏健派の候補が選ばれるのを阻止で
きませんでした。ところが、フリーダム・ワークス・ティーパーティというシンクタンクの人
たちは、共和党保守派の中枢に近いところにいますので、何とか右派的な候補を大統領候補に
してオバマに勝利するというシナリオを描いていたわけです。しかし、ティーパーティ運動の
さまざまな団体は、そのような統一的な司令部なぞないので、好き勝手なことを言うわけです。
特に反移民とか反黒人の主張を公然と主張しました。例えば、ある団体は、「オバマの出生証明書」
の提示を執拗に要求しましたが、それは「オバマはアメリカ合衆国生まれじゃないのではないか」
という疑問を意識的に振りまこうとしているのです。生まれ（birth）を問題にするので、「birther

（バーザー）」と呼ばれています。かれらは、オバマに対して「ほんとにハワイで生まれたのか」
とか、「インドネシア生まれじゃないか」などと虚偽的な宣伝もしています。
　この「インドネシア生まれ」という主張はありえないことです。というのは、オバマのお父さ
んはケニアからの留学生で、ハワイにいた白人のお母さんと結婚して生まれたのがオバマであっ
たわけですが、お母さんがすぐ離婚して、再婚した相手がインドネシア人だったのです。だか
ら少年時代にオバマはインドネシアで過ごしているわけですが、義理の父の出生地であるイン
ドネシアでオバマが生まれるということは、冷静に考えればありえないことなのですが、平気で、
「オバマはインドネシア生まれのイスラム教徒だ」というデマを言い続けているわけです。
　さすがに、そのような根拠のないデマを飛ばしたり、公然と人種差別を言ったりすると、大
統領選挙で勝てないので、フリーダム・ワークス・ティーパーティなどはそのような言動を抑
えようとするわけですが、統制が効かないので、しばしば人種差別的な発言が表面化して、指
導者が辞任する事件も起こっています。ですから、ティーパーティ運動というのは決して一枚
岩ではなくて、極めて極右的な主張を持っているメンバーも含んでいることが弱みになってい
る点も忘れてはならないと思います。
　同時に興味深いのは、同じ共和党でも穏健派が大嫌いなため、穏健派と妥協することを拒否
する面がすごくあるわけです。アメリカの大統領選挙で重要なのは妥協によって幅広い連合を
形成しないと勝てないわけです。だから、共和党でもティーパーティ運動が支持できるような
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右派的な候補者が選ばれた場合には、オバマが再選されやすくなる面があるわけです。ところが、
ティーパーティ運動の人たちはそのような「妥協の政治」というのを嫌っている面があるので、
共和党の穏健派のようにオバマ政権とも妥協して、例えば医療保険改革法案などに賛成するよ
うな「妥協の政治」は大嫌いなのです。つまり、共和党という政党からもはみ出している面が
あり、反政党的な性格も同時に持っていると思います。

2．ウォール街占拠運動の特徴
　他方、ウォール街占拠運動の場合、発生には二つの契機があったと思います。第一は、2011

年7月13日にカナダの『アドバスター』という雑誌が、「9.11にウォールストリートを占拠しよ
う」という呼びかけをしたことに端を発した動きです。この雑誌は、過剰な消費主義に反対す
る雑誌で、別にウォールストリート占拠だけを提唱したのではなくて、例えば、「1日テレビを
見ない日を設けよう」とか、そのようなキャンペーンを張って、それを雑誌の特集にするわけ
です。しかし、一雑誌が呼びかけたくらいで簡単に占拠が行われるということは考えられない
ので、むしろもう一つの動きに注目する必要があります。それは、同じ2011年の8月2日に、ニュー
ヨーク市の予算や社会保障などの削減に反対するグループが第1回の会合を開きました。その会
合に「アラブの春」に触発されてマドリッドで発生した占拠運動に参加した若者が出席してい
ました。ちょうど前年の2010年末ぐらいに、アラブ各地で、特にインターネットで結ばれた若
者たちが独裁政権に反対する、一連の抗議運動を始めましたが、チュニジアからエジプト、リ
ビアなどにどんどん波及しました。それがヨーロッパにも波及して、財政危機に直面していた
スペインのマドリッドでも似たような運動があったわけです。そのマドリッド占拠を体験した
人がニューヨークに戻って来て、ニューヨーク市の運動に参加したのです。ですから、このウォー
ル街占拠運動というのは、「アラブの春」などに連携したグローバルな連鎖反応という性格ももっ
ていたわけです。つまり、メディアの情報をみて、「自分たちも何かしなきゃいけない」という
気持ちに、ニューヨーク市の予算削減に抗議する気持ちが合体して発生したといえると思いま
す。この人たちが「自分たちは99％だ」ということを言い出した。つまり、「スーパーリッチの
金持ちが1％で、自分たちは99％のアメリカ人を代表している」ということを言い出したわけで
す。そして実際に9月17日の日にウォールストリート街近くのズコッティ公園の占拠が始まり
ました。そして10月の半ばには世界中に広がって、82か国、951都市に波及する運動になりま
したが、11月17日には警察が介入して占拠の排除が強行されたわけです（ゲルダー 2012: 11-35, 

64-67, 87, 128; 大竹 2011: 130-138）。
　この運動は、グローバリゼーションによる自由化の進行、特に金融の自由化が進んだ結果、膨
大なお金が瞬時に世界中を飛び回るようになったことに対する批判を契機にしています。そし
て、株価をつり上げたり、為替の差益でもうけるといった「マネーゲーム」で巨万の富を得る
人たちが出ているわけです。全く自分は労働などいっさいしていなくて、コンピューター上で
株価や為替のレートを操作するだけで巨万の富を得る人たちが出ているわけです。他方で、先
進国の企業は低賃金の労働者を求めてどんどん途上国に流出していますからアメリカでも失業
にあえいでいる人たちがたくさんいるわけです。その結果、ものすごい格差が拡大していた上に、
リーマン・ショックで失業した人が加わっているわけです。ですから、日本でも似たような状
況があると思いますが、そのような格差をやめさせる運動が発生するのはある意味で必然的だっ
たと思います。それ故、「マネーゲーム」をやっているような金融機関を規制したり、高額所得
者に対する課税の強化といった主張が出てきているわけで、これらの主張はオバマ政権には追
い風の面もあったと思います。



 10

　また、運動の形態としては、非暴力主義に徹していた点が重要です。キング牧師などが推進
した公民権運動に非常に近いもので、同時に、特定のリーダーを決めずに、直接民主主義的に
意思を決定する傾向もありました。テントを張って公園に泊まりこんでいる間にみんなで討議
して行動を決めていくという直接民主主義的な性格を持っている運動でした。学生や若者、労
働者が中心で、民主党にも批判的で、オバマ再選支持の運動に直結することはありませんでした。

3．民衆運動の高揚とアメリカ政治の長期的趨勢
　この二つの運動を見ると、何といっても今のアメリカは、左右のイデオロギー的な対立が激
化していることは明らかだと思います。しかもそれぞれのグループが、共和党、民主党という
枠に収まらない。「ウォール街占拠運動」も、民主党支持というふうには必ずしも言えません。
だからオバマ支持になっているわけでもない。つまり、むしろ二大政党では自分たちの要求が
汲みいれられない不満を背景に持っている運動だと思います。ですから、今後の展開としては、
第三政党が出てくるか、ないしは民主党がもっと社会民主主義的な政党に変わっていくという
可能性があるように思います。そのぐらい全国的に階級的な対立が顕著になっている印象があ
ります。
　そこで、その背景を見ておきましょう。まず、共和党・民主党の議員のうち、イデオロギー
的に重なりあう議員の数です。民主党・共和党というのは、元々南北戦争期でいいますと、共
和党は圧倒的に北部で強くて、民主党は南部で強いという、かなり地域政党的な性格を持って
いました。だからそれぞれの政党に、保守派もいれば革新派もいたのです。この特徴が変わっ
てくるのがニクソン政権期の、大体1970年代ぐらいです。この頃から両方の政党で立場が重な
り合うような人の数がどんどん減ってゆき、共和党が保守政党として一本化してゆきます。逆に、
民主党の中で保守的な人が減って、基本的に穏健派とリベラルといわれる革新派の連合体となっ
た。だから、二大政党のイデオロギー分化が、1970年代ぐらいから進行したといえるでしょう（久
保2010: 5）。
　次に世論の動向です。「自分の政治的見解をどのように表現しますか」という質問を1992年か
ら2010年まで世論調査で聞いた結果をみると、2003年くらいまでは「穏健」と答えたひとが「保守」
を上回っていましたが、2010年では「穏健」が35％、「保守」が42％という形で「保守」が上
回るようになっています。「リベラル」を自称する人は今や少数派で20％でした（久保2010: 5）。
かつて「リベラル」はプラスの概念でしたから、大きな変化でしょう。例えば、1930年代のロー
ズベルト大統領のニューディールとか、1960年代のケネディの改革とかは基本的にはリベラル
と呼ばれ、当時は「リベラル」というのがプラスの概念でした。しかし、1980年代のレーガン
政権が「保守革命」を起こして以降は、「リベラル」＝「大きな政府」論という形でネガティブ
な意味を負わされてきました。その結果、オバマに対しても右派はしきりに「彼はリベラルだ」
とか、中には「オバマは社会主義者だ」とさえ主張して、非難する傾向があります。つまり、「リ
ベラル」というレッテルを貼って、孤立させる動きが近年は目立つわけです。ただ「穏健」派
はまだ35％もいますので、2012年の大統領選挙でも保守とリベラルの間でこの穏健派の取り合
いが起ったわけです。そして、2012年11月の選挙では多くの穏健派がオバマについた結果、オ
バマが再選されたわけです。
　さらに、党派別の大統領支持の状況を2009年1月、2010年6月、2010年8月の3時点で見たデー
タによると、オバマ支持は民主党の中ではあまり変わっていない。ところが、急激にオバマ支
持が減っているのは共和党支持者の中でした。大統領に就任したばかりの2009年1月時点では
共和党支持者のなかにも40％くらいの支持者がいましたが、2010年8月になると、共和党支持
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の穏健派では20％強、共和党支持の保守派では10％にも満たない支持率になっています（久保
2010: 5）。つまり、民主党の支持者の中ではオバマ支持はそんなに減っていないのですが、共和
党支持層や無党派層での支持の減少があったわけです。
　次にイデオロギー的な分裂状況を呈している現在のアメリカですが、その国民統合の在り方
を考えるために、建国以来の統合原理の変遷をみておく必要があると思います 2。

III．南北戦争までの国民統合原理の特徴

1．建国期
　アメリカは建国後の1788年に憲法を制定しましたが、そこではある種の妥協が図られました。
アメリカは「すべての人は生まれながらにして平等だ」という崇高な理念を掲げて独立を達成
したわけですが、南部にはそれと明らかに矛盾する奴隷制が存続していました。しかし、合衆
国憲法では下院議員の定数や直接税の課税の算定基準に、自由人以外を5分の3にカウントする
という規定が入っています。この「自由人以外」が黒人奴隷でした。黒人奴隷には市民権や投
票権は与えられていないのですが、下院議員の選出や直接税の課税をするときには5分の3に
カウントするということを言っているわけです。これは、もし南部から黒人奴隷の数を完全に
排除してしまうと、南部からの下院議員の選出数が減ってしまうので、苦肉の策として、黒人
奴隷の投票権など認めていないにも拘わらず、「黒人奴隷を5分の3として扱う」ことを明記し
たわけです。それは憲法で、事実上、奴隷制を容認したことを意味しています。つまり、アメ
リカの建国は、奴隷制を容認する形で南北が妥協して始まったという矛盾をはらんでいました。
しかし、一方で、「すべての人は生まれながらにして平等だ」という理念がありますから、その後、
奴隷制廃止運動が活性化する手がかりになりました。
　元来、アメリカ人が独立に当たって、「すべての人は生まれながらにして平等だ」という崇高
な理念を提起したのは、イギリスの君主の権威を否定するためでした。何といってもアメリカ
人は、イギリス植民地の住人としてイギリス国王に対する忠誠を誓っていたわけですから、こ
のイギリス国王の権威を否定するということは並大抵なことではなかったのです。そこで、「す
べての人は生まれながらにして平等」という啓蒙思想を援用してイギリス国王の権威を否定し、
独立への意思を固めたわけです。しかし、独立後に自国内に目を転ずると、奴隷制が残ってい
るわけですから、矛盾が際立つ構造になっていたわけです。

2．南北戦争期
　しかし南北戦争期になると、明らかにこの矛盾は抑えられなくなって戦争が始まります。し
かし、リンカンが当初戦争を決断するのは、奴隷制の廃止のためではありませんでした。リン
カンは「新たに連邦に加わった州では奴隷制を廃止するが、既存の州での奴隷制は認める」と
いう穏健な立場をとっていたので、リンカンが当選したから即奴隷制が廃止されるという状況
ではなかったわけです。しかし、南部の諸州はいずれそうなるだろうと見て、連邦離脱を決定
するわけです。だから、リンカンは、連邦離脱が許せないということで戦争を決断しますので、
リンカンの開戦動機は、何といっても連邦制を守るということでした。
　しかし、なかなか戦争が決着しなくて、1863年になって奴隷制廃止宣言をリンカンが発表し

2　歴史過程の解釈については、斎藤1981; 明石・飯野2011; 油井2008、など参照。
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ますが、それはイギリスの南部接近を阻止するためでした。南部は、イギリスで盛んになって
いた綿工業の原料として綿花を輸出していましたので、イギリスと南部の間には経済的な相互
依存関係がありました。そこで、戦争が長引いて、イギリスが南部を国家として承認する気配
を示しましたので、これを阻止するには「奴隷制の廃止」を明言した方がよいとリンカンは考
えたのです。なぜならば、イギリスは1830年代に植民地の奴隷制廃止を決定していますから、
イギリス世論は奴隷制に固執している南部をイギリス政府が承認することには反対すると、リ
ンカンは読んだわけです。
　同時に、リンカンは、ゲティスバーグという南北戦争の激戦地で、有名な「人民の、人民による、
人民のための政治」という理念を提唱します。一般に、この理念は、民主政治の理念の一つと
して評価されていますが、南北戦争の最中にいわれている点が重要だと思います。それは、人
民によって直接選ばれた大統領の権威が何よりも重要だということを強調しているのです。「人
民による政治」、つまり、人民が選んだ大統領というものが、アメリカの統合のシンボルとして
きわめて重要だと。言い換えれば、特定の州が分離することは許されないのだと。つまり、州
の分離する権利を否定するという意味を、この演説に込めていたと思います。現に北部が勝利
しますので、これ以降アメリカの州が分離するという動きはいっさいなくなるわけです。つまり、
州権に対する連邦の優位を決定づけたのが南北戦争だったと思います。
　このように、南北戦争までは地域対立がとても深刻でした。しかし、南北戦争で北部が勝つ
ことによって、これ以降は地域同士が決定的に対立するということはアメリカではなくなった
と思います。むしろ、以後の問題は、このような地域間対立がどのように克服されたのかとい
う点にあると思います。

3．南北戦争後の和解過程
　南部の奴隷制廃止というのは一種の占領改革でした。つまり、連邦軍が南部を占領して奴隷
制を廃止していったわけです。1865年に憲法修正13条が決められて奴隷制が廃止されます。翌
年には14条で、人種による市民権の差別を禁止する条項が追加されますので、少なくとも連邦
の法律上は、奴隷制はもうありえなくなっていましたが、南部人が自発的に奴隷制をやめると
いう保証がないので、北軍が占領し、改革を実施したわけです。だから日本の占領改革と非常
によく似ています。北軍が一定期間、南部を占領して、北軍の権力の下で奴隷制が廃止されたり、
黒人に選挙権が与えられたりしたわけです。
　しかし、1877年に北軍が南部を撤退すると、南部の諸州は、州の法律で「ジム・クロー制」
という新たな人種隔離制度の導入を決めてゆきます。例えば、黒人から選挙権を奪うとか、レ
ストランや公園、バスなどの公共施設を全部人種別に分けるわけです。当然、黒人が利用する
公共施設の方が貧弱でしたので、黒人は毎日の生活の中で自分たちは劣っているということを
見せつけられるわけです。このような「ジム・クロー制」がどんどん南部で制定されていきます。
本来、この制度は憲法修正13条や14条に違反するのですが、1896年に下されたプレッシー判決
という最高裁判決では、「分離しても平等なら合憲だ」というものでした。これは客車における、
黒人用の客車と白人用の客車との隔離の違憲性を問うた裁判でしたが、最高裁判所は「分けて
いても設備が同じならば違憲ではない」という判決を出したのです。そのため、このジム・クロー
制度が廃止されるのは、1960年代、キング牧師などの公民権運動でようやく実現されるという
ことになるわけです。
　つまり、南北戦争後の南北和解というのは、言ってみれば、黒人を犠牲にして南北の白人同
士が和解したという性格が濃厚なのです。だから、地域対立が克服されても人種対立が持続す
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るという性格を持っていたと思います。その結果、人種問題は20世紀のアメリカにおける大問
題になってゆくことになります。

IV．人種・民族集団排斥と国民統合原理の変容

1．建国期の統合理念
　アメリカでは人種と並んで、民族集団（Ethnic Group）が重要です。一般に、民族というと、
ネイション（nation）ですが、これは政治的独立を志向する民族概念です。例えば、インドのナ
ショナリズム（nationalism）というと、独立運動の中で高揚したわけです。しかし、エスニシティ
（ethnicity）の場合は、文化的な民族概念です。例えば、移民は祖国の言語だとか生活習慣だと
かを持続させていますが、必ずしも独立を目指さすわけではありません。特に、アメリカのよう
に移民で成り立っている国家では、国籍（nationality）はアメリカだが、民族性（ethnicity）は
出身国伝来の文化を保っているという二重性が特徴的になります。例えば、アイルランド系移
民の場合、アメリカにやってきて、「アイルランド共和国をつくる」という意識はないと思います。
しかし、アイルランド系としてのアイデンティティは維持したいと考え、民族集団を形成して、
母文化を維持したり、利益集団を結成して、政治に圧力を行使したりするのだと思います。
　アメリカでは、建国期から「多からなる一（E pluribus unum）」という理念が掲げられていま
した。この言葉はラテン語ですが、「多からなる一」という意味です。建国期にも、白人の中で
宗派による対立がありました。例えば、ニューヨークは元々ニューアムステルダムといって、オ
ランダ領でしたから、オランダ系やユダヤ系の人々がイギリス領になった後も残留していまし
た。このような多様な宗派や西欧系の移民をまとめるために、この「イ・プルーリバス・ウナム」
という理念が掲げられたわけです。
　しかし、その多様性の尊重は、基本的に西欧系のプロテスタントの内部に限定され、非白人
に対しては当初から差別的だったと思います。それを象徴するものが1790年の帰化法で、ここ
ではアメリカの市民権を取れる人間を「自由な白人」に限定していました。ですから、黒人が
市民権を取ることは、当時は、考えられなかったですし、19世紀末以降にやってくる日系移民
もこの法律のために、一世は何年アメリカにいても市民権を取れないという差別を受けること
になります。

2．「新移民」の到来
　ところが、19世紀半ばにアイルランド系移民が多数到来します。かれらの圧倒的多数がカト
リック教徒でしたので、カトリック排斥が行われます。その運動のことを「ノウ・ナッシング・
パーティ運動」といいますが、これは、そのような排斥を行っている人たちに「おまえは誰だ」
と聞いたときに、「I know nothing（私はなにも知りません）」と、とぼけた返事をしたところか
らつけられたといわれています。つまり、19世紀のアメリカは、基本的にホワイトで、アングロ・
サクソンで、プロテスタント、この頭文字を取ってWASPというふうに呼びますが、WASP中心
の社会だったことは明らかだと思います。
　そこに19世紀末になると、東欧や南欧から、いわゆる「新移民」が大量に流入してきたわけ
なので、新移民の人たちは激しい排斥をうけました。読み書きテストという形で、合衆国憲法
などを読むテストを受けさせられましたが、大体多くの新移民の人たちは英語もろくに知らな
いでアメリカにやって来るわけですから、「合衆国憲法を読め」などと急にいわれても読めない
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わけです。そうすると、選挙権を認めないとか、市民権を与えないといった差別を受けたわけ
です。
　その差別の象徴が1924年移民法のなかに規定された出身国別割当制でした。これは1890年ぐ
らいの、まだWASPの人たちの比重が高い時点を基準年に採って、その基準でもって移民の受け
入れ数を割り当てたわけです。当然、東欧系とか南欧系からの移民の割り当ては少なくなるの
で、彼らの流入を抑制するものでした。それからアジア系の人たちに対しては「帰化不能外国人」
という規定を設けて、何年アメリカにいても帰化できない、だからそういう帰化できない移民
は受け入れないということで、日系移民などがこれ以降、アメリカに渡れなくなるのです。中
国系移民も同じような扱いを受けます。だから1924年移民法というのは極めて差別的な法律で、
日本側はこの法律のことを「排日移民法」、と呼んで、反発しました。しかし、標的になったの
は日本だけじゃなく、中国系とか東南アジア系も排斥されました。
　ですから20世紀の初めになっても、アメリカは、引き続きWASP中心の体質というものをもっ
ていたのですが、興味深いのは、それに抵抗する新移民の人たちからWASP中心主義を批判する
思想が出てきます。例えば、「人種のるつぼ」という考えは、一般にはアメリカを象徴する言葉
になっていますが、元来は、ユダヤ系の戯曲家で、イズラエル・ザングウィルという人が「る
つぼ」という芝居を作り、その中で、「アメリカ人というのはアメリカというるつぼに溶かされ
て生まれ変わるのだ」と、「出身国は関係ないのだ」というメッセージを出したわけです。だから、
WASP中心主義という考えを否定して、「出身に関係なく、アメリカに来てみんなアメリカ人に
なるのだから平等なのだ」というメッセージを出したわけです。つまり、ユダヤ系の知識人が、「る
つぼ理論」を提唱することでWASP中心主義を相対化したことが重要だったと思います。
　同時に、「文化多元主義（cultural pluralism）」というものもユダヤ系の人たちは言い出しました。
これは、アメリカは憲法で政教分離を規定していますので、公立学校では宗教教育はできない
ので、私立学校でカトリックやユダヤ教の教育をすることで、新移民の独自性を維持しようと
した思想です。
　このように、20世紀初めになると、新移民の台頭が目立つようになるのですが、その象徴が
1928年の大統領選挙でした。このとき初めて民主党の候補者にアイルランド系の、アル・スミ
スという人が出馬しました。本選挙ではハーバート・フーバーという共和党の候補に負けてし
まいますが、民主党という有力な政党にWASPではない人が候補者になった初めての出来事でし
た。このときは敗れましたが、最終的には1960年の大統領選挙でアイルランド系の先祖をもつ
ジョン・F・ケネディが勝利し、初めてのカトリックの大統領となりました。ですから、1928年
から60年までの間に、徐々にこのWASPではない白人たちが、民主党を基盤にして勢力を拡大
していったということが分かります。
　では、なぜ民主党であったかというと、民主党は元来、南部で強い政党でしたので、南北戦争
での南部の敗北は民主党に大きな打撃を与えました。南部では引き続き勢力を維持しましたが、
北部では壊滅的な打撃を受けたのです。北部は圧倒的に共和党の優位が続きましたから、民主
党が北部でも影響力を回復する手段として、この新移民の人たちを積極的に支持基盤に取り入
れたのです。特に北部の大都市の低賃金労働者になった人たちが多いので、そのような人たち
の声を民主党が代弁する形で民主党は再建を図りました。ですから、民主党には、どちらかと
いうと、ユダヤ系、アイルランド系、イタリア系といった非WASPの支持者が多くなっていった
わけです。ですからアイルランド系のケネディの当選というのは、今やもうWASP中心主義の時
代ではないということを象徴する事件でありました。つまり、アメリカの統合原理は、20世紀
半ばになると、WASP中心主義から、言ってみれば、ヨーロッパ系中心主義とか白人中心主義に
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変化したといえます。
　そのため、宗教面でもそれまでのプロテスタント中心から、現在では、「ユダヤ・キリスト教
的伝統」の国という言い方をするようになってゆきました。これは、明らかに、新移民の人た
ちが長年抵抗して、WASP中心主義を壊していった結果だと思います。だから、民族集団による
抵抗がアメリカの国民統合原理の変更を実現させた点が重要なことと思います。

3．多文化主義への道
　しかし、非白人の人たちは依然として差別されていました。そこで1950年代半ばから公民権
運動が起こってきて、1964年の公民権法とか65年の投票権法でジム・クロー制度を解体して、
少なくとも法の下では平等な社会が実現します。しかし、経済的・社会的には不平等が続いて
いましたので、「ブラック・ナショナリズム」とか「イエロー・パワー」とか、「レッド・パワー」
といった形でマイノリティの人たちが運動を起こしてゆきました。このような運動の結果とし
て「多文化主義（Multiculturalism）」が台頭したのです。20世紀初めの文化多元主義というの
は、ユダヤ系やカトリックの人たちが、公的な領域ではアメリカ文化で統一されていてよいが、
私的な領域では多様性を認めてほしいという要求の結果でした。ところが1960年代の後半から
出てくる多文化主義というのは、非白人の人たちが言い出して、特にアフリカ系の人たちが言
い出したので、公的な領域でも多様性があっていいのではないかという主張なのです。特にア
ファーマティブ・アクションといわれる、マイノリティの人たちに対する優遇措置です。これ
は、マイノリティとか女性を優遇するような政策を公的なレベルで行うべきだという主張です。
ですから、文化多元主義のように私的な領域だけで多様性を認めるのではなくて、公的な領域
でも多様性を認めていいのではないか、場合によってはスペイン語を公用語にしてもいいので
はないかという思想になってくるわけです。だから非常に激しい対立を引き起こしていて、決
してこの多文化主義がアメリカ全体の統合の原理として認められているわけではありませんが、
少なくともそのマイノリティの人たちは、多文化主義という旗印の下にアメリカの統合理念を
変えようとしてずっと運動を続けている、と言えると思います。2008年のオバマの当選も、そ
のような背景がないとちょっと考えられないでしょう。オバマ自身はあんまり人種を強調して
いませんが、少なくとも人種にこだわらない人たちが多数いなければ当選できなかったのは事
実で、多文化主義という思想が非常に重要になってきたということが言えると思います。

V．結びにかえて

　以上お話ししたように、アメリカという国は、国民統合の理念というものを時代とともに変
化させてきたという特徴をもっています。最初は、WASP中心主義だったことは明らかです。し
かしそれが新移民たちの抵抗によって、ヨーロッパ中心主義に変わり、今や非白人を含めた多
文化主義に変わろうとしています。だから今、アメリカの統合理念をキャッチ・フレーズ的に
いうと、「サラダ・ボール」とか「モザイク」といわれるようになっています。「るつぼ」とい
うと、溶かされてみんな同じになってしまうので、今は、「るつぼ」という言い方はしません。
サラダ・ボールとかモザイクという形で非白人も含めて、さまざまなグループが共存している、
そういう多文化共生的なイメージでアメリカは語られるようになってきました。
　このように国民統合の理念が時代とともに変わってきたということは、差別されている人た
ちが黙っていないで、その差別をなくすための運動を長年組織してきたことを意味しています。
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しかも、その声を取り入れるような柔軟性が、アメリカの政治原理の中にあるということが重
要だと思います。取り入れやすいのは、元々、建国の理念に、「すべての人は生まれながらにし
て平等だ」という普遍的な理念を掲げていたことが重要でしょう。マイノリティの人々は、自
分たちも「すべての人」に入っていると主張して、抵抗することが容易であったのです。その
ような原理を、シビック・ナショナリズム（civic nationalism）といいます。それは、その土地
で生まれた人間はすべて市民として平等だという考え方なのです。普通、ナショナリズムとい
うのは特定の血縁的なつながりを重視するので、例えば、日本であれば、日本人という血縁関
係にある人間が優遇されるわけで、そこからはみ出すと差別されることになります。ヨーロッ
パのナショナリズムにもそういう傾向が強いのですが、アメリカの場合には、血縁的な形での
主張ができるのは先住民だけで、あとはみんな移民ですから属地主義的な国籍観が主流になっ
たのだと思います。移民の間で、ちょっと早く来たものが遅く来たものに対して偉い顔をする
といった正当化は論理的に弱いので、結局、アメリカで生まれればみんな同じ市民として平等
なのだという、シビック・ナショナリズムの観念というものを建国から採用してきたわけです。
それ故、排除された人たちも差別を「おかしい」と批判しやすかったという面があると思います。
政府の側も、そのような批判を取り入れて、国民統合の理念を変えてきたという点が重要だと
思います。
　それからもう一つ重要なのは、立法・行政・司法という三権分立が憲法で規定されています
ので、例えば、行政とか立法が差別的な法律や行政を行なっても、例えば、最高裁判所が、ブ
ラウン判決で下したように、「公立学校での人種隔離教育は違憲」という判決を下すことによっ
て、公民権運動が非常に活発になるというような形で、三権分立がマイノリティの抵抗を助け
たという面もあると思います。日本の裁判所が違憲判決を避ける傾向にあるのと、大きな違い
だと思います。
　さらに、連邦制を採っていることが、分裂を回避させるメカニズムになっている面も忘れて
はならないと思います。建国した時代には13州だったわけですが、それ以外の州はテリトリー（準
州）と呼ばれましたが、一定の人口に達すると、平等な資格で連邦に加わることができました。
だから、例えば、ハワイの場合も、アメリカの膨張の産物としてハワイを併合した面もありま
すが、ハワイに住んでいる人たちは、平等な資格で連邦に加入する道を選びました。もしこれ
が差別されていたら、独立運動が発生したと思います。そのように、連邦に新しく加入する際
には、平等な条件で認めるという柔軟な連邦制の運用が、地域対立を緩和させてきた面もある
と思います。だから上院議員の数というのは各州平等で、どんなに人口の多い州でも少ない州
でも、上院議員は2名ずつ必ず選出することになっています。
　その上、人種・民族集団関係でいいますと、2008年にオバマが当選したということは、やは
りアメリカ社会の中で多文化主義というものが、ある程度定着してきたといえると思います。
特に21世紀半ばぐらいには、アメリカでは白人人口が過半数を割ると予測されています。特に
ヒスパニックとかアフリカ系の人口増加率が白人より高いので、いずれアメリカは白人が少数
派になるだろうと予想されています。それ故、オバマの当選というのは、言ってみれば、その
ような人口動向を先取りしたものだとも言えるでしょう。しかし、そのような動向を快く思わ
ない人たちも当然います。白人優越主義的な考え方を持っている人々、ティーパーティ運動に
もそのような傾向が含まれていると思います。ですから、ある種のバックラッシュ、揺り戻し
の動きも当然出てくるわけで、現在のアメリカというのは、多文化主義への長い過渡期にある
と評価できると思います。
　また、現在のアメリカでは階級対立が全国化してきている面があって、二大政党自体がイデ
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オロギー的に分化して、共和党は保守、民主党は中道とリベラルを代表するというふうに変わっ
てきています。しかし、従来の2大政党では吸収しきれない大衆運動の台頭も見られます。例え
ば、ティーパーティの中にも、共和党離れの部分があるし、ウォール街占拠運動も民主党離れし
ている面があるので、今やこの2大政党だけで様々な民衆運動の声を吸い上げられるのか、も問
われていると思います。左右の民衆運動が2大政党離れを起こしてきている面もあるので、いずれ、
例えば、民主党がより社会民主主義的な政党に変わっていくとか、新たな第三政党が登場してく
るとか、そのような何らかの政党再編も長期的にはありうると思います。
　いずれにせよ、民衆の抵抗が統合原理自体を歴史的変化させてきた伝統のあるアメリカが、現
在、大きな過渡期にあるという点に注目することが重要だという点を強調しておきたいと思いま
す。
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