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第４３回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会 読書会 

 

「アメリカを占拠せよ！」       ノーム・チョムスキー（ちくま新書９８０） 

             2013年１月 26日 櫛野幸孝 

 

編集者ノート 

  ノーム・チョムスキーは、「『占拠せよ』運動は、過去３０年間続いてきた階級間の対

立に対し、初めて一般大衆が起こした大規模な反対運動だ」。と語っている。 

  チョムスキーは、この運動がもたらした最大の功績は、日常的な不平等を国家レベル

の議題に乗せ、報道や一般の認識、言語そのものにまで影響を及ぼしたことにあると語

っている。 

  資産なき人々、声なき人々、力なき人々、無視されつづけてきた人々の窮状は、今や

アメリカ中の耳目を集め、怒りの輪を広げている。数十年にわたって富裕層の都合にあ

わせてつくられてきた経済のなかで、何百万もの人々が過酷な仕打ちを耐え忍んでいる

のだ。 

  アメリカはなぜ、こんなことになってしまったのか？「これは第三世界の困苦ではな

く、豊かなはずの社会の話だ。それどころか世界一豊かの社会で、あり余る富が誰の目

にも見えているのに、自分たちのふところにはそれがない。」とチョムスキーは語ってい

る。オキュパイ運動はこうした論点を前面に押し出すのに大きく役立った。この変化を

推進したのが、オキュパイ勢力による徹底した活動だ。こうした活動は、現体制の冷酷

さや非人道性を暴くだけでなく、現実に押しつぶされそうになっている人々にたしかな

連帯の手をさしのべるものだ。現体制を変革するには多くの選択肢や機会が存在する。

オキュパイ運動のビジョンがすでに、各市議会の提案や議論や決議に影響を及ぼしてい

る。たとえばニューヨーク市議会決議 1172号は、企業の法人格に正式に反対し、合衆国

憲法を修正して恒久的にこれを禁じるよう求めるものである。この決議は企業の権利と

市民の権利とを明確に分ける境界線をつくりだした。 

  オキュパイ運動の成功の陰には、日常的に組織化に励んできた人々の努力がある。大

規模な抗議行動、市民的不服従、さらに逮捕されることまでが、この運動の戦略の重要

な要素なのだが、毎日の議論、作業グループ、総会といった活動も継続的な力となって、

オキュパイのうねりに重みと勢いを与えている。 

  さらに驚くべきことは、この運動に衰えが見られないことだ。警察による暴力、大量

逮捕、罪のでっち上げ、都市条例による拘束、潜入、監視、手入れなどにもかかわらず、

運動は拡大の一途をたどり、都市のスラム地区から地方裁判所、市議会場といった新た

な前線を占拠するにいたっている。 

  この運動が粘り強く成長を続けていること自体、人々の不信感がいかに強いかを物語

るものだ。大多数の国民は、現体制が一般の人々の声を聞く、その声に応えるなどとい
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ったごたくを信じていない。経済の後退は、民主主義の後退と軌を一にしている。人々

は目覚め、表に出てきつつある。橋や港を封鎖し、街中を行進し、アフィニティグルー

プ（直接行動を行うための非階層的な３～２０名のグループ）をつくり、自前のメディ

アを立ち上げ、公に発言し、その声を届かせようとしている。抗議と市民的不服従は表

面の動きにすぎず、その下では深く力強いものが蠢いている。民主主義を求める民衆の

公然たる反抗と、非暴力的な直接行動だ。 

  オキュパイ運動は性急にリーダーをつくることも、まとまった一連の要求を発するこ

ともしない。オキュパイが体現する民主主義のビジョンは、企業に支配された社会によ

る管理とは根本的に相反するものだ。民衆は、「市場に一切の解決をゆだねて」しまうこ

とをよしとせず、新たな解決策を求めている。自ら勤勉さや創造性を発揮し、そうした

解決策を生み出そうとしている。意識の深いところで生じるこの変化は、さらなる大き

な変容へと向かう初めの一歩だ。この運動が伝える最も根元的なメッセージは、われわ

れ自身を変えようという呼びかけだ。 

  オキュパイ運動は、現状を打開する最良の手段としての民主主義を擁護し、その主張

を実例と行動によって示していくことだ。集会や抗議行動、市民的不服従、印刷媒体や

放送電波を通じ、国境を越え、多くの言語で、監獄で、裁判所で、占拠された自由な空

間のなかで、この問いかけを発し、答えを求めつづけることだ。 

 

  「進歩が成し遂げられ、あらゆる種類の不正が打倒されてきた場所がある。それはそ

の場所の民衆が、政治家としてではなく、市民として振る舞ったからだ。」「『それで、き

みたちは何を期待しているんだ？』と。その答えはこうだ、『われわれは多くのことを期

待している』。」「『何だって、きみたちは夢想家か？』答えはこうだ、『そう、われわれは

夢想家だ』。われわれはすべてを求める」（ハワード・ジン） 

 

占拠せよ―――ハワード・ジン追悼記念講演 

 

  ハワード・ジンの思い出は、オキュパイ運動のことを考えるとき、心に響いてくる彼

の言葉がある。「名もなき人々の無数の小さな行動」に注意を向けなくてはならない。そ

れが歴史に刻まれた「あの偉大な瞬間」をつくるのである。無数の小さな行動が土台と

なるけれども、その土台を築きあげた人々のことは記録に残らない。これが歴史の根本

的な真実である。しかし、ハワード・ジンは、一つの世代全体の意識を変え、さらに良

心を変えたといっていい。オキュパイ運動が始まった今まさに「名もない人々」が立ち

上がり、「無数の小さな行動」を積み重ねている最中である。こうした驚くべき事態から、

多くの絆やつながりが生まれている。それらが持続していくには、今後の長くきびしい

時期を乗り切らねばならないが、もし実現すれば、まさに歴史的な、アメリカ史上意義

深い瞬間となるであろう。 



 

3 

 

アメリカ経済の歴史について 

  1970年代は、アメリカ史における大きな転換期の始まりであった。建国からアメリカ

は発展途上の社会であった。豊かさ、産業化、発展、希望に向かって進歩してきた。大

恐慌時代においても「いずれはこの状態から抜け出せる」という意識があった。今はま

ったく事情がちがい、多くのアメリカ国民の間にあきらめの気分が蔓延している。これ

は歴史的にまったく例を見ない事態である。 

労働者階級について 

  1930年代以前には、失業中の労働者でも、いずれ職に戻れるという期待をもつことが

できた。しかし、1970年代に変化が起こった。製造業の利益率が低下し、脱産業化、非

開発の方向へ転じることになり、財界は金融操作の方向へ軸足を移していった。その結

果、国内の労働者には恩恵をもたらさなかった。 

銀行について 

  1970年代以前には、銀行は銀行であった。1950～1960年代は、アメリカ史上空前の経

済成長期で、しかも、この時代には平等主義があった。だから所得では最底辺の層の人々

でも、頂点の層と変わらず暮らすことができた。アメリカのいわゆる「中流階級」の出

現である。1970年代になり、脱産業化、現地生産化、けた外れの成長を果たした金融部

門への構造的転換である。70年代に起こった数々の変化は、ひとつの悪循環を生み出し

た。富が次第に金融部門へ集中するようになった。 

政治と金について 

  富の集中は、政治権力の集中をもたらした。政治権力の集中は、このサイクルを拡大、

加速させる法案を生み出した。そうした法律が超党派で制定され、新たな財政政策や税

制改革、コーポレートガバナンスの規定そして規制緩和を推し進めていく。それととも

に、選挙費用が跳ね上がり、政党は企業部門のふところを当てにするようになった。こ

うした循環が富の集中を生み、国民の１％が富を独占するにいたった。一方で、大多数

にとっては停滞もしくは衰退の時期が始まった。公共政策と民意の間には、つねに落差

がある。ワシントンでは財政赤字が大きな懸案となっている。しかし、一般国民には大

した問題ではない。問題は赤字ではなく失業である。赤字に関していえば、高所得者に

もっと高い税をかけることである。富裕層にかける税を増やし、限りある給付制度を保

持すべきである。 

経済について 

  この 30年間にくりひろげられた悪夢は、古典経済学者が予想していた商人や製造業者

が外国でビジネスを展開する可能性を、つまり外国に投資を行い、外国から輸入すると

いうことである。それで当人たちは儲けられるとしても、イングランドには害が及ぶだ

ろうと、アダム・スミスは考えていた。そしていま、現実にそうした事実が起こってい

る。 

プルトノミーとプレカリアート 
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  オキュパイ運動がイメージとして描く１％は、ますます金持ちになり、ますます力を

握り、政治体制を支配し、一般大衆を無視するようになる。まさにアダム・スミスらが

警告した通りの事態となる。「世界は二つのブロックに分かれつつあります―――プルト

ノミーとそれ以外に」（シティ・グループのパンフレットより）。プルトノミーとは富裕

層を指しており、その人々のみを対象として投資をうながしている。それ以外の人々は、

社会の周縁で「不安定な」生活を送る人たちという意味で「プレカリアート」と呼ばれ

ている。働く人々が不安定な境遇になれば、余裕を失い、権利の要求をせず、よりよい

賃金も給付金も得ようとしなくなる。世界はプルトノミーとプレカリアートに二分され

ている―――オキュパイ運動がイメージとして描く「１％と 99％」に。いまはプルトノ

ミーばかりが重視されている。アメリカ社会は、そうした方向へ向かっている。オキュ

パイ運動は、この流れを食い止める可能性と秘めた、初めての大規模な大衆による反対

運動である。 

労働者による接収に向けて 

  1930年代にとりわけ効果的だった行動に、座り込みストがあった。そこまで来れば、

工場の接収まではあと一歩の段階である。1977年にＵＳスチールは、主要施設の一ヵ所

を閉鎖する決定を下した。しかし、従業員たちは、地元コミュニティとともにその施設

を買い取ることに決め、工場は従業員に引き渡され、労働者が経営、管理する施設へと

変わった。結果的には頓挫したが、一般大衆のサポートが得られれば成功していたはず

だ。これは部分的な勝利といっていい。部分的勝利というのは、他の試みが続々と生ま

れてきたからである。今ではいろいろな場所で労働者およびコミュニティ所有の工場が

できている。これらは、将来的には労働者経営へ移行できる可能性もある。これは、真

の革命の基礎となりうるであろう。 

気候変動と核兵器 

  国際的な舞台でもきわめて危険な事態が二つある。一つは、1945年以来、核戦争と核

兵器の脅威。現政権や同盟諸国の政策によって、脅威はエスカレートしている。もう一

つは、地球環境の激変である。アメリカは主要国のなかで唯一、地球環境を守るための

建設的な取り組みをしていない国である。 

 

  前途は平坦ではない。さまざまな障壁や難問、苦難、失敗が立ちふさがる。しかし、

この国のあちこちで、また世界中で、そのための試みが起こっている。それが社会や政

界で大きな勢力とならないかぎり、明るい未来を迎えられる可能性は高くない。 

 

オキュパイ・ボストンからの質疑 

 問 産業の法人格を廃止する、もしくは企業からの政治献金を禁じる案 

  合衆国憲法修正第５条には「何人も・・・・・・正当な法の手続きによらないで」諸

権利を「奪われることはない」とある。この「何人」は実際の「人」ではない。血肉を
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備えた人間でありながら「人」とみなされなかった存在が大勢いた。先住民であり、女

性であった。南北戦争後の修正第 14条で、原理上は、一人の人間とされた。しかし、そ

の後、黒人の生存を不利にする他の制度が定められ、新自由主義的グローバリゼーショ

ンが進むにつれ、大勢の人々がプレカリアートの仲間入りをした。その大半は、黒人、

つぎにヒスパニックということになる。それから数十年で、「人」の概念は、裁判所によ

って二つの方向に変化した。ひとつは、企業まで含むような方向。もうひとつは、不法

入国の移民を排除する方向である。企業は、貿易協定その他により、人間の枠をはるか

に超える権利を手にした。一方、アメリカのせいで荒廃した祖国から出てきた中米の人々

や、たっぷり助成を受けたアメリカのアグリビジネスに太刀打ちできずにメキシコから

逃れてきた人々を排除しようとしている。このように人格については、ひとつにとどま

らない側面があり、そうした意味をすべて理解し、行動の基本とすべきである。 

 問 アメリカの支配階級が、公然とファシズム体制を敷くことがあるか？ 

  支配階級は、自分たちの戦術で、棍棒による統制から姿勢や信念による統制へ転換し

なければならないことを承知している。このことから考えると、ファシズムといえるよ

うなものが生まれる可能性は、存在しない。ちなみにＰＲ産業は、国民の姿勢や信念を

統制するために、消費至上主義、受動性、無関心、不注意といったものを惹起している。 

 問 ゼネストは、社会を動かすための効果的戦術か？ 

  ゼネストについては、人々の支持が広まって初めて実現可能な案となる。住民の大多

数が、賛成し、自ら参加するという意欲が必要である。そのためには組織化と教育、直

接行動が必要となる。教育とは、自分の意志で物事を学ぶことである。参加することを

通じて学ぶ。他者から学ぶ。オキュパイ運動の心躍る側面は、つながりや連関、絆、ネ

ッワークがあらゆるところで、生み出されることである。そうした場所からこの運動が

持続すれば、ゼネストのような戦術もある時点ではきわめて有効な手段となるであろう。 

 問 オキュパイ運動に関して社会に変化をもたらすための問題設定および要求について 

  短期的には、財政赤字委員会に、致命的な打撃を社会に加える決定を阻止すること。

長期的には、ボストン郊外の工場労働者が、自分たちの工場を買い取れるよう協力する

こと。地球温暖化の脅威については、アメリカがその傾向を緩和し、食い止める方向へ

向かわせる役割を果たすこと。現在の「人」の概念は、企業体を含めるために広げられ

ると同時に、法的には人は認められない存在を排除するために狭められるという状態に

あるが、これをなんとかしなくてはならない。 

 問 体制をつくりかえるべきか、また、一般大衆を動かせるか？ 

  アメリカの大衆を動かす唯一の方法は、外に出て彼らのなかに飛びこんでいくことで

ある。彼らと関わり、彼らから学び、彼らの意識に変革の種を蒔くことである。真の民

主性に向けて足を踏み出すことは、決して夢物語ではない。いくつかのコミュニティで

実現できており、政治体制に顕著な変化をもたらしうる。財政赤字に関していえば、富

裕層に高い税金をかけて、給付制度を保持すればいい。また、医療保険制度についても、
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アメリカのそれは、先進諸国と比べて一人あたりの費用額が２倍にもなっている。多く

の国民は、保険制度を望んでいる。他にも、常軌を逸した軍事体制に歯止めをかけるこ

とである。 

 問 活動資金を一般の人々から募ることについて 

  「みんなで進めていく」ことが大事である。ただし、そのためには組織化された熱心

な大衆がいなくてはならない。 

 問 オキュパイ・ザ・フッド運動（黒人、ヒスパニックなどの「カラード」を中心とす

るオキュパイ運動）の意義および社会改革をめざす異文化間の組織について 

  オキュパイ・ザ・フッドは、完璧な運動といっていい。広いコミュニティのなかで、

援助の手をさしのべあっている運動である。民衆に向かって、彼らから学び取ることで

ある。彼らは何を望んでいるか？彼らには何が必要なのか？障害や緊張を乗り越えてい

くために協力しあえるのか、今後もずっと持続する運動を形成していく方法を見つけら

れるのか？こうした動きがひとつに総合されるように、努めなくてはならない。こうし

た目標の大部分は、数週間や数か月で達成できるものではない。ほとんどは、長い闘い

になるであろう。 

 

30年に及ぶ階級闘争の果てに 

 

 問 オキュパイ運動にある具体的要求のなかでの実現可能なものは？ 

  第一に、ほぼ 30年間におよぶ、過酷な階級間の対立の果てにもたらされた社会的、経

済的、政治的取り決めによってずたずたにされた民主制への、初めて一般大衆から起こ

った大きな反対運動である。この 30年間にとられた政策は、国民の一部の層に著しい富

の集中をもたらした。しかも、大部分が金融部門に属する人間に莫大な利益をもたらし

ている。その一方で、国民の大多数は、実質賃金も伸びず、仕事の量を増やし、借金を

し、バブルが弾け、金融資産が紙くずになってしまった。富の集中は、政治権力の集中

を生み、それが法律に形を変える。それがさらに悪循環を加速させている。オキュパイ

運動が要求する点は、不平等の問題である。金融取引税の導入や税法の富裕層の実質的

免税などのなかった状態に戻すことを提案していくことが必要である。さらに、この運

動の特徴のひとつとして、協同的なコミュニティの創出が考えられる。こうした作業を

進めるなかで生まれつつあるコミュニティの組織が、大きなコミュニティへと広がって

いけば、重要な勢力となりうる。 

 問 オキュパイ運動はアナーキスト運動か？革命の前触れなのか？ 

  エジプトのタハリール広場の蜂起は、独裁政権を倒すという目標を達成した。長年に

わたる労働闘争が行われており、たいていは弾圧されたものの、タハリール広場の運動

へと統合され、強力な勢力となった。アメリカの労働運動は、遠い時代に得た勝利を再

び手にしようと闘いつづけ、負けつづけてきた。空念仏ではない「革命」を実現するに
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は、国民の過半数が、既存の制度の枠組みのなかでも改革が可能であることを認識する

か信じることが必要である。 

 問 革命の準備をするべきか？ 

  通常の改革の範囲内でできることはいくらでもある。短期的には、財政政策、金融機

関の規制、環境問題への対処、政治体制の転換などが考えられる。長期的には、労働者

所有による企業が大きな広がりを見せているが、30年以上も前にあった大きな試みから

生まれたものである。このことは、広い意味で捉えるなら、革命といっていい。社会の

制度的構造に変化をもたらしているからである。世界の多くの場所で起こっている事態

は、過去 30年ほど続いた新自由主義政策に対する反発である。 

 問 アナーキスト社会とは？ 

  アナーキストの運動家や思想家たちが考えるなかでも、きわめて高度に組織化、構造

化された社会でありながら、自由と自発的な参加を基盤とするような社会である。たが

いに自由な結びつきを持った参加者が企業を所有するばかりか、経営までするコミュニ

ティ所有の工場がアナーキスト本来のビジョンである。これは、権力の基盤の上に組織

化された社会の、高度に民主的な形態といえるであろう。こうした社会をだれが支持し

ているか？市場システムと個々人の選択という「見えざる手」によって、誰もが参加で

きる平等な社会がもたらされるといったアダム・スミスであり、アリストテレスの『政

治学』にもそうした考え方が見られる。そうしたビジョンをつくりあげるのは、自由に

生きて役割を果たしつつ、自分たちにとってふさわしい社会やコミュニティを自ら考え

だそうとする人たちの役目である。 

 問 社会のアナーキスト的ビジョンは、人間が善である場合に限られ、理想主義的すぎ

る（イギリスの哲学者故マーティン・ホリス）といっているが、これに対する反論を。 

  われわれは、自由と正義、参加、民主主義を最大にするという目標を実現しようと努

める。どこまで実現できるかとなると、人間の存在自体に限界があるのかもしれないが、

同じ道を進むのみである。 

 

インターオキュパイ 

 

 問 ① 本 流
メインストリーム

への浸透。②市民的自由への弾圧。③オキュパイとアメリカの未来に関わ

る金と政治の役割について。 

  オキュパイ運動は、多くの論点をめぐる議論の枠組みを変えたことにある。過去 30年

ほどの間に不平等が著しく拡大し、ばかばかしいほど不均衡な富の配分が生じた。世論

調査のトップを占めるという「収入の不均衡」ということに、一般国民の認知や理解の

レベルは上がってきている。オキュパイ運動への共感が広がるにつれて、弾圧がやって

きた。この状況に対処する方法は、国民の幅広い層をオキュパイ運動に引き込んでいく

ことである。そこで重要になってくるのが、人々の暮らす場所に出ていくことである。
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そして、オキュパイ運動が達成した成果のひとつを広め、さらに深めていくことである。

その成果とは、相互に支えあい、民主的なやりとりを行い、お互いのことを気遣う、ほ

んとうの意味で機能するコミュニティをつくりだしたことである。オキュパイ運動が成

し遂げたもうひとつの成果は、自分ことだけ大事にして、他人のことはすべい忘れるべ

しというイデオロギーへの拒絶を示したことである。運動にかかわっている人々は、た

だ自分のためではなく、おたがいのため、より大きな社会や未来の世代のために活動し

ている。絆やつながりが生まれつつあり、これを強く維持したまま、より大きなコミュ

ニティへと持ち込めれば、暴力的な形はとる弾圧の防壁となる。 

 問 オキュパイ運動が活動に取り組んでいくには、どのような形で、どのような手段を

とるのがベストか？ 

  拠点をもつのは意味がある。状況の綿密な評価、支持の度合い、反対の度合いなどを

元に、戦術的に判断すべき事柄である。手段に関しては、問題や関心が幅広い運動の一

部になり、その運動を担う人々が自分たちを支えていて、自分たちもそうした人々を支

えていると、みんなが感じられるように持っていければ、軌道に乗り始めるであろう。

ごく単純なものから、労働者およびコミュニティが企業を経営するような社会経済体制

の創出にいたるまで、ありとあらゆることが可能である。積極的な大衆の支持が多く得

られるほど、弾圧と暴力に対抗する盾は強くなる。 

 問 政治に金をからませないためには？ 

  街の住民が集まって、自分たちの地元でやるべきこと、国でやるべきこと、外交政策

について考えを出しあう。そして、自分たちで候補者を選ぶか、候補者に政策を受け入

れるかを問う。 

 問 オキュパイ運動は、アナーキスト的な発想から始まったが、「アナーキスト」という

言葉の意味を社会のなかでどのように捉えなおし、ステレオタイプを払拭すべきか？ 

  相互サポートと民主的な参加を基にしたコミュニティが自然発生的にできていくとし

たら、一般の人々にも理解されやすい。そして、このようなコミュニティは自分たちに

とっても価値がある、自分たちの地域でも何か別の形でつくりだせるのではないか、と

思ってもらえるかもしれない。 

 問 民主党に運動が取り込まれる可能性と注意すべき点について。 

  共和党は、権力と利益をごくわずかな層に集中させることに専心して、政党とはいい

がたい。民主党も共和党と同じ道をたどろうとしている。オキュパイの関係者たちは、

そんな政治家でも、十分に圧力をかけつづければ、こちらのためになることをする可能

性がある。権力は統治する側でなく、統治される側の手中にある（デビッド・ヒューム）。

武力によらず大衆を統制するために、プロパガンダ、消費至上主義、人種間の憎悪を煽

りたてるなどが考えられるが、われわれはそれに抵抗するすべを見つけることだ。 

 問 アントニオ・グラムシについて。 

  文化的ヘゲモニー（覇権）が権力システムによって確立される。 
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 問 この国の経済は、さらに成長を目指すという考えに支配されているが？ 

  成長とは、よりシンプルな生き方をする、より暮らしやすいコミュニティを築くとい

ったことである。買えるものを最大限に買うのではなく、人生にとって価値あるものを

最大にすることを基盤とした生き方といった別の方向へと向かう成長が大事なのだ。 

 問 不動産バブルの危機について？ 

  1950～60年代にかけて、未曽有の経済成長期があり、最底辺の層でも社会に統合され

た。それが終わりを告げたのが 1970年代であり、社会の変動によって、金融の役割が増

す方向へ向かった。それと同時に、製造業を外国に移すこととなった。そして結果的に、

富が金融部門に集中するようになり、政治権力の集中につながる悪循環が続いた。サブ

プライム住宅ローンと銀行がローン債権を分割して他人に負わせるための複雑な仕組み、

複雑なデリバティブその他の金融商品が売れ出し、それが弾けた。これは、保護された

経済ではなく、金融のカジノであり、金も力もない 99％の人々が傷ついた。 

 

外交政策を占拠する 

 

 問 外交政策の決定機関を占拠するには？ 

  政策を変更させることに関しては、この国には成功の歴史がある。ニューディール立

法がそうであり、他にも一般大衆の強力な組織化と圧力の下で、いろいろなことが起こ

った。1968年のアメリカの対ベトナム政策では、アメリカ国内の市民的不服従に対応す

るために、南ベトナムへの派兵が見送られた。イラク戦争では、ベトナム戦争で実施さ

れた政策は行われなかった。国民が受け入れないだろうという遅延効果が働いたわけで

ある。社会と文化の性格にも大きな変化があった。広範な組織化とそれに呼応する行動

によって、多くの障害が崩れ、さまざまなものが解放された。 

 問 ガー・アルペロビッツの『America Beyond Capitalism(資本主義の先のアメリカ)』

について 

  ステークホルダー(労働者やコミュニティ)は、ばらばらになろうとしている経済の一

部を接収し、自ら効率的に経営し、さまざまな目的の実現へ向かわせることができる。

自動車産業を国有化し、建て直した際に二つの選択肢があった。建て直した産業を元の

持ち主に返すこと。もうひとつは、自動車産業をステークホルダーに譲渡し、この国に

とって本当に必要とされる方向へと舵を切ること。これは、ガー・アルペロビッツが語

っていることと重なる。 

 問 職場でのイデオロギーまみれの言説と闘うには、どのような言語的戦略を用いれば

よいのか？ 

  論理的戦略に関しては、これまで成功してきた戦略しかない。話をし、文章を書き、

組織化し、他の人たちに働きかけることだ。女性運動は、最初はごく小さな意識高揚を

目指すグループから始まった。差別を甘受しなくていいのだ、自由で独立した人間にな
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れるのだという理解にいたるのは、大きな前進の一歩であり、さらに進み続けている。

公民権運動も、当初この運動への弾圧は情け容赦なかった。しかし、それでも成功を収

めたのは確かである。ベトナム戦争への抗議運動も同様である。同じことが健康保険や

財政赤字など、他の事柄にも当てはまる。 

 

  たとえ小さなことからでもいい、実際に行動すれば、壮大な夢物語の未来を待ち続け

る必要はなくなる。未来とは無限に連なっていく現在であり、人はすべからく今を生き

るべきなのだ。われわれの周囲を取り巻く悪に目をくれずに、今を生きていくことがで

きれば、それ自体がすばらしい勝利となる。（ハワード・ジン） 

 

ハワード・ジンの思い出 

 

  ハワードの非凡な生涯と功績を要約すると、歴史の記録に刻みこまれた「あの偉大な

瞬間」の土台となる「名もない人たちの無数な小さな行動」に関心を寄せたことだ。も

しも歴史がそうした土台から切り離され、何らかの主義やドグマのフィルターを通され

れば、その歴史はすっかり力を失い、誤った解釈をもたらすだろう。スペルマン・カレ

ッジで教鞭をとっていた頃から一貫して、学生たちが特に危ない橋を渡ろうとするとき

には、かならずその場に居合わせた。1960年代初め、ハワードは自らの勇気と誠実さの

報いとして、大学を首になった。数年後、ＳＮＣＣ（学生非暴力調整委員会）の行動基

準を定めた。ＳＮＣＣは「名もない人々」からなる組織で、「無数の小さな行動」が世論

のうねりを形作るうえで、大きな役割を果たした。 

 

文明化をもたらす影響力 

  ハワードは、スペルマン・カレッジから免職されたあと、ボストン大学で学究生活の

残りを過ごすことになった。1967年の『ベトナム――撤退の論理』は、アメリカは、す

べての侵略国が為すべきことを為すべきである。すなわち撤退だと訴えた。戦争が終わ

る頃には一般大衆の 70％が、この戦争は「根本的にまちがった、不道徳な」ものとみな

していた。彼が、抗議行動や直接な抵抗運動に姿を現し続けたことが、この国の多くが

文明化する大きな要因となった。 

下からの歴史 

  『民衆のアメリカ史』は、ずっと名も知れないままの人々が、平和と正義を求める終

わりなき闘いを推し進めるために果たす大事な役割のことや自分たちに都合のいい歴史

をつくりだして押しつけようとする権力システムの犠牲になった人々のことが記されて

いる。歴史の片隅に追いやられた名もない人々の活動や声を描き出すことで、「下からの

歴史」は、アメリカ史の重大な欠落を補っている。 
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プロパガンダに抵抗せよ 

 

 問 オキュパイ運動の非暴力の哲学について。 

  非暴力運動のマーティン・ルーサー・キングたちの師というべき A・J・ムステという

人物がいる。第二次世界大戦中に活動し、「革命的平和主義」というものを唱えていた。

ただの平和主義では十分でなく、搾取、弾圧、従属のシステムという構造的な暴力に立

ち向かっていかなければならない。公民権運動では、ＳＮＣＣがその最前線にいて、北

部の若い直接行動主義者が加わっていた。一般の人々からの支持が全米に広がる段階に

くると政府も実効性のある法律を可決せざるを得なくなり、黒人というマイノリティの

権利にとどまらず、女性差別の枠組みまで壊す法律ができた。マーティン・ルーサー・

キングは、革命的平和主義に傾倒した。1963年のワシントン大行進を実現しようとして、

彼は凶弾に倒れた。その後、行進は実行され、ワシントンに到着した。そして、人々は

「復活の町」というテント村をつくったが、警官隊の強制排除にあった。公民権運動が

階級間対立の様相を帯びたとたん、権力システムにたたき伏せられた。 

 問 アメリカの政治家たちは、「人々に仕事
ジ ョ ブ

を」と環境危機を悪化させる産業を奨励して

いるが、「仕事
ジ ョ ブ

」についての見解を。 

  「ジョブ」とは「儲け」を言い換えたものである。仕事一般については、今後数十年

にわたって人がまともに生きられなくなる体制に加担する仕事でなければならないの

か？そんなはずはない。国民が本当に必要とする製品を、未来の世代が生き延びるため

に必要なものを造ることが必要である。 

 問 健全な社会と生態系を守ることを基礎に置く民主主義の社会では「ジョブ」ではな

く「職業」という言葉を主張している。人間の本質と結びついた仕事の概念とは？ 

仕事に対する見方には二つの考え方がある。ひとつは、資本主義の人間は自然の状態

では何もやろうとしない前提としたイデオロギー。もうひとつは、自分自身のコントロ

ールと決定のもとで行われる創造的な仕事を人生の最高の目標とみなすものである。ほ

んとうにやりたい仕事であるならば、どんな仕事でも、そういうふうになる。 

 問 オキュパイ運動の掲げる明快で直接的な民主主義の倫理に、幅広い大衆の層や、経

済活動を取り込んでいけるとしたら。 

  じつに壮大な仮定であるし、大きな革命だし、世界は劇的に変わる。 

 

無力も、孤独も、もはやない 

 

 問 煽動行為について。 

  抵抗運動で、誰かの命がかかっているような問題は、少人数のアフィニティグループ

で進めなければならない。密告者が入りこんでくる可能性が高くなる。 

 問 アートは、一般民衆に普通ではメディアでは扱わないような政治的なボキャブラリ
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ー、アイディンティティを与えられるか？ 

  99％と１％のイメージなどは、一年前にはメディアに登場していなかった。オキュパ

イ運動が始まる数ヵ月前までとは、ちがった視点から物事を考えている。世論調査の「不

平等についてどう感じているか？」の質問に対して、不平等への不満を示す数字が上昇

している。これはオキュパイ運動の影響が、主流の人々の会話に浸透していった結果だ。

この影響を取り込める段階まできたいま、権力システムが、人権だろうと他のなんだろ

うとかまわずに、組み込んで利用する。1980年代の初めごろ、大規模な反核運動が起こ

った。当時のレーガン政権は、核兵器に対抗する手段としてのスターウォーズ計画を提

案し、この計画を推し進め、反核運動の焦点をぼやかしてしまった。その正体はみんな

知っているけれども、連中はやろうとした。このパターンは変えられるのだ。ブラジル

の前大統領ルーラの「農民のメンタリティはよく分かっている。」「自分と同じような人

間に国を動かすなどということができるのか？いいや無理だ。」と語っていた。しかし、

その二年後、ルーラは選挙に勝利した。彼の言うメンタリティが変わり、それがラテン

アメリカ全体を変えたのだ。同時期のボリビアでは、水道の民営化に対し、それに怒っ

た住民が本物の革命を起こした。最近のコロンビア政府は、手つかずの森を買い取り、

グローバル資本に売却し、水資源を開発させる、として村や地域を一ヵ所また一ヵ所と

奪い取っていくことを行っている。先住民の組織的な抵抗は目覚ましいものだけれど、

権力者の観点からは、階級間の戦いに強い自覚をもって関わっている。 

 問 パリ・コミューンとオキュパイ・ウォールストリート運動との間のつながりは？ 

  パリ・コミューンはパリという都市全体を占拠し、統治するものであった。アメリカ

の歴史で最も似たものを探すと、19世紀の後半、西ペンシルベニアのホームステッドで

起こった工場や鉱山を事実上接収し、労働者経営によるコミュニティをつくった。州は

運動をたたきつぶそうとしたが、簡単にはいかなかった。もうひとつ挙げるとしたら、

マーティン・ルーサー・キングの「復活の町」である。彼が暗殺された夜の演説で、「私

には約束の地が見える、私はそこへ行き着けないだろうが、あなたたちは行き着けるだ

ろう」と語っている。彼の言っていた約束の地とは、貧しい人々の権利のことであった。

そして、彼は殺された。死後、行進はワシントンに到着し、テント村をつくり、連邦議

会に働きかけ、貧しい人々の窮状を解決する法律の制定を訴えるつもりだった。ところ

が、当時の連邦議会は、あっさりと警察を呼び入れ、テント村を襲い、人々を街から追

い出してしまった。これが復活の町のてんまつである。 

 問 メディアの流す嘘の現実、嘘の歴史を見きわめるためのテクニックとは？ 

  若者の多くは無関心に陥っていると言われるが、それはあきらめや、無力感なのでは

ないか。「自分たちにできることはない、権力は巨大すぎる」と頭から信じ込まされてい

る。たとえば、99％と 1％の構図のように何が起こっているかは分かるけれども「自分に

はどうすることもできない、自分は孤独だ、誰とも話せない、私みたいな人間には何も

できない、だから苦しくても耐えるしかないんだ」と感じさせるプロパガンダとなる。
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女性たちもそんなふうにして、抑圧されていた。しかし、事情は変わった。人はみんな、

自分が無力ではないことを学べる。今よりはるかに厳しい状況下で、先人たちがやって

きたことに目を向ければ、何を問題にするべきかという問題に向き合えるようになる。

1960年代当時マッカーシズムが吹き荒れており、非米活動調査委員会からの呼び出しに

あうと、みんな恐怖に震え上がっていた。ところが、アビー・ホフマンなどの活動家が

委員会を揶揄するような行動に出始め、マッカーシズムは崩壊した。過去にあった革命

や、重要な変化の歴史を見れば、民衆がそういったくびきから抜け出すことが必要であ

ったことがわかる。 

 問 オキュパイ・ウォールストリートの運動から、今の組織に変わる第二の組織が生ま

れているといっているが、公共政策と民意とを結びつけることになるのか？ 

  オキュパイ運動には、二つの流れが見られる。ひとつは、政策指向の流れで、政策面

で建設的な提案をしていく方向。もうひとつは、コミュニティをつくりだす方向である。

民衆を統制するには、ひとりひとりをばらばらに孤立させ、自分ことで精いっぱい、他

のなんにも関心を持てないという状態に追い込むのが一番だ。オキュパイ運動は、その

状態から人々を解き放つものなのだ。機会さえあれば、人は自然と交流するようになる。

医療サービスや共同のキッチンなども、権力にとってはたしかな脅威となりうる。女性

運動も、小さなグループのなかで自分の感じている抑圧を語り合ったのが始まりで、こ

の状態に甘んじる必要はないことが分かり、広がっていった。公民権運動も個々の人々

の小さな行動から始まり、たちまち大きな大衆運動となっていった。 

 問 創造や社会正義をめざし、人々に覚醒をもたらそうとする原動力は、どこにあるの

か？ 

  人がそうするのは自然なことだと思える。貧困はいたるところにある。そうした光景

を目のあたりにすれば、人は自然と何かを感じるようになる。 

 問 「われわれに何ができるか？」と問うているが。 

  われわれには何でもできる。この時代、この国に居合わせた人々は、どの時代どの国

の人たちにも得られなかった特権がある。特権があれば機会に恵まれる、その機会は無

尽蔵である。それは先人たちの苦闘のたまものなのだ。 


