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はじめに

　2018年は，キング牧師暗殺後50周年の節目の

年として，終焉の地であり，国立の市民権博物

館が設立されているテネシー州メンフィスをは

じめ世界各地でさまざまな追悼行事が開かれ

た。キング牧師が主導して一連の地域闘争とし

て展開された「市民権運動」の時代（一般には

「公民権運動」といわれるが，私は市民的諸権

利を求める運動という意味を込めて「市民権運

動」と称する。概ね1950年代半ばから，60年代

末までの時期を指す）は，地域闘争としてのモ

ントゴメリー・バス・ボイコットに始まり，南部各

地に闘争が波及する60年代半ばに高揚期を迎

え，二つの連邦法（1964年の市民権法と65年投

票権法）の成立によって「法の下の平等」という

所期の目標を達成した。その後キング牧師は北

部大都市の黒人ゲットー地区の法の強制を伴わ

ない事実上の隔離や「人種」を超えた貧困とい

う解き難い問題に取り組み始めたが，その悲劇

的な死とともに市民権運動は，60年代末までに

少なくとも表面的には収束していった。

　この過程は，多くのアフリカ系アメリカ人が白

人リベラル派の支援を受けながら，経済的な側

面も含むさまざまな意味における米国社会への

「統合」を目指して，ボイコットや大衆的な非暴

力直接行動に参加した時代であった。

　この運動を指導したキング牧師（1929-68年）
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【梗概】 2018年はキング牧師の暗殺後50周年に当たり，同師の業績を記念する年として米国をは

じめ世界で様 な々追悼行事が開かれた。キング牧師が取り組んだ社会運動は，黒人に対する差別

の撤廃の側面が広く知られているが，その短すぎる晩年においてキング牧師が傾注したのは「人

種」をめぐる差別の問題とともに貧困問題の解決だった。トランプ大統領が登場した背景に白人

の低所得者層の経済的困窮があるといわれているが，世界的にも貧困問題はポピュリズムの隆盛

傾向の背後にある重要なイシューとなりつつあり，キング牧師のあまりにも早く訪れた晩年に取り

組まれた未完の遺産について，ここでもう一度振り返りながら，今日主要各国が共通して直面する

分極化の問題への対処法を考えるヒントとしたい。



69
世界平和研究　No.220  Winter 2019

現代アメリカの人種・貧困問題と「市民権運動」の今日的意味

の人生，とりわけ公生涯の十数年を意味論的に

区切るとすれば，（二つの連邦法が成立した）

1965年を基準に，それ以前と以後とに分けられ

ると思う。

　1965年以前のキング牧師の歩みは，一言で表

現すれば，百年前の南北戦争という多大な流血

と引き換えに実現した憲法修正を伴う市民権の

平等と投票権上の差別禁止の法的強制をもつ

立法措置実現に向けた取り組みであった。後半

は3年という短い期間であったが，その頂点をな

すのが，最後の聖戦として関わったテネシー州

メンフィスの清掃労働者のストライキと「山頂演

説」（Mountaintop Speech）であった。ここに

焦点を当てて，キング牧師が率いた黒人の投票

権，すなわち公民権にとどまらない，「人種」を

超えて広く市民としての諸権利を求めた社会運

動である「市民権運動」の今日的意味を考察し

てみたい。

１．正義の実現と民主主義制度

　米国の民主主義制度の特徴にはいろいろあ

るが，日本のそれと比べたときに顕著な違い

は，地方自治の過度ともいうべき重視の伝統に

現れている。ドイツもそうであるが，米国は州政

府の連合体（United States of America）とし

て構成されており，各州政府の権限が強く，少

なくとも1960年代ごろまでは事実上憲法の縛り

があまり強くなかった。そのため仮に，連邦最

高裁によって州法に対して違憲判決が出されて

も，州政府がそれを速やかに実行に移すことが

できるかどうかはあいまいなままだった。

　米国史を振り返ってみると，正義の実現と民

主主義とは両立しにくいのではないかとさえ思

える。民主主義制度は下から積み上げていくし

くみであり，多数決によって社会の意思を決定

するために，49-51で決まれば，それも多数の意

思として少数派に対する差別の構造を正当化す

ることも可能になる。

　ナチスの政権獲得過程を見てもわかるよう

に，3割程度の得票率でありながらも，民主主

義的手続きを踏みながらやがて全権を掌握し，

一党独裁的な政治体制へと持って行った例も

ある。そしてナチスは裏では突撃隊や親衛隊の

ような形で暴力を行使して少数派を弾圧したの

である。

　一方，正義（justice）は柔いことを言ってい

ては実現できない。なぜなら，正義の実現は，

ある意味で社会の少数派，弱者の味方をするも

のであるから，多数決原理で単純に実現するこ

とは不可能だからである。レーニンも言ったよう

にある面で強権を行使してこそ実現できる側面

がある。

　多数決を旨とする民主主義の枠内でいかにし

て少数派の権利擁護を含む正義を実現しうる

のか。キング牧師は，（マイノリティとしての）正

義の実現のためには（社会大衆の）「道徳心」

へ訴えかけることが重要だという宗教的な立場

から憲法の実現を主張した。そして（本当は神

に問いたいのだろうが）社会の大衆に対してど

ちらの主張が正しいのか，判断（judgement）を

訴えかけたのである。しかし究極的には，正義

を本当に実現しようとすれば，（単に抽象的な

違憲判決程度ではダメで）警察権力や軍隊の

力を行使してまでやらなければならいこともあ

り得る。キング牧師は地元南部を超えた国民世

論，そして国際世論に正義を，デモ行進のような

あくまでも平和的手段に基づいて訴えることを

決意したのである。

２．奴隷解放と黒人の権利回復

（１）南北戦争と奴隷解放

　憲法が正義実現のための本当の力をもったの

が，市民権法（1964年）と投票権法（1965年）の

二つの強力な連邦法の成立によってだった。実
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は，正確に言えば，その約百年前の南北戦争直

後に，それらとほぼ同様の内容が（憲法修正条

項によって）発出されていた。この意味で，1965

年までのキング牧師の歩みは，「法的強制をも

つ立法措置実現に向けた取り組み」ということ

ができる。次にこの南北戦争後1世紀間の経緯

を見てみよう。

　南北戦争（1861-65年）は，陸上における白兵

戦を中心に，現在の研究によると約70万人が死

亡したとされる。米国の戦史において，南北戦

争の戦死者数は，二つの世界大戦やベトナム戦

争などでのそれと比べてもはるかに多い悲惨な

戦争だった。当時の十倍になった現在の米国人

口（約3億3千万人）に置き換えれば，700万人も

の主に白人の若い男性が犠牲になった計算に

なる。

　この戦争後の国民的和解をどう進めるかは，

非常に重要かつ難しい問題であったが，米国

はそれを進め国民国家としての統合を図りなが

ら，他のヨーロッパ諸国に遅れてアジア，中国大

陸への植民地進出を始めたのだった（フィリピ

ン領有は1898年の米西戦争後）。

　南北戦争開戦直前に大統領に当選したエイ

ブラハム・リンカーンは，（大統領選挙でも奴

隷制が争点の一つになっていたが）戦争の最中

（1862年9月）奴隷解放宣言を発した（本宣言

は翌63年1月）。そして戦争終結後，南部諸州は

北部による軍事占領下におかれ，その下で黒

人には投票権が与えられるとともに，差別禁止

の市民権が認められたのだった。一般に，リン

カーンの奴隷解放宣言は有名であるが，北軍に

味方した五つの奴隷州を例外化するなど問題

が多く，奴隷制を全廃するためには憲法の修正

が必要だったが（米国憲法修正13条），黒人に

市民権（米国憲法修正14条，1866年提案，68年

批准）や投票権（米国憲法修正15条，1869年提

案，70年批准）も認められたことはあまり知られ

ていない。

　当時，なぜ黒人に投票権まで与えたのだろう

か。それは北軍による南部再建政策が後の米

軍による日本占領と同じ間接占領であり，マッ

カーサー将軍がまず女性に参政権を認めて間

接的に非軍国化と民主化を開始したように，

北部政府は黒人に投票権を与えて間接的に南

部の占領政策を進めたのである。ただし，奴隷

だった黒人には土地の分配がなされずに小作

人とされ，旧奴隷主の経済的支配は続き，後に

彼らの復権を招来させて12年にわたる南部再

建は挫折した。日本の農地解放による小作の一

掃による民主化の推進は過去の反省に立ったも

のとも考えられるのである。ある意味で南部連

合国の「無条件降伏」の結果としての南部再建

は良きに悪しきに後の米軍の日本占領政策の

先例となった。

　米ハーバード大学などの日本史研究者の目か

らすると，明治維新に比べて日本の戦後処理は

不徹底な革命として映るようなのだが，多くの日

本人の（主観的な）立場からすると，「敗戦」は

明治維新以上に衝撃的な出来事として受け止

められたのではないかと思う。

　このようなGHQによる大胆な変革の「模範

的な先例」はどこにあったのかといえば，それ

が南北戦争だった。1861年に独立した南部連

合（Confederate States of America，ジェ

ファーソン・デイヴィス大統領）という国家（南

部の中央連邦政府）は，南北戦争の終結によっ

て1965年に消滅したが，そのもとの各州政府

（11州）は存在していた。そこで北部（共和党政

府）はその後12年間にわたり軍事占領（間接占

領統治）した。銃口はつきつけなかったものの，

強権による統治だった。その間に（戦後の日本

と同じように）州憲法改正を進めたのである。

　戦後日本では，GHQによる間接占領が始まる

と，1946年4月10日に（男女普通選挙制度を採用
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して最初となる）最後の帝国議会（衆議院）議

員選挙を，女性にも参政権を与えて実施した。

マッカーサーには，女性に参政権を与えれば軍

国主義者が出てこないという確信があったのだ

ろう。女性を政治に参加させて，民主主義，平

和主義，非軍国化，民主化実現のための原動力

になってもらおうと意図したのではないか。

　ところで，1876年の大統領選挙は，共和党の

ラザフォード・ヘイズ候補と民主党のサミュエ

ル・ティルデン候補の接戦で白熱した選挙と

なった。民主党ティルデン候補が選挙人投票で

は共和党ヘイズ候補を上回ったものの，未集計

票の20票をめぐって論争となり，最終的には一

票差で共和党フェイズ候補が当選した。しかし

その裏には，南部がヘイズの当選を黙認する代

わりに，共和党は南部から連邦軍を引き上げる

ことに同意して，北軍による南部占領を終わら

せるという取引があったとされる。

　1877年に北軍が南部から撤退すると，南部の

白人たちは州内において主導権を取り戻すよう

になり，約10年後の1890年以降に，ミシシッピ州

を皮切りに南部諸州で次々に黒人等有色人種に

対する隔離政策（「ジム・クロウ」Jim Crow）が

州法や自治体条例という地方レベルで立法化

されていった。そのため黒人は，奴隷時代を彷

彿とさせる人種差別（人種隔離）体制にさいな

まれることになり，憲法修正で定められたはず

の「法の下の平等」がないがしろにされてしまっ

たのである。

（２）人種隔離政策（ジム・クロウ）

　ここでジム・クロウが出てきた経緯をもう少し

詳しく見ておこう。

　1877年に北軍が南部から撤退することによ

り占領統治が終了すると，再び旧奴隷主階級

（landlords）が，投票権が与えられた黒人たち

（解放奴隷）を脅かしたり，すかしたりしながら

彼らの支持を集めて復権（redemption）し台頭

してきた。

　一方，南部諸州の中にも，とくにアッパー・サ

ウス（高南部）諸州では，以前から奴隷を所有

していなかった白人も多く，例えば，テネシー州

では7割を超えるほどだった。彼らは，黒人票

を背景に復権した旧奴隷主階級に対して，自分

たちがないがしろにされているとの思いを抱い

て不満を持つようになった。彼らはポピュリスト

（大文字のPopulists）と呼ばれ，黒人たちと

の連合・連帯を訴えた。

　旧奴隷主階級は，そのような動きを警戒

した。そこで彼らは，中流以下の下層農民

であるポピュリストと黒人を分断させるため

に，黒人の投票権を奪う行為に出て（dis-

enfranchisement，市民権・投票権剥奪），そ

の立法化（州憲法の改正）を進めた。その背景

には，当時アジアへの進出で欧州列強に後れを

取っていた米国が，南部の特産であった綿花の

輸出先としてアジア・中国に進出するのを急ぐ

ためだった。

　その結果，黒人が白人と同じ公共施設を使

用することを禁じる「ジム・クロウ」と呼ばれる

隔離制度（segregation）が確立されることに

なった。それらは地方（州レベル）の法体系の

中で進められたが，その内容が（リベラル派に

よって提起され）憲法違反かどうかが連邦最高

裁で争われ，1896年のプレッシー対ファーガソ

ン判決によって，（黒人再隔離は）合憲だと認

められた。

　同判決では，例えば，黒人と白人が同じ学校

に行っていても，中身が同じでなければいけな

いとの努力目標を掲げた（「分離すれど平等」

原則＝separate but equal）が，現場ではそ

の後1世紀近くにわたりほとんど守られること

はなかった。しかしやがて地方の法体系の中で

segregationを合憲だと認めた最高裁の判決
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を覆そうという動きに繋がっていく。ある意味

で，キング牧師たちの運動以前の黒人たちの要

求は，果たされぬままの「分離すれど平等」の

原則を守れと主張したと見ることもできる。こ

のように当初の運動目標は法廷闘争での勝訴

であった。それが達成されたのが，1954年5月17

日のブラウン判決であった。こうして「人種」に

よる分離それ自体が差別的「隔離」にほかなら

ず違憲であるとする判例の変更がなされたので

あった。

（３）ブラウン判決

　当時の連邦最高裁では，カリフォルニア州司

法長官やカリフォルニア州知事を歴任したアー

ル・ウォーレン（1891-1974年）が第14代連邦最

高裁判所長官（1953-69年）を務めていた。前回

選挙の副大統領候補で1952年の選挙における

有力大統領候補であった彼はアイゼンハワーと

の政治取引で身を引いて政権樹立に貢献した

経験豊富な政治家であったから，権力の使い方

を熟知していた。最初9人の最高裁判事の意見

は5-4に分かれていた。しかしこのような歴史的

な判断は，全員一致でなければならないとの強

烈な信念に裏打ちされたウォーレンは，反対意

見を述べる判事一人一人を脅したりすかしたり

しながら説得していった。

　最終的に9名の最高裁判事の全員一致を見

ることとなり，黒人と白人の学生を分離した公立

学校の設立を定めたカンザス州の州法及びトピ

カ市の条例は黒人の子どもの平等な教育機会

を否定していると宣言した。その結果，地方法

体系による「人種」に基づく分離の強制は差別

的隔離に外ならず，憲法修正14条違反だとの判

例の変更が58年を経て確立した。

　既に述べたように，（少数派である黒人の権

利を確保するという）正義を実現させるには上

からの権力の介入が必要だが，最高裁の判決

それ自体には実は強制力はないのである。それ

ができるのは為政者，つまり行政であり，それに

先立つ立法府による強制力を伴う法の確立で

ある。

　そして「ブラウン判決」の実行方法に関して，

翌55年に「ブラウンⅡ」判決が出された。ブラウ

ンⅡ判決は，隔離廃止は「できるだけ慎重な速

度で」，しかも実施の全権は，地元有力者の推

薦で就任することが一般的な連邦地裁判事に

委ねるというものだった。

　この二つの判決は明らかな矛盾であり，最初

ブラウン判決が南部のアフリカ系アメリカ人に

希望を与えた一方で，ブラウンⅡ判決は，南部

の白人民衆に逆向きの期待を抱かせ，いわばも

う一つの下からの激しい反発を誘発することに

なった。

　その具体的な展開が，1956年に起きたアラバ

マ大学への黒人女性の入学命令に対する暴力

的抵抗であり，とりわけその翌年秋にはアーカ

ンソー州リトルロックで連邦軍が投入される事

態にまで及んだのだった。

　その結果，白人民衆たちは，最高裁の判決

は「お題目にすぎない」と理解するようになっ

た。つまり最高裁判決が出ても，具体的な強

制力行使がないので，何も変わらないと。民主

主義の意思決定の基本は多数決であるから，

（少数意見である）正義が必ずしも実現される

とは限らない。そのためキング牧師たちは，実

力行使をし始めた。最終的に最高裁判決を実

行させたのは，キング牧師たちの「社会運動」

であった。

　くしくも最高裁判事のことを米国では「正

義」を意味する“justice”と呼ぶが，（少数派

の利益擁護を含む）正義の実現は，しばしば多

数派の利害と衝突するがゆえに，独裁国家や共

産主義国家は別にして，民主主義社会では上

から強制的に行うことは難しい。それではどうす
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るか。そこで少数派である黒人たちが社会運動

をおこし，社会的圧力を強めて，国際社会にも

訴え，国内外の圧力を高めることによって，多数

派の良心に訴えながら心を入れ替えさせないと

ダメだという考え方が，キング牧師たちの発想

だった。民衆レベルでは，自治体条例の改正に

よって社会を変えていくという方法もあるかも

しれないが，そもそも南部の黒人たちには憲法

で認められていたはずの参政権が否定されて

いたのである。こうして最高裁判決を実行させる

ための大衆的な実力行使としての社会運動で

ある市民権運動が始動するのである。

　キングが最初の社会運動を展開したアラバマ

州のモントゴメリーのバス・ボイコットでは，最

終的に最高裁が実行命令書を市当局に発出し

た。このように実行命令を伴った判決を具体的

な対象をめがけて発出すれば，最高裁の判決

も有効である。しかし同様のことを，何百，何千

とある全国の都市で訴訟を起こすとなると，実

際には無理だ。それでブラウン判決から10年近

くかかつて，64年，65年の連邦法成立に結実し

たのである。

　それによって南北戦争後の約束事が約百年

かかつて履行された。これによって北部はどう

変化したのか。この間，南部にいた黒人の半分

近くの約660万人が北部に移動してしまった。

それは，南部の主要産業であった綿花栽培が

機械化によって人手が減らされ，南部以外では

工業化と都市化が進展し，人手不足が起こって

いたためであった。そして北部に移動した黒人

たちは，大都市のゲットーに押し込められてし

まった。

　長らく投票権があってもそこでの生活はほと

んど改善されなかったために，不満を募らせた

貧しい黒人たちが暴動を起こし始めたのであ

る。そして皮肉なことに，暴徒たちの標的とされ

たゲットーの商店経営の多くが白人のうちでも

歴史的に差別されてきたユダヤ人であったため

に，問題が複雑化していく。その後，ユダヤ人が

出ていった後に商売をし始めたのが，韓国系移

民であった（これがのちに1991年4月末から5月

初頭のロサンゼルス暴動において韓国系商店

が焼き討ち事件の標的とされた理由となる）。

３．キング牧師による「非暴力的社会改革」運動

（１）人種統合から経済的正義の実現への転換

　1965年までに法的闘争によって「法の下の平

等」という一定の勝利を勝ち取ったキング牧師

たちは，その年の春以降運動の拠点を北部の

シカゴに移し，「人種」による居住区隔離の象

徴であるゲットーの解消を求めて新たな社会運

動を始めようとしたが，そこでは思いがけない出

来事に遭遇することとなった。

　キング牧師がロサンゼルスを含む西海岸，そ

してシカゴ，ニューヨークなど北部の大都市を

つぶさに観察してみると，その中心部に黒人ゲッ

トーが存在し，その住民にとって「法の下の平

等」は過去百年間ほとんど意味をもたない情況

を実感できた。そこでキング牧師は，住宅統合

（housing integration）など事実上の隔離解

消のための立法化を新たな目標として，より貧し

く犯罪も多発する，地元の黒人たちでさえ行き

たがらないシカゴのウェストサイドのノースロー

ンデイル地区のゲットーに「シカゴ自由運動」

（The Chicago Freedom Movement）の拠点を

定めて実際に住み着き，新たな運動を展開し始

めた。

　ここでキング牧師は，一部の地元白人住民か

ら激しい暴力的反発に遭遇した。この地域に

は，第二次世界大戦期にリトアニアなど東欧か

ら亡命してきたユダヤ系の人々が多く居住して

おり，ナチス・ドイツの迫害を逃れて米国にやっ

てきた人たちやその子孫も少なくなかった。そ

のような人々は，キング牧師たちが進める黒人
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との住宅統合の運動は自分たちの生活水準の

低下に繋がると感じて，黒人たちを暴力でもっ

て迫害するようになったのであった。その過程

でキング牧師も，こともあろうにナチスの「鉤十

字」の旗を振りかざす白人の若者によるレンガ

の投石を受けて右頬下に負傷するという経験を

した。これは南部における社会活動でも味わっ

たことのない暴力的な経験であった。

　この事件を一つの契機として，キング牧師の

発言には変化が見られるようになった。すなわ

ち，それまで多用した「人種統合」に代わって，

よりしばしば「経済的正義」というスローガンに

言及されるようになったのである。この変化につ

いての解釈はさまざまあるが，私は次のように

考えている。

　シカゴでは「住宅開放」（Open Housing）を

スローガンとする地域闘争を展開したが，その

過程で本来共闘すべき労働者階級を中心とす

る地元白人たちから黒人運動参加者に対して激

しい憎悪が表出されるようになった。そこでキン

グ牧師たちは，居住区の統合という「空間的共

有」を要求する運動方針を引っ込め，より白人

側の反発が少なく達成可能であると思われた

雇用に際しての待遇上の平等へと獲得目標の

転換を図ることで，政府や白人支配層を中心と

する主流社会との妥協を模索し始めたのではな

いか，という仮説を私は最近になって立てるに

至っている。

　このような「経済的正義」のスローガンには

ラディカルな構造改革を志向する側面もあっ

たが，やがてニクソン政権下で「アファーマティ

ヴ・アクション」（Affirmative Action＝積極

的差別是正策）として部分的に結実することに

なる。

　アファーマティヴ・アクションとは，大学・大

学院の入学枠および公務員・公共職採用時の

優先枠の設定，公共事業受注時に黒人の起業

家を優遇する制度で，黒人エリートを専ら利す

るものであった。しかも再分配による社会構造

改革を志向する民主党のジョンソン政権による

「貧困との戦争」と比べて財政出動をほとんど

伴わない措置であるために，保守的な白人世論

の支持も受けやすく，かつ黒人の中産階級に

利することで黒人内部の切り崩しも展望できた

である。実現に至らなかったが，ニクソン政権

下では，キング牧師が最後に唱えるようになった

「ベーシック・インカム」（彼は「保証所得」と呼

んだ）の実現も模索された点で注目される。

（２）最後の聖戦

　新たな方向性を模索していたキング牧師

は，「最後の聖戦」となる「貧者の行進」（The 

Poor People's Campaign）の企画を思いつい

た。これは首都ワシントンの中心部のモールに

全国から百万単位の貧しい人 を々（人種を超え

て）結集してテント村を形成し，ベトナム戦争へ

の関与で滞る「貧困との戦争」の拡大をジョン

ソン政権に求めるものであった。この運動は，

首都の行政機能の麻痺を狙う「非暴力的社会

改革」運動の総仕上げ的意味を持っていた。ま

たこの非暴力的直接行動は，保守派勢力と連邦

政府内の公安・諜報関係部局責任者の懸念を

高めることになった。

　このような運動の高揚の中で起きたのが，

1968年2月のメンフィスの清掃労働者の闘争で

あった。この経緯を簡単に見てみよう。

　2月1日，テネシー州メンフィスでいつもの通り

清掃労働者がゴミ収集をしていたが，急な激し

い雨のために作業が中断された。そのときゴミ

収集トラック後部の圧縮装置に座っていた黒人

労働者2人が，白人運転手のミスによって圧縮

装置が作動して巻き込まれ死亡するという事故

が起きた。その後，市当局からは死亡した黒人

の遺族に対して弔慰金が支払われるどころか，
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高額な葬儀代の請求書が突きつけられた。こ

れに憤慨した1300人の黒人労働者は，翌日から

職場放棄をし，やがて白人の組合員のオルグに

よって正式なストライキへと発展していった。

　双方の膠着状態が続く中，黒人労働者たち

は連日「私は人間である」（I AM A MAN）とい

うプラカードを首から下げて無言のデモ行進

を続け，それが全国的なテレビ放送で流され

たために，各方面からの注目と共感を集めるよ

うになり，やがてキング牧師も関心を惹くよう

になった。

　看過できないのは，黒人と白人の対立だけで

はなく，黒人内部においても階級と世代による

不一致が深刻であったことである。とくに白人

との「人種統合」を拒否する「ブラック・パワー」

をスローガンとする，それまでの穏健路線を放

棄する「自衛的暴力主義」「自主的分離主義」

が，大学生や高校生等若い世代を中心に支持

を広げていったことに留意すべきである。

　このような現実に危機感を抱いた黒人市

民権運動家たちは，ノーベル平和賞を受賞し

（1964年12月）世界的に名声の高いキング牧師

をメンフィスに招聘し，市当局への圧力を高める

とともに，黒人コミュニティーの結束を図ろうと

考えた。

　それに応えようとしたキング牧師は，暴力を

も辞さない若者グループの代表などとひざ詰め

で説得し始めた。彼らとしても，ノーベル平和賞

もとったような立派な人が直接自分たちのとこ

ろまで来て説得してくれたことに非常に感激し

キング牧師の考えを受け入れていく。そして3月

18日，キング牧師はメンフィスにあるメイソンテ

ンプル教会（ペンテコステ派）を訪ね，そこで演

説した。同日夜9時過ぎ，ほぼ黒人からなる1万人

を超える聴衆を前にキング牧師は，（今日でいう

「ワーキング・プア」の雇用条件改善に通じる）

次のような演説をした。

　今や問題は失業だけではありません。この

国では貧困者の大半が毎日働いていることを

ご存知ですか。彼らの稼ぎは乏しく，この国

で経済生活上の主流に入ることができないの

です。・・・フルタイムで働きながらパートタイ

ム並みの給料しか得られないのは犯罪なの

です。

　この演説は，「労働をめぐる闘争と市民権と

宗教の伝統の全てを糾合した一体感が醸成さ

れた瞬間」を象徴していた。そして黒人運動の

孤立を招きかねないブラック・パワーの隆盛の

一方で，シカゴ闘争での挫折によって人種統合

に対するキング牧師の精神的落ち込みは払拭

されたのだった。

　さらにメンフィス闘争を運動の新たな段階

への出発点と位置づけ，平等の実質化をもたら

すための具体的手段としてゼネストの呼びかけ

という選択肢を思いついたのであった。すなわ

ち，ブラック・パワーのスローガンの代わりに，

労組の団結力（Union Power）を呼びかけ，ベト

ナム反戦と人種を超えた貧困問題の解消を連

邦政府に迫るため，ゼネストの呼びかけへと戦

略目標と戦術を転じつつあったのである。

　この意味で言えば，キング牧師はかつてロー

マ帝国の軍人と官吏がイエス・キリストに見出し

たものと同質の因子を有する宗教家としての才

能に溢れる危険な社会運動指導者と，当局に

は映るようになった。

　そして3月28日，メンフィスにおいて児童生徒

が自主休校する中，開かれた1万人以上の大衆

抗議デモにキング牧師の到着が遅れたことか

ら，とくに若者たちが焦燥感を募らせ，その一

部が暴徒化し，その一帯は無秩序化していく。

警官の過剰反応も加わり，女性や年長者が犠牲

となった。何よりもキング牧師がショックを受け
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たのは一人の丸腰の黒人少年が警官に射殺さ

れたことだった。

　その後，キング牧師はブラック・パワー系の

The Invadersの黒人青年メンバーと話をし，

とくに十代の若者の非暴力への説得を試みよ

うとした。そのような中，死の前日の4月3日メン

フィスに入ったキング牧師は，メイソンテンプル

での演説を一旦キャンセルしたものの，そこに

集まった聴衆の再三の要請を受けて，同日夜9

時半になって演説を行うこととなった。これが

有名な生涯最後の「山頂演説」（Mountaintop 

Speech）である。

　キング牧師の演説は，ブラック・パワーの

主張とほぼ同じ内容で，人種平等の戦いに勝

利するための不可欠な前提として黒人の団結

（Black Unity）が必要であり，階級を超えた

黒人の団結による経済的ボイコットが有効で，

牧師がそれを率先すべきと主張した。そして翌

日の死を予言した。

　もう私には何の心配もありません。皆さん

と同様私も長生きしたいというのが本音です。

でも，今の私にはそんなことはどうでもよいの

です。私はただ神の意志を実現したいだけで

す。そして神は私が山上に立つことをお許し下

さったのです。その結果，山の向こう側が見え

ました。向こう側というのは約束の地です。で

も，私は皆さんと一緒にはたどり着けないの

です。ただ，垣間見ただけです。私たちは「一

つの民族」として行けることを私は確信して

います。

　キング牧師はこのときあえて「人種」（a race）

という言葉を使わずに，「民族」（a people）と

いう言葉を使ったが，このa peopleには黒人し

か含まれていないのは文脈から明らかだ。この

演説を通じてキング牧師は，短い生涯の最後に

黒人聴衆を相手に，それまで白人支援者に明か

すことの決してなかった黒人民族主義者に重な

る本音を語ったのであった。

４．最後に

　私は歴史研究者として米国の黒人の歴史を

研究する中で，日本の周辺アジア諸国との植民

地主義や歴史認識の問題は避けて通ることが

できないし，考えさせられる機会を多く経験し

てきた。黒人の歴史研究に関して私は，永年多

くの黒人にインタビューして生の証言を聞いて

きたが，その経験から日本の先の戦争に関係す

る歴史問題との重なりを考えてみたい。

　南京事件や慰安婦問題で被害にあった人た

ちの証言を聞くと，その証言には確かに誇張さ

れた部分やいつの間にか記憶と称して吹き込ま

れてしまった主張もあるかもしれない。しかし，

当時の壮絶な印象が，相当「トラウマ」として主

観的にその人の記憶に残っていることは事実で

あると思う。それを歴史的に「ウソ」だと否定し

去ることは難しいと思う。そのような中で本当の

史実，真実を追求することはほぼ難しいのでは

ないか。その一方で，一人の証言を根拠に，それ

が「歴史的事実」だと言い切ることは，歴史家

としてはできない。

　それでは歴史的な和解はどう進めることがで

きるのか。重要なことは「中立者」という安易な

立場などない，という事実を直視することであ

る。ごく最近アメリカの歴史認識問題で懇意の

アメリカ人の日本研究者のゼミ生（アメリカ人）

と私の勤め先のゼミ生（日本人）とが討論の機

会を持った。私がアメリカの「人種」に纏わる歴

史的な未解決の問題を討論のテーマとして提

起したところ，先方は戦争中の朝鮮人徴用工の

訴訟問題を持ち出してきた。突然アメリカ研究

を専攻する私と私のゼミ生は日本の歴史認識

問題の当事者としての立場を突き付けられた。
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　話をアメリカ現代史にもどそう。太平洋戦争

中に日系アメリカ人や日本人移民は，強制収容

所に入れられたほか，強制収容時に手放さざ

るを得なかった財産も多かった。そこで戦後，

日系アメリカ人たちは謝罪と賠償を求める運動

を展開し，最終的に1988年レーガン政権のとき

に，連邦議会の謝罪と現存者への一人当たり2

万ドルの損害賠償が行われた（その後も，追加

措置が取られた）。

　それでは黒人の場合はどうか。奴隷制は150

年前のことであるが，黒人の法的差別が解消さ

れてからまだ50数年しか経過していない。しか

もそれを実行せしめた原動力は，（白人ではな

く）黒人の力だった。21世紀の開幕以降，ハー

図１　アメリカの人種別所得階層人口（2016 年，人数の単位は千人）

（出典：川島正樹「貧困の行進からウォール街占拠へ」  『「1968 年」再訪：「時代の転換期」の解剖』2017 年）
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バード大学のロースクールの黒人教授たちが中

心となり，奴隷制とその遺制である「ジム・クロ

ウ」の賠償を求める訴訟の正当性を訴え始め

た。一見とりとめもない過去の話のようだが，そ

うではない。

　注目すべきは，原告団の求める「賠償」が個

人への金銭的な補償ではなく，キング牧師が最

後に求めた経済的正義の政策の実行であると

いう点である。ここに解き難い歴史問題におけ

る和解の糸口が見出しうる。経済的な正義実

現の具体的方法として，アファーマティヴ・アク

ションが施行されているが，この恩恵に浴すこ

とのできるのは黒人の中でも僅かな人たちだけ

で，有利な立場の人が有利に扱われているに過

ぎない。一方，アンダークラスの人たちはその恩

恵を受けられていない。いちばん貧しい人たち

の情況を改善することが，歴史的に果たし切れ

ていない米国の国家としての責任を果たすこと

になるのではないかと私も思う次第である。

　米国社会の格差の現状を見てみよう（図１）。

年収20万ドル以上の高所得者層は非常に多く，

しかも白人が四分の三ほどを占めている。一方，

低所得者層をみても，白人が数的には一番多

い。こうした現状の中で，最下位層（年収1万ド

ル以下）の人々の生活はどうなっているのか。

違法薬物の密売でもしないと食えないのかもし

れない。しかしそのような情況の中でもっぱら

黒人だけが麻薬密売で警察に捕まったり，身体

検査さえ受けずに射殺されることが多 あ々るの

は，憲法修正14条の禁じる差別がいまだに残存

していることの証しではないだろうか。

　キング牧師が最後にたどり着いたのは「人間

の尊厳」に基づく働く権利の保障，つまり働け

ど暮らしが立たない「ワーキング・プア」を生み

出さない，相応の賃金や待遇を前提とするもの

であった。

　2011年秋に，ウォール街占拠運動として一時

世界各地に拡散した「99パーセントの人 」々の利

益回復運動があった。いまや（トランプ現象を

支えているような）白人層の貧困者も含めて，貧

困問題はグローバルな課題となっている。もち

ろん教育制度の拡充は未来社会への投資とし

て重要である。それとともに社会的存在として

の人間の尊厳を実現するような，単なる生活の

糧を得るだけにとどまらない，社会と個人とを

つなぐ絆としての仕事を人々にあまねく保障し，

子育てや家事労働などの無報酬のシャドーワー

クも評価されるような，新たな労働観と結びつ

いた人権観の構築，そしてそれと並行した大胆

な公共政策（参考：米カリフォルニア大学バー

クレイ校のロバート・ライシュ教授の99パーセ

ントの人々の生活を守ることができるのは，唯一

「ベーシック・インカム」だとの意見は傾聴に値

する）が必要なのではないだろうか。

（2018年10月2日）


