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「アメリカのポピュリスト政治――歴史と現状」 

 

本格化する 2016 年米大統領選。選挙の行方だけでなく、米国がどこへ向かうのか、

政治、経済、社会の地殻変動を読むシリーズ企画「変わるアメリカ・変わらないアメ

リカ 米大統領選」を始めた。 

 日本のアメリカ研究を代表する古矢旬さんに「アメリカのポピュリスト政治―歴史

と現状」のテーマで分析してもらった。トランプ現象やサンダース人気をどう見るか、

今年の大統領選はこれまでとどう違うか、アメリカ政治史の中に位置づけ、質問に答

えた。 

アメリカ憲法の冒頭にある“We the people of the United States”のピープルと

は何を意味するのか、から始まり、ポピュリズム政治の展開、マッカーシズム、社会

民主主義、女性、外交、国家像の転換にまで論点は広がった。 

 

 

 

 

司会：杉田弘毅 日本記者クラブ企画委員（共同通信） 

 

YouTube日本記者クラブチャンネル 

 

 

 

○C 公益社団法人 日本記者クラブ

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dt-9W-mqG9I&list=PLYwASnKU6CvjfSUuj5gWvmnsqSILBZ6bH
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司会：杉田弘毅 日本記者クラブ企画委員

（共同通信） 日本記者クラブの 2016 年米大

統領選に関する研究会シリーズの第 1 回目で

す。研究会の名称は「変わるアメリカ・変わら

ないアメリカ」で、そのトップバッターとして

古矢旬先生をお招きいたしました。 

古矢先生は、皆さんご存じかと思いますけれ

ども、現在は北海商科大学の教授でいらっしゃ

います。2012 年までは東大教授を務めていら

っしゃいました。 

皆さんのお手元にレジュメがあるかと思い

ますが（巻末に掲載）、本日は「アメリカのポ

ピュリスト政治――歴史と現状」というテーマ

でお話しいただいて、その後、質疑を深めてい

きたいと考えております。冒頭 50 分ほど、先

生にお話しいただいた後、質疑になります。 

私は本日の司会を務めます共同通信編集委

員の杉田です。 

それでは、古矢先生、お願いいたします。 

 

古矢旬 こんにちは、古矢でございます。ト

ップバッターだといって、最初に話をするよう

な、そんな立派な話を用意してきたわけではな

いので、大変恐縮です。それと、先ごろ、アイ

オワで党員集会がありましたけれども、そうい

うことについては、皆さんのほうがよっぽど詳

しくていらっしゃるので、きょうは少し迂遠で

退屈な話をしたいと思っています。 

つまり、現在のアメリカの政治の混迷ですね。

日本の政治も混迷していますけれども――い

ま、日本は混迷してないのか、日本は単純なん

だ――アメリカのほうは非常に混迷して、混乱

している印象があります。それは、一体どこに

原因があるのかなということをつらつら考え

て、新聞記者の方々は、現地に入ってインタビ

ューだとか有権者の動向を探る実証的な研究

をなさっていると思うんですけれども、私は、

歴史をさかのぼって、少しじっくり今日的な現

象の根本を探ってみたいと思います。 

結局、新聞報道なんかでも、このごろ、しば

しば聞かれるようになったポピュリスト政治

だとかポピュリズム（populism）だとかいう政

治です。これは、アメリカの政治の中で非常に

根深い問題であって、それが一体、なぜ、今日、

こういう形の混乱になってあらわれているか

という話をすることにしたいと思います。 

 

サンダースとトランプ 左右のポピュリスト 

 

アイオワで初めてある程度の結果が出て、

2016 年の大統領選挙の構図がかなり明確にみ

えてきたように思います。何といっても注目を

浴びたのは、バーニー・サンダースとドナル

ド・トランプで「左右のポピュリスト」と最近

言われるようになった。それから、トランプを

しのいだ党員の支持を集めたクルーズですね、

テッド・クルーズ。これもどちらかというとエ

スタブリッシュから遠い、かなりポピュリスト

的な政治家であるということもご承知のとお

りです。 

サンダースとトランプが左右のポピュリス

トと言われるようになった。同じポピュリスト

でも、例えば支持基盤をみれば、サンダースの

ほうは非常に若い人であって、それから民主党

の場合には、そこで問われているのは、どちら

かというと、80 年代以来の民主党の流れです

ね。つまり、ハート旋風というのが 80 年代中

ごろにありましたけれども、あそこからクリン

トンの夫のほう、ビル・クリントンの政権、そ

れから現在のオバマまで、ある一つの流れがあ

って、それはニューデモクラットと言われる

人々ですね。 

 

サンダース支持者はニューデモクラットで

救われなかった若者 

 

つまり、レーガン政治に妥協する形で民主党

が自己改革を進めてきた。しかし、その結果、

少しも格差社会がなくなっていない。そういう

問題ですね。つまり、ニューデモクラットの路

線というものが、いま、非常に厳しく問われて

いて、しかも、ニューデモクラットの時代変革

によっても救われなかった若者たちの不満が

バーニー・サンダースに出てきている、という

ように私にはみえました。 

アメリカの場合、後で申しますけれども、貧
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困だとか格差というのはずっとあるわけです

ね。あるんだけれども、それを貧困格差の問題

として語る言葉がないわけです。結局、何が問

題になってくるかというと、それでは、アメリ

カの場合、誰もが認める主権者である人民だと

かピープルというのが一体誰であるのかとか、

どのようにその集団を見出すのかということ

がわからなくなってくる。 

いま、サンダースを支持している若者たち、

例えば失業していたり、あるいは非常に不安定

な職に悩んでいたり、それから、大学を出たの

はいいが、何万ドルもの借金を負って出てきた

学生だとか、そういう若者の中の比較的政治に

期待を持っている若者たちが、いま、サンダー

スに支持を与えているのだろうと思います。 

 

トランプ、クルーズの支持者はブルーカラ

ー労働者 敵探しのメンタリティ 

 

それに対してトランプだとかクルーズの場

合、支持者は圧倒的に白人のブルーカラーの有

権者たちです。こちらのほうのポピュリズムは、

いつもそうなんですが、やはり社会的な全般的

な不安ですね。いまのアメリカの経済に対する

不安、それから国際政治におけるアメリカの弱

体化にみえる現象についての不安、そういう不

安について多くの一般のブルーカラーの労働者

たちが不満を持って、不安を感じている。 

そこで問われているのは、おそらく、これも

あまりはっきりしたことは候補者が言わない

んですけれども、やはりレーガン以来のネオリ

ベラリズム路線が生み出した経済的なひずみ

が問題になっているのだろうと思います。これ

はもう明らかにレーガノミクスで言われてい

たトリクルダウン、つまり、上に資金をつぎ込

めば下まで豊かになるという神話が、全くの神

話であるということは、30 年で嫌というほど

わかってきているはずなんですが、やはりネオ

リベラルの人々はこの路線に固執している。 

ここで、一体何が悪いか。ネオリベラリズム

(neoliberalism)という革新的な経済政策につ

いて批判が行き渡らないとすれば、それでは、

なぜ、われわれはいま、こんなに恵まれないの

か。夫婦 2人で働いても、20年前の労働者が 1

人で働くだけの収入も得られないで、きゅうき

ゅうとしているのか。 

そういう自分の身と引き比べたときに、ネオリ

ベラリズム路線を問わなければ、それでは、何

が悪いのか。例えば移民が入ってきて、自分た

ちの職を奪っている、あるいはメキシコ系の人

間たちが入ってくることによって給料水準が

下がっている。そういうある種の敵探しですね。

つまり、本質的な問題に取り組まないがために、

敵探しが非常に頻繁に行われるようになる。 

そうすると、イスラムだとかメキシコ系だと

かそういう人々、それからホワイトハウスです

ね。そういう明確にみえる敵を探すようなメン

タリティが、いま、共和党のトランプだとかク

ルーズの支持者を支えている、あるいは突き動

かしていると、私にはみえるわけです。 

そういう意味で、ポピュリスト的な言説が一

定の説得力を有するのは、実際に非常に多くの

人たちが感じる社会の不安定性だとか、それか

ら社会組織の解体、これは事実だろうと思うん

ですね。それを一体どう説明するかというとき

に、アメリカでしばしば使われる言論のスタイ

ルがポピュリスト的だと私はみています。 

 

ピープルとは一体何なのか 

ポピュリスト政治を限界づける原因 

 

結局、私はポピュリスト政治の問題は、ピー

プルというものがみえない。ピープルというの

は一体何なのか、誰なのかということがみえな

い。これが一番ポピュリスト政治というものを

限界づけている内在的な原因だろうと思って

います。 

ピープルというのは、アメリカの政治の場合、

非常に中心的な概念としてあります。「ポピュ

リスト政治の起源と歴史的変容について」とレ

ジュメに書いておきましたけれども、ピープル

というのは非常に漠然とした「人」ですね。た

だ、アメリカの場合は、政治体制ができる前に、

もうすでにピープルが入ってくるという問題

があります。 

もちろん、教会という漠然とした枠はありま
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したし、信仰集団という枠はありましたけれど

も、コロンブスがアメリカにたどり着いた後、

1 世紀ぐらいの間、1607 年ぐらいまでの間に、

多くの人たちがアメリカへの移住を試みて失

敗してきていますし、イギリスの最初の永住的

な植民地ができたのが 1607 年ですね。それか

ら、1620 年に有名なメイフラワー号がアメリ

カの北部、ニューイングランドに、ある程度永

続性のあるコミュニティをつくったわけです

けれども、ともかくここに来ている人々は「人」

なんですね。普通の人が来ているわけです。

人々が来ているわけです。 

この人たちは、アメリカに移住することによ

って、ヨーロッパの政治体制だとか、それから、

みずからの出身国から離れてくるわけです。あ

る意味では、個人的にそういった国々から与え

られる保護を投げ捨てて、自分の運命を切り開

こうとするわけですから、非常に小規模で個人

的な革命を意味した。つまり、アメリカにやっ

てくるということは、個人的なレベルでの革命

だと言ってもいいだろうと思います。 

そういう人々が集まってつくってきている。

だから、教会、信仰の問題についても、それか

らコミュニティの問題を世俗的に解決する手

段についても、非常に自発性、ボランタリズム

(voluntarism)というものが働く。そこにアメ

リカの政治の起源の一つの特色があるだろう

と思います。 

つまり、人民というのは非常に能動的で、そ

して活動的で、自分の運命を自分で切り開いて

いく存在としての個人。これが実体的な人間と

してアメリカを最初につくってきたと言って

いいだろうと思います。 

もちろん、そういう人民が革命的な主体にな

る、あるいは新しくできる政治体制の主権を担

うというのは、アメリカ革命を待たなければな

らなかったわけですけれども、レジュメの 2）

のところには、そのことを書いてあります。 

アメリカはイギリスの王政から切り離され

てつくられた国ですから、一つには、王にかわ

った統治主体としての人民というものが見出

されてきたということですね。つまり、もう王

はいないわけです。 

それからもう一つは、その統治体制を支える

ものが神ではなくなる。つまり、宗教的にみれ

ば、神が最終的な人々の救いを統括するわけで

すけれども、アメリカという国が新しくできた

ときに、かつての王の支配の正統性を支えてい

た神のかわりに、人民というものが改めて人民

の統治を容認するという、言ってみれば、再帰

的な政治体制が1776年から1789年の間にアメ

リカででき上がってくるわけです。 

 

単数形の 

“We the people of the United States” 

 

つまり、”We the people of the United 

States”というときに、――これは、もちろん、

アメリカ合衆国憲法の出だしの文章です――

We the people がアメリカ合衆国憲法をつくる

んだということを非常に明確に宣言していて、

そこにおいてピープル、the people of the 

United States が単数形であるところが、やは

りアメリカの政治を考えるうえで非常に重要

な意味を持っています。 

つまり、ピープルというのは、現実にはいろ

んな風貌、いろんな信条、いろんな服装、いろ

んな個性というものを持った人間としてあら

われるわけですから、本来的にはピープルと言

った場合、中身は非常に複数的なものである。

どうやってピープルをつかまえるかというと、

伝統的には、例えば宗教集団だとか、それから

国、国民だとか、それから王の臣民だとかとい

う形で集団としてつかまえていく。 

アメリカが独立したときに、ピープルはどう

いうふうにまとめられていたかというと、各ス

テイトごとにまとめられていたわけです。独立

したときの 13 のステイトの人民が集まって合

衆国をつくっているわけですから、その 13 の

州の仕切りというものを尊重すると、一つ一つ

の州がピープルを持っている。州の壁というも

のを重視するとすれば、”We the peoples of 

the United States”になるはずなんですね。 

ところが、これを”We the people of the 

United States”と単数形で語ったときに、ア

メリカ人という新しい枠を持った人民が発明
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されたというか、つくられたというふうにみら

れます。もちろん、そこには社会契約の観念が

入ってきています。つまり、一人一人の人間が

ここで権力の正統性というものをつくり出す

ために契約によって結ばれた、というフィクシ

ョンが We the peopleの背後にはあるわけです。 

 

正統性の根拠としてのピープル 

 

これは古代世界のデモクラシー、デモス

(demos)というのとはちょっと違うわけですね。

古代世界のデモクラシーの担い手は、あくまで

も具体的な一人一人の人間を数で数えた多数

なわけです。デモクラシーというのは多数によ

る統治であって、全体による統治ではない。だ

から、社会契約によって一つのピープルという

ものをアメリカ合衆国が正統性の根拠として

据えたときに、ここに初めて人民主権という概

念、近代的な意味での人民主権が確定されたと

言っていいわけです。 

アメリカの政治史は、それ以後はずっとこの

ピープルをめぐって展開されてきたと言って

も、おそらく大げさではないと思います。 

つまり、ピープルというのは、先ほども言っ

たように、具体的な存在としてみると、何らか

の集団に組織されているものをピープルと言

うわけですね。アメリカ合衆国のピープルとい

うふうに、一挙に人民の枠を広げて、少なくと

も独立 13 州の中にいる人々は、アメリカの人

民であるとしてしまったときに、目の前にいる

具体的な開拓者だとか農民だとか牧師さんだ

とか、そういう普通の人々が片方にある。だけ

れども、もう一つ、非常に抽象的には、それら

の人々の統治組織だとか、それらの人々が統治

することを正統化する抽象的な人民がもう一

つあるわけですね。この矛盾ですね。 

つまり、全体を覆う人民と、それから、個別

の具体的な人民との格差、その差がいつもアメ

リカの政治家たちを悩ませてきたと思えるわ

けです。 

アメリカでは、フランスのようなプレビサイ

ト(plebiscite)という考え方がありません。つ

まり、人民投票によって一挙に正統性を確立す

るというような考え方はあまりないわけです

ね。これは、13 の州がばらばらに生まれたか

らなんでしょうけれども、人民の全体の意思を

確認する手段をアメリカ政治は持ってないわ

けです。だけれども、「We the people of the 

United States」が憲法をつくっている。 

そうすると、この憲法に基づいてつくられた

具体的な統治機構というのは、一体どういうふ

うに人民の正統性根拠というものを自分の行

為の背景に置くことができるのかというのが、

いつも問題になるわけですね。いつも実際にや

っているのは、部分としての人間だし、部分と

しての多数だし、部分としての人々の集団とい

うのしか目の前にはないわけですね。 

したがって、アメリカの場合、ピープルとい

うのは、これ以後、非常に頻繁に使われるよう

になる言葉なんですけれども、誰がピープルを

構成しているのか、何がピープルを構成してい

るのかということが、およそはっきりしない政

治体制だったわけです。 

 

人民主権を実体化する投票 ― 多数決 

 

だから、アメリカの場合、人民主権というも

のをアメリカ的に実体化する方法は、人民投票

を除くとすれば、やっぱり多数決しかなくなる

んですね。その意味で、古代のデモクラシーに

戻っていくところがあります。つまり、多数の

意思、これをどうやって確かめるかというと、

選挙です、投票ですね。ボーティング(voting)

によって多数の意思が確かめられる。それを人

民の意思として進めようという考え方ですね。 

もう目の前にある具体的な人民の投票によ

って全てを決めていっていいではないかと言

ったのが、第 7 代大統領のジャクソンのときの

ジャクソニアンデモクラシー (Jacksonian 

Democracy)ですね。もう西部のほうに人口の中

心がどんどん移っていって、そこで実際に働い

て、アメリカの富をつくって、アメリカの社会

を構成して、タウンミーティングで地域の問題

を全部、自分たちで解決している。そういう具

体的な人民がいるのだから、抽象的な人民と、

そういった具体的な西部に展開しているよう
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な人民は、同じようなものとして考えてしまう。

つまり、人民主権でこれからずっとやっていく

だけの具体的な人民像は西部にあるんだと考

えたんですね。それで何とか半世紀ぐらいやっ

ていくわけです。 

ところが、もう一つ非常に問題になるのが、

19 世紀の末になって産業社会がやってきて、

アメリカがいままで普通だと考えていた労働

の形態だとか社会組織の形態が、農村から都市

に中心がやや移っていくことによって、労働者

階級だとか、都市の中産階級だとか職業集団だ

とかというのが新しく出てくることになるわ

けですね。 

ここで、当初、ジャクソンたちが考えた人民

像というのが分解していくわけです。また人民

像が複雑になってくるわけですね。 

そこで起こってきた議論が、19 世紀の末の

ポピュリズムです。つまり、いままでの西部の

農村に展開しているような人民が、アメリカの

国民の、言ってみればナショナルタイプ、典型

的な国民像ですね。それがもう通じなくなって

きた。実際にはアメリカの都市社会を支えるた

めに新しい移民がどんどん入ってくる。この新

しい移民は、具体的には、歴史だとか、習慣だ

とか、言語というのが全部、いままでのアメリ

カ人と違うから、またこの人たちを一つの人民

として統合していかなければいけない。一体ど

うするかという話です。 

 

20世紀の入り口で起きたポピュリスト論争 

 ポピュリスト・パーティ 

 

この 1892 年に、オマハでポピュリストパー

ティー (Populist Party)という非常に新しい

政党ができます。レジュメ 3）の③に書かれて

いる政党ですが、この政党がやろうとしたこと

は、要するに、アメリカの社会をつくってきた

のは生産者である。労働者であり、農民であり、

生産者であるというところで、一般の大衆がも

う一度アメリカの人民主権の担い手として容

認されなければいけない。それに対して、金融

資本だとか大企業の組織だとかそういうのは、

人民の権利、人民の労働の上に成り立った寄生

的な組織であるという考え方が、このポピュリ

ストパーティーによって言われるわけです。 

ところが、都市に新しい産業が生まれてくる、

それから、都市に労働者が生まれてくるという

ことは、当然、進歩であると考える人たちもい

るわけですね。つまり、それまでなかった産業

を実際に支えている労働者たちに、しっかりと

した権利と賃金を与えていこうと考える人た

ちからみると、農村的な独立自営農民的なナシ

ョナルタイプというのは、もういまや労働者的

なものに置きかえられてきているとなります。 

ですから、その両方を生産者という非常に曖

昧なカテゴリーでくくろうとするポピュリス

トパーティーの考え方は、もう時代おくれだと

いう考え方も出てくるわけです。つまり、これ

からのアメリカの出発点、20 世紀を前にした

アメリカの出発点は、もうフロンティアもなく

なった、農村社会も衰退に向かっている、これ

からは都市の時代の人民を新しく探さなけれ

ばいけない。これが 20 世紀の入り口のところ

で起こったポピュリズム論争です。 

ここで出てきたポピュリストパーティーと

いうのは、ある意味では、生産者の権利を回復

するという点で進歩的にみえる。だけれども、

裏からみれば、彼らは農村でつくられた、ある

いは独立自営農民に基づいてつくられたアメ

リカのピープル像に固執しているという点で

は反動的である、という考え方も当時出てくる

わけですね。 

彼らの議論は、現在のポピュリストの議論の

大枠をある意味でつくっていると言ってもい

いと思います。つまり、ピープルという普通に

暮らしている普通の市民がいて、そして、その

市民の生活がどうも楽にならない。その市民は

いつも苦しんでいる。その労苦の原因はどこに

あるかというと、彼らの労働を搾取している巨

大権力があるからである。それから、彼らを抑

圧している巨大政府があるからである。そうい

う社会的、経済的、政治的な巨大権力が人民の

権利を奪っているんだという考え方ですね。こ

の図式がずっときているわけです。この図式自

体は、トランプもサンダースも同じなわけです。 
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マッカーシズムと 20世紀のポピュリズム 

 

20 世紀にそれがどのようにあらわれてきた

かということが 3 番目の現代の問題になって

きます。 

マッカーシズム(McCarthyism)という現象が

1950 年前後にアメリカを席巻します。ここで

アメリカの政治の非常に大きな変化が語られ

たのも、このマッカーシズムという一つのポピ

ュリズム的な政治が原因だったわけです。今回、

いろいろ考えてみると、テッド・クルーズが一

番マッカーシーに近い感じがありますね。 

あのとき、マッカーシーがよく言われたのは、

アメリカの連邦上院議員は 2 人いて、junior 

senator from Wisconsin というのが、当時、

マッカーシーだったわけですね。いま、テッ

ド・クルーズは junior senator from Texas

ですね。で、junior senator from Wisconsin

であったマッカーシーが、一体、なぜ、政治的

に大きなセンセーションを巻き起こしたかと

いうと、やっぱり横紙破りなんですね。 

それまでアメリカの連邦上院というのは、最

も権威ある慣習を重んじて、そしてシニオリテ

ィ（seniority）ルールをしっかり守って、大

統領と対抗し、それから、騒がしい下院と対抗

して、アメリカの政治の良心を守る組織であっ

たはずです。そこに戦後の混乱の中からウィス

コンシンで登場したマッカーシーが入り込ん

できて、非常に中西部的な野卑な政治を展開し

ていくわけですね。 

彼がやったことは、大体伝統的であった議会

の議論の手続だとか、いまの言葉でいえば熟議

だとか、そういうものを無視していますし、人

に対して非常に簡単に名誉毀損的なことを言

う。それから、市民的な自由というものを隠れ

みのとして否定する。あるいは共産主義者に対

しては、修正 5条も否定するというようなこと

をやる。で、エリートに対しては、銀のさじを

くわえてきて、何も人々の実態を知らない人間

という批判をする。あるいは反知性主義的にハ

ーバードの先生たち、あるいはアイビーリーグ

の先生たちを批判する。で、彼らが国民を裏切

っているんだという考え方、陰謀論ですね。 

考えてみれば、こういうのはみんな、いま、

トランプだとかクルーズが駆使している手法

です。つまり、現実の政治の体制の中で権力を

握って、そして、ある程度の丁寧さと議論をも

って政治を進めていこうとするような、いわば

上院のエスタブリッシュメントあるいは党の

主流の人たちとは全く違うやり方を、当時のマ

ッカーシーもやったし、現在のクルーズだとか

上院議員の中のティーパーティー派の人たち

はやっているわけですね。 

ウィスコンシンという田舎からあらわれた

マッカーシーは、やがて上院のエスタブリッシ

ュメントとの対決に破れて、そして衰退してい

きますが、パターンだけは依然として残ってい

るということが、今回の非妥協的なクルーズの

自己主張をみているとうかがえるわけです。 

例えばクルーズは、上院のエスタブリッシュ

メントを非常に強く批判していて、多くの上院

の共和党リーダーたちは、クルーズとトランプ、

どちらというふうになると、これはもう最悪の

選択になるわけですが、それだったら、クルー

ズよりはトランプのほうがまだいいか、と思っ

ている人が多いということが報じられていま

すね。それぐらいクルーズという人は、アイオ

ワで勝ちましたけれども、危険視されているポ

ピュリストだと言っていいと思います。 

こういうルールを無視したり、慣例を無視し

た政治が一体どうして大手を振ってまかり通

ってしまったのかというのが、1950 年代以降

のアメリカの政治学者にとって一つの問題に

なります。 

それは大衆政治ですね、マスの問題です。要

するに、かつてピープルであった人々が、20

世紀半ばまで来るとマスになってくる、大衆に

なってくるという問題。ここで大衆社会論とい

う政治社会学の言葉が使われるようになって

くるわけですけれども、このマスの政治行動が

マッカーシーを支えたのだと言う歴史学者た

ちが、ここで出てきたということです。 

 

カール・シュミットの大衆政治論 

 

このマスというのは、一体どういうところに
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特色があるのか。これについては、カール・シ

ュミットというドイツの政治学者が、アメリカ

のことを念頭に置いて書いた文章、1926 年の

文章ですけれども、ここでもうすでに大衆によ

る政治の危うさについて非常に鋭く指摘して

いるんですね。 

ちょっと長いのですが読んでみますと、政党

は今日ではもはや討論する意見としてではな

く、社会的あるいは経済的な勢力集団として対

抗し合い、お互いの利益と権力可能性を計算し

て、そのような事実的な基礎のうえに妥協と提

携を取り結ぶ。つまり、政党政治というのは、

実は、多くの社会的な利益というものを土台と

して、その利益間の競争で成り立っているんだ

ということをまず指摘するわけですね。これが

政党制の根本にある。 

そのうえで、大衆は宣伝機構によって獲得さ

れるが、その最大の効果は手近な利害と激情へ

の呼びかけに基づくのである。つまり、利益に

基づいた議論をするときに、大衆が最も情緒的

に激しく反応するような説得の仕方をいまの

政党はとっているんだということを批判して

いるわけです。 

で、真の討論にとって特徴的である本来の意

味での議論は消滅する。まさにいまのアメリカ

の議会政治、オバマ以降、特に顕著になった議

会政治の特色ですね。 

それにかわって、政党間の交渉においては、

利害と権力チャンスの目的意識的な計算があ

らわれ、大衆の操作においては、広告による印

象的な暗示あるいは象徴があらわれるんだ。つ

まり、広告産業というものがこういう形で新し

い政治の戸口を開いてしまった。 

それで、世論の心理学、技術及び批判につい

ての著述は今日では非常に多い。例えばリップ

マンの『世論』をここでは挙げていますけれど

も、それゆえ、今日ではもはや相手に正しさと

真理を説得することではなく、多数を獲得し、

それによって支配することが問題なんだ、とい

うことがおそらく周知のこととして前提とさ

れるだろう。 

つまり、人民が大衆になったことによって、

その大衆を動かすのは、かつてのような説得で

はない。説得ではなくて、情緒的に大衆を一体

どうやって動かすことができるかということ

である。これはまさに 2008 年以降、共和党が

オバマ政権の政策に対して反対を動員すると

きに使った手法そのままです。 

この時期の大衆政治、1926 年、シュミット

がこれを指摘したのは、ちょうどアメリカで大

衆政治があらわれてきた狂乱の 20 年代だった

ということは、非常に大きな意味があるだろう

と思います。 

このピープルが変じて生まれたマスにとって、

一番大きな問題は何か。何がそんなに彼らを動

かしてマッカーシー支持に駆り立てたのか、と

いうことを説明した一つの議論があります。 

 

ステータスに関する政治 

 

これは最近、あまり言われないのですが、マ

ッカーシズムのころに非常に頻繁に言われた

ステータス。ステータスに関する政治、ステー

タス・ポリティクスですね。このステータスと

いうのは、ステータス・ポリティクスを言い出

した人からみると、クラスに対する、つまり、

階級に対する言葉だったわけですね。 

「階級」というのは典型的にマルクスが使っ

た言葉で、要するに、経済階級としての労働者

階級とブルジョワジーといったような対比で

使われる。それに対してピープルというのは非

常に曖昧であり、そして「マス」というのも曖昧

だけれども、マスはそれぞれに社会的にある一

定の地位を占めている。これは、階級の中に地

位を占めているのではなく、ステータスの中に

人々は存在している。 

そうすると、そのステータスというのは何に

よってはかられるか。階級であれば、当然、賃

金だとか資産ではかられるわけですけれども、

ステータスになると、何ではかられるかという

と、隣の人のステータスとの比較ではかられる

んだというのが、このときの議論です。 

当時、他人指向型の人間が生まれて大衆社会

が生まれたという、デイヴィッド・リースマン

という人の議論がありましたけれども、あの議

論は、要するに、19 世紀までのピープルとい
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うのは、自分の内側に羅針盤を持っていて、自

分で多くのことを価値判断をして、自分で自分

の進路を決めることができる、自律的な市民だ

った。自律的なピープルであった。それに対し

て 20 世紀のマスは、そういった羅針盤を欠い

た、隣の人がこう動けば自分もこう動く。さっ

き、シュミットが述べたような大衆政治という

のは、そういった羅針盤を欠いた人間が都市社

会に大量にあらわれることによって出発した

んだというふうに、当時、多くの歴史学者、政

治学者が語ったわけです。 

そうすると、彼らにとって一番大きな問題は、

具体的な経済統計によってはかられる自分の

位置ではなくて、隣の人とのかかわりにおける

自分たちのステータスの上下である。移民がた

くさん入ってきた結果、自分たちはどうも経済

的にも社会的にもパッとしなくなってしまっ

たというのは、これはステータス・アングザイ

エティ(Status Anxiety)というふうに当時言

われた言葉で語られたわけですね。 

具体的なインタレストであれば、交渉も可能

であるし、インタレスト間の取引も可能になる

けれども、アングザイエティ、不安だとかフィ

アー(fear)だとか、そういった感情になると、

なかなか論理的、合理的な説得によっては払拭

されない問題であって、そういう問題で自分の

投票行動だとか自分の社会行動を決めていく

人間がふえれば、社会が非常に不安定になると

いうことが、当時、しばしば言われたわけです。 

幸いなことに、マッカーシーの旋風は 3年ほ

どでおさまりましたけれども、その後もマッカ

ーシー的な説得というものを掲げた小さなグ

ループは、例えばここに John Birch Society

というのを挙げておきましたし、アメリカナチ

党のような非常に極右的な小集団だとか、ＫＫ

Ｋだとかという、人種問題をポピュリスト的に

あおる、そういう集団もずっとアメリカの草の

根には生き残っていきます。 

一番直近の人種主義的なポピュリストとし

ては、ご承知のように、ジョージ・ウォレスと

いうアラバマ州の知事をやった人がいます。こ

こでも、マーティン・ルーサー・キングのピー

プルとジョージ・ウォレスのピープルが、同じ

ピープルという象徴を掲げてアメリカ政治の

正統を奪い合うという現象が起こりました。 

これも、ピープルというものが非常に曖昧で、

誰が使おうとピープルはピープルである。つま

り、アメリカの「We the people of the United 

States」というところに、いつも、誰もがそこ

に戻っていけるわけです。キングも戻っていけ

るし、ウォレスも戻っていける。この構造がず

っと 60 年代も続いていたということが、レジ

ュメ 2）で申しあげたかったことです。 

 

80年代のミッドアメリカ 中産階級 

 

80 年代にしばしば言われるようになったの

は、中産階級というのがなくなってきた。中産

階級というと、いかにもヨーロッパであればブ

ルジョワ階級というふうにみられるわけです

けれども、アメリカの中産階級というのはいわ

ゆるミッドアメリカと言われる人たちで、普通

の労働者を意味する。だから、ピープルとほと

んど変わらないんですね 

ミッドアメリカのことを中心に 80 年代を考

えると、明らかにミッドアメリカの意識を持っ

ている、自分たちがアメリカの中心であるとい

う意識を持っている人たちの社会経済的なス

テータスは、具体的に落ちているわけです。で、

彼らは、それを実感しているわけですね。中産

階級として、例えば自分の子どもは自分の歩ん

だ経済生活よりも恵まれない生活を送りそう

だということが、80 年代に非常にはっきりし

てくるわけです。 

そのことはついに回復されないまま、現在ま

で来ています。つまり、ちょっと力まないと、

アメリカンドリームなんていうことは、普通の

アメリカ人は言えなくなってきている時代に、

いまや至ったと言っていいだろうと思います。 

そこで、没落するミッドアメリカの闘争心を

誰が支えているかというと、スケープゴートと

しての人種集団であり、あるいはインナーシテ

ィの黒人たちであり、それから、福祉を食い物

にするウェルフェアマザー(welfare mother)

と呼ばれる黒人のシングルマザーの貧困者た

ちであり、あるいはメキシコとの国境から押し
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寄せてくる不法移民であり、あるいはヨーロッ

パをめちゃくちゃにしている中東からの難民

たちである。そういうスケーブゴートとして具

体的な人間がイメージされる。そういう人間た

ちが輪郭をつくってくれることによって、初め

てピープルが一体性を持つという、非常に病理

的な現象が現在のアメリカの人民観の中には

あらわれてきているのではないかと思います。 

この問題は、90 年代にますます大きくなっ

てきて、例えばティーパーティーが生まれる。

ティーパーティーの前に、1993～1994年に「ア

メリカとの契約」という運動が保守的な議員を

中心にして持ち上がりましたが、これも同じよ

うな人民のルサンチマンを背景にした政治運

動だったと言っていいと思います。で、9.11

以後のポピュリズムの中では、イスラム社会が

中心的な外敵として象徴化されてくるという

のは、もうご承知のとおりだろうと思います。 

 

サンダースに近いマクガバン 

 格差を語る言語体系 

 

結局、ここまでみてくると、やはりアメリカ

の社会的な困難、経済的な停滞、そういうもの

を語る社会科学的な言葉をアメリカは十分に

持っていない。だから、ピケティのような議論

はアメリカには到底入っていかないわけです。

これがおそらく、初めていま、サンダースが出

てきている原因だろうと思います。 

つまり、もうアメリカのいまの経済的な格差

だとか若い人たちの将来展望のなさを、具体的

に説いて、そして解決策をある程度将来に見出

していくような、そういう可能性のある言語の

形態がほかにないんですね。おそらくサンダー

スが過去の候補の中で一番近いのはマクガバ

ンだろうと思うんですね。ジョージ・マクガバ

ンが、多分、一番近いです。 

ジョージ・マクガバンという人も、歴史の

Ph.D を持っていた人で、労働運動史の勉強か

ら入った人ですから、言語体系として、ある種、

ヨーロッパ的な社会民主主義的な言葉を使っ

て、それを持っていた政治家だろうと思います。

このマクガバンは、ご承知のように、民主党の

中では勝ちましたけれども、1972 年、ニクソ

ンにこてんぱんにやられたのは、皆さんの記憶

にあるところだろうと思います。 

今回の選挙も、もし、サンダース旋風が起こ

って、そして、クリントンのメール問題が長引

いて、――クリントン夫人があまりカリスマ的

な魅力がなくなってきましたね。90 年代はす

ばらしい人だと私はずっと思っていたんです

けれども、結構普通のおばさん。こういうこと

を言うと、また差別だというふうに怒られるん

ですけれども、雰囲気的に普通のその辺にいる

人になってしまったかな。 

 

社会民主主義の言葉が使われるのは画期的 

 

私は、民主党が勝つためには、サンダースが

なると、マクガバンと同じようなことになって

しまうだろうなという危惧は持っています。た

だ、言葉として社会民主主義的な言葉が使われ

るようになったというのは、非常に新しい、画

期的なことであって、若い人の中でそういう言

葉が定着して、自分たちの現状を社会科学的な

言葉で認識する手がかりがここで得られれば

いいなと思います。 

そのことを指摘したのがトニー・ジャットと

いう人で、もう亡くなりましたが、彼がレジュ

メ 2に挙げた文章の中で、アメリカという政治

の空間でいかに社会主義の言葉が入らないか。

だけど、自分は、社会主義とは言わない、社会

民主主義と言うんだ。社会民主主義というのは、

結局、資本主義という現状は置いたうえで、な

おかつ、国民大衆という大規模社会層の利益を

どうやって守るかということを語る言葉なん

だということを言っている。 

ここでは 12 歳の少年ですから、いまはもう

二十ぐらいになっているのかもしれませんけ

れども、この少年が社会主義という言葉が語ら

れた瞬間にレンガが会場に落ちてきたみたい

なショックを受けるのはなぜだろうか、という

ことを聞いているということは、社会主義につ

いて、マッカーシズムだとか冷戦の時代から回

復しつつある可能性も少しはあるのかなと思

います。わかりません。 
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だけれども、言葉の問題というのはやはり非

常に大きいだろう。片方ではものすごく粗雑な

ピープル像が、クルーズだとかトランプによっ

て喧伝され、もう片方で、もう少し堅実に社会

科学的に現在のアメリカの経済的な苦境を語

る言葉を探そうとする、小さな動きが始まって

いるのかなという期待を、サンダースの運動の

背後には感じることができる。それと、政治的

に彼の運動が政権をとるかどうかというのは

わかりません。 

 

We the Peopleの内実は常に分極し、政治

の言葉でまとめようとする 

二つのベクトルがアメリカ政治を作ってきた 

 

そろそろ締めくくりにしますけれども、ポピ

ュリストの世界認識というのは、いつもちっぽ

けな人民と巨大な組織、巨大な政府、巨大な財

界、巨大な銀行、そういうものとの対比で社会

を語ってくる。だけれども、ピープルというも

のが一体どういう人々であるのかということ

を具体的に示すことは、ポピュリスト政治の枠

がそのままである限り、多分できないだろう。 

だから、ピープルというのはこれからもずっ

と語られ続けるだろうけれども、ピープルの問

題を解決する言説ではないのではないかと私

は思っています。アメリカの数世紀にわたる歴

史の中で、We the peopleの内実は、社会経済

的にも、民族的にも、言語的にも、宗教的にも、

常に分極し、そして、それを何とか政治の言葉

によってまとめていこうとする努力ですね。こ

の両極の 2 つのベクトルがアメリカの政治の

世界をつくってきた、とみることができるので

はないかと思います。 

共和党は、オバマ政権の間に過激にオバマを

批判していた言葉で、いま、エスタブリッシュ

メントの根本がクルーズとトランプによって

攻撃されているわけですから、自業自得と言え

ば自業自得なんだけれども、――私は予想屋で

はないので、予想が外れても全然構わないんで

すけれども――多分、トランプは大統領になら

ないでしょうね、というのが結論です。 

どうもご清聴ありがとうございました。（拍手） 

 

《 質疑応答 》 

 

ポピュリスト政治とアメリカ政治の行きづまり 

 

司会 ありがとうございます。先ほど、控室

でお話を伺っていたときは、予想はしないよう

にしましょう、みたいな話だったんですが、最

後はちょっと予想もしていただきました。 

それでは、質疑応答に移ります。私から一つ

だけ。ポピュリズムが出てきて、先生がおっし

ゃられたサンダースの言っていることの意味

合いという中で、もうちょっとそこを発展させ

られるかな、という質問です。 

アメリカの歴史をみると、お話に出ていた

19世紀末から 20世紀初めのポピュリズムがか

なり強くなって、ブライアンなどが出てきて、

その結果、アメリカの政治が全体的に改革の方

向にそれなりの帰結というか、結果が出てきて、

アメリカの政治をもう一回動かしていったと

いうことがあるのかなと思うんです。今回のポ

ピュリズムもまた、ここまで著しいものが出て

きて、エスタブリッシュメントのほうが、ポピ

ュリズム的な――右も含めてですけれども―

―それを吸収して政治の主流の流れを変えて

いく、前に進めていく。そういう気配は何かあ

りますか。どうでしょうか。 

古矢 ピープルという象徴をやめましょう、

と誰か言わないかなと私は思っているんだけ

れども、人民主権というふうに、主権を持って

いることは事実で、あらゆる政治的な言説の正

統性というのはそこに行くんだけれども、結局、

そのピープルが何であるのかということがは

っきりしないままに、ピープル、ピープル、ピ

ープルということが停滞を招いているわけで

すよね、この一世紀。多分、ポピュリストパー

ティーもそうで。 

ポピュリストパーティーのスローガンの非

常に顕著なものの一つが、ピープル・バーサ

ス・インタレストというんですね。では、ピー

プルにはインタレストはないのかという感じ

ですよね。つまり、ピープルというのは、正統

な人間存在ということを抽象的に言っている
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だけであって、具体的な政治の言葉にならない

仕組みになっているのではないか。 

アメリカのように――確かに 19 世紀はヨー

ロッパ社会なんかと比べると社会的有用性は

高いですから――労働者だった人間が、あると

き小さなビジネスを始めて、それがあれよあれ

よという間に成功している。そういう現象は、

19 世紀のアメリカはヨーロッパと比較すれば

あっただろうと思うんだけれども、実際の社会

はものすごい階級社会ですよね。 

移民も非常に貧困だし、それから、農民もも

ちろん鉄道に搾取されている。だから、農民利

益対鉄道利益というならわかるんだけれども、

農民をピープルで一くくりにして、鉄道をスペ

シャルインタレストというふうに語って、ピー

プル・バーサス・インタレストという。そのこ

とによって、政治的な交渉だとか争いの可能性

をかえってなくしている面があるのではない

かと思うんですね。 

だから、きょう、こんなポピュリスト政治な

んていう、ちょっと迂遠なことを話した一つの

理由は、このポピュリスト政治の中にアメリカ

の政治の行き詰まりの非常に根深いものがあ

るということを申しあげたかったんですね。 

質問に対する答えになっているかどうか、ち

ょっとわかりませんけれども。 

司会 それでは、皆さんから質問を受けたい

と思います。いまの日本の政治もこういう傾向

があるかと思いますし、ヨーロッパも含めて、

先進国あるいは途上国も含めて、大変普遍的な

テーマなので、いろいろ刺激されたところがた

くさんあるかと思います。 

 

質問  アメリカのポピュリズムが、アメリカ

の外交にどんな影響を与えているのかという

ことをお伺いしたいと思います。 

冷戦との関係でいえば、マッカーシズムの話

が出ました。一方で、冷戦という共産主義との

対決の中で、バイパーティザン(bipartisan)

の政治ができていたようにも思えます。冷戦が

終わったことで、何かポピュリズムに変化が生

じているのでしょうか。 

 

「アメリカは偉い」論は不安の表れ 

ティーパーティーの外交論 

 

古矢 きょう、お話しする時間がなかったの

は、アメリカの独特のピープル概念の背後に、

もう一つ考えておかなければいけないのは、例

外論ですね。アメリカという国が、確かに例外

は例外なんですね。ヨーロッパから逃れてやっ

てきた人たちは、ヨーロッパの例外をつくった

わけです。ヨーロッパには属さない、という社

会をつくっていったわけですから、ヨーロッパ

から例外である。これは、定義上、例外だと言

ってもいいと思うんですけれども、その例外論

が、アメリカの場合はさらに、アメリカのピー

プルは偉いとなってくるところが非常に大き

な問題で、外交にこの例外論が非常に大きな影

響を与えていることは、ご承知のとおりだろう

と思うんです。 

最近でも、オバマですら例外論だ、というこ

とをシリアの問題で言ったのがプーチンです

ね。プーチンが、オバマの外交論は、やはりア

メリカの例外論に立っていて、それではなかな

かわれわれとは対話できない、ということを皮

肉った。シリア問題について、そういうやりと

りがあったように記憶します。冷戦の終わりが

ポピュリストたちの外交論に影響を与えたこ

とは間違いなくて、ただ、ポピュリスト的な言

説を用いる政治家に与えた影響は、等し並みで

はないと思います。 

例えばブキャナンのように、これでアメリカ

の例外的な力によって冷戦が終わったのだか

ら、もうアメリカは一切手を引いていいんだ、

と孤立主義に傾く人たちも片方にいたわけで

すね。それからもう片方に、アメリカの最終的

な勝利という言説に浮かれた人たちも、ご承知

のようにいるわけです。 

この勝利言説に浮かれた人たちは、これから

もアメリカは世界に君臨すべきである。例えば

チェイニー、ブッシュ政権というのは、そうい

う勝利言説みたいなものが彼らの中にあった

ところに、9.11 のショックがあって、出方と

しては非常に切羽詰まったやり方で戦争に入

っていってしまったというところがある。 
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いろんな出方をしているだろうと思います。

それで、アメリカのポピュリズムのティーパー

ティーというのが一番、その点では――ティー

パーティーというのは、やっぱり自分たちがピ

ープルだと思っているでしょうね。それで、実

際にピープルだと思いますね。 

というのは、ティーパーティーというのは草

の根の運動であることは間違いない。レジュメ

に細野（豊樹）さんという政治学者の言葉を引

いておきましたが、ティーパーティーは司令塔

なき草の根運動である。司令塔がないというの

は、限界であると言われる。それで、いい政治

家がこのポピュリストを批判してないのは、テ

ィーパーティーが持っている根本的な欠陥の

ようにみえるんだけれども、実は、まとめよう

がないんですね。 

つまり、ピープルの要求は、インタレストが

非常にばらばらなわけです、都市のティーパー

ティーも、それから、ティーパーティー・パト

リオットと言われるような人たちも。ティーパ

ーティーを名乗る人たちは、勝手に名乗れるわ

けですから、で、どこでもできるわけですから、

インタレストだとか、それから、あるカリスマ

的な指導者のもとに集まって何かやろうとし

たら、これは潰れる運動なんですね。 

ティーパーティーというのは、中心的なリー

ダー、カリスマ的なリーダーがいないからもっ

ている。だけれども、ここに 3つだけ、――資

料の 3で、ティーパーティー的なポピュリズム

をまとめる 3 つのプリンシプルがやっぱりあ

るんだ、と言っている。エリザベス・プライス・

フォーリー（Elizabeth Price Foley）という

人は非常にティーパーティーに同情的な人で

すけれども、少なくとも 3つの原理があると言

っています。 

1 つは、リミテッドガバメントである。つま

り、ガバメントをうんと小さくするんだという

ことですね。 

それから 2つ目が、外交にかかわるところで

すけれども、unapologetic U.S. sovereignty

と言っていますね。つまり、アメリカが力を持

ち、アメリカが世界に君臨していることを恥じ

ることはない。弁解しないで、アメリカは世界

最大強国であって、最大強国の振る舞いをすれ

ばいいんだ、というのがティーパーティーの考

え方です。 

そうすると、ポールなんかの議論とちょっと

食い違いが出てくる。だけれども、この人は、

大多数のティーパーティーはこの 2 つ目の

unapologetic U.S. sovereignty という概念も

受け入れていると言っている。 

3 番目は、1 番目とほとんど同じことだと思

うのですが、constitutional originalism。つ

まり、憲法を起草された当初の意味どおりに理

解しよう。一番典型的には、第 1条第 8項に列

挙権限というのがあって、これは、アメリカが

独立して憲法を最初につくるときに、連邦議会

にどういう権限を与えるかというところがあ

る。これが第 1条第 8項で、おそらく日本国憲

法の9条第2項と同じくらい空文化していると

思うけれども、連邦政府の権限を非常に小さく

限った。18 項目ぐらいに限った条項がありま

すが、これをそのとおりやれというわけです。 

そうなったら、クルーズが言っているとおり、

インターナル・レベニュー・サービス(Internal 

Revenue Service IRS, 内国歳入庁＝日本の

国税庁に相当)なんていうのは解体しろという

話が現実性を帯びてくるわけですね。つまり、

この 3つがプリンシプルだということは、プリ

ンシプルは何もないと言っているのと同じこ

とだと私は思います。 

要するに、外交問題についても、漠然とした

「アメリカは偉い」という言葉が、ティーパー

ティーのような、かなり広範な大衆運動を覆っ

ているとすれば、それは社会心理学的にみれば、

多分、逆にアメリカの地位が侵されているとい

う不安のあらわれである、と言っていいだろう

と思います。 

そういう不安をポピュリスト政治は非常に

敏感に反映する。トランプの中国に対する考え

方もそうだし――トランプという人は、社会的

にもちょっと自分とは違う考え方の人間たち

に対する対応が非常に野蛮ですね。そういう意

味では、トランプはマッカーシーに似たところ

があると思いますけれども、一貫したものは、

外交についても、内政についてもそうだけれど
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も、具体的な政府機関の活動を方向づけるよう

な意味での大方針というのは、ポピュリズム政

治からは出てこないと私は感じています。 

 

ディセンターズが必ずいた 

デモクラシーの前提 

 

質問 アメリカの人民、ピープルの概念の重

要性から話が始まったんですが、先生が挙げら

れたマッカーシーにせよ、あるいはウォレスに

せよ、ポピュリズムと呼ばれて出てきたものは、

結局、アメリカのシステムの中でついえていく。

これはどういうことなのか。それは、もしかし

たら、アメリカの制度の中にのみ込まれていく

というか、制度内に吸収されていく仕組みがあ

るのではないか。 

もう一点。トランプはクルーズよりもポピュ

リストとして危険性が少なく感じるという先

生の理由を追加でお聞きしたい。お願いします。 

古矢 マッカーシーだとかウォレスが一体

どうしてついえていったのかというときに、一

つ非常に重要なのは、小さいけれども、必ずあ

る種のカウンターがあるということですね。 

つまり、アメリカのデモクラシーの中で熟議

がうまく働かない――オバマにはもう少し討

論的な政治空間をつくってくれるのではない

かと期待していたところがあるんですけれど

も――にもかかわらず、マッカーシーだとかウ

ォレスが最も力を持っていたときに、どんなと

ころででも必ずディセンターズ(Dissenters)

がいたということですね、アメリカの場合。 

このディセンターズというのは、学問社会の

中にもあったし、それから、政治の中でも、マ

ッカーシー時代に「良心の宣言」をしたような

上院議員たちもいるわけだし、非常に小さいん

だけれども、それを守る人ですね。例えば言論

の自由だとか憲法的な市民的な自由に非常に

忠実な人たちは必ずいたということ、これは非

常に大きなことだろうと思います。小さな火で

も掲げている人たちがいないと……。 

だから、いまの自民党は、その辺が危ぶまれ

ますね。誰が掲げているのか。けさの新聞でも、

野田聖子さんが降参したみたいなことが書か

れていましたね。あれではだめで、やっぱり意

地をもって、原理原則で政治体制の根本にかか

わる価値については、支える人間がいないとも

たないのではないかという感じがします。 

だから、一つは、ディセンターズというふう

に言われようが、迫害されようが、頑固な人た

ちというのが、アメリカのデモクラシーの一つ

の前提ですね。 

 

政治を動かす枠組みとしてうまくできている

憲法 

 

それからもう一つは、憲法が非常に大きく働

いています。マッカーシーについては、最終的

には上院の中に積み上げられた慣行としての

センシュア(censure)ですね。これが、自分た

ちの同僚を自分たちの手でいさめるという仕

組みを生かした。それで、そういうものを使っ

て行き過ぎをとがめることができる制度が残

り続けている。 

それは、最終的にはアメリカ合衆国の場合、

憲法であって、ピープルは非常に曖昧だけれど

も、そのピープルの主権を実体化して、現実に

動かしていくための枠組みというのは、ある程

度うまくできている。 

最初に憲法を書いたマディソンたちは、おそ

らくこの憲法は 30 年ぐらいしかもたないだろ

うと考えていたようです。そういうことを言い

合っている手紙なんかが出てきていますけれ

ども、にもかかわらず、あの当時の政治学の知

見をフル活動して、非常にバランスのいい、均

衡のとれた政治機構をつくったということは

事実ですね。その後 200 年、わずか 27 しか修

正がないわけですから。 

これだけ大きくなったアメリカを同じ憲法

が支えているということ自体がちょっと驚き

です。それは単に憲法の条文がよくできていた

ということではなくて、その憲法をつくったと

きに考えた政治の幅というものがかなり広か

ったことを意味して、いまの政治家も、いまの

アメリカ人民も、そこから恩恵を非常に受けて

いるだろうなと思います。 

それは一体何かというと、政治的な英知とい
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うか、政治の本分というのは人を攻撃すること

ではなくて、現在ある社会問題に具体的な解決

を与えていく仕組みをつくることだし、その仕

組みを動かす精神だろうと思いますね。 

だから、マッカーシーの場合も、要するに、

普通の人が普通に政治を行っていくときに心

がけることを無視すると、いかに一時的に力を

持った政治家でもつぶれますよという見本を

示した。 

ウォレスの場合は、一度、没落しますけれど

も、また知事になって、今度は人種統合論者と

してあらわれてくる。これはあまり知られてい

ませんけれども、1982 年ぐらいまで彼はやっ

ていますけれども、60 年代の「人種隔離を永

遠に」と言っていたウォレスとは違うウォレス

ですね。 

ですから、ちょっとその辺は考えなければい

けませんけれども、やはりウォレスの場合も、

キングという人が火を掲げ続けた。それも、南

部の中で、ウォレス自身が人種統合論者に対す

る暴力を発動する正当化を与えていた政治家

であったにもかかわらず、後にそれを改める。

これもやっぱり大きな意味で政治の精神の働

きがウォレスを変えたのだろうと思います。 

つまり、アメリカという国がばらばらになっ

てもいい。人民もばらばらである。人民もいろ

いろである。人種隔離論者もいれば、人種統合

論者もいる。その 2 つが分かれて国家をつくれ

ばいいのではないか、あれだけ大きい国なんだ

から。 

そうはならないで、やはりアメリカは、統合

していくときの規模のメリットみたいなもの

を知っている国民だろうという感じはします。

一番そのことを身にしみて思ったのが、多分、

南北戦争のときだろうと思いますけれども、そ

れ以後、分けることによってアメリカがよくな

るという議論はなくなったわけですね。 

ですから、憲法の枠組みというのは、みんな

が共通して意識して、大事なものというふうに

考えていて、それを支えているピープルの具体

像だけで争っているというイメージが、ポピュ

リスト政治にはあると感じます。 

 

トランプとクルーズの違いは 

 

それから、トランプとクルーズ、やっぱり（ト

ランプが）実業家であるというのは大きいので

はないですか。上院の共和党が「もうトランプ

でもいいや」と言い出したのは、クルーズが嫌

だからですよね。クルーズというのは、トゥル

ービリーバー(true believer)という感じがし

ますね。トランプのほうが少し政治を楽しんで

いるという雰囲気があって、無責任だとは思い

ますけれども、その無責任さに愛嬌があるから、

あれだけ支持が集まるんでしょうね。 

だから、どっちともあまりおつき合いしたく

ないけれども、あえて選ぶとすればトランプか

なという気が私はしますけれども。皆さん、ど

ういうふうにお考えかわかりませんが。 

 

質問 ピープルがキーワードになっていた

のですが、そうすると、ポピュリストの基盤に

なっているのはピープルなんですか、それとも

ピープルがマス化したとおっしゃっているマ

スなんでしょうか。マッカーシズムの関連でい

ったときは、マスが支えたというふうにおっし

ゃったと思うんですね。 

あともう一つお聞きしたいのは、マスとの関

連で言えば、対義語として、例えばパブリック

とかクラウドという言葉も社会心理学用語で

使われています。それがピープルとどういう関

係があるのかということも、お聞きします。 

 

ポピュリズムはピープルに言及しないと政

治的な立場を正統化できない 

 

古矢 難しいですね。ピープルとマスとパブ

リックとクラウドというのは、それぞれ使うシ

チュエーションが違うと思いますけれども、私

が申しあげたかったのは、左であれ、右であれ、

ポピュリズム的なものは、要するに、人民に正

統化を求めて、自分の具体的な政治活動を行う

というところに――ある種の定義ですよね。 

つまり、ピープルに言及しないと自分の政治

的な立場を正統化できないと考えるわけです。

しかし、多くの場合、日常的な政治的な言語と
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か日常的な政治的な論争、対立というのは、正

統性原理までさかのぼらないでやるのが普通

なんですね。大体、利益をめぐって、向こうが

6とれば、私は 4でいいや、というような交渉

をずっと続けていくのが、政治の日常的な姿で

あるわけですね。 

それで、ピープルという憲法的な正統性の根

拠に言及しなければならないというのは、要す

るに、自分の利益が普通では通らないというと

きに、自分の主張を正統化するためにうんと根

本までさかのぼっていって、「おまえらは、人

民の利益をないがしろにしているんだ。俺は人

民の利益を尊重しているんだ」、これは水かけ

論になるわけですよ。どんな政治家も、固有の、

個別の具体的な利益というものを背景にして

議論している中で、「おまえの主張は憲法に基

づいてなくて、俺の主張は憲法に基づいている」

ということをいきなり言っても、水かけ論にな

るわけです。最近、日本でもそんな話があった

けれども、「いや、私の議論は憲法に基づいて

いるんです。あなたが言っているだけです」と

なると、水かけ論になるわけです。 

だから、そういう水かけ論的な議論が非常に

公の予備選挙みたいなところでも表面に出て

きて、結局「あなたの言っているピープルとい

うのは何だかわからないけれども、多くの人が、

われわれのことを考えてくれている」といって

支持するようなね。 

だから、ポピュリズムというのが、一体、な

ぜデマゴーグに親近性があるかというと、そこ

だと思うんですね。ピープルという象徴に言及

することによって、自分の具体的な利益を通し

やすくしている。だけれども、その利益が非常

に狭くて、それから、多くの人に害を与えると

いう実態は隠しているわけですね。だから、ポ

ピュリズムというのは、そういう仕組みを持っ

た政治的な言説だと思うんですね。 

そういうことを申しあげたかったので、パブ

リックだとかクラウドとどう違うかと言われ

ると、クラウドというのは、普通は群集で、人

が具体的に集まっている姿だし、それから、パ

ブリックというのは、少し抽象的で、多くの

人々をカバーする利益の体系みたいにイメー

ジできる。ピープルというのは、きょう、中心

に据えた一つの理由は、やはりアメリカの政治

における中心概念としてのピープルが、非常に

分断化されて、危機になっている。 

一つにはグローバリゼーションがあると思

うんですね。つまり、いま、アメリカ人である

人が、あした、アメリカ人ではなくなる可能性

がある。いま、中国人だった卓球選手が日本で

卓球選手になっている。オリンピックに日本か

ら出る。そういうことが当たり前な、難民、移

民の移動。労働力移動もそうだし、それから、

人々の意識もあっという間に地球の裏側に飛

んでいくみたいな時代に、果たして具体像とし

てのピープルをイメージし続けることにどれ

だけ意味があるかということですね。 

つまり、そういう複雑な要素、民族的、思想

的な要素も抱えた人間の集団全体が、この憲法

体制の正統性を支えているということを、どこ

まで了解できるかということです。憲法体制を

支えているのは、メキシコから来たばかりの移

民もそうだし、大統領もそうだし、みんな、ピ

ープルの一人であることは間違いないわけで

すね。 

だけれども、実際にはピープルをより分けよ

うとする動きがポピュリスト政治の中で出て

きて、つまり、憲法に書かれたピープルを実体

化しようとする。現実的な社会集団化すること

によって了解しようとする人たちが多いと、政

治が焦りを生むのだと思うんですね。その問題

は、深刻さが、アメリカにおいて特に厳しいか

なと思いますけれども。 

 

ヒラリーが大統領になることによって女性

の問題は大きく変わる 

 

質問 ポピュリズムの問題と女性差別の問

題がどういうふうに絡むのか。いまのミセス・

クリントンの先行きに関して、果たして女性差

別の問題が大統領選挙に影響を与えるのか、伺

いたいと思います。トランプさんや、かなり極

端な意見の持ち主たちも、女性差別の問題だけ

は口には出してない気がしますが、どうお考え

ですか。 
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古矢 トランプの場合は、非常に素朴な女性

蔑視があると思いますね。つまり、彼が目して

いる主要な支持者というのは、先ほど言ったよ

うに、白人の労働者階級の人が多いと思うんで

すけれども、イコールライツについて問われた

ときに、彼は「それはいいことだよ。俺は女の

専門家なんだから、俺に任せておけ、俺に任せ

ておけ。俺は本当に女の専門家なんだよ」と言

った。確かに 3回結婚しているのかな。要する

に、そういう言葉でごまかしてしまう。それは、

多分、気脈を通じた労働者階級の男性たちが多

いところでは笑いで済んでしまう。 

ポピュリストが危ないと思うのは、そういう

ところでもあるわけですね。つまり、具体的に

女性と男性の賃金の水準の同一化を目指す議

論は、一人一人の労働者の具体的な利益にかか

わる問題で、インタレストにかかわる問題。イ

ンタレストの問題としてやるよりも、自分はこ

の問題についての専門家だ、理解しているとい

うことを、そういう下卑た言い方でやることに

よって、かえってインタレストをめぐる真剣な

論議だとか、それをなくすところがある。 

ポピュリズムというのは、多かれ少なかれ、

移民問題でもそうですね。移民問題でも、国境

に壁をつくって、誰が払うんだ、メキシコ政府

が払うんだ、というようなことを全員が言うわ

けですよね。「Who pay they?」と言ったら、

「Mexican government 」というふうにみんな

が答えるわけですよ。 

それは問題を解決しようとしているのでは

ないわけですね。それが女性の問題についても

非常に大きな問題だし、それから、私はその点

では――クリントン夫人は私と同年代なんで

すね。同じ年の生まれでね。新聞記者の中のか

なり右派的な人たちと 90 年代からずっと、ク

リントンはいいか、悪いかというので争ってき

て、私はやっぱり、クリントン夫人は日本の女

性たちだとか女子学生に対する励ましの言葉

も非常に具体的で、クリントン夫人が来たとき

に学生と集会をやって、彼女が本当に自分が歩

んできた、成功した女性だという自信と、それ

から、夫のスキャンダルなんかもあって苦労し

たということもあるんでしょうけれども、非常

に具体的でエンカレジングなことを日本人の

学生にもおっしゃっていたので、非常に好感を

持ちました。 

それから、同世代だと、やっぱり 60 年代に

日本でまだ女性が大学に行くことがそんなに

当たり前ではなくて、ましてや社会に出て働く

ということも、それほど一般的ではなかったこ

ろに――それはアメリカでもそうだったと思

うんですね、60 年代ぐらいまでは。だから、

多分、オバマもそうだったし、前のクリントン

大統領もそうだったけれども、おそらく女性の

問題については、女性のイコールライツについ

ては、彼らが大統領になることによって非常に

大きく変わるだろうなと思いますけれどもね。 

オバマが大統領になることによって、黒人が

大統領になるのは可能性の問題ではなくて、実

際にそれがあったという歴史的な記録になっ

たわけですから、それと同じことが女性の大統

領についてもあるだろうと思いますね。ポピュ

リスト的な議論ではなくて、具体的な女性の日

常的な職業生活だとか、家庭生活のインタレス

トの問題として、きちっと論じるような言葉を

探していかなければいけないだろうなと思い

ます。 

司会 先生のヒラリー・クリントン論は、じ

っくり伺いたいなと思うんですが、次の質問に。 

 

オバマはソーシャルメディアをうまく使った 

 

質問 メディアとポピュリズムについて伺

います。私自身も 2年前まで大阪市役所担当の

記者で、ジャパニーズポピュリストと言われる

市長（編注：橋下徹 前大阪市長）を取材して

いました。当時感じたのは、忠実に報じようと

すればするほど、親橋下派からも反橋下派から

もメディアが批判される。アメリカに目を移す

と、例えばケーブル局、ＦＯＸを中心にかなり

振り切れた報道をする。報道が持つ影響、もし

くは、トランプがツイッターで直接、報道を通

さずに話しかけてしまう状況もできています

が、そういったもののポピュリズムに与える影

響、その中でジャーナリズムはどういう立ち位

置をとっていくべきとお考えでしょうか。 
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古矢 いや、ジャーナリズムの問題について

は、お考えいただくのは、私ではなくて、皆さ

んだろうと思うんだけれども、やっぱりそれは

非常に深刻な問題だと思いますね、ポピュリズ

ムというのは。 

つまり、ネットのうえでの言説というか、主

張は、言い放しが多いですよね。それは、ネッ

トというメディアの基本的な特性でもあるか

ら、言い放しの話が多くなる、これからどんど

んふえていくというのは、防ぎようがないわけ

ですよね。 

そうすると、新聞のようなかたいメディアは

一体何ができるか。柔らかい、流動的で洪水の

ように言葉が流れていく空間の中で、新聞の仕

事をしていくことにどんな意味があるかとい

うことは、やっぱりお考えいただく以外なくて、

私にはとてもではないけれども、その問題はお

答えしようがないですね。 

メディアを利用するという点になれば、ティ

ーパーティーというのが、逆に草の根の運動を

組織するのに非常にクリエーティブな役割を

果たし得ることを示しているんですね。ティー

パーティーのメッセージの内容とは別で、一番

よくメディアを使ったのは、多分、オバマ大統

領ですよね。オバマがメディアを、いまのネッ

トをどういうふうに利用し、どこまで利用可能

と考えているか。 

彼はそういうところも非常によくわかって

いて、クリントンみたいなうっかりしたところ

はないのではないか。私的メールで何とかとい

うことは、多分、オバマにはないだろうと思い

ます。それで、オバマのほうがクリントンより

もソーシャルメディアみたいなものを非常に

うまく使って、実際に 08年、12年の選挙でオ

バマのメディア戦略が成功しなければ、あれだ

け若い人がつくということもなかっただろう

し。だから、具体的な政治家が一体どこまでネ

ット的なメディアの限界を押さえているかと

いうことを、報道の人がしっかりつかまえて報

じてくれれば、ああ、こういうメディアからは

あまりガセなネタは出てこないなとか、そうい

うことがわかってくるのだろうと思うんです

ね。 

政治家というのは、新聞社は誤報を出せば、

後で謝ればいいけれども――そうではないで

すか。そうではないでしょうね（笑）――政治家

はやっぱり致命的ですから。誤報が出てしまっ

たことが非常に致命的になるから、後でいくら

焦ってもだめですよね。だから、政治家のほう

が私はソーシャルメディアを使うときの使い

方に神経質だし、慎重だろうと思うんです。 

政治家について、ネットの使い方ランキング

みたいなものを出してくれればいいですね。こ

ういう人はこういう使い方をしているとか。そ

ういうのはわからないんですか。わかるのでは

ないでしょうかね。 

何かトランプが「インターネットを使ってＩ

Ｓが若者をリクルートして困る、あれをとめて

しまえばいいんだ」と言って、「どうやってと

めるか、わかっているのかな」と反論で出てい

たけれども、まさに非常に素朴な誤りですよね。

間違いだし、大きな誤解を生むような発言をす

ることによって、彼のメディア理解が、オバマ

のメディア理解とは随分レベルが違うなとい

うことがわかる。 

やっぱりはさみは使いようであって、メディ

アをうまく利用して、具体的な政治問題につい

て具体的な討論を、熟議を促すことのできるよ

うな政治家もいれば、あおっていくだけの政治

家もいるだろうから、その辺をきちっと報道す

ることがかたいメディアの役割なのではない

でしょうか。そこにしか、そういうのをみるこ

とができないから。 

 

コーカス（党員集会）はアメリカ政治の原点 

 

質問 プライマリーとコーカスといいます

けれども、党員集会が日本ではあまりない制度

だと思うんですが、これは歴史的にどういうよ

うな経緯でアメリカの政治の中で生まれてき

たんでしょうか。もう一つ、いまはやはり転換

期なんですか。転換期の意味について教えてい

ただければと思います。 

古矢 コーカスは、政治の原点といえば原点

で、大体 19 世紀に、アメリカでジャクソニア

ンデモクラシーのころに、民衆の普通選挙がほ
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ぼ全国的に――全国的にといっても、あの当時

はまだミシシッピー川ぐらいまでですけれど

も――展開されるようになったときに、西部に

行けば行くほど道路網も悪いし、交通機関もな

いんですね。そうすると、コミュニティが開拓

地の中に散在している。そのコミュニティで意

見を聴取する。それで、集まるのに、例えば馬

車で 3日かかるとか、そういうところの人たち

が一堂に会して、自分たちの地域では誰を推す

かというようなことを議論する。そこから始ま

っているわけですね。 

あのころは、まだプライマリーというのはほ

とんどないと思います。ただ、その地域で自分

たちはこの人を大統領選挙人として送りたい

という人を出したり、アメリカの場合は、セン

サスが非常にしっかりしていますから、10 年

ごとにセンサスでどこにどれだけの人間がい

るということがわかるわけですから、それに基

づいて代議員を割り当てていくというやり方

は当時からあって、それを決めるのに具体的に、

例えば大きな家だとか、土地持ちの家だとか、

金持ちの屋敷だとかというところに集まると

いうのを普通にやっていたのだと思うんです

ね。それがプライマリーになった。 

政治はやっぱり開拓期は娯楽でしたね。つま

り、鉄砲の弾を撃たないと隣に通信ができない

ぐらい離れているようなところに開拓地の人

たちが住んでいて、有力政治家が遊説に来たり

すると、そこでみんながワーッと集まって、あ

の人の話がおもしろかったから、あの人を今度

われわれの候補にしようよ、みたいな話が日常

的に行われるような、そういう空間だったわけ

ですね。 

つまり、政治というものが、みんなが集まっ

て、リンゴ酒を飲んでバーベキューをやる、非

常にいいきっかけを与えていたということで

すね。巡回牧師なんかもそうでしょうけれども、

19 世紀に入ると、政治もそういう機能を果た

すようになって、そこから具体的には政党とい

う形が初めて出てくるわけで、政党は建国期の

ころはないわけですから、いまあるような形で

の政党はアメリカではなかったということで

すね。 

 

サッカー、ＩＳ・・・国家が国家たり得なくなる 

政治史の転換期 

 

それからもう一つ、転換期ですか。皆さん、

転換期、転換期と書いているじゃないですか

（笑）。私は、大体そういう転換期に呼び出さ

れる。何か転換期が 4年に一遍やってくるのか

なと思って……。転換期ですから、何かコメン

トしてください、みたいな話がそちらから来る

ので。 

私は幾つかの点で転換期だと思っています

けれどもね。 

つまり、一つは、エネルギー事情の変化です。

エネルギー事情は、アメリカはシェールガスが

出たことによって、中東政策が変わりましたか

らね。20 世紀の安い中東からの石油の海に浮

いていたアメリカの産業ではなくなってきて

いるということが一つあるし、それから、私は、

中国の台頭も、この 4年間で考えると、中国が

随分変わっているという印象があります。私は

素人だから、よくわかりませんけれども、中国

に対するアメリカの受けとめ方も違っている

ように思いますね。 

中国の台頭と、それから中東の混乱だけでも、

4年前の選挙とは随分違ってきて、ＩＳはどう

するんですかね。ああいう政治的ジカ熱みたい

な運動がこれからどんどん広がっていくと、そ

れはちょっと気味が悪い感じはしますね。 

つまり、それも人民像と関係しているように

思うんですよ。グローバリゼーションによって、

人民像がどこでも一元的に決めにくくなって

しまったところがあって、日本はかなり例外的

にそれを守っていますね、よしあしは別にして。 

ただ、この間のオリンピックサッカーはよか

ったですね。日本がフランスサッカーチーム並

みに風貌の違う若者をたくさん入れてやって

いたから。ラグビーもそうでしたけれどもね。

何か国家というものの人為性が非常にはっき

りわかるシチュエーションだった気がします。

それは、もうちょっと広い意味での政治的な大

きな転換点だろうと思います。国家が国家たり

得なくなっている。日本人という意識は残って



20 
 

いるけれども、実態はもう誰が日本人かわから

なくなってきている。 

そういうときに、ピープルという具体的な人

間たちを、象徴としての人民主権みたいなもの

で一つの国の中で抱え込んでおくのは、もうだ

めになってきている時代かな、という意味でも、

転換期かもしれませんね。 

つまり、国家というのは、もうちょっと何か

穏やかな形で、――1970 年代後半ぐらいに福

田歓一先生が、ＥＵという、新しい国家の変わ

り方があらわれてきたんだとおっしゃったこ

とがあって、ああ、なるほど、ああいう形で国

家と国家が横につながって、共通の問題を解決

しようとするときに、国家が崩れてくるんだな。 

ああいう話は先駆的でしたが、非常にのんき

ですね。ああいう形で国家はなくなると思って

いたんだけれども、日本もいずれ、ＥＵならぬ、

アジア共同体の中で、中国、韓国とも仲よくす

るようになるのかな、なんていうことを何とな

く考えていたんだけれども、そんな平和なもの

ではありませんでしたね。 

ＩＳみたいな形で、グズグズと内側から潰瘍

が広がっていくような格好で、国家は崩れてい

くというのは、ちょっとショッキングですね。

こういう事態は転換期としか言いようがない

気がします、政治史的に考えてくると。ウェス

トファリアで国家がつくられて以来の転換期

だという気もちょっとしますけれどもね。 

司会 大幅に時間をオーバーしましたけれ

ども、ピープルで始まり、最後は世界史の転換

点までお話を進めていただいて、大変ありがと

うございました。非常に勉強になった、すばら

しい研究会になりました。（拍手） 

どうもありがとうございました。 

文責・編集部 
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2016 年 2 月 5 日 

 

日本記者クラブ 

「変わるアメリカ 変わらないアメリカ 米大統領選」 

 

アメリカのポピュリスト政治――歴史と現状 
 

古矢 旬（北海商科大学） 

 

 

１．はじめに――問題視角 

2016 年大統領選挙の構図 

Bernie Sanders と Donald Trump――左右のポピュリスト？ 

ポピュリスト的言説が一定の説得力を発揮するのはなぜか？ 

ポピュリスト政治の限界 

     

２．ポピュリスト政治の起源と歴史的変容 

１）「人民」people――革命主体の形成 

「移民」という革命的行為 

信仰生活における教会的秩序の解体 

２）「人民主権」popular sovereignty――革命的概念の成立 

① 正統性根拠としての people――”We the people of the United States”【資料１】 

個人の自由と自律に基づく社会契約による統治 

主権を有する全体としての people と古代世界の demos との違い 

(難点１) people という集団は、具体的にいかに統治をなしうるのか 

(難点２) 誰が、何が people を構成するのか 

② 人民主権のアメリカ的実現形態 

  公職選挙と多数決主義(vote & majoritarianism)→(問題点) 多数≠一般意志 

1829～1880「州憲法会議の時代」（公開性の高い会議による頻繁な州憲法改定） 

    ③ 19世紀アメリカにおける people の歴史的内実 

自律性と独立性を有する sovereign atoms≒独立自営農民 

３）「大社会」の出現と人民の多元化と分断――人民主権空洞化の第一段階 

① 都市的アメリカの勃興→経済社会集団の多元化（＝階級社会の登場） 

② 新移民集団の到来→歴史・習慣・言語の分断による people の細分化 

③ Populist Party――改革か反動か 

  新しい産業社会の巨大組織、エリートとの対抗をとおしての人民主権の回復 
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３．２０世紀アメリカ政治とポピュリズム――人民主権空洞化の第二段階 

１）McCarthyism から共和党右派へ 

① 政治的特徴：適正手続きの軽視／市民的自由の蹂躙／反エリート主義／反知性

主義／陰謀論／排外主義／反共主義／反リベラリズム／反ニューディール 

② populism としての McCarthyism――50 年代保守的リベラル（！）の理解 

真の「保守主義」と「えせ保守主義」 

people の mass 化（個人としての自律的な方向感覚の喪失） 

好況期の地位政治(status politics)↔不況期の利益政治(interest politics)  

③ John Birch Society から新右翼へ――反福祉・反共・反リベラル 

  ２）「人種」と「人民」 

① George Wallace vs Martin L. King――隔離と統合 

② 新左翼のポピュリズム→南部黒人、第三世界の人民との「連帯」 

③ 80 年代以降の格差拡大社会をどう理解するか？→所得格差／乳幼児死亡率／

政治参加／健康水準／凶悪犯罪数／社会的流動性の縮減 

④ 没落する「人民」（≒「中産階級」）による新たなる人種主義の勃興 

→スケープゴートとしての人種、移民集団 

∵階級社会の克服を目指す社会民主主義的言説の不在【資料２】 

２）現代のポピュリズム問題 

① Tea Party＝「司令塔なき草の根運動・ポピュリズム」（細野豊樹）【資料３】 

                       →「非（脱）歴史的」人民像 

② 9・11 以後のポピュリズム→Trump 現象 

③ 二つの課題 

○ポピュリズムは、アメリカの内外に敵を仮想することなしに、多様な人民を

民主的参加へと動員することは可能か？ 

〇ポピュリズムは、既存の民主政治の濫用や失敗をネガティヴに突き回すだけ

でなく、より多様で寛容かつ平等な社会関係を、社会の末端から小規模な協同作

業を積み上げてゆくことによって実現しうるか？ 

 

４ おわりに――ポピュリスト的世界認識 

  アメリカ政治の永遠の課題：”We the people”とは？ 

people を実体化しそのアイデンティティを把握するための試み 

・巨大組織・巨大政府の抑圧体制と人民の抵抗という問題設定 

   ・人格類型による理想的人民像（national type）の抽出 

     Ex. Common Man、ミリシア、独立自営農民、内部指向（⇄他人指向）、 

中産階級アメリカ人 

   ⇄people の永続的多元化・分極化（←open society） 
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【引用資料】 

【資料１】 

＊「連邦派は、・・・主権の原理を否定するのではなく、人民全体に主権の所在を移動

させ・・・そうする過程で、かれらは、政府と社会との関係についてまったく新しい

思考方法を編み出した。・・・いまや、アメリカは、この主権、すなわち、法制定の最

終的な権力を政府の機関から人民全体へと事実上移動させていた。・・・アメリカの人

びとは、どれか一つの政治機関にたいして、いやすべての政治機関にたいして、自分

たちの完全かつ最終的な主権的権力を譲り渡しはしなかったのである。・・・連邦派は、

すべての主権は人民に存すると主張することによって、･･･政府は人民の一時的かつ限

定的な代理人にすぎないと・・・主張していたのである。もはや、邦政府や連邦政府

のいかなる部分も、・・・人民を完全には代表していない。」（ゴードン・S・ウッド、

中野勝郎訳、『アメリカ独立革命』、岩波書店、2016年、193-195） 

 

【資料２】 

「〔二〇〇九年の十月、ニューヨークでの私の講演のさい〕最初に質問してくれたのは

十二歳の男子生徒でした。・・・質問者はずばり要点を突いてきました。――「分かり

ました。そこで日常ベースで、こうした問題について会話したり議論したりして、社

会主義という言葉が出てくると、なんだか会話にレンガが落ちてきたみたいで、話を

ちゃんとした形にもどせなくなってしまうのです。会話を元にもどすには、どうすれ

ばいいとお考えですか？」・・・社会主義への言及は今日でも、ヨーロッパでの討論で

当惑した沈黙をつくり出すことはありませんし、ラテンアメリカでも世界の他の多く

の場所でも、それは同じです。これこそアメリカ独特の反応です。そしてこの質問者

は、アメリカの子供として急所を押さえていたのです。ここアメリカでの公共政策論

議の方向を変える試みの一つは、何であれ「社会主義」の気味のあるもの、あるいは

そのブラシでくりたくられる可能性のあるものに対する、深く沁み込んだ疑いの念の

克服です。・・・しかし、「社会主義」と「社会民主主義」とのあいだには、重要な違

いがあります。社会主義は全容的変化の問題でした。資本主義を廃絶して、完全に異

なる生産と所有のシステムに立脚した後景政治体制を実現することでした。社会民主

主義は、これと違って、一つの妥協でした。その意味は、資本主義――および議会制

民主主義――を枠組として受け入れ、その中で、これまでなおざりにされてきた国民

大衆という大規模社会層の利益を守っていこう、というのです。」（トニー・ジャット、

森本醇訳、『荒廃する世界のなかで――これからの「社会民主主義」を語ろう』、みす

ず書房、2010年、247-249） 
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【資料３】 

・・・Given the wide range of demographic characteristics of those who self-identify 

as part of the Tea Party movement, what, if anything, binds this group together? 

Although there are certainly a wide range of issues important to the Tea Party 

groups scattered across the country, there appear to be three core principles shared 

by all of them, which are unique and essential to American identity: (1) limited 

government—protecting and defending the idea that the federal government 

possesses only those powers enumerated in the Constitution; (2) unapologetic U.S. 

sovereignty—protecting and defending America’s borders and independent position 

in the world; and (3) constitutional originalism—interpreting the Constitution in a 

manner consistent with the meaning ascribed by those who wrote and ratified the 

text. (Elizabeth Price Foley, The Tea Party: Three Principles (New York: Cambridge 

University Press, 2012), 19) 

 

 

 

 


