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１

（出所）学校教科書用の「標準高等地図」を引用 2017.5

２

（出所）コトバンク南北戦争

2

https://kotobank.jp/word/を引用

2017.5

３

連邦最高裁判所 判事構成当初 7 名、1869 年 2 名追加し 9 名となり現在に至る。
（出所）twilog.org › @Kenichi_Tanabe1 を引用 2017.5

４

議院内閣制と大統領制
（出所）公民 15 課 ＜現代の政治＞議員内閣制と大統領制より引用
http://aiueo.ws/sougou/koumin/q15.html

現代の国家では，議院内閣制や大統領制を採用しているところが多い。この二つの
制度では、「三権分立」についての運用の仕方が違う。ここでいう「三権」というの
は、モンテスキュー以来の「立法権」
（＝議会／議院／国会が担当）、
「行政権」
（＝内
閣／大統領府が担当）
、「司法権」（裁判所が担当）の、三つの権力のことである。
「議院内閣制」の場合、「行政権と立法権が不完全に独立している。」と言われる。
内閣は議会の信任にもとづいて構成される。また、内閣のほうは議会に対して連帯的
な責任を負うという制度である。先進国の中では、イギリスや日本などが、この制度
を採用している。日本の場合，首相（総理大臣）は、国家の指導者であると同時に、
それまでどおりに一議員でもある。
一方、「大統領制」は、行政権と立法権が完全に独立した形態といわれている。ア
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メリカ合衆国が代表的な国である。しかし、大統領制にもさまざまな種類や形態があ
る。「アメリカ型」の大統領制や「フランス型」の大統領制など。
特にアメリカの場合、行政の首長としての大統領が絶大な権限を持つ。国民に直接
的に（実際は間接的に）選ばれた大統領が、議会や裁判所と一定の距離を置いていて、
身分的にも独立しているのが特徴である。また、アメリカ大統領は議会に議席を持っ
ていない。議会の解散権は持たないが、法案の拒否権を持っている。
「フランス型」の場合、大統領が国家元首であり、首相を任命する権限を持ってい
る。平常時には首相と内閣に議会への対応や内政を任せ、大統領自身は外交的な方面
に努めるといったような役割分担が行われる場合が多い。もちろん，首相のほうが外
交的な活動を多く受け持つ国もある。フランス型の国は、そのほかにドイツやロシア
などがある。
日本の議院内閣制は、立法府である国会が、行政府（＝内閣）に対して、総理大臣
の指名や内閣不信任案の議決などの権限を持つ。反対に，内閣は、国会召集の決定を
したり、衆議院の解散を決めたりする権限を持っている。内閣不信任決議案が可決し
た場合、内閣が総辞職すると同時に，対抗措置的に衆議院を解散する例が多い。
なお、衆議院が解散した場合、解散の日から 40 日以内に選挙を行い、総選挙の日
から 30 日以内に特別国会を招集することになっている。内閣の役割は，主に行政権
を担当することである。つまり、国会が決めた法律・予算に従い、これを執行するこ
とである。そのほかの内閣の権限・役目には，条約の締結などの外交上の処理、予算
案作成と国会への提出、政令の制定、最高裁長官や裁判官の任命、天皇の国事行為へ
の助言と承認などがある。
また、首相（＝内閣総理大臣）の権限・役目には、国務大臣を任命したり辞めさせ
たりすること、議案の国会提出、一般国務・外交の国会報告、行政各部門の指揮・監
督などがある。
議院内閣制

大統領制

選出方法
首相は議員の中から議会が選出 国民の直接選挙
（民主主義的観点）
議会との関係

大臣は議員の中から選出、
議会出席発言権なし

議員との兼職禁止、
議会出席発言義務あり

議会との関係が
破たんした場合

不信任か解散

不信任も解散もなし

権力分立との関係

緩やかな分離
（議会とは信託と責任）

厳格な分離

（出所）議院内閣制と大統領制の対比を引用
http://kenpou-jp.norio-de.com/giinnaikaku-daitoryo/
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５

アメリカ合衆国の主な戦争の歴史

１５０７ ドイツ人ワルトゼミューラー、アメリゴ・ヴェスプッチの名をとりアメリカ（大陸）
と名づける。
１６７５ フィリップ王戦争勃発、この戦争によりニューイングランド地方の先住民、ほぼ制
圧される。
１６７６ ヴァージニアでベーコンらの反乱。
１６７７ ～ ８０ カロライナでカルベバーの反乱。
１６８９ ～ ８０ ボストン市民、名誉革命に呼応､アンドロス総督らを本国に追放。
ニューヨークでライスラーの反乱（ ～ ９１）
１７１１ ～ １３ カロライナ植民地、先住民タスカローラ族と戦争。
１７２０ 英仏、この頃からエリー湖、オンタリオ湖周辺に砦を築き、互いに勢力拡大を狙う。
１７５３ ペンシルベニアとヴァージニア、内陸部でフランス勢力と衝突。
１７５４ ～ ６３ ヴァージニア植民地軍、五大湖周辺でフランス軍と交戦、
北アメリカ大陸でのフレンチ・インデイアン戦争始まる。
１７６３ オタワ族のポンテイアック、蜂起。
１７７３ ボストン茶会事件。
１７７５ レキシントン・コンコードで戦争、独立戦争始まる。
１７７７ サラトガの戦い。
１７８１ ヨークタウンの戦い。アメリカ大陸軍勝利。
１７９４ 北部オハイオ、フォールン・テインバーズの戦闘で、北西部先住民諸族敗北。
１８１２ 対英宣戦布告。
１８１４ ジャクソン、南部先住民との戦いでクリーク族を決定的に破る。
イギリス軍、首都に侵攻、ワシントン炎上。
１８１５ ニューオーリンズの戦いでイギリス軍に大勝。
１８３２ 北部先住民部族とのブラック・ホーク戦争。
１８３６ テキサス共和国独立宣言。アラモの戦い。
１８３８ 先住民チェロキー族の強制移住開始（涙の道）。
１８４５ テキサスを併合。
１８４６ メキシコに宣戦、米墨戦争始まる。
１８４７ アメリカ軍、メキシコシテイを占領。
１８６１ ～ ６５ 南北戦争。
１８８６ アパッチ族長ジェロニモ逮捕。対先住民戦争事実上終結。
１８９８ 米西戦争始まる。
米議会、ハワイ併合を決定。
１８９９ ～ １９０２ アメリカ・フィリピン戦争。
１９０３ ローズベルト、コロンビアに対するパナマ住民の独立運動支援を名目に、軍艦派遣
を指示。
１９１２ ニカラグアに海兵隊を派遣。
１９１４ メキシコに海兵隊派遣し、ヴェラクルスを占領。
１９１５ ハイチに海兵隊派遣。
１９１６ メキシコに進軍。 ドミニカに海兵隊派遣。
１９１７ 対独宣戦布告。
１９１８ シベリア出兵。
１９２６ ニカラグアに海兵隊派遣。
１９４１ 第２次世界大戦に全面参戦。
１９４５ ニューメキシコ州アラモゴルドで初の原爆実験成功。
広島に原爆投下。 長崎に原爆投下。
１９５０ 朝鮮戦争始まる。
アンザス条約調印。日米安全保障条約調印。
１９５２ 最初の水爆実験成功。
１９５５ 南ヴェトナムに軍事顧問団派遣。
１９５８ レバノンに海兵隊派遣。
１９６２ キューバ危機。
１９６４ 米議会、トンキン湾決議。
１９６５ 北ヴェトナムへの北爆本格化。 地上軍を投入。 ドミニカに海兵隊派遣。
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１９７０
１９７１
１９８３
１９８６
１９８９
１９９０
１９９１
１９９２
１９９４
１９９６
１９９９
２００１

アメリカ軍、カンボジャ侵攻。
ヴェトナム戦争、ラオスにも拡大。
グレナダ侵攻。
リビアのトリポリなどを爆撃。
パナマに侵攻。
イラクのクウェート占領に対し、サウジアラビアに派兵。
湾岸戦争。
ソマリア派兵。
ＮＡＴＯ、旧ユーゴ内戦に介入、空爆を行う。
イラクに対し空爆。
ＮＡＴＯ軍、コソボ空爆。
米同時テロへの報復として、米、英と共にアフガニスタン空爆。

地上軍

（出所）「アメリカ合衆国の戦争の歴史」を引用
http://machidaheiwa.fc2web.com/tokushyuu/1war/us-history.html

「アメリカの戦争と外交政策」ウイキペディアフリー百科事典によるアメリカの戦争回数
・対英独立戦争以前に、植民地形成のためにインディアンと間で行った戦争は 16 回
・独立戦争、南北戦争、対墨（メキシコ）戦争、インディアン制圧を合わせた戦争は 46 回
・このうちインディアンとの間で行った戦争は 59 回にのぼる。インディアンの土地に白人が侵
入して紛争が生じて連邦政府とインディアン部族間で和平協定を締結した。しかし、この協定を
連邦政府側がことごとく破って戦争になり、連邦政府側がインディアンを制圧して彼らの土地を
奪った。
第二次世界大戦終結まで（1898 ～ 1945） 15 回
冷戦期（1950 ～1 989） 13 回
冷戦後（1991 ～ 2011） 18 回

６

アレクシ・ド・トリヴェルとは
アレクシ・ド・トクヴィル（1805－1859）は、フランス人の政治思想家・法律

家・政治家。裁判官からキャリアをスタートさせ、国会議員から外務大臣まで務め、
３つの国権（司法・行政・立法）全てに携わった。
ノルマンディー地方コタンタン出身。生家は旧貴族にして軍人・大地主という由緒
ある家柄だったものの、フランス革命の際に主な家族や親戚の多くが処刑されたこと
から、リベラル思想について研究を行っていた。
３０歳の時、1848 年の二月革命の際には革命政府の議員となり、更に翌年にはバ
ロー内閣の外相として対外問題の解決に尽力した。彼の政治的手腕はなかなか鮮やか
なものであったが、1851 年、ルイ＝ナポレオン（後のナポレオン 3 世）のクーデタ
ーに巻き込まれて逮捕され、政界を退くことになる。その後は著述及び研究に没頭す
る日々を送り、二月革命期を描いた『回想録』と『旧体制と大革命』を残した。
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ジャクソン大統領時代のアメリカに渡り、諸地方を９ｹ月間旅行（1831.4 ～ 1832.2）
して自由・平等を追求する新たな価値観をもとに生きる人々の様子を克明に記述し、
その成果を次の著作にまとめ出版した。
『アメリカのデモクラシー』第一巻上下 1835.1、第二巻上下 1885.4
思想・哲学
特に第一巻は、当時近代民主主義思想啓蒙のベストセラーになり、トリヴェルの名
を世間に知らしめた。現在でも著名政治家の演説でこの文章の一部を引用している。
アメリカの歴史及び民主主義の歴史を学ぶ際には、欠かせない教科書の一つとってお
り、日本では福澤諭吉がこれを紹介している。
彼は著作の中で、当時のアメリカは近代社会の最先端を突き進んでいると見なし、
新時代の先駆的役割を担うことになるであろうと考えた。だが同時に、その先には経
済と世論の腐敗した混乱の時代が待ち受けているとも予言している。さらに民主政治
とは「多数派(の世論)による専制政治」だと断じ、その多数派世論を構築するのは新
聞、今で言うところのマスコミではないかと考えた。現代のメディアの台頭と民主主
義政治との密接な関わり合いをいち早く予想していたのである。彼は大衆世論の腐
敗・混乱に伴う社会の混乱を解決するには宗教者や学識者、長老政治家などいわゆる
「知識人」の存在が重要であると考えており、民主政治は大衆の教養水準や生活水準
に大きく左右されることを改めて述べている。
名言
・道徳の支配なくして自由の支配を打ち立てることは出来ない。信仰なくして道徳に
根を張らすことは出来ない（『アメリカのデモクラシー』序文） 。
・平等と専制が結合することになれば、心情と知性の一般的水準は低下の一途をたど
るだろう。
・生きて活動し生産するものは全て、どんなに新しく見えても、新しさの背後には古
い起源を有しているものである。
「アレクシ・ド・トリヴェル」ウイキペディアフリー百科事典より一部加筆して引用

７

トランプの「ジャクソン主義」について

トランプ氏はジャクソン大統領の再来」を解説する上で、簡潔にして要を得たる国
際政治学者篠田英朗氏の文章をウエブサイトにて発見したので、次に参考に引用する。
トランプ大統領については、「ポピュリズム」「内向き志向」「孤立主義」などのネ
ガティブな単語で、その政治傾向を特徴づけるやり方が一般的であるように見える。
確かに、トランプ大統領を「リベラル／保守」のような既存のイデオロギー体系にあ
てはめて捉えるやり方は、要領を得ない。だがトランプという人物の特異性のみを強
調する姿勢は、決して分析的な態度とは言えない。
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大統領が時代の政治思想を代表する度合いが強いアメリカでは、大統領のような有
力政治家の名前になぞらえて政治思想の傾向を表現するやり方が一般的によく見ら
れる。私自身は、早い段階でトランプはアンドリュー・ジャクソンと重ね合わせるの
が当然だと言ってきたが（拙稿：現代ビジネス）、日本国内で尊敬するアメリカ憲法
思想史の権威である A 先生ともその点で意気投合したことが自信にはなっている。そ
う思っていたら、
『Foreign Affairs』のウェブサイトにおいてウォルター・ラッセル・
ミード（Walter Russell Mead）が『The Jacksonian Revolt』という文章を投稿して
いるのを発見した。
ミードは『Foreign Affairs』なども含めて活発な著述活動を行っている有名人で、
著作の邦訳では『神と黄金―イギリス、アメリカはなぜ近現代世界を支配できたのか』
（青灯社、2014 年）という興味深い書もある。ミードはその歯切れのよい文章で、
まずグローバリストのアメリカ外交政策の伝統として経済重視の「ハミルトン主義」
（「建国の父」の一人であるアレクサンダー・ハミルトンが想起されるのはオバマの
経済政策の説明などでハミルトンの名前が援用されたりしたからだろう）と価値重視
の「ウィルソン主義」（国際連盟の生みの親であるウッドロー・ウィルソンの伝統）
を描写する。その上で、第二次世界大戦よりも前の伝統としては、「ジェファーソン
主義」と「ジャクソン主義」があったことを指摘する。
独立宣言の起草者として名高いトマス・ジェファーソンの名前が参照されるのは、
対外的な関与の度合いを慎重に控えめに計算していく外交政策の伝統についてであ
る。これに対して「ジャクソニアン・デモクラシー」運動とともに歴史に刻まれてい
る第 7 代合衆国大統領アンドリュー・ジャクソンは、国内の大衆運動と連動した政治
思想を代表する。ミードは、トランプが体現しているのは、「ジャクソン主義」のア
メリカの政治思想の伝統であると診断するわけである。
ミードによれば、「ジャクソン主義」の特徴は、エスタブリシュメント層や啓蒙的
知識人層ではなく、アメリカ人民の国民国家を基盤にしている点にある。「ジャクソ
ン主義」にしたがえば、アメリカの例外主義とは、普遍的な価値のアピールではなく、
アメリカ市民個々人の平等と尊厳への並外れたコミットメントによって、特徴づけら
れるものである。「ジャクソン主義」によれば、合衆国政府の役割は、国内のアメリ
カ人民の物理的な安全と経済的な安寧を世話することによって、国家の運命を成就さ
せることにある。
確かに日本の高校の教科書を読めば、19 世紀のアメリカは、
「孤立主義」と定義さ
れる「モンロー主義」の時代だと書かれている。そこで日本人はせっせと高校の教科
書を丸暗記し、「伝統的なアメリカの外交政策」＝「モンロー主義」＝「孤立主義」
＝「弱くて牧歌的で内向きのアメリカ」と覚えていく。日本社会の恐ろしい特徴の一

8

つだが、10 代に受験勉強で覚えた知識を絶対真理として振りかざす人々があまりに
多い。私よりも相当に年上のかなり年配の方でも、高校時代に覚えた世界史の教科書
を思い出しながら、アメリカの歴史を語るような人が多い。＜もっともこの問題は根
が深い問題ではある。1930 年代にヒトラーは「ドイツのモンロー主義」を語り、大
日本帝国時代の日本人は「東アジアのモンロー主義」を語っていたことは、日本では
あまりよく検討されていない問題だ。＞
しかし「モンロー・ドクトリン」時代のアメリカが、特にその「ジャクソン主義」
部分が、およそ「孤立主義」といった単語で表現するべきものではないことは、私は
繰り返し述べてきたことだ。「孤立」とは、ヨーロッパ中心主義の視点に立った場合
に初めて意味を持つ捉え方であり、つまり当時のアメリカがヨーロッパの勢力均衡外
交に沿ったヨーロッパ諸国の同盟政策には加担しない宣言をした、ということを指す
だけだ。アメリカが「孤立主義」外交を取っていた、というのは、第一次世界大戦後
のヨーロッパ人が国際連盟に加入しなかったアメリカを揶揄する際に用いた言い方
だと言ってよい。仮に 19 世紀のアメリカが「孤立主義」的だったとすれば、それは
19 世紀に国力の絶頂期にあった大英帝国のイギリスが、ヨーロッパ大陸諸国と同盟
を結ばない「栄光ある孤立」政策をとっていたと描写する場合と、基本的には同じ意
味においてであろう。
18 世紀にわずか人口 200 万人程度の大西洋岸の狭い地域に住む人々の寄せ集めで
しかなかったアメリカ合衆国は、ヨーロッパ列強による西半球「新世界」への介入を
拒絶する「モンロー大統領の宣言」を出した 19 世紀前半には、すでに急速な拡張を
開始していた。ネイティブ・インディアンを虐殺し、強制移住させ、開拓者を入植さ
せ、ヨーロッパ諸国から領土を次々と獲得し、1848 年にメキシコに戦争を仕掛けて
テキサス、ニューメキシコ、カリフォルニアなどの南部諸州を割譲させた。日本に黒
船を送ったのはその直後だが、南北戦争から反乱を起こした南部諸州を軍事占領統治
した時代の後には、さらに太平洋に進出し、ハワイなどを併合し、フィリピンを植民
地化した。
これらはすべて「明白な運命（Manifest Destiny）」論と呼ばれる特異なアメリカ
例外主義思想を基盤にした一連の流れと考えるべきものであり、その背景には「ジャ
クソン主義」が存在している。ちなみに「ジャクソニアン」といった言い方は、アメ
リカの政治思想の専門書では普通に使う言葉であり、ミードの発明ではない。カルフ
ォルニア獲得までは「孤立主義」のアメリカだが、フィリピン植民地化は「帝国主義」
のアメリカだ、といった区分けは、アメリカ政治思想の伝統それ自体に即した言い方
ではない。
＜ちなみに日本では政治思想や法思想の学会が戦前からの極度なヨーロッパ中心
主義の伝統を持っており、欧米中心主義的ですらない、つまりアメリカの政治思想の
研究はほとんど行われていない。＞
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ただし「ジャクソン主義」の本質は領土の拡張ではなく、トランプ大統領が領土拡
張政策をとるということではない。ただアメリカの伝統的な価値観に基づいた「一般
大衆」を基盤にした苛烈な政策をとると言う点において、「ジャクソン主義」の色が
見られるということだ。
トランプ大統領が特異な政治思想を持ち、大胆な政策をとるだろうことは、われわ
れにとって大きな問題だ。しかしそれを彼個人の嗜好性にだけ還元することは、危険
である。少なくとも分析をする際には、ヨーロッパ中心主義的な色眼鏡を捨てて、ア
メリカの政治思想それ自体の伝統を思い直してみたりする態度が必要だ。
「平和構築」を専門とする国際政治学者篠田英朗（東京外国語大学教授）のブログを引用
http://shinodahideaki.blog.jp/archives/13232921.html2017.02.05

８
大統領
の任期
政治経
験
時代

社会の
格差
加盟州
の増加

出身と
支持基
盤

ジャクソン大統領とトランプ大統領

両時代の政治経済の比較

ジャクソン大統領
トランプ大統領
（1829－1837）民主党
（2017－）共和党
ﾄﾘｳﾞｪﾙはｱﾒﾘｶ旅行中（1831.4～1832.2）にｼﾞ
ｬｸｿﾝ大統領に面会。
1825 年、ﾃﾈｼｰ州議会の連邦上院議員に選出 なし。ﾋﾞｼﾞﾈｽ界出身のため、政治もﾋﾞｼﾞﾈｽ手法
された。
で行おうとしているかのようだ。
市民革命の世紀
ｱﾒﾘｶ一強から多極化の時代へ
1786 年ｱﾒﾘｶ独立宣言（ｱﾒﾘｶ革命）の 43 年後、 1989 年ﾍﾞﾙﾘﾝの壁崩壊後、米ソ 2 極対立時代か
1789 年ﾌﾗﾝｽ革命の 40 年後
らｱﾒﾘｶ一強時代に、現在中国が台頭して多極化
時代に突入。
全産業が勃興し商工業者(ﾌﾞﾙｼﾞｮﾜｼﾞｰ)が台
金融自由化・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ化により、海外への工場
頭し、中産階級が大半を占めた。
移転が進み、国内産業が空洞化。中産階級が減
り、貧富の格差が極限化。
ｱﾒﾘｶ独立当時は 13 州。独立戦争後、割譲、 「州」にあたる英語はｽﾃｰﾄ（state）
、国を意味
買収、併合を経てｼﾞｬｸｿﾝ時代は 31 州、
（ﾄｸｳﾞ する。現在は 50 州。
ｨﾙ渡米中は 24 州）
。1860 年代の南北戦争後
に 46 州、1890 年代にﾌﾛﾝﾃｨｱがなくなり、現
在に至る。
1829 年、ｱﾒﾘｶ合衆国大統領となったｼﾞｬｸｿﾝ ﾄﾞｲﾂから移住してﾆｭｰﾖｰｸで不動産開発を営む
は、それまでの大統領のように東部の産業資 裕福な両親のもとに生まれた。自身は大学を卒
本家、金融資本家などの富裕な層の出身では 業後、父の不動産会社に入社、その後父より会
なく、西部の貧しい家に生まれ、米英戦争や 社の経営権を与えられた。
対ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ戦争で軍人として知られるように 以来、ﾄﾗﾝﾌﾟはﾎﾃﾙ、ｶｼﾞﾉ、ｺﾞﾙﾌｺｰｽその他の不
なった人物。
動産を建設したが、地価上昇とｼﾞｬﾝｸ債の流行
西部開拓を進める農民・産業革命で増加した によりﾄﾗﾝﾌﾟをふくむ多くの実業家を無理な経
労働者などが支持基盤。彼ら大衆の利益を優 営に走らせた。幾度となく破産・再建を繰り返
先する政策をかかげて大統領に当選。前年に し、今日に財を成した不動産王。
支持基盤を代表する政党として民主党を新
支持基盤について、当初からトランプを支持し
たに結成。
てきた「民主党的」政策を求める支持者と、選
挙戦終盤から勝ち馬に乗った「共和党本流」の
支持者間に、深刻な矛盾がある。すわなち、前
者は大きな政府を志向し、後者は小さな政府を
志向する。
中世貴族の経済基盤は、長子相続による土地所
有にあった。現在資本主義経済が究極の金融資
本主義経済となり、ﾀｯｸｽﾍﾌﾞﾝにより国境の境を
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政治信
条

人口

国力

情報伝
達手段

大統領
制

デモク
ラシー
の定着

すり抜ける超富豪が生まれ、世界の富を占有し
ている。ﾄﾗﾝﾌﾟ氏も莫大な貨幣を所有する現代
貴族の一人だ。
彼らのそれぞれの共同体(ｺﾐｭﾆﾃｨ)における
1987 年以前と 2001 年～2009 年にかけては民主
独立心、自立心、平等主義を政治信条とする。 党員であり、同党のｸﾘﾝﾄﾝ元大統領夫妻に献金
いわば「草の根民主主義」とも称される。
をしていた。また 1999 年～2001 年までの間、
中でも「自立心」を最も尊ぶ。それが「ｲﾝﾃﾞ ｱﾒﾘｶ合衆国改革党にも所属していた。2000 年
ｨｱﾝから獲得した土地や、その後に築きあげ に大統領選には同党から立候補しようとした
た財産を銃を持って自力で自分で守るのは
が結局断念。その後共和党に入党し、2015 年
当然権利」とする、ｱﾒﾘｶの特異な銃肯定社会 に大統領選に出馬を表明。
の歴史的風土を形成の要因となる。
政策的主張は共和党の主流派とは大きく異な
っており、その政治姿勢は大衆の不満を巧みに
取り入れ、政敵を徹底的に罵倒する大衆迎合主
義（ﾎﾟﾋﾟｭﾘｽﾞﾑ）を持ち身とする。
政治信条は不明。
1790 年代 約 400 万人
2016 年現在約 3.231 億人
1820 年代 約 1.0 千万人
1830 年代 約 1.3 千万人
1820 年現在名目 GDP124 億 US ﾄﾞﾙ
2015 年現在名目 GDP18.56 兆 US ﾄﾞﾙ
ｱｸﾞｻｽ･ﾏﾃﾞｨｿﾝ「世界経済の成長史」より引用 一次産業(農林水産) 1.1%
当時ｱﾒﾘｶの南北対立が顕著になった。
二次産業(鉱業、電力を含む) 19.5%
自立した北部／船や製材、皮革、海運業、漁 三次産業(通信や金融、小売などサービス関連)
業、穀物栽培を中心とする農業や商業など、 79.4%
さまざまな産業が興隆してきた。
(世界経済のﾈﾀ帳より引用)
ｲｷﾞﾘｽに依存した南部／ｲｷﾞﾘｽの繊維産業の
http://ecodb.net/country/US/imf_gdp.html
原料となる綿花栽培に特化した産業構造。
新聞、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの発行に限られていた。娯楽 既存の新聞・ﾃﾚﾋﾞなどのﾏｽﾒﾃﾞｨｱを敵視し、大
の少ない時代であったため、大衆は政治談議 衆に瞬時に伝わるﾂｲｯﾀｰを多用して一方的な主
を好み、多数の政治結社をつくられ、政治演 張を垂れ流す手法を得意とする。その中には誤
説会も多く開かれた。
ったものが多数含まれているといわれる。
ｱﾒﾘｶ大統領は、国民の直接選挙によって大統領に選ばれ、行政の首長として絶大な権限を持
つ。選挙により大統領が交代すると、国の統治を行う国家権力の移行が行われる。
17 世紀のﾖｰﾛｯﾊﾟでは、ﾃﾞﾓｸﾗｼｰの名の下にｲｷﾞﾘｽの清教徒(ﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ)革命、名誉革が起きて王
政が倒され、一時共和政に移行した。それ以来、ﾃﾞﾓｸﾗｼｰは混乱・無秩序や流血を伴う市民革
命として、ﾏｲﾅｽのｲﾒｰｼﾞに捉えられてきた。
ｱﾒﾘｶ合衆国憲法によりｼﾞｮｰｼﾞ･ﾜｼﾝﾄﾝが初代大統領に選出された。これが混乱や流血を伴わな
いで大統領選挙という直接選挙により、国家権力が交代したことが、ﾃﾞﾓｸﾗｼｰにより市民革命
が可能だという証明なった。（以降ｱﾒﾘｶは、自由と民主主義の使徒であることを世界に喧伝）
それまでの東部の規制秩序(ｴｽﾀﾌﾞﾘｯｼｭﾒﾝﾄ)に対抗し大衆運動(ﾎﾟﾋﾟｭﾘｽﾞﾑ)を展開して、ｱﾝﾄﾞﾘ
ｭｳ･ｼﾞｬｸｿﾝが第 7 代大統領に選出された。この時から大統領交代に伴い公務員も交替するｽﾎﾟ
ｲﾙｽﾞ=ｼｽﾃﾑが定着し、それ以後のｱﾒﾘｶ官僚制の特色となった。
このときに大衆に依拠したﾃﾞﾓｸﾗｼｰを指して、ｼﾞｬｸｿﾆｱﾝ＝ﾃﾞﾓｸﾗｼｰという言葉を生んだ。
ﾄﾞﾗﾙﾄﾞ･ﾄﾗﾝﾌﾟが行った大統領選は、大衆に依拠しているかどうかの疑問は残るが、ｼﾞｬｸｿﾝに
共通する異色な大衆運動を行ったため、ｼﾞｬｸｿﾝの再来といわれている。

森松 幹治作成 2017.5
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アメリカ合衆国をめぐる世界の憲政小史
政治経済社会哲学関連の
思想家・主著

英・米・仏・独・日・ロの政治史
年号
事項

1215

ﾏｸﾞﾅ･ｶﾙﾀ

日本
1492

1520
～
1550

1603
1620

初版

主著
ｵﾙｶﾞﾉﾝ
論理学
倫理学
自然学
政治学

国王の権力の限界を規定し、国民の権
利（身体的・経済的自由権）を保護す
ることを明文化した最初の文章。
現行ｲｷﾞﾘｽ憲法の一部を構成する。後世
のﾌﾗﾝｽ、ﾄﾞｲﾂ、ｿ連や米国独立宣言など
各国の憲章の理念に大きな影響。
英仏間百年戦争(1339－1453)
鎌倉時代・南北朝時代・室町時代

新大陸の発見

日本

思想家の生涯
起源・学説
ｱﾘｽﾄﾃﾚｽ
(B.C384
－
B.C322)
万学の祖

内容

ｲﾀﾘｱ人のｺﾛﾝﾌﾞｽはｽﾍﾟｲﾝ女王ｲｻﾍﾞﾙ 1 世
の承諾を受け、大西洋周りによるｱｼﾞｱ
諸国への到達を志し、1492 年現在の西
ｲﾝﾄﾞ諸島にたどり着く。
当初東ｱｼﾞｱの一部と考えられていた
が、現在の大陸名の由来ともなるｲﾀﾘｱ
の探検家ｱﾒﾘｺﾞ･ｳﾞｪｽﾌﾟｯﾁの主張を元に
新たな大陸とされた。
室町時代後期・安土桃山時代

1517 年ﾙﾀｰがﾛｰﾏ教皇がｻﾝ･ﾋﾟｴﾄﾛ大聖堂
改修のため乱発した贖宥状(免罪符)販
売を批判し、1517 年 95 ｹ条の論題を発
表「人は信仰によってのみ救われる」
と主張。これに対し教皇はﾙﾀｰを破門。
やがてﾙﾀｰの説は反教皇派の諸侯や都
市住民、農民の支持を得て、ﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾄ(抗
議する人)の勢力が広がった。
教皇派との抗争の末 1555 年ｱｳｸﾞｽﾌﾞﾙ
ｸﾞの宗教和議により、ﾙﾀｰ派が公認され
た。一方、ｽｲｽではｶﾙｳﾞｧﾝが「人が救わ
れるか否かは神によって予め定められ
ている」予定説を唱え、人は神の救済
を信じて規律正しい生活を職業に励む
べきだと説いた。これが西欧諸国の宗
教改革を促し、諸派の新教徒を生んだ。
江戸開府
徳川家康は征夷大将軍に任官し、江戸
に幕府を創設。
ﾒｲﾌﾗｳﾜｰの誓 ﾒｲﾌﾗﾜｰ号により北ｱﾒﾘｶにやってきたﾋﾟ
約
ﾙｸﾞﾘﾑ･ﾌｧｰｻﾞｰｽﾞがﾌﾟﾘﾏｽ植民地で作成
した文書。植民者のほぼ半分は英国教
会の意思ではなく、独自の決断に従っ
てｷﾘｽﾄ教信仰の自由を求めた分離派集
団の一部だった。
宗教改革
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ｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ｺﾛﾝﾌﾞ
ｽ
(1451－1506）
新大陸発見

ﾏﾙﾁﾝ･ﾙﾀｰ
(1483-1546)
ｼﾞｬﾝ･ｶﾙｳﾞｧﾝ
(1509-1564)

1522

ﾙﾈ･ﾃﾞｶﾙﾄ
(1596－1650）
近世哲学の祖

1637

1536

聖書のﾄﾞ
ｲﾂ語訳
ｷﾘｽﾄ教綱
要

方法序説

1641
～
1649

清教徒革命
(ﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ革
命)

ﾁｬｰﾙｽﾞ 1 世の議会・法を無視する政治 ﾄﾏｽ･ﾎｯﾌﾞｽ
に対し、議会や市民が立ち上がり王を (1588－1679）
処刑。一時共和制に移行。
社会契約論

1688

名誉革命

ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 2 世の即位後、国王は急速に議
会や市民の支持を失い、二度目の市民
革命が起き、国王を国外に追放した無
血革命。

1689

権利章典

1775
～
1783

ｱﾒﾘｶ独立戦争
(ｱﾒﾘｶ市民革
命）

「君臨すれども統治せず」という原則
を打ち立て、君主は政治的権力をもた
ない立憲君主制を確立した。画期的な
憲章。国民の自由権の保障をした憲法
の根本法として、以降各国憲法に取り
入れられる。
ｱﾒﾘｶ東部沿岸 13 州はｲｷﾞﾘｽの植民地だ
った。本国の課税強化に対し、市民の
不満が高まり戦争。ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾜｼﾝﾄﾝが司
令官となり、本国の武装正規軍と植民
地の民兵とが戦い、勝利した。

1786

1788

1791

1651

ﾘｳﾞｧｲｱｻﾝ

ｼﾞｮﾝ･ﾛｯｸ
(1632－1704）
社会契約論

1689

統治二論

ｼｬﾙﾙ･ﾄﾞ･ﾓﾝﾃｽｷ
ｭｰ
(1689－1775）
三権分立論
ｼﾞｬﾝ=ｼﾞｬｯｸ･
ﾙｿｰ
(1712－1778）
社会契約論
ｱ ﾒ ﾘ ｶ 独 立 宣 ｱﾒﾘｶ独立戦争中、ｲｷﾞﾘｽからの独立を宣 ｱﾀﾞﾑ･ｽﾐｽ
言
言。前文「すべての人は平等に造られ、 (1723－1790）
造物主によって一定の奪うことのでき 古典派経済学
ない権利を与えられ、その中には生命、 ｲﾏﾇｴﾙ･ｶﾝﾄ
自由および幸福追求が含まれる」とし、 (1724－1804）
政府が国民の権利を侵した場合、政府 公共性の発見
を変更する権利（革命権）を明文化。
ｱ ﾒ ﾘ ｶ 合 衆 国 前文「われら合衆国の人民は、より完 (1787－1788）
憲法
全な連邦を形成し、正義を樹立し、国
内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、
一般の福祉を増進し、われらとわれら
の子孫のうえに自由のもたらす恵沢を
確保する目的をもって、ｱﾒﾘｶ合衆国の
ために、この憲法を制定する」
ｱﾒﾘｶ合衆国憲法に盛り込まれた観念
は、ｱｰﾌﾞﾛｰｽ宣言にみられる多民族国家
ゆえ輻湊した政府のある英国の歴史ま
たは 13 邦の歴史から育ったｱﾒﾘｶの共和 ｼﾞｪﾚﾑ･ﾍﾞﾝｻﾑ
制から引き出された伝統がある。
(1748－1832）
この憲法にある適正手続条項は、1215 功利主義
年のﾏｸﾞﾅ･ｶﾙﾀに遡る慣習法に一部基づ
いており、中世のｲｷﾞﾘｽに由来する法の ｹﾞｵﾙｸ･ｳﾞｨﾙﾍﾙ
支配の思想の影響も大きい。
ﾑ･ﾌﾘｰﾄﾞﾘﾋ･ﾍｰ
憲法に最も影響を与えたﾖｰﾛｯﾊﾟ大陸の ｹﾞﾙ
思想は専制政治を防ぐため互い行使す (1770－1831）
る力の平衡を保つ必要性を強調した、 ﾄﾞｲﾂ観念論
ﾓﾝﾃｽｷｭｰの三権分立からくる。
(この思想自体が共和政ローマの規約に
ある抑制と均衡を成文化した紀元前 2
世紀のﾎﾟﾘｭﾋﾞｵｽの影響を受ける）
ｼﾞｮﾝ･ﾛｯｸの社会契約説や人民主権、抵
抗権の思想も大きな影響を与えた。
権利章典
修正 10 条。

1748

法の精神

1762

社会契約
論

1759
1776

道徳感情
論
国富論

1781

純粋理性
批判
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1789

1807

ｻﾞ･ﾌｪﾃﾞﾗ
ﾘｽﾄ
ｱﾒﾘｶ合衆
国憲法の
批准を推
進するた
めに書か
れ た 85
編の連作
論文
道徳及び
立法の諸
原理序説
精神現象
学
市民社会
→国家

ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾜｼﾝﾄﾝ
米初代大統領

1789

1795

1799

任期(1789－1797)無所属
先祖はﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ革命で追放された国教
会聖職者、ｱﾒﾘｶ移住後 4 代目。軍人と
して七年戦争で功をたて、ｲﾝﾃﾞｨｱﾝの抵
抗と 1774 年のｲｷﾞﾘｽの強圧的諸条令で
不可能となり、反英闘争に参加。
1775 年、大陸会議において独立軍総司
令官に任命され、独立戦争を指導し、
1783 年までの戦いで独立を達成した。
その後、1787 年には憲法制定会議議長
となり、憲法の規定に従って選挙が行
われた結果、1789 年、初代ｱﾒﾘｶ合衆国
大統領に就任。
1792 年大統領に再任されたが、1796
年、大統領の三期連続を自ら不適当と
して引退を表明。引退にあたって、ｱﾒﾘ
ｶ合衆国の外交政策の基本としてﾖｰﾛｯ
ﾊﾟ諸国の争いに巻き込まれないように
するため、中立策を説き、孤立主義の
源流となった。ﾌﾗﾝｽ革命
宮廷の浪費や対外戦争で悪化した財政
ﾌﾗﾝｽ人権宣言 をルイ 16 世が、議会に圧力をかけ課税
( 人 間 と 市 民 強化しようとした。貴族や市民らがこ
の 権 利 の 宣 れに反発して立ち上がり、王を処刑。
言)
ついで共和制に移行。その後総裁政府、
ﾅﾎﾟﾚｵﾝの統領政府を樹立、政体が幾度
も変遷した。同宣言は「人権尊重（国
民の自由と平等）、圧制への抵抗権、国
民主権、法の支配、権力分立、私有財
産の不可侵」などを規定。
仏国共和歴 3 別名 1795 憲法施行により、国民公会が
年憲法発布
廃止され、第 1 共和政・総裁政府が発
足した。
ﾌﾞﾘｭｰﾒｰﾙ 18 ﾅﾎﾟﾚｵﾝ･ﾎﾟﾅﾊﾟﾙﾄが総裁政府を倒し、統
日のｸｰﾃﾞﾀｰ
領政府を樹立。
ﾄｰﾏｽ･ｼﾞｪﾌｧｰｿ
ﾝ
第 3 代米大統
領

(1732－1799）
ｴﾄﾞﾏﾝﾄﾞ･ﾊﾞｰｸ
(1729－1797）
保守主義の父

1790

ﾌﾗﾝｽ革命
の省察

ｱﾍﾞ･ｼｴｲｴｽ
(1748-1836)
聖職者出身、
ﾌﾗﾝｽ革命の指
導者

1789

第三身分
とは何か

任期(1801－1809)民主共和党
(1743－1826）
共和制の理想を追求した※ｱﾒﾘｶ独立宣
言（1776 年）の主要な作成者でありｱﾒ
ﾘｶ合衆国建国の父の一人、政治哲学者、
かつ啓蒙思想家。
※「すべての人は平等に造られ、造物
主によって一定の奪うことの出来ない
権利を与えられ、その中には生命、自
由および幸福追求が含まれる」
共和制の美徳の体現者の独立自営農民
を理想化とし、都市の金融資本家を信
用しなかった。また州の権限を一部制
限した連邦政府には賛成。
また政教分離原則を支持し、ﾊﾞｰｼﾞﾆｱ信
教の自由法（1779 年、1786 年）を起
草した。ｼﾞｪﾌｧｰｿﾝ流民主主義の祖であ
り、25 年間ｱﾒﾘｶ政界を牛耳った民主共
和党の創設者かつ指導者だった。
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1804

仏国第 1 帝政 ﾅﾎﾟﾚｵﾝ･ﾎﾞﾅﾊﾟﾙﾄが護憲元老院からﾌﾗﾝｽ
発足
皇帝の位を授けられた。これにより統
領政府終結、ﾌﾗﾝｽ第 1 帝政が始まった。
ﾅﾎﾟﾚｵﾝ法典

1814
1815

1814
～
1815

第 1 次王政復
古
百日天下
第 2 次王政復
古

ｳｲｰﾝ会議後の
ｳｲｰﾝ体制

ｼﾞｪｰﾑｽ･ﾓﾝﾛｰ
第 5 代大統領

ｱﾝﾄﾞﾘｭ･ｼﾞｬｸｿ
ﾝ
米第 7 代大統
領

1830

7 月革命

ﾌﾗﾝｽの私法の一般法を定めた法典。ﾅﾎﾟ
ﾚｵﾝが制定に深く関わっている経緯か
ら、ﾅﾎﾟﾚｵﾝ法典もいう。なお、ﾅﾎﾟﾚｵﾝ
諸法典と言うときはﾅﾎﾟﾚｵﾝ治下に制定
された諸法典のﾅﾎﾟﾚｵﾝ五法典を指す。
ﾌﾞﾙﾎﾞﾝ朝が復古し、ﾙｲ 18 世がﾌﾗﾝｽ国王
に即位。
ﾅﾎﾟﾚｵﾝがﾜｰﾃﾙﾛｰの戦いで第七次対仏大
同盟に敗北し、全欧に行ったﾅﾎﾟﾚｵン戦
争は完全に終結。
第二次王政復古。ﾅﾎﾟﾚｵﾝがｾﾝﾄﾍﾚﾅ島に
配流され、ﾌﾞﾙﾎﾞﾝ朝が再び復古。
ﾌﾗﾝｽ首相ﾀﾚｰﾗﾝが主張した正統主義を
基に、ﾌﾗﾝｽ革命とﾅﾎﾟﾚｵﾝ戦争で荒廃・
混乱したﾖｰﾛｯﾊﾟを、以前の状態に戻す
ことにより大国の勢力均衡を図る。
任期(1817－1825)民主共和党
(1758－1831）
1823 年 12 月 2 日、議会における教書
演説では、後にﾓﾝﾛｰ主義と呼ばれるこ
とになるものを正式に表明した。
ｲｷﾞﾘｽ海軍の支援の下にｱﾒﾘｶ孤立主義
をとり、
「西半球はもはやﾖｰﾛｯﾊﾟの植民
地の対象ではない」とした。
これによりｱﾒﾘｶ合衆国はﾖｰﾛｯﾊﾟの事情
に干渉しないこととし、ﾖｰﾛｯﾊﾟ諸国に
はｱﾒﾘｶ大陸の事情に干渉しないことを
要求した。この先、ﾖｰﾛｯﾊﾟからの重大
な干渉はほとんど無くなった。
任期(1829-1837)民主党（主要創始者）、
民主共和党の流れを汲む。
独立戦争当時、ｲｷﾞﾘｽ軍がﾆｭｰｵﾘﾝｽﾞを脅
かしたとき、ｼﾞｬｸｿﾝは都市の防衛を指
揮し、その配下にはいくつかの西部の
州および領土からの民兵が含まれた。
彼は厳しい将校ではあったが、配下の
兵からは人気があった。彼は軍隊で名
声を得た。
在任中に白人男性普通選挙が各州で採
用されるようになり民主主義が進展し
たと言われている。
ｼﾞｬｸｿﾝを支えたのは、強大な連邦政府
に対抗して州政府の地方自治を優先す
る、西部自営農民と東部労働者層だっ
た。その一方、ｼﾞｬｸｿﾝ大統領はｲﾝﾃﾞｨｱﾝ
強制移住法を制定し、ｲﾝﾃﾞｨｱﾝに対する
苛酷な処置を行った。
1815 年の王政復古で復活したﾌﾞﾙﾎﾞﾝ

朝は再び打倒された。ｳｨｰﾝ体制により
構築された正統主義は部分的に崩壊
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(1767－1845）

ｱﾚｸｼ･ﾄﾞ・ﾄｸｳﾞｨ
ﾙ
(1805－1859）

1835

1840
1856
ｶｰﾙ･ﾏﾙｸｽ
(1818－1883）

1867
1885
ﾌﾘｰﾄﾞﾘﾋ･ｴﾝｹﾞﾙ 1894
ｽ(1820－1895） 1848
ﾏﾙｸｽ経済学

ｱﾒﾘｶのﾃﾞ
ﾓｸﾗｼｰ
1 巻(上下)
2 巻(上下)
旧体制と
大革命
資本論
1部
2部
3部
共産党
宣言
(共著)

し、ﾌﾞﾙｼﾞｮﾜｼﾞｰの推すﾙｲ･ﾌｨﾘｯﾌﾟが王
位に就いた。その影響はﾖｰﾛｯﾊﾟ各地に
波及し、ｳｨｰﾝ体制を揺るがせた。
1848

1851

1848
～
1849

1868
1869

2 月革命

ﾊﾟﾘとする民衆運動と、議会内の反対派
の運動によって、ﾙｲ･ﾌｲﾘｯﾌﾟの王制が倒
れ、共和政が成立した革命。
仏国第 2 帝政発足
ﾅﾎﾟﾚｵﾝの甥、ﾙｲ・ﾅﾎﾟﾚｵﾝが皇帝ﾅﾎﾟﾚｵﾝ
三世に就く。
｢諸国民の春｣ ﾌﾗﾝｽ革命
ｼﾞｮﾝ=ｽﾁｭﾜｰﾄﾞ･
各地で革命が起こり、これがｳｨｰﾝ体制 ﾐﾙ
の崩壊を招いた。
(1806－1873）
ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾀﾞｰｳｲﾝ
(1809－1882)
ｴｲﾌﾞﾗﾊﾑ･ﾘﾝｶｰ 任期(1861－1865)共和党(主要創始者)、 (1809－1865）
ﾝ米第 16 代大 連邦派と称するﾌｪﾃﾞﾗﾘｽﾄ、ﾎｲｯｸﾞ党の流
統領
れを汲む。
南部諸州の奴隷制拡張に反対したﾘﾝｶｰ
ﾝは大統領当選が南部の反発を招きｱﾒﾘ
ｶ合衆国を二分する南北戦争に発展し
た。その後北部連邦の北軍を指揮し勝
利へ導いた。
近年のﾘﾝｶｰﾝ研究では、ﾅｼｮﾅﾘｽﾞﾑ、事業
に対する支持、自由のない状態（奴隷
制）の拡大を止めることに固執したこ
と、ｼﾞｮﾝ･ﾛｯｸﾔｴﾄﾞﾏﾝﾄﾞ･ﾊﾞｰｸの哲学に従
って行動したこと、および建国の父達
の原則に献身したことにより、政治的
保守主義の英雄になった。
ﾎｲｯｸﾞ党の行動家として、ﾘﾝｶｰﾝは事業
家の利益の代弁者であり、高関税、銀
行、内国改良、および鉄道を支持し、
農本民主主義に反対した。
南北戦争（1861－1865）
19 世紀後半，江戸幕藩体制を崩壊させ、
中央集権統一国家の建設と日本資本主
義形成の起点となった政治的・社会的
変革の過程。1866 年の薩長連合に始ま
り，67 年の大政奉還・王政復古宣言、
68 年の戊辰（ぼしん）戦争を経て明治
政府の成立に至る政権交代とそれに起
因する諸政治改革をいう。
ｵｯﾄｰ･ﾌｫﾝ･ﾋﾞｽ （在職 1862 年－1890 年）
(1815－1895）
ﾏﾙｸ
北ﾄﾞｲﾂ連邦首相（在職 1867 年-1871
ﾌﾟﾛｲｾﾝ王国首 年）
、ﾄﾞｲﾂ帝国首相（在職 1871 年-1890
相
年）を歴任。ﾄﾞｲﾂ統一の中心人物。
文化闘争や社会主義者鎮圧法などで反
体制分子を厳しく取り締まる一方、諸
制度の近代化改革を行い、また世界に
先駆けて全国民強制加入の社会保険制
度を創出する社会政策を行った。
卓越した外交力で国際政治においても
主導的人物となり、19 世紀後半のﾖｰﾛｯ
ﾊﾟに「ﾋﾞｽﾏﾙｸ体制」と呼ばれる国際関
明治維新
明治改元
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1859

自由論

1859

種の起源

係を構築した。
1871

ﾄﾞｲﾂ帝国憲法
発布

1875

仏国第 3 共和 1871 年普仏戦争にﾌﾗﾝｽが敗北してりﾅ
政発足
ﾎﾟﾚｵﾝ 3 世が失脚、同時に第 2 帝政も終
わり、ﾅﾎﾟﾚｵﾝ 3 世はｲｷﾞﾘｽに亡命。その
後 第 3 共和政成立。
大日本国帝国 天皇は神聖不可侵、現人神とされ、国
憲法発布
家権力は天皇の下に全ての集中し、国
事 行為は すべ て天皇 の名で 決裁さ れ
た。但し、政体は立憲君主制の外見を
とったが、立憲主義の実態は外見的立
憲主義だった。
天 皇に直 結す る枢密 院や貴 族院の 存
在、各省割拠主義体制、陸海軍と統帥
権の独立など多元的権力構造が、軍国
主義・全体主義のﾌｧｼｽﾞﾑを許す要因。
世界大不況（1893－1896）

1889

ﾋﾞｽﾏﾙｸ憲法とも称される。

日清戦争（1894－1895）
日露戦争（1904－1905）
第一次世界大戦（1914－1918）
1912

大正改元

1917

ﾛｼｱ革命

1919

ﾊﾟﾘ講和会議

1919

ﾜｲﾏｰﾙ共和制

1919

ﾜｲﾏｰﾙ憲法発
布

ﾛﾏﾉﾌ朝の帝政を倒し、共和政国家に移
行させた革命であり、ﾛｼｱにおけるﾌﾞﾙ
ｼﾞｮﾜ革命であった。ﾌﾞﾙｼﾞｮﾜを代表する
臨時政府は西欧型議会政治をめざした
が、労働者・農民の中に生まれたｿｳﾞｨｴ
ﾄは独自の権力を志向し、二つの権力が
並立する二重権力となり、対立が次第
に深刻となっていった。
1919 年 1 月 18 日から開会され第一次
世界大戦における連合国が中央同盟国
の講和条件等について討議した会議。
世界各国の首脳が集まり、講和問題だ
けではなく、国際連盟を含めた新たな
国際体制構築についても討議された。
1918 年 11 月のﾄﾞｲﾂ革命によって生ま
れ、33 年 1 月のﾅﾁｽ党の政権掌握によっ
て終わりを告げたﾄﾞｲﾂ最初の共和国。
第一次世界大戦敗北を契機として勃発
したﾄﾞｲﾂ革命によって、ﾄﾞｲﾂ帝国崩壊
後に制定されたﾄﾞｲﾂ国の共和制憲法。
国家社会主義ﾄﾞｲﾂ労働者党（ﾅﾁ党）が
権力掌握すると憲法変更的立法」であ
る全権委任法が成立。同憲法は事実上
停止状態となった。その後、ﾅﾁｽ･ﾄﾞｲﾂ
の敗戦を経て全権委任法と関連法令が
無効化され、1949 年のﾄﾞｲﾂ連邦共和国
基本法とﾄﾞｲﾂ民主共和国憲法の制定に
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ﾏｯｸｽ･ｳﾞｪｰﾊﾞｰ
(1864－1920）

1904
～
1905

ｳﾞﾗﾃﾞｨﾐｰﾙ・ﾚｰﾆ
ﾝ
(1870－1924）

1920

ジ ョ ン = ﾒ ｲ ｰ ﾅ ｰ 1936
ﾄﾞ・ｹｲﾝｽﾞ
(1883－1946）
ｹｲﾝｽﾞ経済学
有効需要の原
理
ﾖｰｾﾞﾌ･ｼｮﾝﾍﾟｰﾀ 1942
ｰ
(1883－1950）
資本主義理論

ﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾃ
ｨｽﾞﾑの倫
理と資本
主義の精
神
国家と
革命

雇用及び
利子の一
般理論

資本主義
・社会主
義・民主
主義

1926

よって東西再統一後のﾄﾞｲﾂの新たな憲
法体制がｽﾀｰﾄした。
国家社会主義ﾄﾞｲﾂ労働者党（ﾅﾁ党）の
権力掌握によって「憲法変更的立法」
である全権委任法が成立すると、ﾜｲﾏﾙ
憲法は事実上停止状態となった。
ｱﾄﾞﾙﾌ･ﾋｯﾄﾗｰ
ﾋﾄﾗｰは人種主義、優生学、ﾌｧｼｽﾞﾑなど (1889-1945）
に影響された選民思想（ﾅﾁｽﾞﾑ）に基づ
き、北方人種が世界を指導するべき主
たる人種 と主張。
ﾋﾄﾗｰ率いるﾅﾁｽ党によるﾄﾞｲﾂの統治は
1939 年のﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ侵攻に始まる第二次
世界大戦を引き起こし、一時的に領土
を拡大した。この戦争の最中でﾕﾀﾞﾔ人
に対するﾎﾛｺｰｽﾄ、障害者に対する T4 作
戦などの虐殺政策が推し進められた。
昭和改元
ﾌﾘｰﾄﾞｳﾞｨﾋ･ﾌｫ
ﾝ･ﾊｲｴｸ
世界恐慌（1929－1933）
(1899－1992）
満州事変（1931－1933）
ｵｰｽﾄﾘｱから米
支那事変（1938－1941）
国に亡命
第二次世界大戦（1939－1945）
古典的自由主
太平洋戦争（1941－1945）
義
原爆投下・敗戦（1945）
ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾙｰｽﾞ
ﾍﾞﾙﾄ
米第 32 代大
統領

1946

日本国憲法発
布

1925

我が闘争

1944
1960

隷属への
道
自由の条
件
理性主義
批判
反共主義

ﾖｰｾﾞﾌ･ｱﾛｲｽ･ｼｭ
ﾝﾍﾟｰﾀｰ
(1883－1950)

1942

ﾊﾝﾅ・ｱｰﾚﾝﾄ
(1906－1975）
ﾄﾞｲﾂから米国
に亡命
ﾕﾙｹﾞﾝ･ﾊｰﾊﾞﾏｽ
(1929－ ）
ｱｲｻﾞｲｱ･ﾊﾞｰﾘﾝ
(1909－1997）
ﾛｼｱから英国に
移住
古典主義経済
学

1951

資本主
義･社会
主義･民
主主義
全体主義
の起源
革命につ
いて
公共性の
転換
自由論

任期(1933－1945)民主党
(1882-1945）
ﾙｰｽﾞﾍﾞﾙﾄはそれまでｱﾒﾘｶの歴代政権市
場への政府の介入も経済政策も限定的
にとどめる古典的な自由主義的経済政
策をとってきた。
世界恐慌を克服するため政権は政府が
市場経済に積極的に関与するﾆｭｰﾃﾞｰﾙ
政策に転換し景気を回復させた。
これが第二次世界大戦後の資本主義国
の経済政策に大きな影響を与えた。
世界で初めてｼﾞｮﾝ･ﾒｲﾅｰﾄﾞ･ｹｲﾝｽﾞの理
論を取り入れたと言われる。これは当
時日本の金融危機から脱した蔵相高橋
是清の政策と類似している。

日本国憲法は個人の尊重を目的とし、
人間らしい生活を保障する。人権侵害
が起きた場合、司法により法により人
権が救済される。憲法の究極目的は人
権尊重。
憲法は主権者国民が国家権力に対する
命令書という性格を持つ。そのため国
家権力は憲法の基本理念の枠内で権力
を行使しなければならない。時の政権
の都合で、憲法の基本理念を逸脱する
ような安易な変更は許さないもの（硬
性憲法）とし、法の上の法最高法規性
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1963
1962
1969

を持つ。
1945 年年 8 月、日本がポツダム宣言※
を受諾。これを受けて占領下で占領軍
と日本側が協議して日本国憲法がつく
られた。新憲法下で天皇は元首から象
徴となり、天皇主権の旧体制のから国
民主権の新体制に主権が移動し立憲民
主制の政体となった。憲法の三大原理
（国民主権、人権尊重、平和主義）。こ
の 旧体制 から 新体制 の大変 革に対 し
て、革命という法的な擬制を用い、こ
の法的見解として 8.15 革命と呼称する
ことを憲法学者宮沢俊義が提唱。
しかしながら、これは西欧諸国の市民
が自力で旧体制から国家権力を奪取し
た意味でいう市民革命ではなかった。

1950
～
1964

公民権運動

運動の始まり
1950 年代からｱﾒﾘｶ南部の黒人の間に
自然発生的に人種差別反対の動きが活
発になってきた。1953 年にはﾙｲｼﾞｱﾅ州
ﾊﾞﾄﾝﾙｰｼﾞｭで、55 年にはｱﾗﾊﾞﾏ州ﾓﾝﾄｺﾞﾒ
ﾘｰでいずれも黒人のﾊﾞｽ･ﾎﾞｲｺｯﾄ運動が
起こった。白人専用座席に着席した黒
人女性が座席移動を拒否して逮捕され
たことから、黒人が抗議のためﾊﾞｽ乗車
を拒否したものである。ﾓﾝﾄｺﾞﾒﾘｰのﾊﾞｽ
ﾎﾞｲｺｯﾄでは弱冠 26 歳のﾏｰﾃｨﾝ=ﾙｰｻｰ＝ｷ
ﾝグ牧師が指導者となり、非暴力抵抗運
動を展開した。最高裁は 56 年、バスの
人種隔離は違憲であるとの判断を示し
た。57 年にはｱｰｶﾝｿｰ州ﾘﾄﾙﾛｯｸで黒人生
徒の公立高校入学を州知事が拒否して
州兵を動員してその登校を阻止すると
いうﾘﾄﾙﾛｯｸ事件が起きた。ｱｲｾﾞﾝﾊｳｱｰ大
統領は連邦軍を動員、連邦軍に守られ
て黒人生徒が登校するという事態とな
った。各地で同様な事件が起こり、ま
た白人側のこの運動に対する反発も強
まり、ﾘﾝﾁ事件が多発した。
運動の高揚
1961 年大統領となったｹﾈﾃﾞｨは黒人
に公民権を認め、差別撤廃に乗り出す
方針を示した。1963 年 8 月にはｷﾝｸﾞ牧
師らが指導し、全国の黒人、差別に反
対する白人も含め、20 万人がﾜｼﾝﾄﾝ大行
進を敢行し、政府にその政策の即時実
施を迫った。ｹﾈﾃﾞｨ大統領暗殺後、その
政策を継承したｼﾞｮﾝｿﾝ大統領によっ
て、1964 年 7 月、公民権法が成立し、
一定の前進を見た。
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ｼﾞｮﾝ･ﾛｰﾙｽﾞ
(1912－2002）
ﾘﾍﾞﾗﾘｽﾞﾑ
自由主義
ﾐﾙﾄﾝ･ﾌﾘｰﾄﾞﾏﾝ
(1912－2006）
ﾏﾈﾀﾘｽﾞﾑ

1971

正義論

1951

ﾛﾊﾞｰﾄ・ﾉｰｼﾞｯｸ
(1938－2002）
ﾘﾊﾞﾀﾘｱﾆｽﾞﾑ
新自由主義

1974

ﾏｲｹﾙ･ｻﾝﾃﾞﾙ
(1953－ ）
ｺﾐｭﾆﾀﾘｱﾆｽﾞﾑ
共同体主義

1982

資本主義
と自由
総需要管
理政策批
判
ｱﾅｰｷｰ･国
家・ﾕｰﾄﾋﾞ
ｱ・
最少国家
論
ﾘﾍﾞﾗﾘｽﾞﾑ
と正義の
限界

ｼﾞｮﾝ･F･ｹﾈﾃﾞ 任期(1961－1963)民主党
(1917-1963)
ｨ第 35 第米大 ｱｲﾘｯｼｭ系移民を先祖持つｶｿﾘｯｸ信者。歴
統領
代大統領の全員がﾜﾌﾟｽだった。ｹﾈﾃﾞｨは
この慣例を打ち破った初の大統領。
ﾆｭｰﾌﾛﾝﾃｨｱ政策の名の下に、教育や医療
保険、失業者対策、人種差別撤廃、宇
宙開発事業・ｱﾎﾟﾛ計画などを進めた。
ｲﾝﾃﾞｨｱﾝやｱﾒﾘｶ黒人ら有色人種が基本
的人権を要求する公民権運動を支持。
1963 年公民権法成立。
東西冷戦時にﾍﾞﾙﾘﾝの壁建設したｿ連書
記長ﾌﾙｼﾁｮﾌと対立。南北対立が続くﾍﾞﾄ
ﾅﾑでは南ﾍﾞﾄﾅﾑを支援し、ﾍﾞﾄﾅﾑ戦争か
らの撤退を準備した。
1962 年、共産化したｷｭｰﾊﾞにｿ連の核ﾐｻ
ｲﾙ配備が判明。ｷｭｰﾊﾞ危機が発生。
核戦争＝第三次世界大戦の危機に晒さ
れたが、ｹﾈﾃﾞｨは先制攻撃を主張する軍
部を抑えながらｿ連と交渉を続け、ｿ連
にﾐｻｲﾙを撤去させて全面戦争の危機を
回避した。その後、米ｿ間でﾎｯﾄﾗｲﾝを結
び、核軍縮条約を提唱した。
ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾆｸｿﾝ
任期(1969－1974)共和党
(1913－1994）
第 37 代米大 ﾆｸｿﾝは、ﾍﾞﾄﾅﾑ戦争を拡大、収束に苦し
統領
み、中国と接近。また財政難に苦しみ
金とﾄﾞﾙの交換停止に踏み切る。1974
年、ｳｫｰﾀｰｹﾞｰﾄ事件で任期満了を待たず
辞任。
ﾍﾞﾄﾅﾑ戦争の経済的負担のつけは厳し
く、ｱﾒﾘｶ経済は深刻な危機に陥った。
財政難に陥ったことが要因となってﾄﾞ
ﾙが下落し、固定相場制の下で金の流出
が続いたため、ﾆｸｿﾝは 1971 年 8 月、ド
ル防衛策として金とﾄﾞﾙの交換を停止。
これはｱﾒﾘｶとの貿易に依存していた日
本など多くの国に衝撃を与え、ﾄﾞﾙ=ｼｮｯ
ｸ(ﾆｸｿﾝ=ｼｮｯｸ)と言われた。これによって
世界経済をｱﾒﾘｶのﾄﾞﾙが支え、ﾄﾞﾙを基
軸通貨とするﾌﾞﾚﾄﾝ=ｳｯｽﾞ体制は崩れ、
世界経済は変動相場制に移行すると共
に、ｱﾒﾘｶ一極体制から、西ﾖｰﾛｯﾊﾟ(ﾄﾞｲ
ﾂ)・日本を加えた三極構造へと移行。
ﾛﾅﾙﾄﾞ･ﾚｰｶﾞﾝ
任期(1981－989)共和党
(1911－2004）
第 40 代米大 ﾚｰｶﾞﾝは「強いｱﾒﾘｶ」の再現を掲げ、ｿ
統領
連との軍事的対決に備えて「戦略防衛
構想」（SDI）を打ち上げ、軍事費増大
は「小さい政府」による福祉支出削減
などによって生み出すという政権構想
であった。
その政策は、外交・ｲﾃﾞｵﾛｷﾞｰ面では、
70 年代の緊張緩和の反動として台頭し
てきた新保守主義（ﾈｵ=ｺﾝｻﾊﾞﾃｨｳﾞ、略
してﾈｵｺﾝという）と、経済政策では新
自由主義（ｹｲﾝｽﾞ的な「大きな政府」を
批判して、徹底して市場原理に依拠し、
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1989

1991

1992

2008

2010
～
2012

2014
～

通貨供給で景気を制御しようという経
済思想）をﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾝとしていた。その
姿勢は、次期大統領父ﾌﾞｯｼｭ及び子ﾌﾞｯｼ
ｭに継承される。
平成改元
1989 年 11 月 9 日、東ﾄﾞｲﾂ政府が東ﾄﾞｲ
ﾍﾞﾙﾘﾝの壁崩 ﾂ国民の西ﾄﾞｲﾂへの出国の自由を認め
壊
た。それを受けて多くの市民が東西ﾄﾞｲ
ﾂ分断の象徴であったﾍﾞﾙﾘﾝの壁に殺到
し、ﾊﾝﾏｰを振るい、今や無用となった
壁は崩壊した。
この年に連続して起こった東欧革命の
最後をかざる大事件であり、この動き
を受けて 12 月にﾚｰｶﾞﾝとｺﾞﾙﾊﾞﾁｮﾌの米ｿ
首脳はﾏﾙﾀ会談で冷戦の終結を宣言。
日本バブル崩 バブル崩壊期間（平成不況、第 1 次平
壊
成不況）や複合不況とも呼ばれる）
。
バブル崩壊により 1973 年から続いた
安定成長期は終わり、失われた 20 年と
呼ばれる低成長期に突入した。
ソ連崩壊
東西冷戦の終結。ｱﾒﾘｶ合衆国と唯一互
角に戦えると思われていたｿﾋﾞｴﾄ連邦
の崩壊によって、ｱﾒﾘｶ合衆国は名実共
に唯一の超大国となった。
ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ
米国に端を発した世界金融危機。
2008 年 9 月 15 日、ｱﾒﾘｶ合衆国の投資
銀行であるﾘｰﾏﾝ･ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞが破綻した
ことに端を発し、各地で続発的に金融
危機が発生した
ｱﾗﾌﾞの春
ｱﾗﾌﾞ世界で起きた、大規模な反政府ﾃﾞﾓ
の総称。2010.12.18 に始まったﾁｭﾆｼﾞｱ
のｼﾞｬｽﾐﾝ革命からｱﾗﾌﾞ世界に波及。
ﾊﾞﾗｸ･ｵﾊﾞﾏ米 任期（2009－2017）民主党
第 44 代大統 上院議員（1 期）、ｲﾘﾉｲ州上院議員（3
領
期）、ｱﾒﾘｶ合衆国大統領としてﾉｰﾍﾞﾙ平
和賞を受賞。ｱﾌﾘｶ系としてｱﾒﾘｶ合衆国
史上 3 人目となる民選上院議員であり、
ｱﾌﾘｶ系、1960 年代以降生まれたﾊﾜｲ州
出身者としてｱﾒﾘｶ合衆国史上初。
雨傘革命
2014 年 9 月に香港で始まった民主化要
求運動。17 年に実施される行政長官(香
港のﾄｯﾌﾟ)の選挙に関して、中国政府が
自由な立候補を阻む選挙制度を決定し
たため、9 月 25 日夜、民主派の学生ら
が中環(ｾﾝﾄﾗﾙ)地区の行政府庁舎前に結
集した。3 日後、警察の催涙ｽﾌﾟﾚｰに、
民主派のﾃﾞﾓ隊が雨傘を開いて対抗。
79 日間の動員数約 12 万人。
ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ﾄﾗﾝプ 任期(2017－ )共和党
米第 45 代大 ﾄﾗﾝﾌﾟはﾄﾞｲﾂ系移民を先祖にもつ、ﾌﾟﾛﾃ
統領
ｽﾀﾝﾄ信者。不動産会社ﾄﾗﾝﾌﾟ･ｵｰｶﾞﾅｲｾﾞｰ
ｼｮﾝの会長兼社長を務め、ｶｼﾞﾉ･ﾎﾃﾙ運営
会社ﾄﾗﾝﾌﾟ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ･ﾘｿﾞｰﾂの設立者。
政治経験がない初の大統領。
財政赤字削減のために超富裕層に税率
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ﾌｪﾙﾅﾝ･ﾎﾞﾛｰﾃﾞﾙ
(1902－1985）

1949
1979

ｲﾆｭﾏｴﾙ･ｳｫｰﾗｰｼ
ｭﾃｲﾝ
(1930－ ）

1961
～

地中海
物質文明
･経済・資
本主義
近代世界
ｼｽﾃﾑ

(1961－ ）

ﾄﾏ･ﾋﾟｹﾃｨ
(1971－ ）

(1946－ ）

2014

21 世紀
の資本

大統領就任式
以降

1949
～

14.25％を一度だけ課すことや、同性愛
者差別を禁止するための 1964 年公民
権法改正、法人税引き上げを財源に国
民皆医療保険を実現することなどを掲
げた。米国歴史上かってないﾒﾃﾞｨｱ批判
をﾂｲｯﾀｰなどで選挙中行った。
この投稿は大統領就任後も、次々に不
品位のない不規則発言を繰り返し、予
測不能。ｱﾒﾘｶ第一主義という歴代大統
領で誰も公式に行ったことのない政策
を発表。共和党内部からも批判が続出。
・入国制限の大統領令。
・ｱｻﾄﾞ政権の施設への攻撃。
・ﾊﾟﾘ協定への離脱。
・ﾛｼｱ疑惑。
・保護主義(TPP からの離脱など)。
・北朝鮮の核武装により東ｱｼﾞｱに緊張
と戦争危機が高まる。国際社会は一致
して「対話と圧力」による封じ込めを
行っている。2017.9.19 国連本部一般演
説にて、前代未聞の北朝鮮を「完全破
壊」する可能性を示唆した。安倍首相
は「対話」を否定、
「圧力」のみと追随。

核兵器禁止運
動

森松 幹治作成 2017.10
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１０

米国の歴史と民主主義の基本文書
（出所）アメリカンセンター／ジャパン／About the USA
https://americancenterjapan.com/
情報・参考資料／米国プロファイル／米国の歴史と民主主義の基本文書
https://americancenterjapan.com/aboutusa/profile/2775/

・メイフラワー盟約 1620
・第 1 回感謝祭宣言 1676
・独立宣言 1776
・アメリカ合衆国憲法 1787
・ザ・フェデラリスト第 10 篇 1787
・ジェファーソン 第 1 回大統領就任演説 1801
・モンロー主義 1823
・奴隷解放宣言 1863
・リンカーン ゲティスバーグ演説 1863
・14 カ条の平和原則 1918
・四つの自由 1941
・トルーマン主義 1947
・マッカーサー 連邦議会での離任演説 1951
・平和のための原子力 1953
・ジョン・F・ケネディ 大統領就任演説 1961
・キング牧師「私には夢がある」 1963
・公民権に関する声明 1964
・人権と外交政策 1977
米国 50 州
アメリカ合衆国は、50 の州とコロンビア特別区とで構成されている。アラスカ州
とハワイ州を除く 48 州は 4,500 キロにわたって広がり、４つの時間帯に分けられて
いる。通常、東海岸から西海岸までの車での移動には、ノンストップで観光などしな
い場合でも最低 5 日間を要する。米国では、一日のうちで、最高気温の差が華氏 70
度（摂氏約 40 度）に上ることもまれではない。
米国は国民性、そしてその富の多くは、居住、耕作の可能な巨大で変化に富む大陸
をもつという幸運のおかげである。それでもそこには地域の独自性を示す特徴が存在
する。米国の人々がこの国の広さに対処していくひとつの方法は自分たちが何らかの
特徴、たとえば、ニューイングランドの独立独歩の気概、南部の温かいもてなし、中
西部の健全性、西部の柔軟さなどにより地理的につながっていると考えることである。
米国の主要な６つの地域。
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ニューイングランド、アメリカ中部大西洋岸、南部、アメリカ中西部、南西部、
西部、及び連邦議会が管轄する連邦区のワシントン D.C.
米国に依存している地域: アメリカ領サモア、ベーカー島、グアム、ハウランド島、
ジャーヴィス島、ジョンストン島、キングマン・リーフ、ミッドウェー島、ナヴァッ
サ島、北マリアナ諸島、パルミラ環礁、プエルトリコ、ヴァージン諸島、ウェーク島。
–米国務省国際情報プログラム室出版「アメリカ合衆国のポートレート」から要約–
歴史
アメリカ合衆国は、1607 年にジェームスタウンにイギリスがはじめて殖民してか
ら 19 世紀の初頭にかけて２世紀の間に大きく変貌を遂げた。大西洋に沿って展開す
る孤立した一連の植民地は、独立戦争によって誕生した新国家へと発展し、民主的な
自治の原理を具体化した憲法によって統治されることになった。
アメリカ合衆国は、19 世紀から 20 世紀初め、再び大きな変化を体験した。田園の
農業国は、鉄鋼、石炭、鉄道、蒸気機関を土台とする工業国へと変化した。かってミ
シシッピ川によって結ばれた若い国家は北米大陸を貫き、海外まで領土を拡げていっ
た。奴隷制の問題を抱え、南北戦争のトラウマに試された国家が第１次世界大戦で初
めてその国際的影響力を示す大国へと成長した。
米国の歴史を示す記念碑は空間的には大陸を覆い、時間的には数世紀に及ぶ。それ
らは、遠い昔、アメリカ先住民文化が生み出した巨大な曲がりくねったヘビ状の塚か
ら現代のワシントンＤ．Ｃ．やニューヨークにある記念碑にまで及ぶ。
アメリカ合衆国にとって、20 世紀は非常な混乱と変化の時代であった。この数十
年間、米国は史上最悪の不況に耐え、第２次世界大戦では同盟国とともに戦勝国とし
て世界に浮かび上がり、冷戦の名で知られる 20 世紀後期の対立においては国際的な
リーダーシップを引き受け、国内的には著しい社会的、経済的、政治的な変化を経験
した。かって米国が数世紀の歳月をかけてゆっくり変化を遂げてきたところを、いま
やほぼ数十年で再改革しているように思われる。
21 世紀の最初の数年間、平和と民主主義に対する新たな脅威がもたらされた。米
国をはじめ世界中で数千人を殺害し負傷させた国際テロリストの襲撃である。かって
の難局と同様、アメリカ合衆国は同盟諸国と協調し、この手強い挑戦に対抗した。同
時に、国際化や急速な技術革新、米国社会にいっそうの多様化をもたらす新たな移民
の波に触発された変化に対応していかなければならなかった。米国は、その歴史で達
成されたものの上に、さらに業績を積み上げ、その過程で犠牲を払った人々をたたえ
ようと模索した。
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１１ 第４章 「国民のための政府」 三権分立と民主主義過程
（出所）アメリカンセンター／ジャパン／About the USA
https://americancenterjapan.com/
情報・参考資料／米国プロファイル
https://americancenterjapan.com/aboutusa/profile/2775/
建国初期のアメリカ人の生活様式は、民主主義を奨励するものであった。人々は、
森林と荒野の土地に入植し、皆が力を合わせて家を建て、食糧を供給し、農地や住居
を作るために土地を開墾しなければならなかった。このような協力が不可欠であった
ことが、「新世界」では人は皆平等であり誰も特権を持っていないのだという信念を
強固にしたのである。
そのような平等への強い衝動は、最初の植民地 13 邦と母国イギリスとの関係に影
響を及ぼした。1776 年のアメリカ独立宣言は、
「人は皆生まれながらにして平等であ
り、生命、自由、そして幸福の追求」に対して権利を持つことを宣言した。
独立宣言とその後に制定された合衆国憲法は、アメリカの植民地体験と、英国のジ
ョン・ロック等の哲学者の政治的思想を融合し、民主共和制の概念を打ち立てた。政
府は人民から権限を付託され、選挙で選ばれた代議員を通じてその権限を行使する。
アメリカ独立戦争中、各植民地は英国に対して連合戦線を張るために全国連合会議を
形成した。独立戦争後は、「連合規約」により、連合会議では個々の州の処理能力を
超える問題だけが扱われるようになった。
アメリカ合衆国憲法
連合規約は、各州の協力が期待どおりに得られなかったため、合衆国の統治文書と
しては失敗に終わった。アメリカ兵士の賃金やフランスへの戦債の支払いの時期がく
ると、それを拒否する州もあった。こうした弱点を改善するため、連合会議は各州に
代議員の派遣を要請し、1787 年 5 月にフィラデルフィアで憲法制定会議が開催され
た。議長を務めたのは、ジョージ・ワシントンであった。
代議員は、強力な中央政府を求める派とそれに反対する派の間の均衡をはかり、結
論として、権限の一部を国家政府（連邦政府）に与え、その他を各州に与える憲法が
制定された。この憲法は、連邦政府を、立法部（上院と下院から成る議会）、行政部
（大統領を頂点とする）、そして司法部（連邦裁判所）の 3 部門に分けている。これ
は「三権分立」と言われ、各部門に一定の義務を付与すると共に実質的に相互の独立
性を与えるものである。また「抑制と均衡」の制度を通じて、各部門には他部門に対
してある程度の権限が与えられた。
抑制と均衡の具体例には、次のようなものがある。
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• 大統領は、議会を通過した法案でも望ましくないと思えば、その成立を拒否するこ
とができる。すなわち、大統領が拒否した法案は、上下両院それぞれの 3 分の 2 以
上の賛成票が得られない限り、無効となる。
• 議会を通過し、大統領が署名した法律が、違憲として連邦裁判所で異議申立された
場合、連邦裁判所はその法律を無効とすることができる。（ただし連邦裁判所は勧
告的意見あるいは理論的意見を発表することはできない。連邦裁判所の裁判権は実
際の紛争に限定される。）
・大統領は他国と条約を結ぶ権限、および判事等の連邦政府職の任命権を持つが、条
約も任命も、上院の承認を得て初めて効力を持つ。
最近は、三権分立制度の弱点として、抑制と均衡の過剰により政府が膠着状態に陥
る傾向があることを指摘する意見もある。
権利章典
1787 年にフィラデルフィアで作成された合衆国憲法は、アメリカ 13 州のうち少な
くとも 9 州で住民の過半数による承認を得なければ効力を持てなかった。憲法の条文
に個人の権利の保障が明示されていなかったため、この承認過程で、多くの市民が不
安を抱くことになった。これに対応して 10 カ条の修正が憲法に付加され、これが権
利章典と言われるものになった。
権利章典は、アメリカ国民に言論、信教、出版の自由を保証し、また公共の場所で
集会し、政府の行動に抗議し、変更を要求する権利を与えた。国民は武器を所有する
権利も付与された。権利章典は、警察官や兵士が正当な理由なくして個人を呼びとめ
身体検査をすることを禁じ、また裁判所の許可なく個人の住居を捜索することを禁じ
ている。
権利章典は、犯罪で起訴された個人に対し迅速な裁判を保証する。さらに、審理は
要請があれば陪審により行われ、被告人は弁護士を代理人として立てたり証人を立て
ることが許されている。残酷かつ異常な刑罰は科してはならない。このような権利章
典を付加した憲法は、全 13 州により承認され、1789 年に発効した。
その後、17 ヵ条の修正条項が憲法に付加された。その中で最も重要な条項は、奴
隷制度を違法とする修正第 13 条、法のもとにすべての市民を平等に保護する第 14
条、および女性に選挙権を与えた第 19 条である。
憲法を修正するには、次に述べる 2 つの方法がある。連邦議会の各議院の 3 分の 2
以上の支持票を得れば修正案を提出することができる。あるいは、全州のうち 3 分の
2 の議会が要求すれば修正発議のための代表者会議を開くことができる。（ただし、
この 2 番目の方法は実際に使われたことはない）。いずれの場合も、修正は全州の 4
分の 3 により承認されなければ、効力を発しない。

26

米国政府・政治
総合情報 |憲法 | 民主主義 | 予算制定課程 | 政府情報普及システム | 大統
領・国務長官海外訪問/外国首脳米国訪問記録
憲法は中央政府、州政府、地方政府の間で権力を分散して連邦の統治システムを構築
している。
この３層構造による米国の統治システムの２つの特徴が基本となる。
第一に、国民が中央政府、州政府、地方政府に仕える公務員を選出する。それぞれの
レベルの権限は、国民に立脚する。
第二に、各レベルの政府は、それが奉仕する地域の住民から徴税によって資金を調達
する。各レベルの政府は、自身の財政基盤を確保できない限り、自立した活動は望め
ない。
政府の様々な構成単位の間で権力を分散するという概念は、政府の権力を規制し、
その乱用を防ぐために考案された。建国の父達は、できる限り、政府のいかなる部門
も他に取って代わることがないよう、憲法に“チェック・アンド・バランス”のシス
テムを組み込んだ。
国家レベルでは、連邦政府はさらに３つの自立した部門に分かれている。
米国大統領府に象徴される行政府は法を執行する。
米国議会に象徴される立法府は法を制定する。
連邦最高裁判所に象徴される司法府は法律を解釈し、その法律が憲法に抵触しない
かを判断する。
立法府
合衆国政府の立法府、すなわち連邦議会は、全米 50 の各州から選出された代表者
により構成される。合衆国政府の中で、連邦法の制定、連邦税の徴収、戦争の宣言、
および条約の批准ができるのは、立法府だけである。
下院議員の任期は 2 年である。議員は各自の州の選挙区を代表し、選挙区数は 10
年ごとの国勢調査に基づいて決められる。各州の議員数は人口に比例し、なかには議
員 1 名という州もある。下院議員の総数は 435 名である。
上院議員の任期は 6 年である。人口に関係なく各州 2 名ずつが選出され、議員の 3
分の 1 が 2 年ごとに改選される。上院議員の総数は 100 名である。
法案は上下両院で可決された後に、法律となる。上院または下院に提出された法案
は、1 つ以上の委員会で検討され、修正され、可決された後に上院または下院の本議
会で討議される。上院か下院の一方で可決された法案は、他方に送られ審議される。
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同一法案について上院と下院とで異なる内容のものが可決された場合は、「両院協議
会」で調整を図る。法案を推進するため、あるいは阻止するために議員に働きかける
人たちのことを「ロビイスト」というが、彼らは立法過程のほぼ全段階でその影響力
を行使することができる。同一の法案が上下両院で可決されると、それは大統領に送
付され、その承認を得て法律となる。
行政府
アメリカ合衆国の最高責任者は、大統領である。大統領は副大統領と共に 4 年の任
期で選出される。1951 年発効の憲法修正条項により、大統領は 2 回を超えて選出さ
れてはならないとされている。副大統領は、大統領が死亡した場合または職務遂行不
能となった場合に大統領を継承するが、それ以外には、上院議長を務めるのが唯一の
公式職務である。また副大統領は、上院の票決が同数となった場合に決着をつけるた
めだけに投票することができる。
大統領は幅広い権力を持つが、その権力は無限ではない。大統領は、国家政策の立
案者として法案を議会に提出する。前述のように、大統領は、議会が可決した法案を
拒否することができる。また、大統領は軍の最高司令官である。大統領は、最高裁判
事をはじめ連邦裁判所の判事職に空席ができた場合、判事を任命することができる。
さらに自党の党首であり、マスコミに多大なアクセスを持つ大統領は、容易に世論に
影響を及ぼすことができる。
行政府内で、大統領は規制・訓令を発令し、連邦政府の各省庁の業務を遂行する広
範な権限を持つ。大統領は、各省庁の長官および高官を任命する。｢長官｣と呼ばれる
主な省庁の長は、大統領顧問委員会の一員であるが、連邦政府職員の大半は、政治的
な任命ではなく、能力に基づいて採用される。
司法府
司法府の頂点にある連邦最高裁判所は、憲法に基づいて設けられた唯一の裁判所で
ある。このほかに連邦控訴裁判所が 13、その下に約 95 の連邦地方裁判所があるが、
これらは議会により設けられた。最高裁判所はワシントン DC にあるが、その他の連
邦裁判所はアメリカ各地に散在している。連邦裁判所の判事は任命制で、その任期は
終身あるいは自主退官するまで継続する。連邦裁判所の判事を退官させるためには、
弾劾および議会での審理という困難な過程を経なければならない。
連邦裁判所は、憲法や連邦法や条約に基づく事件、海事事件、外国人または外国政
府に関わる事件、および連邦政府自体が当事者である事件を審理する。
連邦最高裁判所は、長官と 8 名の判事で構成される。最高裁判所が扱う審理は、ほ
とんどが連邦または州の下級裁判所からの上訴審である。その大半は、行政府の措置
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や連邦議会または州議会が可決した法律の解釈と合憲性を巡る紛争である（連邦法と
同様に、州法も憲法に沿ったものでなければならない）。
最終審裁判所
連邦政府の 3 部門は同等の権力を持つとされているが、連邦最高裁判所が最終決定
権を持つ場合が多い。裁判所は法律を違憲と判定することができ、無効とすることが
できる。こうした判決の大半は上訴に持ち込まれ、最高裁判所が憲法の解釈を巡って
最終的な判断を下す。重要な訴訟については、たいていの場合、最高裁判所判事の意
見の抜粋が新聞に掲載されるので、最高裁判所の決定は広く国民の間で議論される。
これはあるべき姿である。最高裁判所の決定は、長期にわたる論争に決着をつけ、当
座の結果をはるかに超える社会的影響を及ぼすことがある。その例として、有名な、
プレッシー対ファーガソン事件（1896 年）およびブラウン対トピカ教育委員会事件
（1954 年）という 2 つの関連した訴訟事件の判決が挙げられる。
プレッシー事件では、旅客列車で黒人と白人を分離して別の車両に乗るよう強制す
ることができるかどうかが争点であった。最高裁判所は、「分離すれど平等」という
主義に基づき、この慣行を支持した。この訴訟事件は、最高裁判所が修正第 13 条お
よび 14 条を狭義に解釈していること、また黒人と白人を区別して扱う広範に用いら
れている法律や慣習がそのままにされるだろうという信号を発した。ひとり、ジョ
ン・マーシャル・ハーラン判事が、「憲法は色の区別ができない」ことを主張して、
その判決に同意しなかった。
それからほぼ 60 年後、連邦最高裁判所は法理を変更した。1954 年のブラウン事件
では、公立学校の意図的な人種分離は、憲法修正第 14 条にいう法の平等な保護に違
反するとの判決が下された。最高裁判所は直接プレッシー判決を覆しはしなかったが、
ハーラン判事の憲法解釈の正当性が立証された。ブラウン判決は、カンザス州トピカ
市内の学校にのみ適用されるものだったが、判決に述べられた原則は全国の公立学校
に影響を及ぼした。のみならず、この判例は政府のあらゆる措置において人種分離の
基盤を揺るがし、すべての国民を等しくに扱うという新たな方向を全国に知らしめた。
ブラウン判決は、特にアメリカ南部をはじめ一部の国民にショックを与えたが、
徐々に法律として受け入れられるようになった。しかし、論議を呼び起こした最高裁
判所の他の判決の中には、ブラウン判決のように広くは受け入れられなかったものも
ある。例えば、1962 年から 85 年までの間に起こったいくつかの事件において、最高
裁判所は公立学校で生徒にお祈りを強いることは違憲であるとの判決を下した。しか
し反対派は、公立学校からお祈りを排除したことがアメリカのモラルの低下を招いた
と信じ、憲法に違反することなく学校でのお祈りを復活させる方法を探している。ま
た最高裁判所は、1973 年のロー対ウェイド事件で、特定の状況下における妊娠中絶
権を女性に与える判決を下したが、妊娠中絶を殺人行為と見なす人たちもいて、彼ら
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は今なおこの判決を快く思っていない。ロー対ウェイドの判決は、憲法の解釈に基づ
いているため、反対派は憲法を修正することによって判決を覆そうとしている。
政党と選挙
アメリカ国民は、選挙で投票し、政党に入党し、選挙運動に参加することにより、
民主主義における国民の権利を行使している。現在、アメリカには民主党と共和党の
2 大政党がある。民主党は、1800 年以前に結成されたトーマス・ジェファソンの政党
を起源とする。共和党は、1850 年代に、当時合衆国に新たに加えられていた各州に
奴隷制度が広がることに反対したアブラハム・リンカーン等により結成された。
民主党はどちらかというとリベラルであり、共和党は保守的であると見なされてい
る。一般的に民主党の考え方は、援助を必要とする人たちのために社会福祉・生活保
護制度を確立するのは、政府の義務であるとする。 一方、共和党は、必ずしもそれ
らの制度に反対するわけではないが、納税者への負担が大きすぎると考える。共和党
は、民間部門が強力であれば国民が政府にそれほど依存する必要がなくなるという信
念の下に、民間事業の奨励を強調する。
民主党・共和党共に、国民の支持層は多岐にわたり、党の政治観も多様である。同
じ党の党員や選出された公職者の間でさえも、必ずしもすべての争点で意見が一致す
るとは限らない。アメリカ国民は、政党に所属しなくても投票したり選挙に立候補す
ることができるが、政党の資金や運動員の支援なくして立候補することは難しい。
アメリカでは、一般に第 3 党と言われている少数政党が形成されることもあるが、
第 3 党の候補者が当選することはほとんどない。しかし少数政党は、国民の関心事で
ありながら政治の討論の場で無視されてきた問題に注意を喚起する役割を果たすこ
とが多い。この場合、2 大政党のいずれか、あるいは両方がその問題を取り上げるた
め、第 3 党は消滅する。
全国選挙は、2 年ごとに偶数年の 11 月最初の月曜日の翌日にあたる最初の火曜日
に行われる。州や地方政府の選挙は、全国選挙と同時に行われることが多いが、別の
年や月に行われる場合もある。
アメリカ国民は、政治にどの程度関与するかを、それぞれ自由に決めることができ
る。大多数の市民が、候補者の選挙運動にボランティアとして参加したり、特定の主
義主張を推進したり、あるいは自ら公職に立候補して活発に政治に関わる。一方、投
票日に 1 票を投じることで政治に参加し、あとは民主主義制度の作用に任せて個人の
自由が保護されていることを確信する国民も多い。
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１２ 民主主義の原則
（出所）アメリカンセンター／ジャパン／ジャパン／About the USA
https://americancenterjapan.com/
情報参考資料／米国政府／米国政府・政治／民主主義／民主主義の原則
https://americancenterjapan.com/aboutusa/translations/3078/

12.1 民主主義の原則 – 概要：民主主義とは何か
12.2 民主主義の原則 – 多数決の原理と少数派の権利
12.3 民主主義の原則 – 文民と軍の関係
12.4 民主主義の原則 – 政党
12.5 民主主義の原則 – 市民の義務
12.6 民主主義の原則 – 自由な報道
12.7 民主主義の原則 – 連邦主義
12.8 民主主義の原則 – 法の支配
12.9 民主主義の原則 – 人権
12.10 民主主義の原則 – 行政権
12.11 民主主義の原則 – 立法権
12.12 民主主義の原則 – 独立した司法府
12.13 民主主義の原則 – 立憲主義
12.14 民主主義の原則 – 言論の自由
12.15 民主主義の原則 – 政府の説明責任

12.1 民主主義の原則 概要：民主主義とは何か
「民主主義（デモクラシー）」の語源は、ギリシャ語の「デモス（人民）」である。
民主主義国においては、立法者や政府ではなく、国民に主権がある。世界各地のさま
ざまな民主主義制度には微妙な違いがあるが、民主主義政府を他の形態の政府と区別
する一定の原則と慣行が存在する。
•民主主義とは、市民が直接、もしくは自由選挙で選ばれた代表を通じて、権限を行
使し、市民としての義務を遂行する統治形態である。
•民主主義とは、人間の自由を守る一連の原則と慣行である。つまり、自由を制度化
したものと言ってもいい。
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•民主主義は、多数決原理の諸原則と、個人および少数派の権利を組み合わせたもの
を基盤としている。民主主義国はすべて、多数派の意思を尊重する一方で、個人お
よび少数派集団の基本的な権利を熱心に擁護する。
•民主主義国は、全権が集中する中央政府を警戒し、政府機能を地方や地域に分散さ
せる。それは、地域レベルの政府・自治体が、市民にとって可能な限り身近で、対
応が迅速でなければならないことを理解しているからである。
•民主主義国は、言論や信教の自由、法の下で平等な保護を受ける権利、そして政治
的・経済的・文化的な生活を組織し、これらに全面的に参加する機会などの基本的
人権を擁護することが、国の最も重要な機能のひとつであることを理解している。
•民主主義国は、すべての市民に対して開かれた、自由で公正な選挙を定期的に実施
する。民主主義における選挙は、独裁者や単一政党の隠れみのとなる見せかけの選
挙ではなく、国民の支持を競うための真の競争でなければならない。
•民主主義は、政府を法の支配下に置き、すべての市民が法の下で平等な保護を受け
ること、そして市民の権利が法制度によって守られることを保障する。
•民主主義諸国のあり方は多様であり、それぞれの国の独自の政治・社会・文化生活
を反映している。民主主義諸国の基盤は、画一的な慣行ではなく、基本的な諸原則
の上に置かれている。
•民主主義国の市民は、権利を持つだけでなく、政治制度に参加する責任を持つ。そ
の代わり、その政治制度は市民の権利と自由を保護する。
•民主主義社会は、寛容と協力と譲歩といった価値を何よりも重視する。民主主義国
は、全体的な合意に達するには譲歩が必要であること、また合意達成が常に可能だ
とは限らないことを認識している。マハトマ・ガンジーはこう述べている。
「不寛容
は、それ自体が暴力の一形態であり、真の民主主義精神の成長にとって障害となる。」

12.2 民主主義の原則 – 多数決の原理と少数派の権利
一見すると、多数決の原理と、個人および少数派の権利の擁護とは、矛盾するよう
に思えるかもしれない。しかし実際には、この二つの原則は、われわれの言う民主主
義政府の基盤そのものを支える一対の柱なのである。
•多数決の原理は、政府を組織し、公共の課題に関する決断を下すための手段であり、
抑圧への道ではない。ひとりよがりで作った集団が他を抑圧する権利がないのと同
様に、民主主義国においてさえも、多数派が、少数派や個人の基本的な権利と自由
を取り上げることがあってはならない。
•民族的背景、宗教上の信念、地理的要因、所得水準といった要因で少数派である人
でも、単に選挙や政治論争に敗れて少数派である人でも、基本的人権は保障され享
受できる。いかなる政府も、また公選・非公選を問わずいかなる多数派も、それを
取り上げてはならない。
•少数派は、政府が自分たちの権利と独自性を擁護してくれることを確信する必要が
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ある。それが達成された時、その少数派集団は、自国の民主主義制度に参加し、貢
献することができる。
•民主主義政府が必ず保護しなければならない基本的人権には、言論と表現の自由、
宗教と信仰の自由、法の下での正当な手続きと平等な保護、そして組織を結成し、
発言し、異議を唱え、社会の公共生活に全面的に参加する自由などがある。
•民主主義国は、少数派には文化的独自性、社会的慣習、個人の良心、および宗教活
動を維持する権利があり、それを保護することが、国の主要な責務のひとつである
ことを理解している。
•多数派の目に異様とはまでは映らなくても、奇妙に見える民族や文化集団を受容す
ることは、どんな民主主義政府も直面しうる難しい課題のひとつである。しかし、
民主主義国は、多様性が極めて大きな資産となり得ることを認識している。民主主
義国は、こうした独自性や文化、価値観の違いを脅威と見なすのではなく、国を強
くし豊かにするための試練と見なしている。
•少数派集団の意見や価値観の相違をどのように解決するかという課題に、ひとつの
決まった答などあり得ない。自由な社会は、寛容、討論、譲歩という民主的過程を
通じてのみ、多数決の原理と少数派の権利という一対の柱に基づく合意に達するこ
とができる。そういう確信があるのみである。

12.3 民主主義の原則 – 文民と軍の関係
戦争と平和の問題は、どの国家にとっても最重要の課題であり、危機が発生すると、
多くの国が軍隊に指揮を仰ごうとする。
しかし、民主主義国は違う。
民主主義国においては、平和と戦争の問題や、国家安全保障に対する脅威は、社会
が直面する最も重要な課題である。従って、公選された代表者を通じて国民が行動を
起こし、決断を下さなければならない問題である。民主主義国の軍隊は、国家を指導
するのではなく、国家に奉仕する。軍の指導者は、公選の指導者に助言をし、下され
た決断を実行に移す。国民によって選ばれた指導者だけが、国家の運命を決める権限
と責任を持つ。
従って、軍に対するこうした文民統制と、文民の権限という考え方は、民主主義の
根源である。
•文民は国家の軍隊を指揮し、国家防衛の問題について決断を下す必要がある。それ
は、必ずしも彼らが軍の専門家より賢明であるからではなく、彼らがまさに国民の
代表であり、国民の代表だからこそ、そうした決断を下す責任と、その決断に対す
る説明責任を果たす任務が課せられているからである。
•民主主義国の軍隊は、国家と、国民の自由を守るために存在する。いかなる政治的
見地をも、民族・社会集団をも代表したり支持したりすることはない。軍の忠誠は、
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より大きな国家の理想、法の支配、民主主義の原則そのものに向けられる。
•文民統制は、国家の価値観、諸制度、諸政策が、軍隊ではなく国民の自由な選択の
結果によるものであることを保障する。軍隊の目的は、社会を守ることであり、社
会を定義することではない。
•いかなる民主主義政府も、防衛および国家安全保障に関する政策決定に際しては、
軍の専門家の知識と助言を尊重する。文民は、これらの問題に関する専門的な助言
と、政府の決断の遂行を軍に依頼する。しかし、公選された文民指導者だけが、最
終的な政策決定を下すべきである。そしてその決定を、軍が自らの職分の範囲内で
遂行する。
•もちろん、軍人も、他の国民と同様に、公正に全面的に自国の政治生活に参加する
ことができる。だがそれは有権者個人としての参加に限られる。軍人は、政治に関
与する前に、軍から退役しなくてはならない。軍は政治から分離された状態でなく
てはならない。軍隊は、国家の中立的な公僕であり、社会の守護者なのである。
•究極的には、軍に対する文民統制は、防衛や国家安全保障の問題が、基本的な民主
主義の価値である多数決の原理、少数派の権利、言論・宗教の自由、正当な手続き
などを損なわないよう保障するものである。文民統制を実施することは、すべての
政治指導者の責任であり、文民当局の合法的な指示に従うというは、軍の責任であ
る。

12.4 民主主義の原則 – 政党
個人の権利と自由を維持し擁護するために、民主主義国の国民は、自分たちが選ん
だ政府を形成するため、力を合わせなければならない。それを実現する主要な手段は、
政党を通じて行うものである。
•政党は、国民と政府との間をつなぐ自発的な組織である。政党は、公職の候補者を
募り、彼らを当選させるべく選挙運動を行う。そして、国民を動員して、政府の指
導者の選出に参加させる
•多数党（選挙で選ばれ、政府の各省庁を支配できる政党）は、数々の政策や計画を
法制化することを目指す。野党は、多数党の政策案を自由に批判し、独自の提案を
提出できる。
•選出された党幹部の政府内での活動に対して、市民が説明責任を求めた場合、政党
はその手段を提供する。
•民主主義における政党は、民主主義の諸原則に信頼を置いている。従って、自党が
政権の座についていない時でも、選出された政府の権限を認め尊重する。
•他の民主主義諸国と同様、様々な政党の構成員は、その母体となる文化の多様性を
反映している。何らかの政治的信条を基盤とする小規模な政党もあれば、経済的利
害や共通の歴史を基盤に組織された政党もある。また、選挙の時期だけ集合するよ
うな、結びつきが弱い様々な市民から成る政党も存在する。
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•民主主義における政党は、小規模な運動であれ、全国規模の大連合であれ、譲歩と
寛容という価値観を共有している。彼らは、他の政党や組織との広範な連携と協力
を通じてのみ、国民の支持を勝ち取ることのできる共通の政治構想と指導力を提供
できることを認識している。
•民主主義における政党は、政治的見解は流動的で変わりやすいものであることや、
全体的な合意は、平和で自由な公開の場での討論で、意見や価値観の衝突の中から
生まれることを認識している。
•「忠実な野党」いう概念は、あらゆる民主主義の中核を成す。これは、政治討論に
おいて、いかに意見の相違が深かったとしても、言論と信仰の自由や、法の下での
平等な保護という民主主義の基本的価値観を、全員が共有しているということを意
味する。選挙で敗北した政党は、自分たちが組織し、発言する自由を、この政治制
度が引き続き保護してくれることを信じつつ野党の役にまわる。いずれは野党にも、
再び自らの構想を掲げ、国民の票を求めて選挙運動を行う機会が訪れる。
•民主主義において、政党間の争いは、生存をかけた戦いではなく、国民に奉仕する
ための競争である。

12.5 民主主義の原則 – 市民の義務
独裁制とは異なり、民主主義政府は、国民に奉仕するために存在する。しかし、民
主主義国の市民も、彼らを統治する規則や義務を遵守することに同意しなければなら
ない。民主主義国は、国民に多くの自由を与える。その中には、政府に反対し、政府
を批判する自由も含まれる。
民主主義国における市民には、参加と礼儀正しさ、さらには忍耐さえ求められる。
•民主主義国の市民は、権利を有するだけでなく義務もあることを自覚している。彼
らは、民主主義には時間と努力を費やす必要があることを認識している。人民によ
る政府は、人民による絶え間ない警戒と支持を必要とする。
•一部の民主主義政府において、市民の参加とは、陪審を務める義務や、一定期間の
兵役に就くことや、公共奉仕活動を行う義務などを意味する。これ以外に、どの民
主主義国の市民でも課される義務がある。その中でも主な義務が法の尊重である。
また、税金の公正な負担分を納めること、公選された政府の権限を受容すること、
そして、異なる視点を持つ人々の権利を尊重することも市民の義務に含まれる。
•民主主義国の市民は、自分の権利を社会に守ってもらう恩恵を享受するためには、
自分も、社会に対する義務を負わなければならないことを理解している。
•自由な社会には、
「国民は自らに見合った政府を持つ」という意味のことわざがある。
民主主義が成功するためには、市民は受け身ではなく積極的でなければならない。
なぜなら、市民は、政府の成功も失敗も、その責任は、他の誰でもない、自分たち
自身にかかっていることを認識しているからである。そして、政府関係者もまた、
すべての市民は平等に扱われるべきであること、また民主主義政治には贈収賄の入
り込む余地がないことを理解している。
35

•民主主義制度においては、指導者に不満を持つ国民は、自由に団結して、平和裏に
交替の必要性を主張したり、時期の定められた選挙によって指導者を公職から追放
しようとすることができる。
•民主主義国が健全であり続けるには、市民による投票だけでなく、それ以上のもの
が必要である。民主主義国は、大勢の市民からの一貫した関心と、時間と関与を必
要とする。その代わり市民は、政府が彼らの権利と自由を守ることを期待する。
•民主主義国の市民は、政党に参加し、自分たちが選んだ候補者のために選挙運動を
行う。そして、自党が常に政権を握るとは限らないという事実を受け入れる。
◦彼らは、自由に公職に立候補したり、一定期間、公職に任命されたりする。
◦彼らは、報道の自由を利用して、地域的および全国的な争点について発言する。
◦彼らは、労働組合や、地域グループ、実業団体に参加する。
◦彼らは、民間の自主的な組織に、共通の関心事に基づいて参加する。宗教、民族文
化、学術研究、スポーツ、芸術、文学、近隣地域の環境改善、国際的な学生交流
など数々の活動が含まれる。
◦こうした集団は、政府との関係が近いか遠いかに関わりなく、民主主義の豊かさと
健全性に貢献する。

12.6 民主主義の原則 – 自由な報道
民主主義国においては、報道機関は政府の統制を受けずに活動しなくてはならない。
民主主義政府は、新聞記事の内容やジャーナリストの活動を規制するための情報省を
持ったり、ジャーナリストに国家の審査を受けさせることを要求したり、ジャーナリ
ストを政府の管理する組合に加入することを強制したりしない。
•自由な報道機関は、一般市民に情報を与え、指導者の説明責任を求め、地域および
国家の問題を論議するための場を提供する。
•民主主義国は、自由な報道機関の存在をはぐくむ。独立した司法制度、法の支配に
基づく市民社会、そして言論の自由は、いずれも自由な報道活動を支えるものであ
る。自由な報道は法によって保護されなければならない。
•民主主義国の政府は、すべての行動に関して説明責任を持つ。従って、市民は、政
府が市民に代わって下す決定について知らされることを期待する。報道機関は、政
府の監視役を務め、市民が政府に説明責任を求めることを助け、政府の政策に疑問
を呈することによって、市民の「知る権利」を促進する。民主主義政府は、公共の
会議の取材や公文書入手をジャーナリストに認める。また、ジャーナリストが言っ
たり書いたりする内容を事前に制限することはない。
•報道機関自身も、責任ある行動を取らなければならない。報道機関は、職業団体、
独立した報道審議会、そして「オンブズマン（外部からの苦情を聞く機関内の批評
担当者）」を通じて、自らの行き過ぎに対する苦情に対応し、内部での説明責任機能
を維持する。
•民主主義は、一般市民に対し、選択し決断を下すことを要求する。一般市民が報道
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機関を信頼できるようになるためには、ジャーナリストは信頼性のある情報源と情
報に基づいて、事実報道を提供しなければならない。剽窃や誤報は、自由な報道に
逆効果をもたらす。
•報道機関は、編集の過程と情報の収集・配布の過程を区別するために、政府の統制
を排した独自の編集委員会を設立すべきである。
•ジャーナリストは、世論に左右されてはならない。可能な限り真実に近づき、その
真実の追求によってのみ立場を決めるべきである。民主主義国は、報道機関が、政
府への恐怖も、政府から恩恵もなしに、ニュースを集め、報道する作業に専念でき
るようにする。
•民主主義国は、二つの権利の間に果てしない葛藤を作り出す。その一つは、国家の
安全保障を維持するという政府の義務であり、もう一つは、ジャーナリストの情報
入手能力を踏まえた国民の知る権利である。時には、扱いに注意を要し、一般に配
布するにはふさわしくないと見なされる情報へのアクセスを、政府が制限しなけれ
ばならない場合もある。しかし、民主主義国のジャーナリストが、そうした情報を
追求することは、正当な行為である。

12.7 民主主義の原則 – 連邦主義
異なる言語、宗教上の信仰、あるいは文化規範を持つ自由な人々で構成された多様
な集団が、合意された憲法の枠組みの下で暮らすことを選択した場合、彼らは、ある
程度の地方自治と、平等な経済的・社会的機会を期待する。連邦制の政府は、地元、
地域、および全国の各レベルで権限を分かち合い、地域の要望に合わせた政策を作成
し実行している公選の当局者たちに権限を与える。彼ら当局者たちは、中央の国家政
府と連携し、相互に協力して国家が直面する数々の問題を解決する。
•連邦主義とは、同一の人々と地域に権限を及ぼす自由選挙で選ばれた二つ以上の政
府が、権限と意思決定を分かち合う制度である。連邦主義は、上層の政府だけでな
く、結果が最もすぐに現れる場所である地域社会にも意思決定能力を与え、それを
保護する。
•連邦主義は、国民に対する政府の説明責任を促進し、地方政府に地域の法律の策定
と施行を認めることによって、市民の参加と市民としての責任を奨励する。
•連邦主義は、付与された権限を明記し、各レベルの政府が分かちあう責任の範囲を
概説した、成文憲法によって強化されている。
•一般に、地域の要求は、地域政府が満たすべきであるという合意があるが、間違い
なく国家政府に任せた方がよい課題もある。その例としてよく挙げられるのは、防
衛、国際条約、連邦予算、郵政事業などである。
•地方条例は、地域社会が生活のために選択した希望を反映している。警察、消防、
学校管理、地元の保健衛生基準、建築基準などは、地域で策定され実施されること
が多い。
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•連邦国家の各種政府（国家、地方、地域）は、法的権限の関係で、協力的な取り組
みが必要な場合には、互いに協力して課題に取り組む。こうした政府間関係におい
て、国家政府は、地域政府間の紛争を調停する権限を持つことが多い。
•地理的に広大で、経済的に多様な国においては、所得や社会福祉の地域間格差問題
に、国家政府による税収の再配分政策で対処することができる。
•連邦制は、迅速に対応し、包括的である。市民は、どのレベルの政府の公職にも自
由に立候補することができる。地方や地域の政府は、そうした公職の数が最も多く、
地元社会に影響を及ぼす機会もおそらく最も多く提供している。
•連邦主義は、政党に対して、有権者に奉仕する機会を多く提供する。国家レベルの
議会や行政府で多数党ではない政党でも、地方・地域レベルでは参加することがで
きる。

12.8 民主主義の原則 – 法の支配
人類の歴史の大半にわたって、支配者と法律は同義語であった。法律は、支配者の
意志に過ぎなかったのである。そうした圧政からの決別の第一歩が、法の支配の概念
だった。そこには、支配者でさえも法の下にあり、法的手段に基づいて支配すべきで
ある、という概念も含まれていた。民主主義は、この法の支配を確立することによっ
て、さらに前進した。何の問題もない社会や政治制度などは存在しないが、法の支配
は、政治・社会・経済上の基本的な権利を保護する。そして、専制政治と無法状態以
外にも道があることを気付かせてくれる。
•法の支配とは、大統領であれ一般市民であれ、いかなる個人も法を超越した存在で
はないことを意味する。民主主義政府は、法を通じて権限を行使し、自らも法律の
制約を受ける。
•法律は、人民の意志を反映すべきものであって、国王、独裁者、軍人、宗教指導者、
あるいは勝手に政党を名乗る集団の気まぐれを反映したものであってはならない。
•民主主義国の市民は、社会の法律に進んで従う。それは自分たち自身の規則や規制
に従うことを意味するからである。正義が最もよく達成できるのは、法律に従わな
ければならない当の人々が、自ら法律を定めた場合である。
•法の支配の下では、独立した強力な裁判所制度が、最高指導者も含めた政府関係者
に対して、国家の法規に関する説明責任を果たすよう求める権限、資源、および権
威を保持しなければならない。
•このため、判事は、十分に訓練され、独立した、公正な専門家でなければならない。
法律および政治制度の中で必要とされる役割を果たすため、判事は、民主主義の諸
原則に忠実でなければならない。
•民主主義国の法律の出典は、成文憲法、成分法や規制、宗教および倫理上の教え、
文化的伝統や慣習など、さまざまである。しかし、法律はその由来が何であれ、市
民の権利と自由を守るための、次のような一定の規定を明記しなければならない。
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◦法の下での平等な保護という要件に従い、法律が特定の個人あるいは一集団だけ
に適用される内容であってはならない。
◦市民は、恣意的な逮捕や、不当な家宅捜索、あるいは個人財産の押収から保護さ
れなければならない。
◦犯罪の嫌疑を受けた市民には、迅速な公開裁判を受けるとともに、告訴人と向き
合い、質問する権利がある。たとえ有罪判決を受けたとしても、残虐あるいは異
常な刑罰を科してはならない。
◦市民に、自らに不利な証言を強制することはできない。この原則は、市民を威圧、
虐待、拷問から守り、警察がそうした手段をとろうとする誘惑を大幅に減少させ
る。

12.9 民主主義の原則 – 人権
すべての人間は、何ものにも侵されない権利を持って生まれる。この人権は、人々
に尊厳ある生活を追求する権利を与える。いかなる政府も人権を付与することはでき
ないが、そうした権利を保護しなければならない。正義、寛容、尊厳、尊敬、法規範
の上に築かれた自由は、民族、宗教、政治的所属団体、社会的地位に関係なく、人々
が基本的権利を追求することを可能にする。独裁政治は人権を拒否するが、自由な社
会は常に人権の実現を目指す。
様々な人権は、相互に依存し合っており、分割できないものである。それらは、社
会・政治・経済問題など、人間の暮らしの無数の側面に及んでいる。最も広く認めら
れている人権には、次のようなものがある。
•すべての人々は、独自の意見を形成し、それを個人で、または平和的集会で発表す
る権利を持つべきである。自由社会は、人々が数々の争点について意見を交換する
「発想の市場」を創り出す。
•すべての人々は、政府に参加する権利を持つべきである。政府は、人権を保護する
法律を作成すべきである。そうした法律を、司法制度は国民の間で、平等に施行す
る。
•支配政党に反対する者であろうと、民族的少数派であろうと、あるいは普通の犯罪
者であろうと、恣意的な逮捕、拘留、拷問からの自由は、基本的な人権である。専
門の警察組織は、国家の法律を執行するに当たり、すべての市民を尊重する。
•民族的に多様な国家では、宗教的・民族的少数派は、多数派住民からの仕返しを恐
れることなく、自由にそれぞれの言語を使用し、伝統を維持するべきである。政府
は、多数派の意思を尊重する一方で、少数派の権利を認めなければならない。
•すべての人々は、仕事をし、生計を立て、家族を養う機会を持つべきである。
•子どもは、特別な保護を受けるに値する。子どもは、少なくとも初等教育と、適切
な栄養、保健医療を与えられるべきである。
•人権を維持するために、いかなる自由社会の市民も油断してはならない。様々な参
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加型活動を通じて市民の責任を果たすことが、政府が国民に対して説明責任を果た
すことにつながる。自由な諸国は一体となって、人権の保護に向けて努力すること
を誓っている。これらの諸国は、人権に関する数々の国際条約や盟約を通じて、そ
の誓約を正式な形で表している。

12.10 民主主義の原則 – 行政権
民主主義政府の指導者は、国民の同意を得て統治を行う。そうした指導者が強力で
ある理由は、彼らが軍隊や経済的な富を握っているからではなく、自由で公正な選挙
によって有権者から与えられた課せられた制約を尊重するからである。
•民主主義国の市民は、自由選挙を通じて、法で定義されている権限を指導者に与え
る。立憲民主主義においては、立法府は法律を制定し、行政府はその法律を執行し、
司法府は独立した機能を果たすよう、権力が分割されている。
•民主主義における指導者は、選挙で選ばれた独裁者でもなければ、
「終身大統領」で
もない。彼らは、一定の任期を務め、たとえ政府の支配権を失うことになっても、自
由選挙の結果を受け入れる。
•立憲民主主義国においては、行政府に対して三つの制限が課される。それは、国家
政府を行政、立法、司法の三権に分立する抑制と均衡の制度（チェックアンドバラ
ンス）、国家政府と州・地方政府の間で権限を分割する連邦制度、そして憲法による
基本的権利の保障である。
•国家レベルでの行政府は、憲法が立法府に与えた権限と、独立した司法府によって
制約を受ける。
•近代民主主義国の行政府は、一般的に、議会制または大統領制のどちらかの形態で
組織される。
◦議会制の場合、議会の多数党が政府の行政府を構成し、首相がその長となる。
◦議会制の場合、首相と閣僚は議会で選ばれるため、立法府と行政府が完全には区
別されない。このような制度では、野党が、行政府の権限を点検し抑制する主要な手
段を務める。
◦大統領制の場合、立法府の構成員とは別に大統領が選出される。
◦大統領制の場合、大統領と立法府は、それぞれ独自の権力基盤と政治的支持層を
持ち、それが相互の抑制と均衡の役割を果たす。
•民主主義は、政府が弱体化することではなく、政府が制限されることを求める。そ
の結果、民主主義国では、国家的な課題について合意に達成するまでに時間がかか
ることもある。しかし、一度達すれば、指導者は多大な権限と自信を持って行動す
ることができる。
•立憲民主主義国の指導者は、常に、彼らの権限を定義し制限する法の支配の枠内で
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機能する。

12.11 民主主義の原則 – 立法権
民主主義国における公選の代表は、国会議員にせよ州議会にせよ、国民に奉仕する
ために存在する。彼らは、健全な民主主義の機能に不可欠な多くの役割を果たす。
•公選の立法府は、議会制民主主義において、法律について審議・討論し、可決する
ための主要な公開の場である。立法府は、独裁的な指導者の決定を承認するだけの
形式的な議会ではない。
•立法府の議員は、監視と調査を行う権限を持ち、政府関係者の行動や決定に関し公
に疑問を呈することができる。その他にも、政府の様々な省庁の権限を抑制する役
割を果たす。これは、立法府が行政府から分離されている大統領制の統治の場合に、
特にあてはまる。
•立法府の議員は、国家予算の承認、緊急を要する課題に関する公聴会の実施、行政
府が指名した判事や閣僚の承認を行うことができる。一部の民主主義国家には、立
法府内に委員会があり、こうした国家的課題を議員が公に検討する場となっている。
•立法府の議員は、現政権を支持してもいいし、代替の計画案や政策を提案する、忠
実な野党としての役割を務めてもいい。
•立法府の議員には、自分の見解をできる限り効果的に表現する責任がある。しかし、
彼らは、自分たちの政治的支持者だけでなく、国民全体の福利に貢献するような合
意を達成するため、寛容と尊重と譲歩という民主主義の倫理の枠内で行動しなけれ
ばならない。国民全体の福利と、地元選挙区の要求の間のバランスをどのように保
つか、その決断は個々の議員が自ら行わなければならない。
•立法府の議員は、選挙区民の個別の苦情や問題に思いやりをこめて耳を傾け、彼ら
が政府の大きな役所から援助を受けられるよう、手助けする。そのため、議員は、
訓練を受けたスタッフを抱えている。
•国会議員は、通常、二つの方法のどちらかにより選出される。一つは、相対多数制
で「先着順当選制」とも呼ばれ、得票数の最も多かった候補者が当選する。もう一
つは、議会選挙で採用されることの多い比例代表制で、通常、有権者は個人にでは
なく、政党に対して投票し、政党の得票数の割合に基づいて代表者が選ばれる。
•比例代表制は、緊密に組織された、多様な小政党に希望を与える傾向がある。相対
多数性は、より緩やかな二大政党制を促進する。いずれの選挙制においても、選ば
れた代表は、民主主義議会の特徴である、討論、交渉、連立の樹立、そして譲歩と
いった活動に従事する。
•立法府議会はしばしば二院制をとる。通常、新しい法律は、上下両院の可決を必要
とする。
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12.12 民主主義の原則 – 独立した司法府
独立した専門の判事の存在は、憲法で保障された公正かつ公平な裁判所制度、すな
わち司法府の基盤である。ここで言う独立性とは、判事が個人の好みに基づいて判決
を下せるという意味ではない。たとえ政府や訴訟に関わっている有力者の意向に反し
ていても、判事は法的な判決を自由に下すことができる、ということを意味する。
•民主主義においては、選挙で選ばれた公職者や議会による政治的圧力からの独立は、
判事の公平性を保障する。司法判断は、事件の事実関係、個々の功罪、法的論議、
適切な法律に基づく公平なものであるべきであり、訴訟関係者から、いかなる制限
も不当な影響も受けてはならない。これらの原則は、全ての人に平等な法的保護を
保障する。
•公法を検討し、それが違憲であると断言する権限を判事が持つことは、政府の権力
の乱用を抑制するという基本的な役割を果たす。その政府が、たとえ一般投票で過
半数を得て公選された場合でもそうである。しかしながら、こうした権限を持つた
めには、裁判所が政治的配慮に基づいてではなく、法に基づいて判断を下す独立し
た存在と見なされることが必要である。
•公選にせよ、任命にせよ、判事が権力の座にある者からの圧力や攻撃を恐れずに判
決を下せるためには、判事職の職務保障あるいは終身在職権が法により保証されて
いなければならない。市民社会は、専門の判事の重要性を認識し、判事には適切な
訓練と報酬を与える。
•裁判所制度の公平性に対する信頼、すなわち政府の「非政治的な」部門であると見
なされることが、裁判所の強さと正当性の源泉である。
•しかしながら、国家の裁判所制度も、他の諸制度と同様、国民による論評、綿密な
調査、批判を免れることはできない。言論の自由は、判事にも、その批判者側にも、
全員に同等に与えられる。
•判事の公平性を保証するために、判事は、自分の利害が絡む訴訟で自らが判決を下
すことを回避する、つまり「辞退する」ことが、司法倫理により要求される。
•民主主義国では、判事を、些細な苦情や政治的な批判を理由に解任することはでき
ない。判事が解任されるのは、重大な犯罪または違反行為を犯した場合に限られ、
その際も、議会または独立した法廷委員会の場において、長く困難な手続きを伴う
弾劾（告発）と裁判を通して行われる。
•独立した司法府は、裁判所の判決が、交替する政治的権力や一時的な多数派の圧力
ではなく、国家の法律および憲法に基づくものであることを、国民に保障する。こ
のような独立性を与えられた民主主義の司法制度は、国民の権利と自由の守護者の
役割を果たす。

12.13 民主主義の原則 – 立憲主義
成文憲法は、国民が生活する上で同意した最も重要な法律を含み、政府の基本的な
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構造を概説するものである。従って、個人の自由、地域社会の権利、政府の権力の制
限という理想に基づく民主的立憲主義は、民主主義国の統治の枠組みを作り出す。
•立憲主義は、説明責任を有する民主主義政府には、政府権力に憲法上の制約が伴わ
なければならないことを認識している。
•憲法は、人民の共通の福利をはじめ、社会の基本的な目的と願望を定義するもので
ある。
•すべての法律は、憲法に沿って書かれなければならない。民主主義国では、独立し
た司法府があるため、市民は、違法または違憲と考える法律に異議を唱えることが
でき、政府や政府当局者による違法行為に対しても、裁判所命令による救済を求め
ることができる。
•憲法は、政府の権限の範囲、その権限を行使する仕組み、新しい法律を可決する手
続きなどの、政府権力の枠組みを規定する。
•憲法は、市民権を定義し、誰が投票権を持つべきかを決めるための基準を制定する。
•憲法は、国家の政治、行政、および司法の基盤を制定する。ここには、議会と法廷
の構造、公選職に就くための条件、公選職の任期なども含まれる。
•憲法は、政府省庁の責任分担を明記し、徴税と国家防衛軍の構築の権限を与えてい
る。
•連邦制の場合、憲法は、権力を政府間の様々なレベルに分割する。
•憲法は、特定の時点で書かれるため、将来、国民の要求の変化に対応できるよう、
修正可能でなければならない。予想不能、予測不能な課題に対応するためには、柔
軟性が重要である。このため、憲法は、通常、政府の一般的な原則を明記するため
に書かれる。
•一般的に憲法には、消極的権利と積極的権利の、２種類の権利が含まれている。 ◦
消極的権利とは、政府に対して、してはならないことを定めている。これは、政府
を制限し、政府が市民の特定の行動に影響を及ぼすことを防止する。例えば、政府
は、言論の自由や市民の平和的集会の権利を制限したり、違法な投獄を行ったりす
ることを慎まなくてはならない。
◦積極的な権利とは、政府がしなければならないことと、市民が持つ権利を定めて
いる。そうした市民の持つ権利には、各種の社会指標を政府が保障するという形
をとった、社会的・経済的・文化的権利も含まれるだろう。すべての少年少女の
初等・中等教育の保障、退職後の「老後の幸せ」の保障、あるいは、すべての国
民の雇用と医療の保障なども考えられる。

12.14 民主主義の原則 – 言論の自由
言論と表現の自由、特に政治およびその他の公共問題に関する言論と表現の自由は、
いかなる民主主義にとっても原動力である。民主主義政府が、文章や言論の内容を統
制することは、ほとんどない。従って、通常、民主主義国には、異なった、あるいは
相反する考え方や意見を表明する声で満ちあふれている。
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民主主義の理論家たちによると、自由で開かれた討論は、通常、考慮されている中
で最良の選択肢へと導いてくれ、深刻な過ちを回避する可能性がより高いという。
•民主主義は、教養と知識のある一般市民に依存する。市民は、情報を入手すること
によって、公的な社会生活に、できる限り全面的に参加したり、分別に欠ける専制
的な政府の官僚や政策を批判したりすることができる。市民と公選された代表者た
ちは、民主主義が、検閲を受けない思想、データ、意見を、可能な限り広範に入手
できるかどうかにかかっていることを理解している。
•自由な国民が自治を行うためには、言論や文章を通じ、率直に、公然と、そして繰
返し自らを表現する自由がなければならない。
•言論の自由の原則は、民主主義国の憲法によって保護され、政府の立法府や行政府
による検閲を防がなければならない。
•言論の自由の保護は、いわゆる消極的権利である。もう一方のいわゆる積極的権利
が、直接的な行動を義務付けるのとは異なり、消極的権利は単に、政府に対して言
論を制限しないよう求めるものである。ほとんどの場合、民主主義国の政府当局者
は、社会の中の文書および口頭の言論内容には関与しない。
•抗議活動は、いかなる民主主義国においても、試金石の役割を果たす。従って、平
和的集会の権利は極めて重要であり、言論の自由を促進する上で、不可欠な役割を
果たす。市民社会は、争点を巡って深く意見の対立する人々の間で活発な討論が行
われることを可能にする。
•言論の自由は基本的権利であるが、絶対的なものではなく、暴力、中傷、名誉毀損、
国家転覆、あるいはわいせつを正当化するために使うことはできない。強固な民主
主義国においては、暴力を扇動したり、事実に反して他人の評判を傷つけたり、立
憲政治の政府を倒したり、下劣な行為を促進しかねない言論を禁止することを正当
化するためには、概して、そうした言論がかなり大規模な脅威であることが必要で
ある。また、ほとんどの民主主義国では、人種的または民族的暴力を扇動する言論
も禁止している。
•民主主義の課題は、言論と集会の自由を守る一方で、真に暴力や脅迫や国家転覆を
奨励する言論に立ち向かう、というバランスの問題である。

12.15 民主主義の原則 – 政府の説明責任
政府の説明責任とは、公選・非公選を問わず公職者には、自らの決定と行動を市民
に対して説明する義務がある、ということを意味する。政府の説明責任を実現するた
め、各種の政治的・法的・行政的な仕組みが使われる。これらの仕組みは、腐敗を防
止し、公職者が市民の声に反応できる、身近な存在であり続けることを目的として作
られたものである。このような仕組みがなければ、腐敗がまん延するかもしれない。
•政治的な説明責任を確保するための大事な仕組みは、自由で公正な選挙である。公
職の任期制と選挙は、公職者に対し、自らの実績を説明する責任を課すが、他方の
挑戦者に対しても、市民に別の政策の選択肢を提供する機会を与える。有権者が、
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公職者の実績に満足しなければ、任期終了時には、選挙によって公職を退かせるこ
とができる。
•公職者の政治的説明責任の度合いは、公選か指名された役職かによって、あるいは、
何年ごとに再選されるか、何回まで再選が可能かなどに応じて決まる。
•法的な説明責任の仕組みには、憲法、立法、判決、規則、規約、その他の法律文書
が含まれ、公職者がとれる行動ととれない行動や、行動が不満足な公職者に対して、
市民がいかなる措置をとれるか、などが定められている。
•独立した司法制度は、法的説明責任の達成に不可欠な要件であり、市民が政府に苦
情を申立てる場となる。
•法的説明責任の仕組みには、次のようなものがある。
◦公職者にとって許されない慣行を概説した、倫理法規や行動規範。
◦利害の対立や資産公開に関する法律。これは、所得と資産の出所の公表を、公職者
に義務付けることによって、彼らの行動が金銭的な利害に不当に影響されやすい
かどうかを、市民が判断できるようにするものである。
◦政府の記録や会議を報道陣および一般市民に公開することを義務付ける、いわゆる
「サンシャイン法」。
◦特定の政府の決定に、一般市民の意見を取り入れることを義務付ける、市民参加要
件。
◦裁判所に、公職者と公的機関の決定と行動を審査する権限を与える司法審査権。
•行政的な説明責任の仕組みには、政府省庁内の部局や、行政の手続き過程における
慣行などがある。これは、公職者の決定や行動が市民の利益となることを保障する
ために作られたものである。
•行政的な説明責任の仕組みの例には、次のようなものがある。
◦市民の苦情を聞き、対処する、省庁の行政査察官（オンブズマン）。
◦公共資金が悪用された気配がないか、その使途を綿密に調査する独立した会計監査
員。
◦省庁の決定に対する市民の苦情を聞く行政裁判所。
◦政府内の汚職や職権乱用を思い切って報告した内部告発者を報復行為から守る倫
理規則。
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１２ アメリカ・インディアン小史 コトバンク
百科事典マイペディアの解説「アメリカ合衆国における歴史」より引用
記述者 富田寅雄
著書『アメリカ・インディアンの歴史』雄山閣出版改訂 3 版 1997
アメリカ大陸の先住民であるアメリカ・インディアンの歴史は、大別してヨーロッ
パ人との接触以前の、1 万 5000 年以上にわたる独自の文化の創造の長い歴史と、接
触以後 500 年余のその文化の破壊に対する抵抗の歴史とに二分できる。ここではコロ
ンブスが渡来（1492）してヨーロッパ文化との接触が始まってから以降のとくに北ア
メリカにおける歴史を概観する。
ヨーロッパ諸国のアメリカ先住民に対する接触の仕方の特色について、19 世紀の
アメリカ史家 F・パークマンは次のように簡潔にまとめている。「スペイン文明はイ
ンディアンを圧殺した。イギリス文明はインディアンをさげすみ無視した。フランス
文明はインディアンを抱擁し慈しんだ」と。スペインのコンキスタドレス（征服者）
がカリブ海諸島、中米、南米、メキシコに侵入しインディオを「圧殺」したことはあ
まりにも有名である。
彼らはあまり「圧殺」しすぎて、金・銀鉱山や農園で使う労働力に不足をきたした
ため、インディオに一定の「保護」を加えて労働力を確保せざるをえなかったほか、
アフリカから多くの人々を奴隷として移入してこれを補ったのである。カナダに植民
地を築いたフランス人の場合、たしかに毛皮交易相手のアルゴンキン系インディアン
を「抱擁し慈しんだ」。しかし、イロコイとは 16 世紀中、幾度も戦火を交えたし、ミ
シシッピ川下流に農業植民地を建設した際には、この地方のナッチェスを徹底的に
「圧殺」したのである。オランダ人も北のオルバニー植民地では交易相手のイロコイ
を「抱擁」したが、南のマンハッタン島では諸部族を残酷に「圧殺」した。このよう
にヨーロッパ諸列強の接触の仕方は、それぞれの国民性や文明によるのではなく、金
銀、土地、毛皮などにまつわるそれぞれの経済的欲求や、また当面した諸部族との力
関係に応じて、「圧殺」から「抱擁」まで、任意にその政策を選択したのである。
ここで対象とするイギリスとその後継者アメリカ合衆国の場合、ほぼ一貫して先住
民を「さげすみ無視し」しばしば「圧殺」した。それは農業のための土地を獲得する
ため、先住民を彼らの土地から根こそぎに「清掃（クリアー）」し、そこにヨーロッ
パ人移民とアフリカ人奴隷を「移植（プラント＝植民する）」、いわゆる「清掃と植民」
を基本的政策としたからである。この「清掃と植民」の仕方によって、イギリス、ア
メリカ合衆国と先住民との接触以後の歴史は、次の二つの時代に区分できる。(1)軍事
的征服と武力抵抗の時代（1600～1880 年代）。(2)文化的破壊と民族的再生の時代
（1880 年代～現在）。以下、この二つの時代をさらにいくつかの段階に分けてみてい
くことにする。
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軍事的征服と武力抵抗の時代
1 植民地時代（1600～1760 年代） 一般にアメリカ・インディアンとイギリス人の
接触は「友好的」に始まったといわれるが、それは神話にすぎない。事実は初めから
武力による威嚇と土地の奪取であり、これに対し最初の植民地バージニアでは、1622
年に当地の先住民集団ポーハタンの一斉蜂起(ほうき)が起こり、ニュー・イングラン
ドでは 1637 年にピークォート戦争が起こっている。さらに 1670 年代なかばに、前
者では毛皮交易の利にあずかる総督のインディアン宥和政策に対し、土地開放を求め
てインディアン撲滅政策を主張するベーコンらの反乱が起こり、後者ではメタカムを
先頭とする諸部族連合の文化的生存をかけた一大決戦「フィリップ王戦争」が起こっ
た。また、カロライナではインディアン奴隷狩り戦争により諸部族が次々に「清掃」
された。また強大な部族連合であるイロコイ五国同盟やチェロキーやクリークは、ヨ
ーロッパ諸列強間の敵対関係を巧みに利用して、中立政策を追求し生存を図った。
2 アメリカ独立革命期（1760～1790 年代） 独立革命は、ヨーロッパ系アメリカ人
のイギリス帝国に対する独立と解放の戦いであったが、それと同時に、自らの独立と
解放を求めるアメリカ・インディアンを征服し領土を拡大した民族抑圧の戦いでもあ
った。北西諸部族の独立と解放のための戦いは、1763 年のポンティアック戦争に始
まった。独立戦争中、大半の部族はイギリス側につき、イギリスの敗北・講和後は独
力で二度まで合衆国遠征軍を撃退したが、1794 年のフォールン・ティンバーズの戦
いに敗れて武力抵抗の矛をいったん収めた。南部のチェロキーは数回にわたってアメ
リカ軍の侵攻を受け、壊滅的打撃を被った。
3 文明化政策と民族的抵抗（1790～1820 年代） 独立後、合衆国政府はイギリスか
ら「清掃と植民」政策を引き継いだが、力の弱まった部族には「文明化」という新形
態の清掃政策をはじめ、抵抗する部族には軍事力による征服政策を継続した。「文明
化」政策を受け入れたチェロキーは一世代の間に白人農民に劣らぬ農業社会を築き、
チェロキー文字を発明して新聞を発行し、1827 年には独自の憲法を制定して独立国
家を築いた。他方、北西部諸部族は、先住民族の大同団結を唱える指導者テクムシの
下に結集し、おりからの 1812 年戦争に際してハリソン軍と戦ったが敗れた。南部で
はクリークと、逃亡奴隷と同盟したセミノールとが、それぞれジャクソン軍の侵攻に
抵抗して戦ったが敗北し、広大な領土を奪われた。
4 強制移住と南北戦争（1830～1860 年代） ミシシッピ川以東の諸部族は、
「文明化」
を受け入れたものも、抵抗して敗北したものも、1830 年のインディアン強制移住法
によって、同川以西の地への移住を強制された。大半の部族は、多くの犠牲を払って
いわゆる「涙の旅路」Trail of Tears をたどり西方に移住した。移住に抵抗した部族
は合衆国軍の攻撃を受け、北（イリノイ州）ではブラック・ホーク戦争が、フロリダ
ではセミノール戦争が起こった。
1840 年には「マニフェスト・デスティニー」Manifest Destiny（アメリカ大陸へ
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の膨張は天命である、との意）の名の下で、テキサス、大平原、オレゴン、カリフォ
ルニアの先住諸部族が新たに「清掃」の対象に加えられた。南北戦争（1861～1865）
は、一方でオクラホマ地方に強制移住させられた諸部族を巻き込んで敵味方に引き裂
き、その領土を荒廃に帰せしめた。他方で、戦争中スーやシャイアンへの侵略がとど
まることなく進められ、1864 年には「サンド・クリークの虐殺」が起こった。
5 最後の抵抗（1860～1880 年代） 合衆国軍による軍事的征服に対する大平原先住
諸部族の武力抵抗は、1870 年代にクライマックスを迎えた。それは 1876 年のリト
ル・ビッグホーンの戦いで絶頂に達し、スー、シャイアンなどの連合軍はカスター中
佐の率いる第七騎兵隊の一大隊を殲滅したが、軍事力の格差は大きく、武力抵抗は限
界に達した。1886 年のアパッチの首長ジェロニモ Geronimo（1829―1909）の降伏
をもって武力抵抗は終わりを告げ、1890 年には「ウンデッド・ニーの虐殺」が行わ
れた。
文化的破壊と民族的再生
1 ドーズ一般土地割当法と再生への願い（1880～1920 年代）戦いに敗れた先住諸部
族は次々に保留地に封じ込められたが、今度は彼らの保留地までが「清掃」の対象と
された。1887 年のドーズ一般土地割当法は、保留地の共同体的所有を解体し、その
一部を個人所有地として部族民に割当てる一方、広い余剰地を白人農民に開放した法
律で、まもなく割当地そのものも賃貸しやすいように修正が加えられた。その結果、
保留地の土地はたちまちアメリカ・インディアンの手を離れ、ドーズ法制定時に 1 億
3800 万エーカーあった保留地は 1900 年には 7780 万エーカーに、1934 年までに約
5000 万エーカーにまで減少した。
これは保留地をねらった牧畜、森林、鉱山、鉄道業者や農民の貪欲と、先住民の農
民化、市民化を目ざした人道主義的改革家たちの文明化のイデオロギーとが合体した
結果であった。土地だけでなく、先住民の文化も信仰や儀式や服装や言語に至るまで
野蛮なものとして軽蔑され否定された。絶望した先住民は、ゴースト・ダンスやサン・
ダンス、ペヨーテ信仰などの救世宗教に救いを求めるか、酒に身を持ち崩すかし、ま
た同化の道を歩む者もいた。
2 インディアン再組織法と連邦管理終結政策（1930～1950 年代） 保留地の奪取は、
1934 年のインディアン再組織法によって歯止めがかけられた。この法は土地の個人
割当制を廃止し、部族共有制と部族自治を復活する一方、回転資金や教育基金を供与
して経済状態の改善と教育の向上を目ざすものであったが、その推進者ジョン・コリ
アらの努力にもかかわらず、保守派の妨害や第二次世界大戦の勃発により中途で挫折
した。大戦後、反共・保守主義の強まる風潮のなかで、1953 年連邦管理終結（ター
ミネーション）政策が始まった。これは部族の自治権を奪って先住民諸部族を連邦と
州の立法権に従わせる同化政策の一種であり、新型の「清掃」政策であった。これに
対する反対が引き金となって、1960 年代以降、インディアン復権運動が高揚するに
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至った。
現況
1990 年の国勢調査によると、アメリカ合衆国には約 196 万人のアメリカン・イン
ディアンがいる。1970 年には約 79 万人だったから、20 年間に約 2.5 倍に急増した
ことになる。196 万人のうち、インディアン保留地と連邦信託地に住んでいる者は約
44 万人（22.3％）でその他農村部に住んでいる者との合計が約 86 万人（43.7％）で、
一方、都市部には約 110 万人（56.3％）が住んでいる。彼らが置かれている社会経済
状態はきわめて厳しく、教育、就業、収入、保健、居住環境のいずれの面でも、アフ
リカ系やヒスパニックとともに、アメリカ社会の最底辺部を構成している。
こうした状況を改善し、民族としての固有の権利と文化を回復するために、彼らは
1960 年代以来、「民族自決」の原理をかかげて復権運動を展開してきた。1960 年代
から 1970 年代前半にかけては、漁業権や水利権や領土権などをめぐって、1973 年の
第二次ウンデッド・ニー占拠事件に象徴される実力抵抗運動が注目を浴びたが、それ
以降は土地権の回復訴訟などの法廷闘争や、国際連合の先住民作業部会での世界の先
住民の権利のための活動が目だっている。
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アメリカ・インディアン年表
今から 7 万年前（4 万年前説もある）から 1 万年前の間に氷河の前進によって海面が下降した時期が
あった。その当時、今日のﾍﾞｰﾘﾝｸﾞ海峡が幅広い陸橋ﾍﾞﾘﾝｼﾞｱをなしてｱｼﾞｱ大陸とｱﾗｽｶを陸続きとなった
ので、ﾓﾝｺﾞﾛｲﾄﾞがｱｼﾞｱから陸橋を通ってｱﾗｽｶに渡ってきた。これが北米ｱﾒﾘｶ･ｲﾝﾃﾞｨｱﾝの祖先となった。
このﾓﾝｺﾞﾛｲﾄﾞの分派は、約 1000 年をかけて南米の突端にまで到達したという。
西暦

連邦政府、州政府側の事項

インディアン側の事項

ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞから渡ってきたｳﾞｧｲｷﾝｸﾞが北米
1000
頃

の北東部を一時占拠したが、長続きせず退
去。その後ｺﾛﾝﾌﾞｽがｱﾒﾘｶを新発見するまで、
ﾖｰﾛｯﾊﾟは新大陸に興味を失い、約 500 年の
空白期間が続いた。

1492

ｺﾛﾝﾌﾞｽ、ｱﾒﾘｶ大陸到着。
天然痘に感染したｽﾍﾟｲﾝ人がﾌﾛﾘﾀﾞに上陸し

1539

た。この免疫のないｲﾝﾃﾞｨｱﾝにたちまち伝
染・病死し、これが基でｲﾝﾃﾞｨｱﾝ人口が激減
した。

1607
1608
1609

ｲｷﾞﾘｽ人の植民者 105 人がｼﾞｪｲﾑｽ･ﾀｳﾝに上
陸。ｳﾞｧｰｼﾞﾆｱ植民地の建設が始まる。
ｻﾐｭｴﾙ･ｼｬﾝﾌﾟﾚﾝらﾌﾗﾝｼｽｺ会修道士がｹﾍﾞｯｸに
上陸。
ｵﾗﾝﾀﾞに雇われたﾍﾝﾘｰ･ﾊﾄﾞｿﾝの探検。ｵﾗﾝﾀﾞ
が本格的に植民地の建設に乗り出す。
ｵﾗﾝﾀﾞ人、ﾆｭｰｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ（後にｲｷﾞﾘｽがこの地

1612

ｲｷﾞﾘｽは、ｲﾝﾃﾞｨｱﾝから受けた恩を仇にして部族連

を奪いﾆｭｰﾖｰｸと改称 1664）に植民地建設。 合ﾎﾟｰﾊﾀﾝの小部族の村を襲い、食料を略奪。これ
を契機にｲﾝﾃﾞｨｱﾝと白人との間で皆殺しの報復合
戦が始まる。

1620

ﾒｲﾌﾗﾜｰ号に乗った清教徒たちがﾌﾟﾘﾏｽに上
陸。
ｲﾝﾃﾞｨｱﾝの土地に白人は身勝手に侵入し、植

ﾎﾟｰﾀﾊﾝは報復に立上がり、ｳﾞｧｰｼﾞﾆｱ植民地を襲撃。

民地を築いてきた。白人は土地を私有財産

毛皮の交易をめぐる部族争いにﾖｰﾛｯﾊﾟの国々の利

とする農耕民族であり、ｲﾝﾃﾞｨｱﾝは土地を部

害が絡まり、白人がｲﾝﾃﾞｨｱﾝを殺害されたことから

族で共有する狩猟民族だった。

「ﾋﾟｸｵｰﾄ族の戦い」と呼ばれるｲﾛｺｲ戦争が始まる。

この認識のずれから、ｲﾝﾃﾞｨｱﾝが白人にただ

ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ側からすれば白人は、土地を奪い集落を皆

1622 同然のﾋﾞｰｽﾞ･ｶﾞﾗｽ玉で土地を譲渡したとい

殺しに侵略者に映った。自ら侵略者であったにも

～1630 っても、一時的な使用権を認めたことに過

拘わらず白人側が、ｲﾝﾃﾞｨｱﾝから反撃されたことを

ぎなかった。そのために購入した積りの白

開戦根拠に、白人は全植民地を糾合して宣教師を

人の土地に狩猟で入り込むｲﾝﾃﾞｨｱﾝを侵入

も含めた公然たるｲﾝﾃﾞｨｱﾝ清掃作戦に転じた。

者と見做し追い払った。このように原因と
結果が逆立ちした欺瞞の論理を使かい、白
人はｲﾝﾃﾞｨｱﾝを武力で征服していった。
武力に勝る白人に大集落が急襲され、ﾋﾟｸｵｰﾄ族は

1637

500 人以上の戦死者を出し壊滅した。
白人たちの猛攻を受けて弱体化したｲﾝﾃﾞｨｱﾝ部族

1646

連合は、やむなく領土の一部割譲を認める条約に
署名。
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1657

第 4 次ｲﾛｺｲ戦争。

～1667
ｲﾛｺｲ族、ﾌﾗﾝｽとの平和条約に署名。

1667

ﾆｭｰ･ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞで、「ﾌｲﾘｯﾌﾟ王」と異名をとったﾒﾀｶ

1675

ﾑが部族連合を率いた、第 1 期から第 3 期までの大

～1676

戦争。

1689 ｲｷﾞﾘｽとﾌﾗﾝｽとの植民地戦争。
～1697
ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ同盟諸部族が、ｲｷﾞﾘｽに参戦。
1756 ｲｷﾞﾘｽとﾌﾗﾝｽとの植民地戦争。
1763
年、ﾊﾟﾘ条約でｶﾅﾀﾞがｲｷﾞﾘｽ領となる。
～1763
1759

ﾌﾗﾝｽ領ｹﾍﾞｯｸが陥落して、ﾌﾗﾝｽがｲｷﾞﾘｽに負

西部のｲﾝﾃﾞｨｱﾝ領にｲｷﾞﾘｽの入植者が侵入し、ｲﾝﾃﾞ

ける。

ｨｱﾝとの間で緊張が高まる。
ｵﾀﾜ族長ﾎﾟﾝﾃｨｱｸが各部族連合を率いて一斉蜂起し

1763

てｲｷﾞﾘｽと闘った戦争。

～1766

ｲﾝﾃﾞｨｱﾝの参戦でﾌﾗﾝｽに勝ったｲｷﾞﾘｽ国王が宣言を
発し、西部の地の一部をｲﾝﾃﾞｨｱﾝの土地であること

1766

を認める。
1775 ｱﾒﾘｶ 13 州連合がｲｷﾞﾘｽと闘った独立戦争。
～1783 （ｱﾒﾘｶ革命）
1776 ｱﾒﾘｶ独立宣言
1783

ﾊﾟﾘ条約によって、ｱﾒﾘｶ合衆国が承認され
る。

1788 ｱﾒﾘｶ合衆国憲法制定
1791

ｱﾒﾘｶ合衆国憲法修正 10 条項にて権利章典
を追加。
ﾌｫｰﾙン･ﾃｨﾝﾊﾞｰｽﾞの戦い。ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ北西諸部族連合

1794

が、ｳｴｲﾝ将軍率いる合衆国軍に敗れる。

1811

ﾃｸﾑｾ兄弟によるﾃｨﾍﾟｶﾇｰの戦い。
ｲｷﾞﾘｽとｱﾒﾘｶ軍の戦い。ｲｷﾞﾘｽに見捨てられたﾃｸﾑｾ、

1812

ﾃｨﾑｽﾞ川の戦いで死す。

1824 合衆国陸軍省にｲﾝﾃﾞｨｱﾝ局創設。
ﾁｪﾛｷｰ族が独自の憲法を制定。合衆国最高裁判所は

1827
1830

ﾁｪﾛｷｰ族の自治を否決。
ｼﾞｬｸｿﾝ大統領提案の「ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ強制移住法」
*1 が議会で成立。
ﾁｪﾛｷｰ族が「涙の旅路」の途につく。

1831
1846

合衆国がﾃｷｻｽを併合。2.5 万人のｲﾝﾃﾞｨｱﾝを
州政府の統治下に置く。

1849 ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ局が内務省の管轄下に移される。
合衆国とｲﾝﾃﾞｨｱﾝ有力部族との間でﾗﾗﾐｰ条約が締

1851
1861

結され、西部に一時的な平和が訪れる。
南北戦争

～1865
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1862

ﾐﾈｿﾀのｻﾝﾃｨｰ･ｽｰ族戦争。

1862

南西部でｱﾊﾟｯﾁ族のｹﾞﾘﾗ活動頻発。

～1872
1864

ｻﾝﾄﾞ･ｸﾘｰｸでｼｬｲｱﾝ族虐殺される。
ﾘﾄﾙ・ﾋﾞｯｸﾎｰﾝの戦い。ｽｰ･ｼｬｲｱﾝ連合軍がｶｽﾀｰ将軍

1876

率いる第 7 騎兵隊を殲滅する。

1881

『恥ずべき一世紀』出版される。

1882

ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ人権協会設立。
ｱﾊﾟｯﾁ族族長ｼﾞｪﾛﾆﾓ、ｸﾙｯｸ将軍率いる合衆国軍に降

1886
1887

伏。
ﾄﾞｰｽﾞ法*2（ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ一般土地割当法）制定。
ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ個人を対象に保留地の土地を分配。
ｱﾒﾘｶでﾌﾛﾝﾃｨｱ消滅。

12 月 15 日、ｽｰ・ﾃﾄﾝ族族長がｼﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾙがｽﾀﾝﾃﾞｨﾝ

1890

ｸﾞ･ﾛｯｸの戦いで死す。同月 29 日ｳｰﾝﾃﾞｯﾄ･ﾆｰで騎兵
隊に 350 人のｲﾝﾃﾞｨｱﾝが大虐殺された。

1911

ｱﾒﾘｶ･ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ協会設立。

1920 女性の参政権が承認される。
1924 ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ市民権法制定。
1928
1934

ﾒﾘｱﾑ報告書が刊行され、保留地のｲﾝﾃﾞｨｱﾝ
に悲惨な状況が明らかにされる。
ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ再組織法成立*3。保留地の細分化を
禁止。

1944

全国ｱﾒﾘｶ･ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ会議開催。
ﾀｰﾐﾈｰｼｮﾝ同化政策（連邦管理終結政策）*4。

1953 これにより部族の自治権を奪われた、事実
～1954 上の強制同化政策である。これよりｲﾝﾃﾞｨｱ
ﾝ政策が同化主義の方向へと回帰し始める。
1961

ｼｶｺﾞ大学でｱﾒﾘｶ･ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ会議開催。
人種差別撤廃を目指す公民権法成立。

1963 1950 年代頃から、徐々にｲﾝﾃﾞｨｱﾝを悪者と
する勧善懲悪の西部劇が作られなくなる。
1968

ｱﾒﾘｶ･ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ運動設立。
ｱﾙｶﾙﾄﾗｽﾞ島占拠事件*

1969

ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ達がﾙﾌｫﾙﾆｱ州のｱﾙｶﾄﾗｽﾞ島を占拠。

～1971

*ｳｲｷﾍﾟﾃﾞｨｱ・ﾌﾘｰ百科事典に詳細記事あり。

1970

ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ活動家、各地ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ局で座込みを実施。

1972

ｲﾝﾃﾞｨｱﾝの活動家がﾜｼﾝﾄﾝのｲﾝﾃﾞｨｱﾝ局を占拠。
同年 2 月から 3 月、ｻｳｽ･ﾀﾞｺﾀﾞ州、ｳｰﾝﾃﾞｯﾄ･ﾆｰの占

1973

拠。
ｶﾘﾌｫﾙﾆｱからﾜｼﾝﾄﾝまで、
「ﾜｼﾝﾄﾝ大行進」を敢行。

1978
最高裁判所がﾆｭｰ･ﾒｷｼｺ州のｱﾊﾟｯﾁ族に保留
1982 地内の大手石油会社に対する徴税の権利を
認める。
1983

同年 1 月、ﾚｰｶﾞﾝ大統領が議会にﾀｰﾐﾈｰｼｮﾝ
政策の廃止を要求。

ｱﾒﾘｶ･ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ（奪われた大地）1992 年第 1 版 ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ｼﾞｬｶﾝ著/富田虎男監修を基に森松幹治加筆 2017
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ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ強制移住法*1

1830 年

ｼﾞｬｸｿﾝ大統領の時に制定された法律で、ｱﾒﾘｶ大陸の先住民であるｲﾝﾃﾞｨｱﾝを、ﾐｼｼｯﾋﾟｰ川以西の辺境地
帯の保留地に移住させることを定めたもの。これによってｲﾝﾃﾞｨｱﾝのｵｸﾗﾎﾏ州を中心とした保留地への移
住が強制的、合法的にすすめられた。
ﾄﾞｰｽﾞ法（ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ一般土地割当法）*2

1887 年

当時、東部であれ西部であれ、白人改革家たちは、ｲﾝﾃﾞｨｱﾝのために残されている土地があまりに多す
ぎると考えていた。また、東部の改革家は、個人単位の財産所有が“文明化”につながり、ひいてはそ
れがｲﾝﾃﾞｨｱﾝを救済するはずだと信じた。彼らの主張は、ｲﾝﾃﾞｨｱﾝの土地は従来の共同所有より個人所有
のほうが、強欲かつ不当な行為から守ることができる、というものだった。かたや開発業者はといえば、
ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ個々人に土地が割り当てられれば、規制をはずれ、自由に取り引きできる土地がふえると期待す
る。
この法令の施行によって，あるいはこの法令がなくても同じ結果を招いたかもしれないが，ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ
は生活の基盤である土地と生活様式，つまり固有の文化を奪われ，病気と貧困と無気力の生活に追込ま
れた。ｱﾒﾘｶのｲﾝﾃﾞｨｱﾝ政策史上この法令は武力による征服，絶滅政策から文化的な破壊政策への転換点と
位置づけることができる。
保留地に閉じ込められたｲﾝﾃﾞｨｱﾝは、合衆国政府の同化政策への服従を余儀なくされた。同化政策とは、
インディアンの伝統的な生活様式を根こそぎにしようとする政策である。これにより、大勢の子供たち
が家族や部族社会から引き離され、連邦が設立した寄宿学校にいれられて、ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ文化とは無縁の環境
で教育された。寄宿学校では、欧米の歴史とキリスト教的価値観を強調した教育がほどこされ、英語以
外の言語は禁止されて、手仕事を主体とした職業技能訓練が実施された。しかし、政府の思惑にもかか
わらず、先住民の子供がみずからの出自を否定することはなかった。
同法は、ｱﾒﾘｶ･ｲﾝﾃﾞｨｱﾝの指定居留地の民族的所有地を解体して個々に個人所有地として割当て，ｲﾝﾃﾞ
ｨｱﾝを独立の自営農民として市民社会に同化させることをねらいとした。
これにより大統領は 64ha (160 ｴｰｶｰ) までの民族所有地を個人所有地としてｲﾝﾃﾞｨｱﾝ個々人に付与する
権限を与えられ，またその土地は 25 年間連邦政府に信託されることが規定された。しかし 1887 年に
5600 万 ｴｰｶｰ (1 億 4000 万ｴｰｶｰ) あったｲﾝﾃﾞｨｱﾝの土地は，この法令が破棄された 1934 年までの 47 年
間に，その 60%が彼らの手から離れた。また同期間に割当て地の 3 分の 2 は白人に売却された。
ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ再組織法*3

1934 年

正確には「ｲﾝﾃﾞｨｱﾝの土地と資源の保持・発展、ｲﾝﾃﾞｨｱﾝの実業維持の権限拡大、ｲﾝﾃﾞｨｱﾝのための融資
制度の確立、ｲﾝﾃﾞｨｱﾝの自治の諸権利の承認、ｲﾝﾃﾞｨｱﾝのための職業教育の提供、およびその他の目的を
定める法」という。ｱﾒﾘｶ合衆国の過去のｲﾝﾃﾞｨｱﾝに対する土地の割当て政策を変更し、部族組織を促進さ
せようとするものであり、ｲﾝﾃﾞｨｱﾝの共同体の生活の重要性を改めて承認したもの。
ﾀｰﾐﾈｰｼｮﾝ（連邦管理終結政策）*4

1930 年～1950 年

同化政策という名のｲﾝﾃﾞｨｱﾝ虐待政策
1890 年から 20 世紀初頭にかけて、ｲﾝﾃﾞｨｱﾝの保留地での生活は、悲惨としか表現しようのない状態が続
いていた。保留地の多くで、ｲﾝﾃﾞｨｱﾝの指導者が指導者としての意欲を失い、あるいは投獄され、あるい
はこの世を去った。そんな保留地の経済をささえていたのは、土地の賃貸や季節労働、政府の施しのみ
である。ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ局の管理官は、保留地内に住むｲﾝﾃﾞｨｱﾝの生活をすみずみまで管理し、白人の生活習慣
を一方的に押しつけた。たとえば、先住民の昔ながらの衣服は禁止され、男性の長髪は許されず、信仰
の儀式は厳禁、違反した者には投獄や重労働が科された。ｶﾅﾀﾞでも、宗教行事は禁止されている。また
ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ管理官は、保留地に警察機構を設け、“首長”を任命して、部族を管理させた。
1920 年代に入ると、過去のｲﾝﾃﾞｨｱﾝ問題の解決は方法が誤っていたのでは、という反省が広まってい
った。それまでの数々の政策によって、ｲﾝﾃﾞｨｱﾝは何千万ｴｰｶｰもの土地を奪われたばかりか、極貧と病気
にあえいでいたからである。が、それでもなお、ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ独自の信仰と文化は、とだえることなく、脈々
と息づいていた。やがて 1934 年、議会はｲﾝﾃﾞｨｱﾝ再組織法を制定する。これにより、土地割当制度は廃
止されて、一部の土地がインディアン部族に返還された。また、経済発展のための貸付基金が創設され
て、ある程度の自治権も復活する。ところが、こうした“ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ・ﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙ”計画も、第２次世界大戦

53

の勃発で、中断せざるをえなくなる。
1950 年、連邦政府は連邦管理終結政策を遂行し、一部の部族と連邦政府との特異な関係に終止符が打
たれた。同時にｲﾝﾃﾞｨｱﾝ局は部族による土地共有を根こそぎにしようと、保留地に住むｲﾝﾃﾞｨｱﾝを都市中
心部に転住させる大規模な施策に着手する。この転住政策は、政府がｲﾝﾃﾞｨｱﾝへの責務から逃れるための
方策ともなっていく。
しかし 1950 年代末に先住民から土地を奪い、いっそうの貧困に追いやっていた終結政策は、ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ
の抵抗と一部議会の反対を受けて、ようやく廃止の方向に向かった。ｲﾝﾃﾞｨｱﾝの指導者たちは、終結政策
が彼らの財産や市民権が危機に瀕することを知って 1960 年代初期、ｲﾝﾃﾞｨｱﾝは“ﾚｯﾄﾞ･ﾊﾟﾜｰ”運動を展開
する。
（出所）写真で綴る北アメリカ先住民史 ﾈｲﾃｨｳﾞ･ｱﾒﾘｶﾝ ｱｰﾘﾝ･ﾌｪｼｪﾙﾀﾞｰ著を引用
ｲﾝﾃﾞｨｱﾝの人口推移
1492 年ｺﾛﾝﾌﾞｽのｱﾒﾘｶ大陸発見当時、南北全ｱﾒﾘｶ・ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ人口は約 4300 万人～約 7000 万人と推定さ
れる。2003 年推計で混血を含めると約 1500 万人～1600 万人、純粋な先住民は約 278 万人という。
ﾏﾆﾌｪｽﾄ・ﾃﾞｽﾃｨﾆｲ
「明白な 必然の 運命」あるいは「膨張の天命」と訳され，ｱﾒﾘｶの「領土拡大は神の意志」であると
いう考え方を示す言葉。 1845 年 J.ｵｻﾘﾊﾞﾝが『ｻﾞ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｽﾃｰﾂ･ﾏｶﾞｼﾞﾝ･ｱﾝﾄﾃﾝ・ﾃﾞﾓｸﾗﾃｨｯｸ･ﾚﾋﾞｭｰ』誌
に載せた一文のなかに初めて使った。それは 40 年代の一連の領土拡張政策、すなわちﾃｷｻｽ併合、ｵﾚｺﾞﾝ
併合、ｱﾒﾘｶ＝ﾒｷｼｺ戦争によるﾆｭｰﾒｷｼｺ、ｶﾘﾌｫﾙﾆｱなどの獲得を正当化する論拠としてまたたく間に広く愛
用されるようになった。
19 世紀後半には，さらにｷｭｰﾊﾞ、ｱﾗｽｶ、ﾊﾜｲ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝなどへの進出を合理化するｲﾃﾞｵﾛｷﾞｰとして、民主，
共和両党のｽﾛｰｶﾞﾝに登場し、ｱﾒﾘｶの人種的･文化的優越感に基づく帝国主義的進出を支えた。
（出所）ｺﾄﾊﾞﾝｸ･ﾌﾞﾙﾀﾆｶ国際百科事典を引用
社会ﾀﾞｰｳﾞｨﾝ主義
ﾀﾞｰｳｨﾝの生物進化論の所説に立脚して、社会過程を説明し、社会進化の観点から社会変動を解釈しよ
うとした、19 世紀後半以降今日に至る社会思潮の流れを、一括して社会ﾀﾞｰｳｨﾝ主義とよぶ。
その内容は、具体的には、次の三つの類型に分けられる。第一に、ﾀﾞｰｳｨﾝの生存競争と自然淘汰(とう
た)という考え方を社会現象、とりわけ自由放任の経済現象に適用し、資本と資本の競争とその下での利
潤の追求をこの文脈から解釈しようとした、H･ｽﾍﾟﾝｻｰや W･G･ｻﾑﾅｰの社会理論があげられる。
ただし、ｽﾍﾟﾝｻｰの社会進化の考え方は、ﾀﾞｰｳｨﾝの生物進化論の主張に先行するものであり、社会ﾀﾞｰｳ
ｨﾝ主義からはみだす部分を含んでいる。第二に、生存競争と自然淘汰を、人種と人種の間の闘争や征服
の事例に適用しようとしたｸﾞﾝﾌﾟﾛﾋﾞｯﾁ、ﾗｯﾂｪﾝﾎｰﾌｧｰ、ｱﾓﾝ（1842－1916）
、ﾗﾌﾟｰｼﾞｭ（1854－1936）、ﾁｪﾝﾊﾞ
ﾚﾝなどの社会理論があり、先進資本主義諸国による植民地獲得競争や帝国主義的進出を合理化し、部分
的にはﾌｧｼｽﾞﾑの人種理論にも影響を及ぼしている。第三に、ｸﾛﾎﾟﾄｷﾝ、ﾉﾋﾞｺﾌ、ｳｫｰﾄﾞなどの社会理論にみ
られるように、社会的連帯を中心とする社会進化のとらえ方があるが、この考え方は今日ではあまり採
用されていない。
（出所）ｺﾄﾊﾞﾝｸ･日本百科全書を引用
ｱｼﾞｱ系住民に対する差別
南北戦争の前後頃から大陸横断鉄道の建設が始まり、清国から移住してきた中国人などｱｼﾞｱ系住民が
労働力として多用された。ｱｼﾞｱ系住民はその風体や衣服あるいは生活習慣などが欧米系住民とかなり違
っており、差別の対象となった。さらに第二次世界大戦が勃発すると、日系人は敵性民族として強制収
容所に送られその私的財産が没収された。また、ｱﾒﾘｶ生まれの日系人に対しては、先祖の国日本につく
か、それとも生まれた国ｱﾒﾘｶにつくかの選択を強要した。戦後になって、日系人に対するこれらの差別
的仕打ちは、自由の国ｱﾒﾘｶとして誤りではなかったかとの批判が起こった。
1960 年代公民権法の施行に伴い、ｱﾒﾘｶ社会の中で日系人の名誉回復の機運が高まった。1988 年ﾚｰｶﾞﾝ
大統領、1992 年ﾌﾞｯｼｭ父大統領による謝罪と賠償が行われた。
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アメリカ・インディアンの解説
アメリカ・インディアン年表
本年表は左側に連邦政府、州政府側、右側をインディアン側とし、左右の交渉経
過について、年代を追って記述した。
冒頭事項
今から 1 万年以前に、アジア大陸から分岐したモンゴロイドの一派が、氷河期のア
ジア大陸とアラスカが陸続きになっていた時に、この陸橋を渡ってアラスカに到達し
た。それが今日のインディアンの祖先となった。インディアンは北米大陸に広がって
行き、更に進んで中央アメリカではインカ文明を生み、次に南米に到達してチリのア
ンデス文明を生み、遠く南米南端に到達した。この間の移動期間は約一千年という。
ヨーロッパからの移住
コロンブス以降にアメリカに移住してきたヨーロッパ人の集団を、国別・年代順に
すると大略次のようになる。
1500 年代 宣教師を伴って渡来したスペイン人カトリック信者の冒険者達は、現
地の金銀財宝を目当てに略奪し、インディアンとの間で多くの混血児を生んだ。
1600 年代～1700 年代 北ヨーロッパのイギリス人、フランス人、オランダ人のロ
テスタント信者は妻や子供を連れて、植民地をつくる目的で移住してきた。そのため
インディアンとの婚姻が少なかった。中でもイギリス人と現地人との結婚は極めて少
なかった。これが後のワスプ（後述）の元祖になる。
1800 年代 カトリック信者のアイルランド人の移住が多くなる。
1900 年代 カトリック信者の南ヨーロッパのイタリア人、ギリシャ人、東ヨーロ
ッパのポーランド人、ロシア正教のロシア人、ユダヤ教のユダヤ人の移住が続く。
移住者とインディアンとの抗争
当初、インディアン達は土地に不慣れで冬を越せない不自由な移住者に食料を与え
生活を助けた。次々にヨーロッパ人が移住してくると、立場が逆転し移住者がインデ
ィアンの土地を奪ってゆくことになる。
その略奪に対し当然インディアン側の反撃が起きる。移住者は圧倒的な銃器を使っ
てインディアンを壊滅する。これを繰り返しながら、劣勢なインディアン達は追い詰
められ殲滅させられていった。これ等を内乱と呼ばず主権を争う戦争と称している。
ヨーロッパ人はインディアンから土地と略奪しながら西部へ移住を進めてきたが、
1890 年代には、ほぼ完了し、アメリカ全土からフロンティアは消滅した。
どうしてインディアン達が白人によって駆逐されていったか、その理由
人類歴史上、高い文明をもった人種が低い文明をもった人種を駆逐していったとい
う例は、古代から始まって近世に至るまで世界中で数多くある。
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その一つは異人種間の隔絶した文明の差だった。インディアンは、広大な土地を部
族全体で共有し、ひとところに定住しない狩猟採集民族だった。その一方、白人達は
一か所に定住する農耕民族だった。
抜粋参考資料〔コラム３：私有財制の根拠となった自然権〕にて、この間の事情を
解説した。
アメリカ合衆国の成立
独立宣言（1776）
アメリカ合衆国憲法（1788）、権利章典・修正条項（1791）
当初 13 の主権を持ったミニ国家が、イギリスとの独立戦争の際に一つにまとまっ
た連邦国家をつくり、独立後ミニ国家が州となった。その機縁により州は、州内の内
政に関する主権を持つこととなった。このことが独立宣言・合衆国憲法にも反映し、
今日に至っている。対外的に合衆国は強力な国家であるが、国内的にはそれぞれ憲法
を持った各州の地方自治が認められている。対インディアンに対しては、州の州権を
侵すものとして、治安対策の警察ではなく戦闘行為をする軍隊が出動した。
ジャクソン第 7 代大統領
今日のトランプ第 45 代大統領は、ジャクソンの再来だといわれているが、インデ
ィアンに対して「インディアン強制移住法」制定するなど、インディアンの土地を奪
う苛烈な政策を推し進めた。
南北戦争
南部と北部の利害が対立し、南北に分かれて 1861～1865 の５年間の戦争を行い、
最終的には北部が勝利した。
1890 年のインディアン大虐殺
これまで数々戦ってきたインディアン達は、ウーンデット・ニーにて騎兵隊から大
虐殺を受けるに及んで、白人との間で永く続いた戦争の終結を迎えた。その後もイン
ディアンを収奪し抑圧する法律がつくられていった。
インディアン対策の法律
・インディアン強制移住法
・ドーズ法（インディアン一般土地割当法）
・インディアン再組織法
・ターミネーション（連邦管理終結政策）
公民権運動の高まり
インディアン達は、武力で、到底白人に抗しえないことが明白になってより、合衆
国憲法に定める「すべての人間が平等にして幸福追求の権利を有する」を根拠に、イ
ンディアンも黒人もすべての有色人種にはこの権利があると主張し、公民権運動を起
こしていった。
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1963 年ケネディ大統領が、インディアンや黒人ら有色人種が要求する人種差別撤
廃を目指す公民権法に同意し、同法律が成立した。1963 年は昭和が終わり、平成が
始まった年でもある。
「アメリカのデモクラシー」は 200 年の歴史があるといっても、
まだこの程度。いわんや「日本のデモクラシー」は戦後 70 年程度であり、まだまだ
アメリカの足元にも及ばない。世界についておや、ということができるではないか。
1983 年レーガン大統領はターミネーション政策の廃止を議会に要求し、同法案が
廃止された。これに伴って戦時中日系人が強制収容所に隔離したことに対する謝罪と
賠償、および名誉回復が行われた。
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１３ 黒人解放運動史. コトバンク
（出所）日本大百科全書(ニッポニカ)の解説を引用
記述者 本田創造
本田創造 『アメリカ黒人の歴史』岩波新書新版 1991
一般には黒人の奴隷・差別制度からの解放をめざす運動史をいうが、本項ではとく
にアメリカ合衆国における黒人、すなわち今日ではアフリカ系アメリカ人とよばれる
ようになった人々のそれを扱う。
新大陸の奴隷貿易
コロンブスが新大陸に到達してわずか四半世紀後の 1517 年、スペイン人宣教師ラ
ス・カサスは、自国から新世界への移民を奨励するため、移住者 1 人につき 12 人の
アフリカ黒人を植民地に連行できるようスペイン王室に要請し、許可された。彼はの
ちに自分のこの行為を悔いたが、このときから、すでにヨーロッパで行われていた黒
人奴隷貿易が、アフリカ大陸と新大陸の間に正式に始まった。スペインに続いてオラ
ンダ、フランス、イギリスなど、さらに植民後まもないイギリス領植民地のニュー・
イングランドまでもが、こぞってこのもうけの多い人間売買に参加し、新世界におけ
る奴隷貿易は、その後数世紀にわたって隆盛を極めることになる。
1619 年 8 月下旬、1 隻のオランダ船によってジェームズタウンに陸揚げされた 20
人のアフリカ黒人は、こうして開始された人間売買の一こまにすぎなかった。それ以
前にも、現在のアメリカ合衆国の国土に、何人かの探検家に連れられてきた黒人たち
はいたが、このときの 20 人が、その後の合衆国におけるアフリカ系アメリカ人の歴
史の起点となった。
それは、ピルグリム・ファーザーズ（巡礼始祖）たちがメイフラワー号でプリマス
に到着する 1 年数か月前、イギリス最初の恒久的な北アメリカ植民地がジェームズタ
ウンに建設されて 12 年後のことで、アメリカ合衆国が独立国家としての内容や形式
を整える、はるか以前のことであった。
爾来、彼らは漸次その数を増し、植民地時代末期から独立革命期にかけて約 50 万
人、建国直後の 1790 年に行われた第 1 回国勢調査では 75 万 7000 人、19 世紀中葉
の南北戦争期には 450 万人、世紀転換期には 880 万人、1995 年には合衆国総人口の
12.6％を占める 3300 万人、そして 99 年には 12.7％で 3400 万人をはるかに超え、こ
の国で最大のマイノリティ（少数人種・民族集団）を構成するに至っている。
黒人解放運動の意義
このように、アフリカ系アメリカ人は、そもそもの初めからアメリカ合衆国の歴史
的発展と不可分に結び付いていたが、今日に至るまで 3 世紀半以上に及ぶ彼らの歴史
は、白人優越＝黒人劣等の社会のなかで、つねに抑圧され差別されたマイノリティと
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しての歴史であった。しかも、ひと口にマイノリティといっても、アフリカ系アメリ
カ人の歴史が合衆国の他のマイノリティのそれと根本的に異なっていた点は、その全
歴史過程の 3 分の 2 を、
「なかばものいう道具」である家畜同様、
「ものいう道具」で
ある奴隷として、鞭と鎖の支配のもとで過ごさなければならなかったことである。
だが、彼らは、そのような自己の境遇に唯々諾々と甘んじてきたのではけっしてな
い。南北戦争期までは黒人奴隷制度のくびきのもとで、それ以後は黒人差別制度の重
圧のもとで、ひたすら人間としての尊厳とアメリカ人としての自己確認とを求めて、
一貫して闘い続けてきた。同時に、そうすることによって、彼らアフリカ系アメリカ
人は、この国の歴史と社会の進歩に大きく貢献し、かつてのアングロ・サクソン人が
アメリカ人となったと同様に、かつてのアフリカ人からアメリカ人になった。それに
もかかわらず、現実の事態が如実に示すように、黒人は、今日においても白人と対等
なアメリカ人であることを頑強に拒否されている。そういう意味で、アフリカ系アメ
リカ人の歴史はそれ自体がいまなお続いているアメリカ黒人解放運動史である。
闘う黒人
その代表的な事例は、とりわけアメリカ史の激動の時代に、より劇的に現れた。自
由と平等を旗印に戦われた独立革命の先駆けとして、1770 年に起こった「ボストン
の虐殺」で、イギリス軍の銃弾を浴びて最初に倒れたのは、クリスパス・アタックス
というアフリカ系アメリカ人だったし、また革命戦争が勃発すると、北部の自由黒人
（奴隷身分でない黒人）たちは、いち早く、この戦争が植民地の白人のみならずアフ
リカ系の人々にも自由をもたらすべき正義の戦争であることを自覚し、自然権を根拠
に、奴隷制度の廃棄と武器をとって戦う権利を強く要求した。事実、自由黒人だけで
なく、奴隷主のもとから逃亡した南部の奴隷を含めて、数多くのアフリカ系アメリカ
人が自由のための戦列に馳せ参じ、「大きな戦闘で黒人の参加しない戦闘は一つもな
かった」といわれるほどの活躍をした。独立革命の軍事的勝利の陰に、このようなア
フリカ系アメリカ人の功績があったことを見逃すことはできない。
19 世紀に入って「綿花王国」を中心に奴隷制度がいっそう強化されると、この非
人間的な制度を廃止するための運動が北部の人道主義者や民主主義者たちによって
広範に展開されたが、アフリカ系アメリカ人たちも率先してその陣列に参加した。
1831 年、白人の奴隷制廃止論者ウィリアム・ロイド・ギャリソンが奴隷の即時、無
条件、全面解放を唱道して『リベレーター（解放者）』という新聞を発刊した 8 か月
後、ナット・ターナーは、軍隊まで出動して多数の奴隷が殺され、最後には自分も処
刑されるという大奴隷暴動を起こして奴隷制度に反抗したし、「黒人のモーゼ」と慕
われたハリエット・タブマンは、「アンダーグラウンド・レイルロード（地下鉄道）
の女性司令官」として、ひとりで 300 人もの奴隷を解放した。
また、フレデリック・ダグラスは、政治的、社会的な活動を通して、奴隷制度の廃
止とアフリカ系アメリカ人の地位向上のためリンカーン大統領をしのぐほどの偉大
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な働きをした。そのダグラスは、黒人集会運動などに示されたアフリカ系民衆の感情
を代弁して、こう断言した。「われわれは、万人に与えられた天賦、不可譲の生得の
権利をもって、ここに生まれたアメリカ人である。黒人は、ピルグリム・ファーザー
ズたちがプリマスにやってくる以前から、ずっとここに生きてきたし、いまも現にこ
こに生きている。将来も、また生き続けていく覚悟である。そして、われわれは、そ
うする権利をもっているのだ。なぜなら、この国は、白人だけの力によってではなく、
われわれの祖先やわれわれ自身が、体に汗し血を流して築きあげてきたものだからで
ある」と。
奴隷解放宣言
南北戦争さなかの 1862 年 9 月 22 日に発せられた奴隷解放予備宣言を受けて、そ
れから 100 日後の 63 年 1 月 1 日に最後通告として公布された奴隷解放宣言は、400
万人の奴隷を鉄鎖のくびきから自由にした黒人解放の聖典と一般にみなされがちで
ある。だが、この宣言による奴隷解放は、合衆国に対して反乱状態にある州あるいは
州の一部が反乱状態にあるとみなされる地域の奴隷だけに適用され、反乱諸州にはく
みせず連邦内にとどまった境界奴隷州（デラウェア、メリーランド、ケンタッキー、
ミズーリ）や、連邦軍占領下の地域の奴隷は対象から外されていた。
事実、リンカーン大統領にとって、奴隷解放はなによりも国家の分裂を救い、連邦
の統一を護持するため、戦争遂行上の「適当かつ必要な軍事的措置」でしかなかった。
そして、南部人はもとより北部人のほとんども、この戦争はあくまでも「白人の戦争」
であると主張していた。
けれども、アフリカ系アメリカ人たちはそうは考えなかった。あの独立革命で成し
遂げられなかった課題を、こんどこそ実現するのがこの戦争の使命だと考えた。だか
らこそ、彼らはそこに「自由か死か」を賭(か)けたのだ。戦争を通じて約 50 万人の奴
隷が逃亡したばかりでなく、20 万人を超す黒人兵士が直接軍務に服して南軍と戦っ
た。ほかに労務者として北軍を助けた者の数は 25 万人にも上った。南北戦争終結後
まもなく奴隷制度の廃止を正式に定めた憲法修正第 13 条は、アフリカ系の人々のこ
のような闘いと、それを支えた奴隷制廃止論者や共和党急進派を中心にした全民主勢
力の幅広い統一戦線によって、ようやくかちとられた。
勝利と敗北
いまや、憲法上に記された解放を、もっと確かな現実のものにする必要があった。
アメリカ史上、リコンストラクション（再建期）とよばれる南北戦争後の十数年間は、
こうした課題をめぐるアフリカ系アメリカ人の闘いの勝利と敗北の時期である。この
とき、元奴隷だった南部のアフリカ系アメリカ人は、この国で初めて選挙権を行使す
ることができた。南部の州議会に選ばれて、教育その他の重要問題について自分のこ
とばで発言することができた。また、州政府の各種機関に進出したばかりでなく、三
つの州では黒人の副知事が誕生した。国の政治にも直接関与し、14 人の下院議員と 2
人の上院議員が首都ワシントンの国会に席を占めた。
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しかし、こうしたことは、そう長くは続かなかった。奴隷制反対政党として結成さ
れたかつての共和党は、戦争の過程で大きく変質し、すでに紛れもなく資本家の党と
して南部の民主党と手を結ぼうとしていた。クー・クラックス・クラン（KKK）を
はじめとするテロや暴力が南部を支配し始めていた。1872 年に国会を通過した「大
赦法」は、旧南部の支配階級の政治的諸権利を全面的に復活させた。最後に、1876
年の大統領選挙に絡んで行われた「ヘイズ‐ティルデン妥協」が、南部の民主的再建
の敗北を告げたのである。それには、南部再建の基本課題であった土地問題がほとん
ど解決されなかったことに、なによりの原因があった。反動が功を奏したとき、アフ
リカ系アメリカ人たちは、かつての黒人奴隷制度にかわって、再版奴隷制ともいうべ
きシェア・クロッピング制度（刈分け小作制度）のくびきのもとに縛られていること
を知った。彼らアフリカ系アメリカ人が渇望していた「40 エーカーの土地と 1 頭の
ラバ！」は、もはや夢でしかなかった。
差別と隔離
19 世紀末、ポピュリスト運動（人民党運動）とよばれる大規模な民衆運動の高ま
りのなかで、民主的再建の過程でみられたアフリカ系アメリカ人と貧しい白人との連
帯がふたたびよみがえってきたとき、資本家とプランター＝地主の支配階級は、単に
人民党運動を押しつぶすという当面の目的のためだけでなく、広く労働者階級に対す
る階級的搾取を強化するためにも、アフリカ系の人々を白人から切り離し、彼らを白
人よりも一段と低い隷属状態に押しとどめておく必要を感じ取った。同時に、それが
アフリカ系アメリカ人からいっそう多くの超過利潤を搾取できる確かな道であるこ
とも学び取った。1890 年から 20 世紀初頭にかけて、ミシシッピ州を皮切りに南部諸
州を席巻したアフリカ系の人々からの選挙権剥奪は、こうして起こった。
選挙権の剥奪は、いっさいの人種差別の集中的な現れにすぎない。交通機関、学校
などの公共施設、その他レストランや墓地に至るまで、さまざまなところで差別と隔
離が州法や地方自治体の条例などによって行われ、その実施にはリンチや暴力が公然
と用いられた。そうしたことに大きな役割を果たしたのが、「隔離はしても平等」
separate but equal なら差別ではないとした 1896 年の最高裁判所の判決であった（こ
のような人種隔離制度に基づく黒人差別の法体系はジム・クロウ制度とよばれる）。
当時、黒人差別制度の根幹は南部にあったが、やがてアフリカ系アメリカ人が南部
の農村を離脱して、大挙、北部の諸都市に移住するようになると、法律的には差別が
ない地域においても、とりわけ雇用や住居や教育などの分野で、黒人差別は事実上ど
こでも広く行き渡ることになった。
今日の黒人解放運動
このような差別制度に対する闘いが、いまなお進行中の、今日の黒人解放運動であ
る。1905 年に W・E・B・デュボイスの呼びかけで開始されたナイアガラ運動の後を
受けて、全国黒人向上協会（NAACP）は法廷闘争を中心に大きな役割を果たしてき
たが、その後の半世紀近くの間、期待されたほどの成果は実現しなかった。その間、
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ガーベイ運動に示された黒人民族意識の台頭、ハーレム・ルネサンスに代表されるア
フリカ系アメリカ人文化の開花、二つの世界大戦におけるアフリカ系アメリカ人の活
躍、大都市へのアフリカ系アメリカ人の大規模な集住化、国際的な人種差別反対運動
などを背景として、本格的な差別撤廃闘争が展開されたのは、第二次世界大戦後にな
ってからのことである。
1954 年に最高裁判所が前述の「隔離はしても平等」の原則を破棄し、公立学校に
おける隔離教育を違憲とした判決はキング牧師のバス・ボイコット運動を皮切りに、
大衆のデモや座り込みなどの直接行動による公民権運動の開幕を告げ、そのなかから
各種の黒人解放組織が結成された。こうして、公民権運動は数々の目覚ましい成果を
収め、それは 1960 年代における他の有色人のみならず、白人の民衆運動の高揚に大
きな影響を与えた。
しかし、それと同時に、公民権運動は基本的には中産階級を中心にし、かれらの指
導のもとにアフリカ系アメリカ人に対する政治的・社会的差別の撤廃と諸権利の獲得
を主眼にして闘われたもので、経済的差別の廃止にはほとんど手がつけられなかった。
このため、その後、アフリカ系アメリカ人の地位は全般的に向上したにもかかわらず、
黒人と白人との経済的格差は依然として解決されなかっただけでなく、アフリカ系ア
メリカ人内部にも階層分化が進行し、これまで以上に膨大な数の極貧層（しばしば「ア
ンダークラス」とよばれる）を創出することとなった。現在、アメリカの黒人解放運
動は、こうした新たな課題と苦難に直面しながら、より大きな経済的正義に向かって
将来への展望を切り開くべく、その解決に邁進している。
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アメリカ黒人年表
西暦
1603
1619
1620
1641

連邦政府、州政府側の事項

黒人側の事項

ｲｷﾞﾘｽ、ｼﾞｪｰﾑｽﾞﾀｳﾝに北米最初の植民地を
建設。
20 人のｱﾌﾘｶ黒人がｵﾗﾝﾀﾞ船によりｼﾞｪｰﾑｽﾞﾀ
ｳﾝに｢輸入｣される。
ﾋﾟﾘｸﾞﾘﾑ・ﾌｧｰｻﾞｰｽﾞのうち 41 人、船上で「ﾒ
ｲﾌﾗﾜｰ誓約｣に署名。
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂで奴隷制度を合法化。以後、他の
植民地もこれに倣った。

1661

ｳﾞｧｰｼﾞﾆｱで、最初に奴隷制度を法制化。

1663

ｳﾞｧｰｼﾞﾆｱで最初の大規模な奴隷暴動起きる。

1672

ｲｷﾞﾘｽ、王立ｱﾌﾘｶ会社を設立。以降、奴隷
貿易が急速に拡大。

1712

ﾆｭｰﾖｰｸ市で奴隷暴動。

1739

ｻｳｽｶﾛﾗｲﾅでｶﾄｰの奴隷暴動。
自由黒人ｸﾙｽﾊﾟｽ・ｱﾀｯｸｽ、｢ﾎﾞｽﾄﾝの虐殺」で
ｲｷﾞﾘｽ軍の銃弾で倒れる。(ｱﾒﾘｶ独立戦争。最
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初の犠牲者）
ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂの黒人、議会に自由を求める請願書
を提出。

1773

ﾎﾞｽﾄﾝ｢ﾃｨ･ﾊﾟｰﾃｨ事件」
ｱﾒﾘｶとｲｷﾞﾘｽ間で戦争が始まる。（ｱﾒﾘｶ革
1775～
1781

ﾄﾏｽ･ﾍﾟｲﾝ奴隷制反対の論説を発表。

命）
ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ・ﾌﾗﾝｸﾘﾝ、最初の奴隷制反対協会
をﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱで設立。

1776
1777
1784
1787

ｱﾒﾘｶ独立宣言。
自由黒人の軍隊参加を承認。
ｳﾞｧｰﾓﾝﾄ州が奴隷制度を廃止。
ｺﾈﾃｨｶｯﾄ州、ﾛｰﾄﾞアイランド州で奴隷の漸
次解放を決定。
北西部領地条令で、ｵﾊｲｵ川以北の北西部地
域の奴隷制度を廃止。
合衆国憲法制定。

1788

通常個人は 1 人と数えるが、黒人の場合に
3/5 と数える便法を使い、当初制定した憲
法は奴隷貿易や奴隷制度を容認した。
ﾌﾗﾝｽ領ﾊｲﾁで奴隷革命。

1790
1793

(1803 年に黒人共和国成立）
逃亡奴隷取締法成立。

ｲｰﾗｲ･ﾎｲｯﾄﾆｰが綿繰機を発明。（南部にて黒
人奴隷を使った綿花栽培発展の契機となる）
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奴隷制反対協会全国大会、ﾌｨｱﾃﾞﾙﾌｨｱで開催。
リﾁｬｰﾄﾞ･ｱﾚﾝ、ベセル教会（最初の黒人ｴﾋﾟｽ

1794

ｺﾊﾟﾙ･ﾒｿﾞｼﾞｽﾄ教会）をﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱで設立。
1799

ﾆｭｰﾖｰｸ州で奴隷の漸次解放を決定。

1802

ﾃﾞﾝﾏｰｸ、自国領内で奴隷貿易を禁止。

1804

ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ州で奴隷の漸次解放を決定。

1808
1819
1820

奴隷貿易禁止法（1807 年制定）発効。ｲｷﾞ
ﾘｽ奴隷貿易を禁止。
ﾌﾗﾝｽ、奴隷貿易を禁止。
｢ﾐｽﾞリー協定」成立（北緯 36 度 30 分を自
由州と奴隷州の境界とする）。
最初黒人、『ﾌｨﾘｰﾀﾞﾑｽﾞ･ｼﾞｬｰﾅﾙ』、ﾆｭｰﾖｰｸ

1827

で創刊される。
ﾃﾞｲｳﾞｨッﾄ･ｳｵｰｶｰ、『ｱﾋﾟｰﾙ』をﾎﾞｽﾄﾝで公刊

1829

される。
全国黒人集会。ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱで開催。

1830

（大規模な「黒人集会運動」の始まり）

1831

ｳﾞｧｰｼﾞﾆｱ州でﾅｯﾄ･ﾀｰﾅｰの奴隷暴動。

1832

ﾆｭｰｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ奴隷制反対協会設立。

1833

ｲｷﾞﾘｽ、自国領西ｲﾝﾄﾞ諸島の奴隷制度廃止。 ｱﾒﾘｶ奴隷制反対協会設立。
ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ﾀﾞｸﾞﾗｽ、『ﾉｰｽ･ｽﾀｰ（北極星）』を

1847
1850

ﾛﾁｪｽﾀｰで創刊。
逃亡奴隷法制定。
ｽﾄｰ夫人の『ｱﾝｸﾙﾄﾑの小屋』出版。

1852
1854
1856

ｶﾝｻﾞｽ=ﾈﾌﾞﾗｽｶ法成立。共和党結成。
(ﾄﾞﾚｯﾄﾞ･ｽｺｯﾄ対ｻﾝﾌｫｰﾄﾞ事件」、最高裁が
黒人奴隷の訴訟権を否定。

1858

｢ﾘﾝｶﾝ=ﾀﾞｸﾞﾗｽ論争」。
ｼﾞｮﾝ･ﾌﾞﾗｳﾝが奴隷解のために行った武装蜂

1859
1860
1861
1861～

起、後の南北戦争の契機になる。
ｴｲﾌﾞﾗﾊﾑ・ﾘﾝｶﾝ、大統領に当選。
連邦から分離した南部諸州、「南部連合」
を結成。
南北戦争。

1865
奴隷解放宣言
1862

南北戦争中に、連邦軍が戦っている南部連
合地域の奴隷たちの解放を命じた宣言。

1864

逃亡奴隷法廃止。
ﾘﾝｶﾝ大統領暗殺される。

1865

奴隷解放民局設立。憲法修正第 13 条（奴
隷または意に反する苦役の禁止）成立。ｸｰ･
ｸﾗｯｸｽ･ｸﾗﾝ（KKK）、ﾃﾈｼｰ州で結成。

1866

公民権法成立。

ﾌｪｲｸｽ大学設立。

黒人のあらゆる権利を白人と同等を保障。
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1867
1868

再建法成立。

ﾊﾜｰﾄﾞ大学設立。

憲法修正第 14 条（黒人の市民権付与）成
立。
全国黒人労働連盟結成。

1869
1870

憲法修正第 15 条（黒人の選挙権付与）成

南部政界にアメリカ史上初めて黒人が進出

立。

し、連邦議会にも議席を占める。

公民権法成立。
1875

旅館、交通機関、劇場その他の娯楽施設の
利用における完全な平等、陪審、および裁
判を受ける権利における平等を保障。

1877

｢ﾍｲｽﾞ=ﾃｨﾙﾃﾞﾝの妥協」成立（南部再建時代
の終了）

1881
1883

B.T.ﾜｼﾝﾄﾝ、ﾀｽｷｰｷﾞ大学設立。
最高裁、1875 年公民権法に違憲判決。
全国黒人農民同盟＝共同組合同盟設立。

1886

(人民党運動に参加）

1869

この頃から黒人に対するﾘﾝﾁ激化。
ﾐｼｼｯﾋﾟ州で黒人選挙権剥奪（以後、南部諸州

1890

に広がる）。

1892

ﾘﾝﾁによる黒人の死亡者数ﾋﾟｰｸに達する。
(ﾎﾟﾚｯｼｰ対ﾌｧｰｶﾞｰｿﾝ事件）、最高裁「隔離

1896

全国黒人婦人協会が結成される。

しても平等」との理屈により人種差別を合
法化。
W.E.B ﾃﾞｭﾎﾞｲｽの『黒人の魂』出版。

1903

黒人の権利宣言。
（教員、編集者など急進的な黒人の代表者

1905

が、黒人の権利獲得のために黒人を組織化し
ようとしたﾅｲｱｶﾞﾗ運動）
全国黒人向上協会（NAACP）結成。

1909

(翌年、機関紙『ｸﾗｲｼｽ発行』）
全国都市同盟（NUL）結成。
(この頃より南部農村から北部都市への黒人

1911

の移住が多くなる）
1914

ﾏｰｶｽ・ｶｰﾍﾞｲ、全黒人地位改善協会を結成。
黒人生活・歴史研究協会設立。（翌年、研究

1915

誌『黒人史誌』創刊）
NAACP、ﾘﾝﾁ反対委員会設置。

1919
1920
1924

ｼｶｺﾞはじめ各地で人種暴動発生。
女性の参政権が承認される。

この頃から「ﾆｸﾞﾛ･ﾙﾈｯｻﾝｽ」、（「ﾊｰﾚﾑ･ルﾈ
ｯｻﾝｽ」）始まる。

移民制限法成立。この頃から第 2 次 KKK の
活動が盛んになる。（会員数約 500 万人）。

1931

ｱﾗﾊﾞﾏ州で「ｽｺｯﾂﾎﾞﾛ事件」起こる。
ﾌﾞﾗｯｸ・ﾓｽﾘﾑｽ（黒い回教徒運動）ｼｶｺﾞで活動

1934

開始。
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全国黒人会議が結成される。

1936
1941

ﾌﾗﾝｸﾘﾝ D.ﾛｰｽﾞベルト大統領、行政命令第

A.ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾗﾝﾄﾞﾙﾌ、ﾜｼﾝﾄﾝ行進を計画。

8802 号（黒人雇用の公正化）を発令。

1942

人種平等会議（CORE）結成される。
ﾃﾞﾄﾛｲﾄで大暴動起きる。ｸﾘｰｳﾞﾗﾝﾄﾞ、ｹﾞｱﾘｰ
両市で大都市最初の黒人市長が誕生。ｻｰｸﾞｯ

1943

ﾄ･ﾏｰｼｬﾙ、黒人最初の最高裁判事に任命。
1944
1945
1948
1949

(ｽﾐｽ対ｵｰﾙﾗｲﾄ事件）最高裁、政党の予備選
挙から黒人排除が違憲判決。
ﾆｭｰﾖｰｸ州とﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ州で反差別法制定。
ﾄﾙｰﾏﾝ大統領、行政命令第 9981 号を発令。
(軍隊内部の人種隔離禁止）
ﾆｭｰｼﾞｬｰｼﾞｰ州で公正雇用実施法制定。（以
後、北部・英部諸州で制定）
ﾗﾙﾌＪ.ﾊﾟﾝﾁ、ｱﾒﾘｶ黒人最初のﾉｰﾍﾞﾙ平和賞を

1950

受賞。
ﾙｲｼﾞｱﾅ州ﾊﾞﾄﾝﾙｰｼﾞｭで、ﾊﾞｽの人種隔離反対運

1953
1954

動起る。
(ﾌﾞﾗｳﾝ対教育委員会事件）最高裁、公立学
校における人種隔離が違憲とする判決。
ｱﾗﾊﾞﾏ州ﾓﾝﾄｺﾞﾒﾘｰで大規模なﾊﾞｽ･ﾎﾞｲｺｯﾄ運動

1955

起る。
白人市民会議の組織化始まる。
ｱﾗﾊﾞﾏ大学で「ﾙｰｼｰ事件」起こる。南部選

1956

出国会議員の「南部宣言」（最高裁のﾌﾞﾗｳ
ﾝ判決への抗議）。

1957

公民権法成立。

M.L.ｷﾝｸﾞを中心に南部ｷﾘｽﾄ教指導者会議

(再建期以後、最初の公民権法）

（SCLC）を結成。「ﾘﾄﾙロック高校事件」起
こる。

1960

公民権法成立。

ﾉｰｽｶﾛﾗｲﾅ州ｸﾞﾘｰﾝﾎﾞﾛから「座り込み運動」始

(ﾎﾞｲﾝﾄﾝ対ｳﾞｧｰｼﾞﾆｱ事件）最高裁、州際長

まる。南部全域に拡大。学生非暴力調整委員

距離ﾊﾞｽ内だけでなくﾀｰﾐﾅﾙ諸施設での人

会（SNCC）始まる。

種隔離を禁止判決。
｢自由のための乗車運動」始まる。ｼﾞｮﾝ F.ｹﾈ

1961
1963

1964

ﾃﾞｨ大統領、平等委員会を設置。
ｹﾈﾃﾞｨ大統領暗殺される。

｢ﾜｼﾝﾄﾝ大行進」黒人差別反対闘争、20 数万
人が結集。

憲法修正第 24 条（国政選挙の納税規制禁

ﾐｼｼｯﾋﾟ自由民主党（黒人中心）結成。ﾊｰﾚﾑ

止）成立。

はじめ諸都市で人種暴動頻発。
(｢長くて暑い夏」の始まり）
M.L.ｷﾝｸﾞ､ﾉｰﾍﾞﾙ平和賞受賞。

公民権法（黒人の投票権強化）成立。

ﾏﾙｺｽ X 暗殺される。

1965

ｾﾙﾏ=ﾓﾝﾄｺﾞﾒﾘｰ間で「自由の行進」。ﾜｯﾂの大
暴動。
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ﾛﾊﾞｰﾄ C.ｳｨｰｳﾞｧｰ、最初の黒人閣僚（住宅都
市開発省長官）になる。「ﾒﾚﾃﾞｨｽ行進」（公
1966

民権諸団体間の方針の相違表面化）。ｽﾄｰｸﾘ
ｰ･ｶｰﾏｲｹﾙ、「ﾌﾞﾗｯｸ･ﾊﾟﾜｰ」を提唱。ﾌﾞﾗｯｸ･ﾊﾟ
ﾝｻｰ（黑豹）党結成。
ﾃﾞﾄﾛｲﾄで大暴動起きる。ｸﾘｰｳﾞﾗﾝﾄﾞ、ｹﾞｱﾘｰ
両市で大都市最初の黒人市長が誕生。ｻｰｸﾞｯ

1967

ﾄ･ﾏｰｼｬﾙ、黒人最初の最高裁判事に任命。
1968

公民権法（住宅差別禁止）成立。

M.L.ｷﾝｸﾞ暗殺される。全米 125 都市で人種暴
動。ﾗﾙﾌ･ﾍｲﾘｰ、「貧者の行進」を行う。
ｱﾚｯｸｽ･ﾍｲﾘｰの『ﾙｰﾂ』出版（翌年、ﾃﾚﾋﾞ･ﾄﾞﾗ

1976

ﾏ放映）。
ｱﾝﾄﾞﾙｰ･ﾔﾝｸﾞ、黒人最初の女性国連大使とな
る。ﾊﾟﾄﾘｼｱ R.ﾊﾘｽ、黒人最初の女性閣僚（住

1977

宅都市開発省長官）となる。
｢ﾜｼﾝﾄﾝ大行進」20 周年記念集会。M.L.ｷﾝｸﾞ
記念の国民祝日制定（1986 年より実施）。

1983

同年黒人失業率 19.5%に達す。
｢ﾜｼﾝﾄﾝ大行進」25 周年記念集会開催される。

1988

黒人最初、ｳﾞｧｰｼﾞﾆｱ州でﾛｰﾚﾝｽ･ﾀﾞｸﾞﾗｽ・ﾜｲﾙ
ﾀﾞｰが州知事に当選。ﾃﾞｳﾞｨｯﾄ･ﾃﾞｨｷﾝｽﾞ、黒人

1989

最初のﾆｭｰﾖｰｸ市長として当選。
黒人最初、女性市長としてｼｬﾛﾝ･ﾌﾞﾗｯﾄ・ﾃﾞｨ

1990

ｸｿﾝが当選。
黒人への白人警官の暴行が無罪となったこ

1992
1995

とを契機にﾛｽｱﾝｾﾞﾙｽ他で黒人暴動起きる。
公民権運動の終焉。

「ﾜｼﾝﾄﾝ大行進」100 万人規模集会。

2008

黒人最初、ｱﾒﾘｶ大統領選にﾊﾞﾗｸ･ｵﾊﾞﾏが当選。

2012

ﾊﾞﾗｸ･ｵﾊﾞﾏ、ｱﾒﾘｶ大統領二期目に当選。

2017.1

ﾄﾗﾝﾌﾟ大統領就任
白人至上主義団体と反対派がｳﾞｧｰｼﾞﾆｱ州ｼ

2017.8

ｬｰﾛｯﾂﾋﾞﾙにて、南部連合の英雄ﾘｰ将軍像の
撤去を巡り衝突。
ｱﾒﾘｶ黒人の歴史 本田創造著 2011 第 32 版巻末ｱﾒﾘｶ黒人史略年表を基に森松幹治加筆 2017
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（出所）社会実録ﾃﾞｰﾀ図録を引用
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/8610.html
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〔コラム 1 公民権運動前史〕
アメリカ独立宣言 1776
前文一部 「すべての人間は生まれながらにして平等で あり、その創造主によ
って、生命、自由、および幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられている。」
アメリカ合衆国憲法 1788
第１章〔連邦議会〕第二節③（下院議員および直接税は、連邦に加入する各州の
人口に比例して、各州の間に配分される。各州の人口とは、年期服役者を含み、納
税義務のないインディアンを除く自由人の総数に、自由人の以外のすべての人口の
五分の三を加えたものとする。）自由人以外の人とは黒人奴隷を指す。
注：原憲法は、当時実施されていた奴隷制を認めていた。
アメリカ合衆国修正条項
第 1 修正から第 10 修正 1791

〔権利章典〕

奴隷解放宣言 1863
アメリカ合衆国の奴隷解放に関してエブラハム・リンカーン大統領が布告した宣言。
南北戦争（1861～1865）中に、リンカーンは、1862 年 9 月 17 日のアンティータム
の戦いで戦況が北部に有利に傾いたとき奴隷解放予備宣言を発した。
この宣言は、連邦から脱退した南部諸州が 1863 年 1 月 1 日までに連邦に復帰しな
ければ、奴隷解放を宣言するという警告であったが、南部諸州がこれに応じなかった
ため、1863 年 1 月 1 日、本宣言として布告された。 (1) 反乱中の州の奴隷はすべて
自由とし、(2) 解放された黒人には、暴力を慎み、適切な賃金で忠実に働くよう警告
し、(3)黒人に連邦軍隊に参加する機会を与えるなどを規定した。しかし連邦に忠実な
奴隷州の奴隷は除外されていた。南北戦争終了後、憲法に第 13 修正が加えられた。
第 13 修正 1865 〔奴隷または意に反する苦役の禁止〕
以降、奴隷制廃止が法的効力を有するようになった。
公民権法 1866 （黒人の白人と同等の平等）
第 14 修正 1868 〔黒人の市民権付与〕
第 15 修正 1870 〔黒人の選挙権付与〕
公民権法 1875 （黒人の公共施設等利用における平等）
第 19 修正 1920 〔婦人の参政権〕
公民権法 1964
第 24 修正 1964 〔選挙権の要件としての人頭税等の禁止〕
第 26 修正 1971

〔年齢 18 歳以上の市民の選挙権〕

69

〔コラム 2：黒人に関係する判決〕
ドレッド・スコット判決（ドレッド・スコット対サンフォード事件）1857
1857 年、アメリカ合衆国の連邦最高裁判所がミズーリ協定を憲法違反とし、自由
州での奴隷所有を認めた判決。カンザス・ネブラスカ法とともに奴隷制拡大派の民主
党の主張に沿ったものであったので、奴隷制度に反対する勢力が反発し、共和党に結
集、南北戦争への引き金となった。
アメリカ合衆国における黒人奴隷制をめぐる賛成派と反対派の激しい論争となり、
南北戦争への引き金の一つとなった裁判の判決であった。
ドレッド＝スコットとは黒人奴隷の名で、彼は所有者に連れられて自由州であるイ
リノイや、ミズーリ協定で奴隷制が禁止されたミネソタ准州に住んだことがあること
から、自由の身となったとして、裁判に訴えた。最高裁判所まで持ち込まれ、1857
年に最高裁の判決が出されたが、それは次の三つの理由により却下されるというもの。
1. 黒人は合衆国の市民となることはできない。したがって、彼は連邦裁判所に訴
訟を起こす権利がない。
2. 彼はミズーリ州（奴隷州）の居住者であり、いかなるイリノイ州（自由州）の
法律の適用も受けない。
3. 彼が北緯 36 度 30 分以北の地に住んだとしても、自由になることはできない。
なんとなれば、連邦議会は合衆国の準州に奴隷制を禁止する権限を持たないから
である。
この判決は、アメリカ合衆国憲法はもともと黒人を市民と認めていないから黒人に
は提訴権がないし、ミズーリ協定は奴隷所有者の財産権を侵害するもので憲法違反で
あるとして、スコットの訴えを全面的に否定して自由を認めなかった。
つまり、黒人は人間ではなく財産に過ぎないというのが最高裁の判決であった。
（出所）世界史の窓を引用 http://www.y-history.net/appendix/wh1203-045_1.html
分離すれども平等
プレッシー対ファーガソン判決 1896
ルイジアナ州では 1890 年に制定した州法で、白人と黒人が利用する列車の車両
を分離した。それに対して、ホーマー＝プレッシーという黒人男性が公民権支援団
体の支援を受けて反対運動に立ち上がり、白人専用車牢に乗り込んで坐り、黒人専
用車に移れという車掌の支持を拒否して逮捕された。
この事件は最高裁で争われることとなり、1896 年 5 月 18 日に判決が下された。
最高裁判所が下した判決（プレッシー対ファーガソン事件）は黒人を分離しても、
待遇が同じであれば平等であるというものであった。この「隔離はしても平等」
"separate but equal" なら差別ではないとする有名な原理が裁判で確立したこと
によって、人種差別に法的支柱を与え、これを背後から助長したのである。
＜本田創造『アメリカ黒人の歴史 新版』岩波新書 p.144＞
この「プレッシー判決」結果、南部では劇場・公衆トイレ・刑務所・公立学校・
公園・ホテルなどあらゆる公共施設で黒人用と白人用の使節が分離されることにな
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った。このような日常的な黒人差別に対し、1950 年代に黒人によるバス・ボイコ
ット運動などの戦いが始まった。
ブラウン判決 1954
1954 年、連邦最高裁のアール＝ウォーレン首席判事は、公教育において施設を白
人用と黒人用に分離するのは不平等であると判断し、人種分離政策は憲法違反である
という「ブラウン判決」が出した。これは画期的な司法判断であったが、世論調査ではこ
の判決には南部白人の約 80％が反対するという状態であった。
しかし、60 年代の公民権運動は、63 年のキング牧師に指導された 25 万人による
ワシントン大行進という大運道都なり、黒人差別反対の動きはケネディ大統領を動
かし、ミシシッピー州立大学が黒人学生の入学を拒否したことに対して連邦軍を投
入するなどの介入を行った。次のジョンソン大統領の時、1964 年に公民権法が成立
し、黒人に対する分離は違法であることが確定した。
（出所）世界史の窓を引用 http://www.y-history.net/appendix/wh1203-070.html
以上、年代を追って黒人に関係する判決の経緯をみると、次のように変化している。
ドレッド・スコット判決 1857
州権が連邦権力に対して優位、最高裁が州権に忖度して憲法判断を見送った。
南北戦争（1861～1865）
プレッシー対ファーガーソン判決 1896
州権と連邦権力が拮抗し、最高裁が州権に妥協し玉虫色の判決を行った。
ブラウン判決 1954
最高裁は、憲法が持つ「すべて人間は平等」という普遍的原理に立ち戻った。
ジム・クロウ法
1876 年～1964 年にかけてアメリカ合衆国南部諸州に存在した、主に黒人の一般公
共施設の利用を禁止制限した法律を総称していう。しかし、この対象となる人種は「ア
フリカ系黒人」だけでなく、「黒人の血が混じっているものはすべて黒人とみなす」
という人種差別法の「一滴規定」に基づいており、黒人との混血者に対してだけでな
く、インディアン、ブラック・インディアン（インディアンと黒人の混血）、黄色人
種などの、白人以外の「有色人種」をも含んでいる。
公民権法 1964、憲法修正第 24 条の成立により、黒人を含む有色人種の全面的公民
権が法的にも認められることになった。1876 年～1964 年まで南部諸州に存在した主
に黒人の一般公共施設の利用を禁止制限した「ジム・クロウ法」が効力を失った。こ
れにより、公民権運動の一応の決着をみた。
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〔コラム 3：公民権運動〕
（出所）コトバンク 知恵蔵の解説を引用
広義には、憲法の保障した権利の適用を求めるマイノリティーの運動全般を、狭義
には、1954 年のブラウン判決、55 年のローザ・パークスによるバス乗車拒否事件、
マーチン・ルーサー・キング牧師の指導したバス・ボイコット闘争以降の、公民権法
成立を要求する黒人の運動を指す。1909 年設立の全米有色人種地位向上協会(NAACP)
は、黒人の権利と繁栄を旗印とした、全米最古の公民権法成立を目指す組織で、キン
グ牧師の非暴力主義運動が主流となる 50 年代半ばまで地道な闘いを続け、ブラウン
判決を勝ち取る下地をつくった。63 年 8 月のワシントン大行進で 20 万人の行列の先
頭に立ったキングは、有名な「私には夢がある(“I Have a Dream")」との演説を行
い、法案成立に大きなインパクトを与えた。
翌 64 年 7 月、ジョンソン政権下で、人種差別撤廃をうたった公民権法が成立する。
その後は、この奴隷解放宣言に次ぐ成果をいかに実質化していくかが、黒人解放運動
の中核をなしていくこととなる。キングは 64 年にノーベル平和賞を受賞したが、68
年 4 月、テネシー州メンフィスで暗殺された。キングの誕生日(1 月 15 日)は 86 年、
連邦の祝祭日、キング牧師記念日(Martin Luther King Day、1 月第 3 月曜日)として
認められ、民間人の業績を記念した初のナショナルホリデーとなった。キング牧師暗
殺事件を契機として、黒人の自立した権力を希求するブラック・パワーなる戦闘的な
スローガンが広く受け入れられるようになり、ベトナム戦争反対運動とも結び付き、
黒人解放運動に大きな転機をもたらすに至る。
70 年代以降、反差別運動は沈静化の傾向を示すが、公民権運動の悪しき副産物とし
ての、黒人内部の深刻な階級分裂といった新たな問題も顕著になってきた。NAACP な
どの公民権団体の近年の実績も含めて、公民権運動の成果の質そのものを問い直す動
きもある。ファラカン「ネーション・オブ・イスラム」議長とチュービス NAACP 前会
長の呼びかけによる、95 年 10 月のワシントン「100 万人大行進」は、公民権運動の
指導者が黒人社会統合の象徴であった時代の終焉(しゅうえん)を物語るものであっ
た。
(井上健 東京大学大学院総合文化研究科教授 ／ 2007 年)
関連資料
キング牧師「わたしには夢がある」1963
https://americancenterjapan.com/aboutusa/translations/2368/

米国の公民権運動

アメリカンセンター

JAPAN

https://americancenterjapan.com/wp/wp-content/uploads/2015/11/wwwf-pub-freeatlast.pdf

公民権に関する声明（1964）第 36 代大統領リンドン・B・ジョンソン
https://americancenterjapan.com/aboutusa/translations/2357/
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〔コラム 4：ワスプとエスタブリッシュメント〕
ワスプ（ＷＡＳＰ）
White, Angro-Saxon, Protestant の頭文字をとった略称で、白人でアングロ＝
サクソン系でプロテスタント信者であることが主な要件となる。彼らは、アメリカ合
衆国建国時にイギリスからやってきた移民の子孫であり、現在アメリカ社会の中・上
層階級を形成している人びとの総体を指す。アメリカでは、ワスプとアイビー・リー
グ（米国東部私立大学連合）が社会の支配階級とされる。
当初、イギリス系および北欧系のワスプがアメリカ社会で多数を占めていた。南北
戦争後、南部のアフリカ系アメリカ人も次第に増加した。さらに２０世紀初頭からは、
イタリアや東欧から非ワスプの移民が増加した。これらの新移民はカトリックである
ことからプロテスタントと異なった文化を持ち、独自の社会を形作っている。
ジョン・F・ケネディ第 35 代大統領は、アイリッシュ系移民を先祖にもつカソリッ
ク信者でエスタブリッシュメントに属する進歩派ワスプ。
キューバ危機（1962）

ソ連がキューバにミサイル基地を建設することを、アメリカが事前に

察知。ケネディはソ連と交渉して基地建設を中止させ、核世界戦争になることを未然に防いだ。

ドナルド・トランプ第 45 代大統領は、ドイツ系移民を先祖にもつプロテスタント
信者でエスタブリッシュメントに属しながら、それに抗する超保守派ワスプ。
北朝鮮危機（2017）

現在、北朝鮮が核実験やミサイル実験を繰り返し、米国や東アジアに緊

張が高まっている。北朝鮮最高指導者金正恩とトランプが非難の応酬を繰り返し、キューバ危機
以来の深刻な核戦争危機となっている。

エスタブリッシュメント（ Establishment）
既成の特権階層を意味し、社会システムや経済システムなどのさまざまなシステム
内部に存在する権力構造、権威体系、支配体制をいう。1960 年代にアメリカなどで盛
行した反体制を標榜する行動主義過激派が運動の攻撃標的としてこの語を好んで使
用した。軍隊や官僚機構、巨大組織などの常備編成、常置人員組織をさしても使用さ
れる。
最近では、社会運動との関連で、既成特権階層の意味で使われることが多い。アメ
リカでは、政・財・官・言論界をリードする東部エスタブリッシュメント、巨大産軍
複合体、ロックフェラーなどの巨大企業グループなどが有名。
［岡沢憲芙］
（出所）コトバンクを引用
「境遇の平等化」の対象となる人々は、第一が封建社会の身分制度下の平民、第二
がインディアンと黒人の有色人種、第三が近世以来の中産階級から脱落した貧困な中
間層、飢餓線上にある下層になる。私見では、貴族階級の経済基盤は土地所有にあり、
第三の現代の現代貴族階級ともいうべき富裕層のエスタブリッシュメントの経済基
盤は貨幣所有にあり、各種調査によると世界の富を独占している。
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〔コラム 5 中世貴族と近代貴族〕
封建制の中世貴族の経済基盤は土地所有に依拠し、現代貴族の経済基盤は貨幣所有
に依拠する。中世貴族は絶対王政を支えていたが、産業革命・資本主義の勃興により
産業資本家が経済を支配するに及んで貨幣経済に移行、中世貴族の土地所有という経
済基盤が意味を失っていった。
産業革命が起きて市民階級が勃興し、貨幣経済を支配するようになってきた。経済
力を身につけた市民階級は絶対王政の軛を排除しようとして市民革命を起こし、絶対
王政を打ち倒し、それを支えていた中世貴族も没落していった。
さて、現代貴族は近世の絶対王政のごとく、今や世界の１％成人人口が世界の富の
約半分を所有し世界の政治経済を支配している。現在、貧困、格差、自然破壊が蔓延
し、金融資本主義経済の最終段階にきていると言われている。
今日資本主義が高度に発展して世界の富が最高度に増大したにも拘わらず、すべて
の人類が豊かになれないという根本矛盾がある。
参考 「プリンシプルのない日本」白洲次郎著
集団的自衛権行使を考える 森松幹治 http://www.oryza101.com/html/syuudann.html
日本では、物事を進めるにあたり大切な原理・原則が疎かにされている現状がある。
敗戦当時自信を失い茫然自失して混迷した政財界の状況が赤裸々に書かれおり、西欧
のキリスト教社会では一般化している、原理・原則を重んじる精神が日本人に欠けて
いると痛烈に指摘した。これは現在の混迷した政界の状況を考える上でヒントになる。
多くの日本人の心の底に「勝ち馬に乗り遅れるな」という情けない心情がある。
関ヶ原の戦いで起きた、西軍と東軍の勢力が一部の日和見で一気に崩れた事例や、
現在でも安倍政権が強者アメリカに悉く追随し、世界の笑いものになっていることに
も表れている。
この力の強いものには巻かれろという、独立心のない姿勢を厳しく糺した書である。
プリンシプル即ち原理原則に従って行動することを意味する。白洲次郎は戦前日本
の貴族階級に属し、莫大な資産家の家に生まれた人だった。幼少の頃は乱暴者だった
らしいが、親から英国ケンブリッジ大学への留学を進められ、そこで騎士道精神を叩
き込まれた。これは英国貴族が持つノーブレス・オブリジュ（高貴なるものの義務）
の精神である。即ち貴族に生まれたものは社会的義務がある。社会を牽引する人間に
は、この精神が大事だという、戦場行ったならば先頭に立って戦い、当然そこで後方
よりも死者が多く出たともいわれる。（すべてそうだったとは思われないが）
現代貴族には中世貴族が矜持として持っていたノーブレス・オブリジュ（高貴なる
ものの義務）の精神がなく、
（一部にはあるが）大勢は自らの保身に汲々としている。
今後世界を支配するエスタブリッシュメントと、その大勢の中間層、貧困層との「す
べての人間の平等で、生命、自由幸福追求の権利」をかけた戦いになるのではないか。
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参考クレディ・スイスによる「2015 年度グローバル・ウェルス・レポート」
（出所）月刊誌『KOKKO』2015.12.12 編集者 井上伸のブログを引用



最も裕福な上位１％の富のシェア
2008 年の 44.4％から 2015 年には 50.4％に上昇。上位１％が 2000 年代で初めて
世界の富の半分以上を占め、富の分布は富裕層に偏っている。



ミリオネア（純資産百万米ドル以上、１億２千万円以上の富裕層）のグループ



全人口のわずか 0.7％を占め世界の富の 45.2％を独占。
最も裕福な上位 10％が世界の富の 87.7％を所有。



日本のミリオネア（純資産百万米ドル以上、１億２千万円以上の富裕層）
212 万 6 千人で国別では世界第３位、日本の全人口の約２％にあたり 2020 年には
69％増加し 359 万 1 千人になる見通し。

世界の総資産（250.1 兆米ドル）に対する各資産階層の人口比
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