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第３章 「中流」の組織化と「秩序」の模索
「民主主義の代償は、すべての人々による共通善の
あくなき追求である。」
（Saul D. Alinsky, Rules for Radials: A Pragmatic
Primer for Realistic Radicals (New York, Vintage
Books, 1989), xxv.）
「希望のない信念は短命である。
」
（Saul D. Alinsky, Reveille for Radicals (New
York: Vintage Books, 1989), p.197.）

第１節

新たな「組織化」の着手

ソール・アリンスキー（Saul D. Alinsky）は、
アメリカにおける「コミュ
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ニティ・オーガナイジング（Community Organizing）運動の創始者であ
る。アリンスキーは、1930年代にシカゴの労働者居住区「バックオブザ
ヤーズ（Back of the Yards）
」において組織化を開始し、50年代の異人
種コミュニティの形成を経て、60年代には黒人コミュニティの組織化を
成功に導いた。
この間、
アリンスキーはニューディール政策下のソーシャ
ル・ワークや60年代の貧困コミュニティ政策を批判し、自身の「コミュ
ニティの組織化」を「民主化」と位置づけた。では、アリンスキーの「民
主化」とは何を意味するのか。
アリンスキーの民主化「理念」の形成は、アメリカにおける大衆社会
の出現と深く結びついていた。ニューディールから戦争国家（warfare
state）への進展は、大多数の「アメリカ人」を受益者化しながら巨大国
家権力システムに組み込み、彼らが主体的且つ実質的に統治に参加する
必要性を減退させた。アリンスキーはこの点に、アレクシス・ド・トク
ヴィル（Alexis de Tocqueville）が警告した「平等における隷従」の現実
化とアメリカの民主主義の最大の危機を見る。彼が最初に組織化を行っ
たシカゴの労働者地域は、個人の「私的領域」への撤退と人民統治の形
骸化が顕著だった。
したがってアリンスキーは、
個人を身近な関心によっ
て引き付け、公的関心を醸成する「結社」としてコミュニティ「組織」を
建設した。そして、人々の協働に基づいた実質的な自己統治を実現する
「運動」として、コミュニティの「組織化」を実践したのである。
では、「民主化」はいかなる方法によって可能となるのか。第一に、
アリンスキーによる組織化は、社会経済的に周辺化された地域住民の個
別の問題を地域のニーズとして集約化・政治化し、既存権力に対する異
議申し立てを通して地域の「権力」
（自治）を確立する。第二に、アリン
スキーが想定する「権力」は地域の生活改善実現のための「力」であると
同時に、
人々の相互性や協働を最大の根拠とする。つまり「組織化」は、
短期的には人々の主体的な参加に基づいて地域のニーズを解釈・実現す
る回路の構築を、長期的には人々の政治的自由の空間を確保するもので
ある。第三に、こうしたコミュニティの「権力」の確立は第三者、つま
り「オーガナイザー（organizer）
」の媒介によってのみ達成される。オー
ガナイザーはコミュニティの生活改善を支援すると同時に、コミュニ
ティに内在する異質性を導出し、多様なイシューの創出と活発な討議空
［45］
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間の確保を行う「教育者」としての役割を担う。オーガナイザーは、ア
リンスキーが設立した「工業地域財団（Industrial Areas Foundation：
1
において独自の教育を受けた者であり、こうしたオーガナイザー
IAF）

の存在が、
「コミュニティ」の本質である保守性や同質性を最小限にと
どめ、開かれた民主的空間を可能にする。これらの点を踏まえて、前章
までアリンスキーの「民主化」運動を歴史的に考察することにより、以
下のような知見が得られた。
アメリカの20世紀前半は、国家行政権力の拡大と集中を伴う「福祉国
家」
の確立期であった。
同時に、
この時期は大規模な移民の流入と大恐慌、
戦争を通した文化規範の生成と人種的排除の論理が複雑に混ざり合った
「国民共同体」の再編期にあたる。したがって、個人と国家の間にある
地域「コミュニティ」を「公的な空間」として組織していく組織化「運動」
もまた、
「他者」の創出から自由ではなかった。とりわけアリンスキー
が最初に組織化を行ったシカゴの労働者居住区の住民は、住宅という「ア
メリカの夢」
を渇望する新移民だった。アリンスキーは、多様なイシュー
の断続的な創出が異質性の確保と公的機能の持続に寄与すると考え、組
織化の手順に組み込んだ。だが、組織による自治は国家主導の住宅政策
と連動しながら資産としての住宅とその保持という単一イシューに収斂
されていく。戦後にかけて「労働者」としての地位向上を果たし、住宅
所有というアメリカ的生活様式を受容した住民は、資産価値を下げ自ら
の地位を脅かす「黒人」を協同不可能な「他者」
（あるいは「敵」
）として
規定した。こうしてコミュニティ「組織」は、地域自治という民主的な
手続きを経て「排除」の原動力となっていった。
アリンスキーの組織化「哲学」の大きな特徴は、このようなコミュニ
ティ「組織」の排他性を問題視しながらも、なお地域コミュニティの組
織化によってそれを克服しようとした点である。「人種」的コミュニティ
の分断が明らかとなった50年代後半、アリンスキーは、住宅をめぐる国
家行政の拡大と浸透がコミュニティを分断させ、その政治的自由（自治）
を脅かしていると批判し、人種統合的なコミュニティ組織を形成した。
1

IAF は、1940年にアリンスキーによって近隣組織の取りまとめ機関として設

立されたが、1969年にオーガナイザーの教育・養成機関として再編成された。
北法65（6・569）2215
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だが、「コミュニティ」は住宅所有と近隣保持という「リベラルな自由」
が最も強く表明される空間であり、そうした「声」に基づく戦後の住宅
供給・都市再開発行政のダイナミズムは組織の力を超えていた。そのた
めコミュニティレヴェルの人種統合は困難を極め、都市中心部において
は黒人ゲットーが常態化した。こうして「人種問題」が「貧困問題」とし
て表面化した（発見された）とき、国家は人種的「コミュニティ」を「貧
困者」の参加に基づく「自助」精神の苗床と位置づけ、コミュニティに
直接資源を投入する再分配政策を行った。アリンスキーは、このような
国家によるコミュニティ政策の理念を共有しながらも、その実態を激し
く糾弾する。国家による参加行政は、その実、貧困地域の当事者を決定
過程に含めることを拒否し、貧困者と行政側の対立を回避するうえ、地
域の代表に公的な機能を請け負わせることで「支配」を強化するもので
ある、と。
こうした主張は、アメリカ社会に厳然と存在してきた「生まれによる
不平等」を認め、被抑圧者の政治的・社会的包摂を求める点でマイノリ
ティの権利運動と親和的だった。だが、
アリンスキーの現状批判は、人々
の主体的参加やコミュニケーションを制御しつつ「公的な問題」をめぐ
る人々の合意を確保していく政治のあり方に向けられていた。彼は、貧
困政策の実態を、アメリカの「起動原理」たる人民主権原理に基づく公
的空間の簒奪である、と非難したのだった。
このような歴史的観点から見ると、60年代のアリンスキーによるコ
ミュニティの組織化は、リベラル・デモクラシーに対する不満に基礎付
けられていた。もちろん、公民権運動は規範としてのアメリカ民主主義
それ自体の正当性を批判し、
「権利」の側面からその再解釈を迫った点
で「民主化」に貢献した。だが、アメリカの経済社会に牢固として根付
いた差別主義の即時解消は不可能であり、絶望した黒人は急進派に結集
し公民権運動から離脱していった。
さらに、
国家による制度的補償によっ
て黒人の地位向上が進む中、白人のバックラッシュが増幅され、資本や
権力の再配分をめぐる熾烈な集団間闘争が過熱化していく。他方で、ア
リンスキーにとって30年代以来の一貫した問題は、拡大する国家権力を
媒介として人民統治が形骸化され、市民的連帯や責任を醸成する空間が
奪われていく構造であった。こうした構造の下で不当に不利益を蒙った
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のが、黒人だった。したがってアリンスキーは、黒人の地域の「組織化」
によって「民主主義」を実践的に補完し、その理念を「権力」を基準に再
解釈しようとしたのである。
だが、実践は蹉跌を繰り返した。とりわけ黒人コミュニティの組織化
は、60年代後半には人種的な言説による制約と「貧困者」への限定的な
政策アプローチという二重の苦難に遭遇した。1968年の大統領選挙にお
ける共和党のリチャード・ニクソン（Richard Nixon）の辛勝は、人々の
過熱化する暴動に対する警戒と、再配分政策に対する一定の合意の両方
を示すものであった。しかし、
同選挙での人種差別主義者ジョージ・ウォ
レス（George Wallace）の健闘は、人種に言及せずとも「人種的」多数派
を掘り起こすことが可能な
「平等」
主義への共鳴を反映していた。それは、
白人労働者階級の勤労と税負担に基づいた再配分政策を「不平等」とす
る新たなイデオロギーの登場を意味していた。ウォレスの言説を利用し
て「新たな多数派」の確立を目論んだニクソン政権は、人種平等の原則
を遵守しつつ「小さな政府」を推進し、
「貧困者」を対象とするコミュニ
ティ活動事業を事実上縮小する。他方で、60年代後半以降は公民権運動
とヴェトナム反戦運動に端を発するニューレフト運動がアメリカ社会を
席巻した。全国各地で多くの中産階級の若者が反戦・反巨大権力を掲げ
て市民の参加を説き、デモや集会を行って大規模な政治運動を展開した
のである。
1970年、アリンスキーが次なる組織化対象としたのは、こうした流れ
の中で新たな政治文化的規範を共有しつつあった「中流（middle class）」
層だった。組織化の契機となったのは、当時のシカゴ市民の間で騒がれ
始めていた大気汚染だった。当時、各新聞紙は異常気象と大気汚染の一
因をシカゴの電力事業を牛耳るエジソン社（Commonwealth Edison）に
あると報道し始めていた。
『シカゴ・デイリー・ニュース』紙のコラム
2
ニストであったマイク・ロイコ（Mike Royko）は、偶然オヘア空港で会っ

たアリンスキーに大気汚染に関する新たな組織化の計画について尋ね、
2

ロイコは、1972年に論説部門でピューリッツァー賞を受賞したシカゴ在住の

コラムニストであった。71年に出版されたシカゴのデイリー市長の最初の「伝
記」
、
『ボス（Boss）
』は、ベストセラーとなった。
北法65（6・567）2213
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ここに実際の組織化が緒についた。ロイコはエジソン社への批判とアリ
ンスキーの組織化計画についてコラムを書き、参加を希望する市民から
300通以上の手紙を受けとった。そして、ロイコはアリンスキーにそれ
らの手紙を届けた。1962年に創刊された新左翼系の雑誌『ランパーツ
（Ramparts）
』誌は、このやりとりがシカゴの歴史上重要な契機となっ
たと記述している。すなわち、
「それはアメリカにおける典型的政治ボ
ス、リチャード・デイリー（Richard Daley）市長の「長い」在任期間に
おいて、市長を最も重大な局面へと追いやった「草の根組織（grassroots
3
と。
organization）
」の発端であった」

アリンスキーから手紙を託された IAF の訓練生らは、手紙を書いた
人々に連絡をとり、関心を持つ市民のグループを形成した4。さらに、市
民組織や教会、シカゴ大学との非公式の接触を通して、イリノイ州商業
委員会（Illinois Commerce Commission）の公聴会に参加し、エジソン
社への抗議に賛同する200人以上の市民をかき集めた。彼らは、ホワイ
トカラー、労働者、科学者、環境問題に関心が高い上流階級の人々、そ
して若干のラディカルな若者といった、雑多な中流階層から成る集団で
あった。公聴会が、なんとかして彼らを締め出そうと様々な妨害工作を
取ったとき、頂点に達した市民らの怒りは、
「反汚染キャンペーン（the
Campaign Against Pollution）
」なる市民組織の結成をもたらした5。
1970年1月、「反汚染キャンペーン」の会合において、エジソン社に対
して低濃度の燃料利用を、イリノイ州商業委員会に対して電力料金の値

3

Derek Shearer, “CAP: New Breeze in the Windy City”, Ramperts, 1973, p.12.
なお、同記事の執筆者シェーラーは、クリントン政権下では商務省官吏も

勤めたオキシデンタル・カレッジの現教授である。バラク・オバマ（Barak
Obama）は、80年代に同大学卒業後、コロンビア大学に編入している。
4

IAF の再編事業に際しては、ロックフェラー財団及びマイダス法人財団

（Midas Corporation Foundation）か ら42万5000ド ル の 寄 付 を 受 け た。 再 編
された IAF の最初の講習には約3000人の応募者があった。Michael Patrick
Connolly, “An Historical Study of Change in Saul Alinsky’s Community
Organization Practice and Theory 1939-1972,” (University of Minnesota, Ph.D.
Dissertation, 1976), p.50.
5

Shearer, op.cit., p.14.
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下げを、シカゴ市に対して大気汚染条例の制定をそれぞれ要求すること
が取り決められた。IAF のオーガナイザーであるピーター・マルティ
ネズ（Peter Martinez）らは、この時点で「反汚染キャンペーン」がシカ
ゴ市全域を基盤として市政に対抗する市民「組織」となることを明確に
意識した。彼らはアリンスキー「哲学」に則って「土着の」リーダーの発
掘と育成・支援に努め、最終的にイリノイ州商業委員会の公聴会に積極
的に顔を出していたポール・ブース（Paul Booth）とレオナルド・デュ
ビ神父（Reverend. Leonard Dubi）を「反汚染キャンペーン」の共同議長
に据えた6。ブースは、ニューレフトの学生らによって結成された「民主
的社会のための学生同盟（Students for a Democratic Society）」のメン
バーだったが、組織の急進化に違和感を持ち、離脱した。その後労働組
合での活動を経て、シカゴ大学の国際問題研究所に勤務していた。シカ
ゴのサウスサイド出身のデュビ神父は、公民権運動や貧困撲滅運動の理
念に共感を抱きつつも、巨大な下水処理工場に隣接する自身の教区の環
境汚染の悪化に悩むカトリックの聖職者だった。デュビ神父は、
「権力
の欠如（powerless）
」という点で、教区民の問題と黒人の貧困の問題と
が同根であると認識していた7。
「反汚染キャンペーン」の抗議活動の結果、1970年4月、デイリー市長
によって環境規制条例が議会に提出され、
それは５月の初めに通過した。
また、イリノイ州商業委員会の会合において、電力価格の据え置きとエ
ジソン社の汚染低減が採決され、
同年夏までに、
アリンスキーとメンバー
らによって、実質的な「勝利宣言」がなされた8。
アリンスキーは、
「反汚染キャンペーン」のその後の展開を最後まで
見届けることなく、
1972年にカリフォルニアで心臓発作のため客死した。
したがって、
「反汚染キャンペーン」の組織化はアリンスキーによる最
後の組織化となった。だが、この組織はそれまで対象としていた社会経

6

Ibid. また、Joan E. Lancourt, Confront or Concede: The Alinsky Citizen-Action

Organizations (Massachusetts: Lexington Books, 1979), pp.27-29.
7

デュビ神父は、ICC の公聴会で IAF の訓練生と接近するとともに、自身の

教区民にも公聴会への参加を勧めた。Shearer, op.cit., p.13.
8

Connolly, op.cit., p.220.
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済的に周辺化された「コミュニティ」の範囲を大きく拡大し、
「中流」を
明確に意識した組織化だった。では、アリンスキーは「中流」の組織化
によっていかなる
「民主化」
を展望したのだろうか。組織化はなぜ「中流」
に特化されねばならなかったのか。本章はこの問題に答えた上で、アリ
ンスキーの組織化「思想」の政治的・歴史的意義を提示するものである。
第２節

CAP の展開と位置づけ

１）構造上の限界と課題
「反汚染キャンペーン」の発足に伴い、IAF のオーガナイザーらは、
デイリー市政との全面対決を視野に入れ、大都市レヴェルの闘争に適し
た組織の構築に取り組むこととなった。まず、環境規制条例の成立を受
け て、 デ イ リ ー 市 長 が 強 く 推 す 市 内 横 断 高 速 道 路（Crosstown
Expressway）
の建設計画反対キャンペーンが組織された。この組織には、
高速道路建設によって立ち退きを迫られる住宅所有者や中小企業が数多
く参加し、結果的に建設計画は取りやめとなった。また、これを機に「反
汚染キャンペーン」は「シチズン・アクション・プログラム（Citizen
Action Program：CAP）
」と名称を変え、
「人々が近隣に影響を与える
社会経済的諸問題に関して自ら考え決定するための組織」と明確に位置
づけられた9。
CAP は、地域社会に立脚し、且つマルチ・イシューを掲げて直接行
動を行う姿勢を堅持し、順調に成果を挙げた。たとえば、不当に高い生
鮮品の不買運動では、主婦グループらが中心となってスーパーマーケッ
トにピケットを張り、シカゴのメディアはこうした CAP の活動を好意
的に報道した。これまで組織化運動の内部において周辺的な役割を担っ
ていた女性たちが CAP の一連のキャンペーンにおいて存在感を増した
ことは、組織化運動における大きな変化であった。また、CAP は「レッ
10
の解除をイシューとして黒人やメキシ
ドライニング（融資危険地域）
」

9
10

Shearer, op.cit., p.14.
アメリカの都市においては、銀行を初めとする金融機関が、返済能力の信

用が低い低所得層の近隣を赤線で囲み、
そこへの融資及び投資を拒否する「レッ
［51］
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コ系アメリカ人から成る異人種間組織を形成した。この組織は、まず個
人投資家や不動産業者、そして地元銀行に融資運営を委託する連邦住宅
局（Federal Housing Authority）を、居住地域の悪化要因として絞り込
んだ。そして、地域住民らは CAP に賛同する銀行へと預金・貯蓄を移
行する誓約を交わし、CAP は、地元のオーガナイザーらの協力の下、
州知事に対してレッドライニングへの連邦住宅局の関与に関する調査の
誓願を行った。この調査報告が、レッドライニングの禁止と不動産融資
情報の開示を義務化する法案の通過に結実する11。こうした、公正な投
資に関わる地域住民の同意を下にコミュニティの安定化を図る CAP の
活動は、「グリーンライニング（greenlining）
」と呼ばれ、以後全国のコ
ミュニティで展開していく。CAP は、大規模なグリーンライニング運
動を成功に導いた最初の組織となった12。
また、
CAP とそれ以前の組織との構造上の大きな違いは、地域「コミュ
ニティ」の年次会合（annual meeting）および議会（congress）が、CAP
のリーダーと数人のスタッフによる年次計画会議へと取って代わられた
ことである。従来、年次会合や議会は、地域「コミュニティ」内部の既
存の組織の代表者すべてが参加し、各集団の利益とコミュニティ全体の
利益の摺り合わせが行なわれる場であった。だが、CAP は、近隣地域
を基礎単位としながらも、採用するイシューの性質上、一地域や集団の
代表にとどまらない動員を志向するものだった。よって CAP は、地理

ドライニング」が50年代から横行していた。60年代から70年代にかけては、
「レッドライニング」が大きな社会問題に発展していた。
11

Lancourt, op.cit., p.28.

12

これまでの行論において示したように、ニューディール期の住宅金融政策

は、それまで民間住宅金融の世界で公然と行われてきた差別的商行為を正当化
するものであった。ニューディール期以降も、住宅金融の実務においては差別
的商行為が行われ、連邦政府もこれを規制するものではなかった。だが、70年
代以降のアメリカにおいては、そうした行為を公的に容認することは難しく、
各地で「レッドライニング」に抗議する住民運動がおき始めていた。CAP の成
功は、連邦政府による事実上の住宅金融における反差別法を意味する住宅モー
ゲージ開示法（Home Mortgage Disclosure Act of 1975）
、コミュニティ再投資
法（Community Reinvestment Act of 1977）の制定への道を拓いた。
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的・制度的代表であるのと同時に、領域に規定されない「個人」の代表
である必要があった。それに伴って、組織の意思決定機関は、アド・ホッ
クな原則の下に合意されたコミュニティ全体のための開かれた集会か
ら、特定のイシューを掲げる各連合に対して、目的達成のための仕事
（task）を割り当てる機関へと変質したのである。これは、既存の組織
の「連合体」として、民主主義を「強化」する機能を果たすとされたアリ
ンスキーの最初の組織、
「バックオブザヤーズ近隣協議会（Back of the
Yards Neighborhood Council：BYNC）
」以降の代表構造とは、根本的
に異なるものであった。
こうした構造の下、メンバーの所属意識は、
「組織」としての CAP か
ら、特定の目的を達成した後には解体する「機動部隊（task force）
」へ
と移行していった13。言い換えれば、CAP は、近隣に最も影響を与える
特定の「イシュー」に関心を持つ、熱狂した人々の集合となった。活動
による「利益」は、組織とそのメンバーを直接的につなぐものとなり、
各イシュー集団間の相互的関係は薄れていった。そしてそれに伴い、オー
ガナイザーには、彼らの熱意やある種の興奮を維持していくようなリー
ダーシップが求められていった。
一時期でも人々の士気を停滞させれば、
そこから再び彼らの熱意を駆り立てるのは、非常に困難であったからで
ある。事実、CAP による「グリーンライニング」は、一定の成功を収め
る一方で、特定の地域の「保全」が達成されれば、メンバーは四散し、
継続的な参加に対するインセンティヴを失うという側面もあった14。
こうした問題は、組織化の範囲を拡大することによって当然生じうる
問題だった。だが、IAF のオーガナイザーらは、イシューへの関心が
高い多くの人々の士気を調整・維持できるほど制度化されていなかっ
た15。人々の関心が高ければ高いほど、組織化を後方支援するオーガナ
イザーとの衝突が発生しやすく、相互の不信感が高まった。先行研究も

13

Connolly, op.cit., pp.224-225.

14

Ron Dorfman, “Greenlining Chicago: The Citizens Action Program,” Working

Papers (Summer 1975), pp.32-36.
15

David Moberg, “Chicago's Organizers Learn the Lessons from CAP,”

Working Papers (Summer 1977), p.14.
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示しているように、このことはオーガナイザーと土着のリーダーの関係
性や、選挙活動を排した運動のあり方の見直しを迫った16。シカゴ市全
域を対象とした「中流」の「組織化」は、政治的意識が高い層の環境保護
問題や社会経済的問題などへの関心をさらに高めることになり、それら
が個々の運動に分裂・派生していくのはむしろ自然の流れでもあった。
だが、アリンスキー・アプローチにおける非イデオロギー性は、そうし
た流れに明確な政治的方向性を与えるものではなかった。同時期のラル
フ・ネーダー（Ralph Nader）による消費者保護運動の高まりを受けて、
CAP 内部では公職者との協働を企図する動きが徐々に出始めていた
が17、政党活動や選挙運動との実質的な関わり方についてはアリンス
キー「哲学」の射程外であった。
CAP はアリンスキーの死後も活動を続け、
IAF とは別のコミュニティ
組織や活動家教育機関を設立した。他方、IAF は対象地域を従来の範
域に戻し、
「コミュニティ・オーガナイジング」の全国的展開に乗り出
していく。アリンスキーというカリスマ的オーガナイザーを失った「コ
ミュニティ・オーガナイジング」は、70年代の保守主義の興隆の中で理
念的・戦略的刷新を経て多様化していった。当然のことながら、その過
程で、
「地域」運動からの脱却を志向する組織も現れるだろう18。だが、
16

Donald C. Reitzes and Dietrich C. Reitzes, The Alinsky Legacy: Alive and

Kicking (Connecticut: JAI Press Inc., 1987), pp.88-89., Lancourt, op.cit., p.41. た
とえば、CAP は IAF に年間１万ドルの相談料を支払い、オーガナイザーの
供給と戦略的なアドヴァイスを受けていた。また、CAP 内のリーダーの選出
も IAF の主導により行われた。こうした中でメンバーの間に IAF に対する不
満や資金の流れ、運営のあり方に対する不信感、疎外感が高まった。また、
CAP は既存の近隣集団に存在する選挙候補者との関係も断っていたため、よ
り多くの潜在的同盟者を引き付けることもできず、最終的には CAP 内部でメ
ンバー同士の秘密裏のネットワークが形成されるに至った。Moberg, op.cit.,
p.15.
17

Moberg,op.cit., p.15. 実際に CAP は、若い大学院生のスタッフを使って各イ

シューに関する独自の調査を行い、シカゴの主要新聞社の記者と密接な関係を
築いていた。
18

70年代以降の「コミュニティ・オーガナイジング」の展開と政治運動化の関

係に関しては、別稿で論じる予定である。
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こうしたポスト・アリンスキーの運動を論じることはアリンスキー「哲
学」の本質を問う本論文の目的から外れることになる。したがって以下
では、アリンスキーが「中流」の組織化によっていかなる「民主化」を構
想したのかについて論じたい。
２）CAP 形成の意図と意味──「権力化」とは何か
２）─１

アリンスキーにおける「中流」の発見

ア リ ン ス キ ー の ２ 作 目 と な る 著 書『 ラ デ ィ カ ル の 教 則（Rules for
Radicals）
』は、着想から10年余りの年月を経て1971年に出版された。
アリンスキーがこの著作で最も強調したのは、「中流」の政治的重要度
の高まりであった。彼は、戦後のアメリカにおける「現実」を以下のよ
うに捉える。
「たとえすべての低所得層──黒人、メキシコ系アメリカ人、プエ
ルトルコ人、そしてアパラチア地方の貧困白人──を組織したとし
ても、もし、彼らを連合として統合する組織を経由しても、それは
重大で、基礎的な、必要とされている変化を得ることが出来るほど
19
十分ではない。
」

こうしたアリンスキーの認識は、実際の組織化経験に基づいて形成さ
れたものだった。アリンスキーは、1965年にニューヨーク州のロチェス
ター（Rochester）において黒人組織「今日の自由と統合、神と名誉」
20
を組織している。
（Freedom, Integration, God, Honor, Today：FIGHT）

コダック社（Eastman Kodak）
、ゼロックス社（Xerox）、ボシュロム社
（Bausch & Lomb）などの製造工場が林立する「工業地域」ロチェスター
では、当時、「大移動」
（20世紀初頭から1960年代にかけての南部黒人の
大規模な「北上」
）に伴う黒人の増加と彼らの失業状態から、ゲットー地
区における大規模な暴動が起こっていた。熟練労働者の安定した雇用が
確保されてきたロチェスター地域では、60年以降黒人人口が急激に増加
し、白人を含む未熟練労働者の慢性的な失業と黒人地域の住宅不足状態

19

Alinsky, Rules for Radicals, p.78.

20

Integration の部分は、後に「独立（Independence）
」に替えられた。
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が続いていた21。1964年の夏には、南部公民権運動の中心的な担い手で
あり、運動の北部への拡大を図っていた南部キリスト教指導者会議（the
Southern Christian Leadership Conference）が、ロチェスターの聖職者
会議から依頼を受けてゲットー地域の安定化を試みた。だが、これは暴
動をさらに悪化させる結果となり、失敗に終わった。この点について、
社会学者のパールマン（Robert Perlman）は、公民権運動が北部におい
て限定的な効果しか持たないことを証明した一例と指摘する22。黒人人
口は多いが、地理的に全体的に散らばっている南部とは異なり、黒人人
口が都市に集中していた北部では実質的な人種分離が南部以上に進行し
ていた。加えて、ロチェスターでは、歴史的に大企業による経済・社会
的「支配」が浸透していた。たとえば、最大企業のコダック社は、労働
組合を持たない代わりに地域の慈善事業に投資し、安定した雇用及び賃
金を提供していた。黒人人口の急増と人種意識の高まりによってそうし
た「支配」構造が崩れ始めたとき、白人リーダーらは慈善事業や投資の
拡充をアピールして黒人を懐柔するとともに、暴動の取締りを強化し
た23。
こうした中で対応に苦慮した聖職者会議は、アリンスキーに組織化を
打診するに至った。1965年の３月、
アリンスキーは正式に依頼を受諾し、
後に IAF を引き継ぐことになるエドワード・チェンバース（Edward
Chambers）とともにロチェスターへと向かった。
同年６月、ロチェスターの黒人聖職者であるフランクリン・フローレ
ンス（Franklin Florence）を議長に据え、最初の会議が開かれるととも
に
「黒人組織」
として FIGHT が結成された。こうした早急なプロセスは、
従来、コミュニティの最初の会合までに最低でも６ヶ月を必要としてい
21

1945年時点でロチェスターにおける黒人は7000人程度だった。だが、60年に

は、ロチェスターの人口約31万8000人のうち黒人人口は７％を占めるようにな
り、65年には10％に急増した。Sanford D. Horwitt Let Them Call Me Rebel:
Saul Alinsky, his Life and Legacy (New York: Vintage Books, 1989), p.454.
22

Robert Perlman, “Alinsky Starts a FIGHT”, Joan Levin Eclein and Armond

Lauffer ed., Community Organizers and Social Planners: A Volume of Case
and Illustrative Materials (New York: John Wiley & Sons, Inc.,1972), pp.64-66.
23

Horwitt, op.cit., pp.454-456.
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たアリンスキーの組織化手順から逸脱していた。当時、他の多くの都市
でも黒人による暴動が頻発していたため、アリンスキーは、新たな暴動
の抑制を意図して早期の会合に踏み切ったのだった。また、ロチェスター
の白人エリートは、アリンスキー型のプロテストに対して安易な妥協を
導こうとする傾向が強かった。アリンスキーはこうした権力側の変化を
いち早く察知し、激しい示威運動をできるだけ控え、地域の各家庭を毎
日（day-in-day-out）
、戸別に（door-to-door）訪問し、参加を説得する動
員プロセスを採用している24。こうして、アリンスキーは組織への合意
を 確 保 し つ つ 暴 動 を 抑 制 し、 雇 用 対 策 や 貧 困・ 住 宅 政 策 に 関 す る
FIGHT と市政府との交渉の後方支援を行った。
この間、FIGHT の活動に関心を持つ多くの白人が FIGHT の会合に
出席しようとしたが、
フローレンスによって拒絶された。そこで彼らは、
水面下で FIGHT に協力的な集団「FIGHT の友人（Friends of FIGHT）」
を結成した。FIGHT は66年9月にコダック社に対する雇用訓練センター
の拡充と黒人の雇用を求めて交渉を開始したが、「FIGHT の友人」はこ
の交渉及び成功において、重要な役割を果たしている。いわゆる独占企
業であったコダック社は、FIGHT の交渉に応じれば宣伝上、大きな損
失を蒙ると判断し、両者の最終的な交渉は事実上暗礁に乗り上げた。こ
のとき、
「FIGHT の友人」
の一人からコダック社の株を購入することで、
社の会合にアクセスする方法が提案された。この「株主議決権（stock
proxy）
」の行使によって、最終的に FIGHT は成功を収めたのだった25。
アリンスキーは、FIGHT の結成に際して、フローレンスのリーダー
シップに期待する一方、彼が急進的な黒人分離運動の指導者、マルコム
X（Malcom X）に傾倒していることに対して警戒していた26。実際に、フ
24

James Ridgeway, “Saul Alinsky in Smugtown,” The New Republic, June 26,

1965, p.17; Patrik Anderson, “Making Trouble is Alinsky’s Business,” New York
Times Magazine, October 9, 1966, p.104.
25

Horwitt, op.cit., pp.452-505. なお、
「株主議決権」は企業に対する効果的な圧

力として、
「反汚染キャンペーン」においても活用された。
26

FIGHT の結成以前の段階で、すでにマルコム X やストークリー・カーマイ

ケル（Stokely Carmichael）といった黒人急進派のリーダーがロチェスターを
訪れ、黒人住民を集めた集会を行っていた。
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ローレンスは「FIGHT の友人」に対する嫌悪感を隠さず、
「黒人組織」
としての FIGHT に固執した。他方で、
アリンスキーは「FIGHT の友人」
に含まれていた白人集団の協力が、組織化において決定的な意味を持つ
ことを認識していた。
そして、
黒人の反感に直面した労働者を含む「中流」
白人が組織化の現場を離れないような動機付けを模索し始めていた。さ
らに、アリンスキーが「中流」の重要性を意識する契機となったのは、
62年 に カ リ フ ォ ル ニ ア で 結 成 さ れ た 農 業 労 働 者 組 合（United Farm
Workers）の成功だった。農業労働者組合は、IAF のオーガナイザーで
あるフレッド・ロス（Fred Ross）とメキシコ系移民労働者の若きリー
ダーであったシーザー・チャベス（Cesar Chavez）によって結成され
た27。二人は、移民労働者の労働条件改善を目的としてコミュニティレ
ヴェルの組織化を進めた。組織化は農場以外の広範な地域に及び、ぶど
う農場の不買運動には農業労働者組合に賛同する多くの市民が参加し
た28。アリンスキーは当初、ロスやチャベスの組織化手法に懐疑的だっ
たが、当事者以外の普通の市民が不買運動に参加したことに衝撃を受け
た。こうして、アリンスキーは実践の中から組織化の重要な基盤となる
「中流」を「発見」したのだった。
２）─２ 「中流」の組織化と「民主化」
では、
アリンスキーにとって
「中流」
とはどのような人々なのだろうか。

27

カリフォルニア州は、第二次世界大戦中の一時的な労働力不足を解消する

ため米墨間でなされた協定「ブラセロ・プログラム（Bracero Program）
」の下、
数十年にわたって約500万人の農場契約労働者を受け入れていた。労働者は、
劣悪な労働環境におかれ、農場主による経済的搾取が横行していた。チャベス
らは全国を回って労働者の惨状を人々に訴え、農業労働組合が実施した全国
的な不買運動には4700万人が参加した。なお、農業労働組合は、その後アメリ
カ労働総同盟─産業別組合組織（American Federation of Labor -Congress of
Industrial Organizations）とのつながりを深め、リベラル派の運動に携わる人々
の支援も得た。農業労働組合の活動については、以下を参照。Randy Shaw,
Beyond the Fields: Cesar Chavez, the UFW, and the Struggle for Justice in the
21st Century (Berkeley: University of California Press, 2008).
28

Horwitt, op.cit., p.487.
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そして、「中流」の組織化はどのような意味で「民主化」へと繋がるのだ
ろうか。
『ラディカルの教則』において、アリンスキーは以下のように
述べる。
「人間は、
「持てるもの（Haves）
」と「持たざるもの（Have-Nots））」、
そして「少しだけ持てるもの（Have-a-Little）
」あるいは「満足しな
いもの（Want Mores）
」の三つに分けられる。……少数の「持てる
もの」は、常々現状の維持に腐心する……対して「奪われた」状態
にある「持たざるもの」は、パワーを「獲得」するための手段が形成
されることによって、扇がれた希望の残り火を輝かせることができ
る。……これら二者の間にいるのが、
「少しだけ持てるもの」
「満足
しないもの」たちであり、
「中流（middle class）」である。中流は、
自らの利益を維持し、且つ、より多くを望み、結果として社会的、
経済的、政治的に引き裂かれる運命にある。変化によって得られる
ものへの渇望と、それによって失われるものへの恐怖は、彼らから
熱を奪い、無気力（inertia）にする。そして、彼らこそ、西欧世界、
29
とりわけアメリカの多数を占める層である。」

だが、アリンスキーはこのような対立する利益や矛盾の中にいる「中
流」こそ、
「創造の源（genesis of creativity）
」である30という。アリンス
キーによれば、
「満足しないもの」としての彼らは、時に変化を希求し、
偉大なリーダーを生み出してきた。一方、
「少しだけ持てるもの」とし
ての彼らの内部では、コスト─ベネフィットの比較と価値の矛盾が交錯
し、結果として「何もしない者（Do-Nothings）
」を生み出す。彼はいう。
「「何もしない者」は、正義や平等、機会といったあらゆる社会正
義へのコミットメントを表明するが、
「変化」のための行動は慎む
人々であり、公的には「善人」であっても、実際には公平さを欠く
（invidious）人間である。こうした現状維持の歴史は、
「持てるもの」
を腐敗と怠惰の物質主義に感染させる。こうして、「持てるもの」
31
の精神的生活は、所有（possession）の儀礼的正当化となる。」

29

Alinsky, Rules for Radicals, pp.18-19.

30

Ibid., p.19.

31

Ibid., p.20. なお、アリンスキーは1969年の『ラディカルの教則』第二版序論

［59］

北法65（6・556）2202

アメリカにおけるコミュニティの組織化運動（４・完）

アリンスキーは、ここでトクヴィルに言及して「中流」を鼓舞する。
「トクヴィルが指摘したように、個人の物質的福祉のみに関心を向
けるような自己耽溺は、アメリカの将来における脅威である。……
権力の享受には、人々の隷従が重要である。人々は眠っているよう
に言われ、
そのうち私的生活に埋没する。
「変化」は運動を意味する。
運動は摩擦（friction）である。対立という不快な（abrasive）摩擦が
存在しないような真空の世界で、
「変化」は起こりえない。」32
こうしてアリンスキーは、
『ラディカルの教則』の中で、
「中流」を「変
化」の主体として位置づける。そして彼は、
「中流」の中でも「低中所得
者層（lower middle class）
」の存在が重要であるという。この「低中所
得者層」は、物質的に決して「豊か」ではなく、日々の生活に不満を抱
えている。自分たちが実現できなかった多くの夢を子どもたちに託し、
老齢年金の支給延期や失業の影におびえている。そして彼らは、
「働か
ない」貧困者を寄生虫のような依存者とみなし、権利としての福祉を自
身への侮辱と捉えている33。アリンスキーによれば、限りなく「持たざる
もの」に近い「低中所得者層」の意識を利他主義的動機によって変える
ことは不可能である。だが、組織化によって彼らが「持てるもの」を「発
見」し、剥奪された「権力」の意味に通じることで、結果として「低中所
得者層」と「貧困層」との同盟的関係の構築が可能となる34、という。
において、以下のように記している。
「
「持たざるもの」から「持てるもの」へ
の移行において明快な実例は、
かつてアメリカ最悪のスラムといわれたあの「悪
名高い」バックオブザヤーズである。バックオブザヤーズの初期の展開におい
て、そのメンバー（とりわけポーランド人）は、彼ら自身に潜む差別意識と、
彼らが人間であるその根拠の正当化と闘っていた。そして、あらゆる人々に対
するあらゆる差別を非難したのである。彼らは、全ての人類の平等のダビデ
として立ち上がり、
「持てるもの」に支配的な偏見や隔離、そして抑圧のゴリ
アテと闘った。数年後、多くは勝利を勝ち取り、
「持たざるもの」から「少しだ
け持てるもの」
「満足しないもの」への階段を、徐々に昇っていった。そして、
中流がそうするように、
「持てるもの」とともにその運命を投じたのである。
」
Alinsky, Rules for Radicals, xi.
32

Ibid., pp.20-21.

33

Ibid., pp.186-189.

34

Ibid., pp.188-189.
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さらに、
『ラディカルの教則』には、公民権やニューレフト運動の若
き活動家らに対する「警告」が込められていた。アリンスキーは、運動
にコミットする若者に、自らが理想とする人民主権や参加民主主義の実
現を期待する一方、若者が信奉する「革命（revolution）」の欺瞞を説く。
彼はいう。
「運動の若き参加者たちは……暴力を刺激し悲しみの中で泣き叫
ぶ。「システムを破壊せよ」と。彼らはシステムに幻想を抱いてい
ない。しかし、我々の世界を変える方法については、幻想に溢れて
いる。この点こそ、この本の原点である。……若き運動家らは、彼
らの物質主義的なバックグラウンドを拒絶し、地位や保障など、彼
らの両親にとって成功を意味していたものを否定している……この
悲観主義は、すべての制度に対する態度へ、そしてシステムそれ自
体への悲観へと拡大するのだ……彼らが提起する参加民主主義は、
そのアンチテーゼへと陥りかねない。……彼らの世界観は、現代の
35
複雑な社会において、さらなる絶望や失望に帰結しかねない。」

クリストファー・ラッシュ（Christopher Lasch）は、ニューレフトの
活動家らは、組織の影響力肥大傾向と支配の病理に直面した個人の無力
感を共通の問題として当時の知識人から抽出した、と指摘する36。また、
「民主的社会のための学生同盟」のメンバーであり新左翼系雑誌の編集
者でもあったジャック・ニューフィールド（Jack Newfield）は、ニュー
レフトの明らかな特徴とは、一言でいえば「操作の恐れ（the fear of
manipulation）
」だったという37。彼らは参加民主主義の「理想」に対する
忠誠を最も重要視し、
「リーダーシップ」を発揮することを拒絶する人々
だった38。そして、本来は人民の自治のためにあるはずの政党や政府が
35

Ibid., xiv-xvii.

36

Christopher Lasch, The True and the Only Heaven (New York: Norton, 1991),

pp.63-64.
37

Jack Newfield, A Prophetic Minority (New York: The New American Library,

Inc. , 1966), p.88.
38

「民主的社会のための学生同盟」のメンバーであったジェイコブとランドー

もニューレフトについて以下のように記している。
「誰が権威をもっているか
をはっきりさせるのは難しい。選ばれた者にせよ、離反者にせよ、リーダー
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人民の声を正しく反映していないことを問題とし、人民主権の回復のた
めに支配構造をいったん解体することを目指したのである。それに対し
てアリンスキーは、
「変化」を牽引する「リーダー」として「オーガナイ
ザー」を設定する。そして、彼ら「ラディカル」が変化を起こすには、
守らねばならない「教則」がある、という。
「時と場所に関わらず、人間の政治における行動には、知っておく
べき中心的な概念がある。
それは、
システムに対するプラグマティッ
クな攻撃の基礎となるものである。現実的なラディカルとレトリッ
ク的なラディカルは違う。……コミュニケーションの技術は害悪で
しかない。……オーガナイザーは、コミュニティの人々と絶え間な
い意思疎通を行う。……つまり、世界をありのままに見ることから
はじめるのである。
「システム」の中で行動する、とはそういうこ
とだ。
」39
アリンスキーによれば、
「革命」より先に必要なものは「改革（reformation）」
である。
「改革」
は、
不満や絶望を感じつつ変化を望む人々の態度を指す。
オーガナイザーとは、そうした人々との意思疎通の中で機能する40。彼
はいう。
「我々がシステムから出発すべき、というのは、政治的な錯乱状態
以外に、起点などないからである。……一般の人々の改革を支えず
して生き残る革命を想像することは、政治において不可能を要請す
41
ることである。
」

60年代には、アメリカの「主流」としての「中産階級」を前提とした著
作が多く出された。それらは、郊外の女性や専門職のホワイトカラー、
若い学生の内面に迫り、
「中産階級」とはどのような人々なのかを懸命
に定義しようとするものだった。ジャーナリストのバーバラ・エーレン
は、彼らが「リーダー」と呼ばれることを躊躇する。なぜなら、伝統的な権威
と専制的な意思決定は「民主的社会のための学生同盟」スタッフの価値観の中
では符合しないからだ。
」Paul Jacobs and Saul Landau, The New Radicals (New
York: Vintage, 1966), pp.57-58.
39

Ibid., xiv-xviii.

40

Ibid., xviii.

41

Ibid., xix-xxi.
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ライク（Barbara Ehrenreich）は、それらはブルーカラーの労働者に関
する分析について不十分だったと指摘する。1969年の演説でニクソンが
言及した「サイレント・マジョリティ（silent majority）
」は、福祉国家
と税負担、そして反戦運動に反発する声なき保守層を指していた。しか
し、エーレンライクは、
「サイレント・マジョリティ」の中でも、とり
わけブルーカラーの労働者は、メディアが指摘するほど「保守的」では
なかったと指摘する。彼女によれば、メディアを介した「階級」間の「ス
テレオタイプ」のために、60年代の労働者階級の反動とニューレフト運
動の共闘の可能性は、頓挫した42。60年代には、公民権運動が黒人工場
労働者の間に浸透していた一方で、運動に参加する学生はブルーカラー
の白人労働者たちを人種主義者、保守反動家とみなしていた。他方、ブ
ルーカラーの労働者は「中産階級」の消費主義を敵視し、自らの勤労文
化を伝統的な
「オールド・アメリカ」
と自認するようになっていた。だが、
投票行動のレヴェルでは68年の選挙においてブルーカラーの労働者のう
ち約50％は民主党のヒューバート・ハンフリー（Hubert Humphrey）に
投票しており、ニクソンに投票したのは35％だった。さらに、世論調査
は、ブルーカラーの大部分が、黒人の経済的な要求に対して寛容である
ことを示していたのである43。
エーレンライクは、60年代以降、アメリカにおいては貧困者、労働者、
あるいは専門職の人々といった「階級」が発見・分析されたが、一部の
最富裕層や大企業は「発見」すらされなかったという。彼女は、富裕層
をスポンサーとするメディアが「他者」へのステレオタイプを増幅させ
たことを背景に、
貧困政策や減税政策といった「福祉」の断片化が進み、
それが人々の共通の基盤の「発見」を妨げていることに警鐘を鳴らす。
「保守主義への変化は……中流階級があえて権力が存在する場所を知ろ
うとしなかったからこその変化である」
、と44。
80年代になされたエーレンライクの「中流」の分析は、
「活動家」とし
てのアリンスキーが実践の中で発見した「中流」の構造と重なるもので
42

バーバラ・エーレンライク
（中江桂子訳）
『
「中流」
という階級』
晶文社、
1995年。

43

同上、141頁。

44

同上、287頁。
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ある45。30年代のバックオブザヤーズの組織化とその後の組織の「保守
化」に見られたように、
コミュニティのレヴェルでは、
「階級」意識と「人
種」意識がよりダイナミックに交錯し、人々の「他者」への寛容は50年
代からすでに侵食されつつあった。だが、アリンスキーは、FIGHT と
農業労働者組合の成功に、
「権力」をめぐる「中流」の連帯「可能性」を
見る。それは、大企業や資本家の不正、それらを権力源とする国家への
敵対を通して階級間のステレオタイプを打破し、異質な他者との相互的
な協働を模索する新たな公共空間の萌芽を示していた。彼が一貫して訴
え、時に「民主化」を歪めてきた「人々の権力」は、実践の中から新たな
可能性を生み出していたのである。CAP の形成は、アリンスキーの実践・
理念と人々の「変化」への期待の結節点だった。
第３節

アリンスキー「哲学」の思想的評価

１）トクヴィルとアリンスキー──連続と非連続
ア リ ン ス キ ー は、 そ の 生 涯 に お い て『 ア メ リ カ の デ モ ク ラ シ ー
（Democracy in America）
』からトクヴィルの言葉を何度も引用した。で
は、アリンスキーによるトクヴィルの受容は、本論文で考察してきたア
リンスキーの「民主化」の本質に関して、何を示唆しているだろうか。
アリンスキーは、トクヴィルの現代性を論じる際に必ず問題となる以
下の点を、現実の問題として引き受けた。つまり、福祉国家がもたらす
公権力の拡大と官僚制化が自由主義の原理に照らしてどこまで許容でき
るか、また、それと表裏をなす大衆の受動性をいかに克服して社会を活
性化するかという問題である。そして彼は、これらの問題の克服につい
45

72年6月、アリンスキーが長く信頼を寄せていたオーガナイザー、ニコラス・

ホフマンは、
『シカゴ・トリビューン』紙の追悼文で以下のように述べている。
「ソールは、民主主義の問題は更なる民主主義（more democracy）
」によって解
決しうると信じたジェファソン主義者だった……彼は、35年前に「サイレント・
マジョリティ」も「中流アメリカ人（middle class American）
」も知っていたの
だ。もちろん、彼自身そうした言葉は用いなかったが。
」Nicolas von Hoffman,
“A Farewell to Saul Alinsky,” Chicago Tribune, June 21, 1972, Saul Alinsky
Papers, University of Illinois at Chicago, Special Collections, Box32, Folder526.
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て、トクヴィルが見たアメリカの「民主主義」の重要な特徴、つまり自
治の確立と結社の機能を手がかりとした。
トクヴィルは、合衆国の国家構造について、
「（ヨーロッパとは逆に）
アメリカでは郡より前にタウンが、州より前に郡が、そして連邦より前
46
と指摘する。トクヴィルがみたニューイングラン
に州が組織された」

ドのタウンでは、住民が「自治活動の一つ一つに関わり、手近にあるこ
47
していた。トクヴィルは、住民
の限られた領域で社会を治めようと」

はタウンにおいて「それなくして革命によってしか自由が発展しないも
ろもろの手続きに慣れ、秩序を好み、権力の均衡を理解し、そして自ら
の義務の本質と権利の範囲について明確で実際的な考えをまとめるこ
48
を行っているという。すべての住民は、
あらゆる種類の公職の任命、
と」

税制度の整備、
その徴収などに参加し、
統治を行うのである。そこでは、
代表の法理を越えた市民の統治への参加が具現化されていた。
一方でトクヴィルは、タウンや市や郡といった法律によって作られる
恒久的な結社とは別に、発足するのも発展するのも諸個人の意思次第で
ある結社がアメリカに無数に存在していることに驚いた。アメリカでは、
政治目的以外にもあらゆる年齢・身分・気質の人々によってアソシエー
ションが形成され、学校や教会、病院や刑務所などが形をなしていく。
では、アメリカではなぜ、こうした下からの参加と制度作りが可能な
のか。トクヴィルは、
「習俗」という概念を用いてこの問いを解明しよ
うとした。「習俗」とは、
「心の習慣とも呼びうる、人間の持つ様々な観
念や人々の間で流通する種々の意見、そして精神の習慣を形作るもろも
49
と定義されている。トクヴィルは、結社の権利はア
ろの考えの総体」

メリカで常に存在し、権利の行使はこの「習俗」の中に組み込まれてい
るという。最初は必要から一般の利益を考えた人々が、次には自ら進ん

46

トクヴィル
（松本礼二訳）
『アメリカのデモクラシー 第一巻
（上）
』
岩波文庫、

2005年、65－66頁。
47

同上、111頁。

48

同上、同頁。

49

トクヴィル
（松本礼二訳）
『アメリカのデモクラシー 第一巻
（下）
』
岩波文庫、

2005年、211頁。
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でそれに意を用いる。アメリカの住民が有している自由の諸制度と政治
的権利は、各市民に自分が社会の中に生きていることを不断に想い起こ
させ、市民としての義務や連帯観を習慣化させている。トクヴィルのも
う一つの発見は、こうした習俗の下で形成される国家内の独立した組織
や団体の存在が、憂慮すべき「部分」あるいは「特殊利益」を意味するの
ではなく、それらが個人の自由と文明の発展において一定の積極的な存
在理由を持っていることだった。
トクヴィルは、アメリカで「諸階層の平等」という根源的事実が生み
出した個人主義的風潮とその脅威──孤立した個人が私的利益に埋没
し、公共精神を失っていくことの結果、民主主義を内側から崩壊させる
──を認識したが、同時に民主主義を保証する集団主義的態度も発見し
た。彼によれば、
民主主義の下で独立した個人が文明を築きあげるには、
他者との共存が不可欠なのであり、したがって個人主義と集団主義的態
度は矛盾しない。こうした条件下で人々が日常的に自治を行い、様々な
アソシエーションへと参加することは、市民としての義務や責任といっ
た公共精神の涵養を促す。
市民が首尾よく市民道徳を涵養するためには、
単なる投票行動以上の参加形態が不可欠であるということになるのであ
る。
アリンスキーによるコミュニティ「組織」は、産業化の進展の中で周
辺化されたコミュニティの利益を実現していく媒体である。だが同時に、
この「組織」には、人々の公的意識を涵養するための「社会的装置」とい
う機能が付与されていた。アリンスキー「哲学」において、トクヴィル
はこの機能の理論的根拠となっている。アリンスキーによるコミュニ
ティ「組織」は、トクヴィルにおける「結社」と「自治」の民主的作用に
倣い、人々が異質な他者との出会いの中で自己利益を相対化し、人が自
由であるために自らを統治する「場」と位置づけられた。
他方で、20世紀の都市「コミュニティ」は資本主義の進展や社会の大
規模化、そして国家行政権力の拡大といった大衆化のダイナミズムの中
にあった。アリンスキーは、そこで個人と結社の関係、あるいは結社と
国家権力の関係が変質し、治者と被治者が乖離していく不可避的な傾向
を目の当たりにする。アリンスキーにとって、そうした巨大な変化の中
でなお「普通の人々」の広範な参加を保障するには、
「組織」による不断
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の動機付けが不可欠であった。したがって、アリンスキーは、実践の過
程で公私の「媒介者」としての「オーガナイザー」の役割を次第に拡大す
るようになる。オーガナイザーは、コミュニティに浸透するあらゆる形
態の「権力」を分析し、コミュニティの住民の潜在力を、私的な利益と
共通の利益や財との調和において発揮させる役割を担う。つまり、民主
的社会の実現のためには、
知識の習得のみならず、
「個人」の視野を広げ、
活発な社会生活を促進する「リーダー」の教育と養成が不可欠なのであ
る。また、トクヴィルがタウンの「自治」にすべての住民が参加する統
治形態を見ているのに対して、アリンスキーは「代表制」を美徳（virtue）
とし、個人の役割をコミュニティ内の各集団の代表選出過程において発
揮させている。後述するように、この点は現代における「コミュニティ・
オーガナイジング」と代議制デモクラシーの補完的関係に繋がるもので
あろう。
このようなトクヴィルとの連続性及び非連続性を考える上で重要なの
は、アリンスキーが実践を通して、人々の行動規範に関わるものとして
「組織」を理念化していった点である。トクヴィルは、国家権力の専横
から個人の自由を守る機能を持つとして自発的な「中間団体」
（組織）を
重視したが、アリンスキーにとっては国家の後見的権力から「自由の制
度」
（法の支配、言論、結社の自由など）を守ることのみでは「民主化」
は実現できなかった。なぜなら、国家はたとえば住宅政策、貧困撲滅政
策といった社会政策を通して、人々の自由を保障するものとなったから
である。次第に拡大・浸透していく国家権力と相互に関係しながら生ま
れる社会内の抑圧こそ、アリンスキーにとっての最大の問題となった。
アリンスキーは、
そうした
「見えない」
抑圧や排除を増幅させるような「権
力」の恣意性をめぐって対立軸を設定することで、人々の「連帯」──
すなわち「人民権力」──を確立したのである。
もとより20世紀の産業発展と福祉国家化への動きは、トクヴィルの想
像を超えたものであった。したがって、トクヴィルの現代的意義は、福
祉国家批判ではなくむしろ人間の自由と政治の関係を民衆の日常的な政
50
治的実践の中で解決すべき問題として捉えた点にある 。一方、アリン

50

松本礼二『トクヴィル研究──家族・宗教・国家とデモクラシー』東京大学
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スキーは、自身の組織が人々の主体化を促し、自己統治を可能にすると
ともに、それが「他者」の創出・排除の防波堤とはならないことを経験
的に認識した。このことは、とりわけ60年代以降のアメリカ社会の亀裂
と動揺、異議申し立てを受けてトクヴィル的なアメリカ理解から距離を
とった新たな歴史解釈の潮流とも親和性をもつだろう。だが、アリンス
キーはトクヴィルの発想や警告をアメリカ社会の自己批判として活かし
ながら、あくまでも人々の日常的な政治の実践の中から生まれる「他者」
の包摂に期待した。つまり、
彼は教会（宗教）の機能や地域の労働組合、
コミュニティ内のあらゆる日常的「結社」を重視するとともに、そうし
た結社の習慣を「コミュニティ組織」を通して「民主化」することを意図
したのだった。その意味で、アリンスキー「哲学」はトクヴィルの民主
政論の根本にある政治観、
「自由の諸制度」に基づくアメリカの政治文
化への信頼を確かに継承している。
「民主化」への力は、あくまでもア
メリカの政治的伝統の中に見出されるのである。
２）
「コミュニティ」と「公衆」の再発見
アリンスキー「哲学」は、地域「コミュニティ」における人々の参加と
主体化を最も重視するものである。では、この地域コミュニティと「民
主主義」の健全化という側面についてはいかなる評価が可能だろうか。
トクヴィルは、ニューイングランドのタウンシップに公共の事がらに
深く関わっていく普通の人々の姿を見た。アリンスキーもまた、定期的
な選挙参加のみではない、日常的な政治参加の重要性を指摘している。
だが、20世紀の「都市」コミュニティにおいては「日常」そのものに様々
な形で政治経済的「権力」が浸透し、住民参加に基づく主体的な決定は
常に形骸化を免れなかった。そこでアリンスキーは、
「コミュニティ」
を「公的利益」の正統性の源泉として捉える。彼は、「個人の意思・思考・
イニシアティヴ」を真に実現するために、地域「コミュニティ」におけ
る共通体験が不可欠であるとするのである。
こうした「コミュニティ」の捉え方は、一面でジョン・デューイ（John
Dewey, 1859-1952）の哲学における共同体論と共通するものである。な
出版会、1991年、38頁。
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お、デューイの哲学は教育学から心理学、倫理学、政治学など広範な領
域に及び、その評価も多岐に渡っている。加えて、デューイがとった立
場と行動はきわめて論争的であったことも事実である。とりわけデュー
イがアメリカの第一次世界大戦参戦を支持したことには厳しい批判がな
されており、またアメリカ文化の優越性を移民に強制しようとした同化
論者、専門家集団によって無知な大衆を支配するエリートのイデオロー
グとの評価も存在する。一方で、近年の研究においてはニューレフト的
なラディカルの先駆者、あるいはリベラルないし社会民主主義者といっ
た新たなデューイ像が発見されている。ここではそれらに踏み込んだ議
論はしないが、デューイ像の多面性を踏まえてアリンスキーとの接点を
探ってみたい。
まず、デューイは、近代社会から現代大衆社会への転換期に、民主主
義を単なる政治の原理としてではなく社会的理想として捉え、地域共同
社会に公衆の再発見を求めて独自の政治哲学を提示した。その特徴とし
て、第一に挙げられるのは、混乱と危機の時代においてアメリカの精神
的伝統である個人主義を内側から再検討しようとした点であろう。
1930年の『新しい個人主義の創造』において、デューイは、現代社会
においてはもはや人間に安定的な個性は存在しないと述べる。個性を回
復させるには、現代の社会的諸関係や諸機能を形成するに至った社会的
諸力を明らかにし、我々の志向や欲望の枠組みをこれに一致させる必要
51
があるという 。こうした認識が生まれた背景には、大恐慌を契機とし

て一気に加速した大衆社会への移行があった。未曾有の経済的惨禍を境
に、従来の「市民社会」の自己統治能力の擬制に対する信頼は決定的に
崩壊し、それまでの公・私両領域の関係についてのイメージは大きく変
化した。大衆社会の平準化により個人の異質性の承認の上に築かれてき
た私的領域は喪失し、生産力の飛躍的拡大やマスメディアの発達により
公的領域は拡大していく。また、選挙権の拡大により大衆が政治的領域
に出現することにより、個別的福祉とアナーキーの抑制が国家に期待さ
れるようになる。このような革命的転換にも関わらず、政治的・社会的
51

ジョン・デューイ（明石紀雄訳）
「新しい個人主義の創造」明石紀雄訳・本間

長世解説『アメリカ古典文庫13 ジョン・デューイ』研究社、1975年。
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制度や諸観念は依然として統合化・集産化しているものと個人とを対比
させる古い個人主義の原則に基づいているために、人間はいかにして再
び自己を見出すか、という本質的な課題が残ったままである52。「赤の時
代」と呼ばれた30年代においては、アメリカの自由主義を信奉する知識
人の中にも共産主義への同調が見られた。だが、デューイは個人主義と
自由主義を捨て去るのではなく、実際の状況との相互作用を通してそれ
を新たに更新すべきであると主張する。彼は、近代国家において公・私
領域の峻別を可能にしてきた基盤が失われた「現実」
（大衆社会）を、科
学対道徳、知識対行動といった対立的二元論を超えて、公共的に捉えな
おそうとするのである。
では、行き場を失った個人はどこで再び自己を見出すのか。デューイ
は、古い小さな共同体に対して郷愁を抱くことはない。それは慣習に封
じ込められており、個人的・社会的成長のエネルギーを解放することが
できない。
そこでデューイは、
アメリカ民主主義の伝統を「個人の生き方」
の問題として再解釈し、民主的共同体の構築と健全な「公衆」の「育成」
を志向する。すなわち、彼は普通の人々の共通感覚や思考を信頼し、彼
らの日常経験から出発して、顔なじみの人々の協同と参加によって形成
される
「近隣の共同体」
を
「公衆」
の苗床として重視するのである。彼は、
近隣における個人の「共有経験」を人間的な諸々の善の中でも最も優れ
たものとし、我々はコミュニケーションによる相互の意見交換を通じて
共同体の個性的構成員になれるという見解を示す。デューイによれば、
我々の個性は、自分たちを結び付けている様々な共通関心を認識し、共
同体生活を築き上げるのに必要な分担活動に参加し、責任を担う過程で
創られていく。
「公共精神（public-mindedness）」は、こうした共同体へ
の奉仕活動や責任分担に参与することによって育成される「個性の別名」
でもある。つまり、地域共同体で展開される「親密な人間関係」の回復
によってのみ、公衆は自己自身を発見し確認するという課題を解決しう
53
る 、というのである。

52

同上。

53

ジョン・デューイ（阿部斉訳）
『現代政治の基礎──公衆とその諸問題』みす

ず書房、1969年、234頁。
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デューイにおいては、
「近隣の共同体」は「教育」の場である。我々は
他者とのつながりを求めるように生まれついているが、共同体の構成員
として生まれついているわけではない。
共同体の構成員となるためには、
教育を通じて自らの共同体の伝統や関心を学ばねばならない。この「教
育」の役割を果たすのが人々の共通の関心を追求する協同的探究や相互
のコミュニケーションである。コミュニケーションの形成は「世論」の
形成を意味する。世論とは公衆が不断に探究する「公共知」である。そ
して、
「公共知」を形成する過程においては、知は討議や説得の絶え間
ない改善や専門家の貢献を経て社会的な状況に織り込まれ、一対一の人
間関係の中で伝播し循環していく54。
このように、デューイの民主主義理論では、
「個性の回復」を出発点
として、協同性やコミュニケーション、対話の方法といった相互主観的
な概念装置を軸に理論構築が展開される。つまり、デューイの政治哲学
は、偉大な共同体、公共的関心、公衆の創造という政治的諸課題の接点
を、社会的状況において生起する協同的な探究やコミュニケーションに
求めている。それは、組織的な社会的探究で発揮される知性の方法やコ
ミュニケーション行為が道具的であるだけでなく、目的的でもあること
を意味する55。言い換えれば、デューイは民主的目的と民主的手段の一
体性を、つまり民主主義の究極目的は民主主義過程自体であることを強
調したのだった。近隣の共同体は、そうした民主的過程が生成する場所
として想定されている。こうして公共的関心の形成を我々「公衆」の日
常的課題として突きつけた点に、
「ラディカルな民主主義者」としての
デューイが見出されるのである56。
さて、アリンスキーによるコミュニティの組織化の「哲学」は、20世
54

早川操「デューイの政治論」杉浦宏編『現代デューイ思想の再評価』世界思

想社、2003年、165－166頁。
55

デューイは代表的著作『民主主義と教育』において、
「社会的個人」の「教育」

は遠く離れた未来への準備ではなく外部から課されたものでもない自由で釣り
合いの取れた活動（プロセス）であると述べ、知識と実践の統一を主張した。
デューイ（松野安男訳）
『民主主義と教育（上）
』岩波文庫、第８章。
56

同上、167頁－168頁、加賀裕郎「リヴィジョ二ズムとデューイ」
『現代デュー

イ思想の再評価』
。
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紀のアメリカ社会における民主主義的問題と共同体の構築をめぐる
デューイの政治哲学と軌を一にしていた。まず、彼らはともに、同時期
のファシズムと「リベラリズム」に明確且つ決定的な相違を認めつつ、
「リベラリズム」の絶対化に警鐘を鳴らす。
デューイは、大恐慌を契機として左傾化を強めたリベラルな知識人を
批判し、トロツキー擁護に情熱を振り向けた。当時のリベラル派雑誌で
ある『ニューリパブリック』や『ネイション』に集ったリベラルな知識人
たちは、政治的自由と経済的自由を切り離す観点からソヴィエト擁護の
論陣を張った。そこでは、計画経済の達成しつつある経済領域での民主
主義が、やがて生産力の発展にもとなって政治における民主主義を実現
するであろうと論じられた。人民戦線のイデオロギーは、リベラルな知
識人の理想主義と労働者階級への罪の意識を目覚めさせ、アメリカの「赤
い30年代」を牽引した。こうした動向に対して、デューイは一貫してア
メリカのリベラリズムが歴史的相対性の感覚を失っていると批判する。
リベラリズムは、歴史的分析の視点を自らに適用することを思いつかな
かったという点で、マルクス主義と矛盾しない57。したがって、彼は相
対化の契機を「コミュニティ」を起点とした「過程としての民主主義」に
求めたのだった。一方、アリンスキーは生涯、自らを「反ファシスト」
と名乗り、大恐慌を境に周辺化されていく人々のエンパワメントの方法
として、人々の政治への実質的な参加の確保を目指す。彼は実践の過程
で、リベラルな政治経済制度が人々の政治的自由を奪っていることを激
しく批判し、「エンパワー」の対象を、経済的自由を享受しつつ政治的
自由の意味を忘却していく「境界線」の人々へと拡大する。
アリンスキーは、組織化の役割を「デモクラシーの社会における、自
由な市民の遺産である責任、強さ、そして人間の尊厳を所有する人間の
あり方を忘却し、未来に何の関係もない社会的なロボットとしか自らを
意識できない人々の感覚を打ち破ること」とし、
「「人々の組織（People’s
Organization）
」
を通してのみ、
それが可能である」と述べる。そして、
「民
主主義とは行動様式であり、ゼリーのように「保存された（preserved）」
57

森田尚人「デューイ民主主議論再考──反スターリニズム左翼の可能性」
『現

代デユーイ思想の再評価』
。
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定型句ではない、それは過程（process）である」58という。アリンスキー
は、自治や自発的結社の自由を保障する国家のありようを肯定したうえ
で、
「エンパワメント」を通して、侵食されていく人々の連帯意識を再
構築することを組織化の「目的」としたのだった。こうしてデューイと
アリンスキーは、社会諸制度の革命的変化ではなく、大衆社会の「見え
ない」構造体に公共意識を吹き込む新たな「
（教育的）共同体」として「近
隣コミュニティ」を位置づけるに至る。
ここから敷衍して、アリンスキーによるコミュニティの組織化「哲学」
が有する現代的意味が明らかとなる。彼は、個人と社会の問題を思想体
系的に論じることはないが、組織化の実践を通して人々の共同生活が依
拠している行動様式（制度）の大きな欠落を発見し、そうした「欠落」を
埋める鍵を
「公衆」
に求めた。では、
「公衆」
はいかにして創出されるのか。
アリンスキーは、その答えを地域コミュニティにおける自治と結社の機
能回復に加え、巨大権力に対抗的な「人民権力」の確立とそれを支援す
る「オーガナイザー」に託した。アリンスキーの眼から見たアメリカの
福祉国家化のプロセスは、多くの人々の周辺化と広範囲に渡る依存関係
を作り出しながら権力の中央集権化を強化し、あらゆる集団や組織の利
益を国家の一部として制度化するものだった。こうした中で、人が自由
であるための日常的な参加や相互的コミュニケーションは、社会の「民
主化」を進める力の基礎となる。地域「コミュニティ」という範域での
活動の中で、
「個人」は自己利益の正当化を超えて、他者との協同に基
づく「啓蒙された自己利益（enlighted self-interest）」を見出すのである。
だが、それは「組織化」が他者の自由を奪う力から自由であることを
意味するものではない。
「オーガナイザー」は、そうした「権力」の陥穽
を自覚したうえでなお不断の参加と討論に基づく「権力」創出にコミッ
トし、国家権力による合理化への対抗軸及び人々の連帯可能性を模索す
るのである。彼らは専門家でも聖職者でもない。彼らは、公的生活を求
め、その実現方法を「学んだ」
「普通の人々」である。その意味で、アリ
ンスキー「哲学」における「民主化」の核心は、
「オーガナイザー」の教

58

Saul D. Alisnky, Reveille for Radeicals (New York: Vintage Books, 1989), p.47.
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育と養成にあるといっても過言ではない59。
こうした特徴は、トクヴィルやデューイとの連関を越えて、近年の「参
加の衰退」論と危機感を共有するばかりでなく、代議制デモクラシーを
前提とした主流リベラリズムに対抗する参加デモクラシーの理論と実践
の課題を示唆するものであろう。事実、70年代以降の公共の復興という
課題を前に、たとえば共同体論者の間で「コミュニティ・オーガナイジ
ング」は一定の地理的範域に根拠を置きつつ社会経済的開発を牽引する
活動として注目されている60。その一方で、アリンスキーの実践哲学に
おける「オーガナイザー」の教育や「代表制」の採用は、熟議や決定、行
動についてコミュニティの各構成員にかかる負担に配慮するとともに、
大規模大衆社会における「民主主義の行きすぎ」を抑制するものでもあ
る。現実の運動の実践は、
「公共空間」の可能性と困難性の両方を示唆
しているといえるのかもしれない。

結語
トクヴィルの慧眼は、アメリカの現実から自由主義と民主主義の両立
59

管見の限りでは、
「オーガナイザー」の教育や養成活動の具体的な実態に関

しては、日本はもとよりアメリカにおいても体系的に明らかにされているわ
けではない。以下の著作は、
「コミュニティ・オーガナイザー」として活動す
る「普通の人々」の動機や実践を紹介している。Kristin Laying Szakos and Joe
Szakos, We Make Change: Community Organizers Talk About What They Do,
and Why (Nashville: Vanderbilt University Press, 2007.)
60

たとえば、主流のリベラリズムに対して共同体主義を提唱するマイケル・

サンデル（Michael Sandel）は、すべての所得層の人に共通の体験を提供し、
市民性を涵養する担い手の一つとしてコミュニティ・オーガナイジングを挙げ
ている。マイケル・J・サンデル（金原恭子・小林正弥監訳『民主政の不満──
公共哲学を求めるアメリカ 下』勁草書房、2010年。
なお、ロバート・ベラー（Robert Bellah）らは、近代における公共的な世界
の課題を論じたアメリカの代表的思想家の一人としてデューイを挙げている。
R.N. ベラー、R・マドセン、W・M・サリヴァン、A・スウィンドラー、S・M・
ティプトン（中村圭志訳）
『善い社会──道徳的エコロジーの制度論』みすず書
房、2000年。
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を理論化した点にある。19世紀前半の世界では、民主主義は「衆愚政治」
「暴徒の政治」の別名として、否定的な意味合いを含んでいた。だが、
トクヴィルは、アメリカの一般民衆がいきいきと営む政治的実践に、イ
デオロギー的に否定的含意を持つ
「民主主義」
の積極的意義を見出した。
トクヴィルにおいて境遇の平等、人々の自治への参加と捉えられる「デ
モクラシー」は、宗教的自由や経済的自由、代議制や政党制といった自
由主義的な政治制度と調和しながら発展していく原理であった。
もちろん、それはアメリカ人がデモクラシーのとりうる唯一の政治形
態を発見したというものではない。アメリカとフランスで法と習俗を創
りだす源は同じである。それにもかかわらずフランスのデモクラシーは
何の支えもなしに無秩序な情熱に身を任せており、対照的にアメリカで
はデモクラシーの原理が自由に成長し、平穏に展開している。トクヴィ
ルは、
『アメリカの民主主義』を著す目的は、アメリカの事例を人間に
とって有益なものとしたうえで、アメリカ人がデモクラシーを運用する
のに予めどんな注意を払い、
どの点では注意が足らなかったかを研究し、
それが社会を統治するに至った原因を究明すること61にあるという。つ
まり、トクヴィルの考察の最大の動機は、デモクラシーに何を期待すべ
きか、何を恐れるべきかを知る62ことにあった。
アリンスキー「哲学」は、自由主義と民主主義が調和的に発展し得な
い現実から出発した。20世紀前半の産業化・都市化、それに伴う福祉国
家化の進展は、構造的抑圧や社会経済的不平等といった民主的諸問題を
生み出したが、その是正に関して、自由主義的制度や価値はむしろ足枷
になっていた。アリンスキーは、ニューディール以降の政治経済体制に
おいて政党や社会事業を担う集団の政治がエリート中心のものとなり、
一般民衆から遊離しがちであることに厳しい批判の眼を向け、
「組織」
による「権力」の確立を志向する。そしてそれは、アメリカ建国時代に
まで遡る「論理」と、忍耐強い説得を必要とするものであった。人々が
実際に「権力」を持つということ、それを「支援する」ことは、アメリカ
において非常に論争的な側面を持っているからである。
61

トクヴィル、前掲書、28頁。

62

トクヴィル、同上、同頁。
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そもそも、アメリカの連邦憲法には、中央政府の諸権限を可能な限り
制限する意図と強力な権力中枢を確立する試みの二つが共存していた。
前者は、地方自治を中心とした市民による参加的実践と国家規模の政治
はそもそも和解し得ないことを前提に、中央政府の諸権限を連邦憲法に
列挙されている諸権限の枠内に厳しく限定することを求め、ジェイムズ・
マディソン（James Madison）とトマス・ジェファソン（Thomas Jefferson）
によって組み入れられた。後者は、憲法は政府の諸権限を制限するとい
う考え方を受け入れながらも、植民地社会が決定的に欠いていたものは
強力な権力中枢、中央政府であることを前提とし、アレクサンダー・ハ
ミルトン（Alexander Hamilton）によって展開された。両者の論争の根
底には、
アメリカ革命のプロセスにおいて現出した「市民」と、新たな「政
府」の創出を提起した権力の所持者たちとの間の適切な関係をめぐる緊
張があった。人民主権に積極的意義を認めていたジェファソンですら、
「民衆の情念」の抑制を意識し、直接的に民主主義という用語の使用を
避けている。アメリカにおける権力拡大の論理は、こうした広範な権力
概念の正統化をめぐる歴史と不可分である。
では、この種の「権力」にとって市民参加はどの程度必要とされるだ
ろうか。政治理論家シェルドン・ウォリン（Sheldon S. Wolin）は、アメ
リカにおいては建国初期の「分裂した」市民概念が連綿と受け継がれた
ために、近代的権力への挑戦に資するような市民像が生成しなかった、
63
「市民」の自己像は、投票行動に限定された代議制的な市民概
という 。

念と、市民のあり方を自治への直接的な参加として捉えてきた民主主義
的な市民概念との板ばさみになった結果、正統化の一過程の表現でしか
なくなってしまった。ウォリンによれば、ニューディールを起点とする
国家権力の拡大過程において、アメリカの主要な制度はその精神・機能・
目的について反民主主義的になっており、大きな構造的変化を遂げてい
る。ここで強調される問題は、国家と市民社会の統合が「合理化」
（官僚
制）を通じて行われてきたこと、それが市民を巨大国家に順応させる意
図を持っていたことである。とりわけ80年代以降においては、私的セク
63

シェルドン・S・ウォリン（千葉眞・斎藤眞・山岡龍一・木部尚志訳）
『アメ

リカ憲法の呪縛』みすず書房、2006年。
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ターが公的機能や責任を請け負う仕組みが奨励され、
「社会の中への政
治の拡散」という事態が生じた。ウォリンは、公的なものと私的なもの
との相互浸透の基盤の下に生まれた新しい権力システムを「巨大国家
（megastate）と呼んでいる。民衆は、この巨大国家の権力に参加するこ
とはもはや困難である。
「それがわずかでも民主化される可能性がある
0

0

とすれば、そこには、権威を握る人々を受動的に支持する以外のなんら
かの行為をすることによって、自らの公的役割を遂行していく市民たち
が必要になる。
」64（傍点筆者）
アリンスキーは生涯「活動家」として生きた。そのため、彼の「哲学」
を規範的な民主主義論として評価することは困難である。だが、アリン
スキーが実践を通して克服しようとした問題は、まさにウォリンが提起
した「巨大国家」の反民主性であり、それに対抗しうる「市民」の構築を
目指したことは明らかである。アリンスキーは、自由民主主義の諸制度
の枠組みの中で「デモクラシー」の補完と具現化を志向し、相互性を根
拠とする「権力」の具現化・言説化とその「正統性」を模索したのである。
近年のアメリカの社会運動史においては、60年代以降の「権利革命」
の端緒がすでに30年代の労働運動にあるとする見方が主流である。こう
した歴史解釈に立つならば、30年代に、
「組織」を「権力」の源泉として
秩序転換の主体とする運動が存在したことの意味は大きい。事実、国家
的危機の中で認められた権利の拡充が現実社会の差別的構造の緩和に寄
与していないのは明らかなのであり、とりわけ組織化の困難な貧困層が
政治社会においてさらに周辺化されていく傾向はむしろ拡大している。
アリンスキーの「哲学」は、こうした現代的状況を見通し、不断に創出
される「他者」と「自己」の境界線を乗り越えていく「運動」のあり方を
示唆するものであろう。もちろん、それはアメリカの政治文化（あるい
は自己満足的な国民史観）を批判的観点から検討する思想的契機の存在
を示している。コミュニティ・オーガナイジングのその後の展開は、こ
うしたアリンスキーの思想を出発点として理解しうるものなのである。

64

同上、246－247頁。
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