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放射能計測運動は階級闘争である
——マニュエル・ヤンさんは、一九七九年のスリーマイル島原発事故に対するアメリカの反原発大衆運動
のなかから生まれた「ミッドナイト・ノーツ・コレクティヴ」というマルクス主義系の理論＝アクティ
ヴィズム集団の同伴者の一人、大西洋・太平洋のラジカルヒストリーの研究者としてこれまで活動をして
こられました。ミッドナイト・ノーツが二〇〇八年の金融危機に際して出したパンフレットは日本語にも
訳されています（『金融恐慌からコモンズへ』以文社、二〇〇九年）。

そのヤンさんは、六月頭から約三ヶ月半のあいだ日本に滞在され、反原発デモなどに参加しながら、日本
各地をまわられたそうです。まずはこの間、日本に滞在してみてどんな感想を抱かれたでしょうか。

ヤン　実は昨年の一一月から今年の一月末の間にも日本に滞在して、そこで生まれた交流が今回の来日に
繋がりました。アメリカに帰国し、中東でアラブ革命が起こり、日本では三・一一が起こった。災害を
ニュース映像で見て、当初大きなショックを受け、また日本の友人と再会し、現状をこの目で確かめたい
という気持ちで、再来日したわけです。

この三か月、日本で過ごした印象を簡単に要約するのは無理ですが、イメージの次元では、災害の映像の
どれもこれもが強烈で、頭が麻痺するようなものばかりだったので、日本に来てまず驚いたのは日常性が
回復している光景。実際に日本の知人・友人たちと話をしてみると、それぞれが全く異なるレベルの危機
意識の中で過ごしていることが徐々に分かってきた。ある人は強烈な危機感の中で生活しており、別の人
は以前の日常生活に回帰している。そういった人々の意識の「断層」を強く感じました。

それから、表面的には福島のような破滅状態になってない所でも、社会環境や人間関係も含め何かが確実
に狂っているということが見え始めた。

——いまヤンさんがおっしゃったような分裂した状況が生じているのは、人類史上でもまれにみる大きな
原発事故ゆえになのか、あるいは日本社会の特質のようなものなのか、われわれも内部にいるとよく見え
ないところがあります。

ヤン　部外者として今回の事故と日本社会を見ると、この原発事故が丁度アラブ革命の後に起きたことの 
偶然性をどうしても考えてしまいます。アラブ革命はエジプト、つまり西欧中心主義的想像力が歴史的に
停滞していると決めつけた所謂「オリエンタリズム」の対象とされた場所から起こりました。そしてオリ
エントの内にある日本では、その西欧中心主義的近代経済システムの技術的頂点である原発が崩壊しつつ
ある。そういう場所から予想外に民衆蜂起の主体性が立ち現れてきた。この原発事故は、日本の伝統的ス
テレオタイプである「わび・さび」のような古典的オリエンタリズムを塗り替えた高度経済成長的ステレ
オタイプであるエコノミックアニマルが作った「消費社会」の崩壊の兆しかもしれません。

原発自体は異常な装置 それは剰余価値を生み出すエネルギーの資源、つまり原発によって日常生活や――
生産手段のエネルギーを供給・集約し、この資本主義社会で人間に労働を強要するための装置として働
く。その装置に綻びが現れ、危機感があらゆるところに露出している。英語では被曝も露出・暴露も同じ
単語 expose、被曝がシステムを可能にしている根源的労働とそこにおける強烈な搾取と恐怖を暴き出して
います。

——海外のニュースやウェブサイトなどを見ていると、「こんな大事故が起こっているのになぜ日本人は
もっと騒がないのか？」という意見をよく目にします。「騒ぐ」というときの反応として、避難したりデ
モをする、ということがあると思いますが、もうひとつ、これは外から見ると目立たないと思うんです
が、放射能を測定し、生活の安全を確保しようとする「計測運動」のようなものがある。この運動にはま
ず子供を守ろうという側面がありますが、女性に o限らず男性でも放射能の計測をしている人は多い。身



の回りの状況を誰も教えてくれないから自分たちでやろう、と。私はこれを新しい「民衆運動」だと考え
ていますが、外からはなかなか見えにくい運動だと思うんですね。ヤンさんはこういう側面をどうご覧に
なりますか。

ヤン　「計測する」ということを、アメリカで関わってきたミッドナイト・ノーツの文脈に引きつけれ
ば、労働力は資本主義社会においては商品形態のすべてを創出するマトリクスのようなものとしてあるの
で、それは自分たちのもとに労働力の再生産を奪い返す運動という意義がある。資本の計量主義、テイ
ラー主義的計測は労働をできるだけ搾り取る目安として設定されたが、民衆の「計測運動」は全くその反
対をやっている、それは核資本のまき散らす放射能を測り、「被曝」という搾取を可視化し、労働力とそ
の再生を守ろうとする階級闘争です。意識的にこういった言葉は使われていないが、子供を守り、生活の
基盤である健康や食べ物を守るという行為は、すべて労働力の再生産に直接繋がるので、この運動を一種
の労働運動、階級闘争として認識しても間違いないでしょう。

生きることへの執着と原子力体制批判
——計測運動を進んでやっているような人たちのなかで原発の存続を主張する人は、おそらく全体の一割
にも満たないでしょう。ですからこの運動には、下から突き上げて「原子力体制」そのものを崩そうとす
る、階級闘争的な側面がたしかにあります。もちろん、これは意図したことというよりは必然としてそう
いう道を通った、ということです。こういった形の階級闘争はおそらく日本では初めてではないか、と思
うのですが、チェルノブイリのときのソ連政府はガイガーカウンターの個人使用を禁止しました。つま
り、「測る」ということが国家にとってどれだけ怖いことか、あるいは個人が科学的に覚醒していくこと
が国家にとってどれほど脅威的なことか、ということなんですね。

ヤン　少し話がズレるかもしれませんが、イングマール・ベルイマンの一九六二年の映画『冬の光』は神
不在の世界にいる人間を描いています。スウェーデンの一牧師が信仰喪失になり、彼の教会に通う一人の
男性も核の脅威に怯えて鬱状態になる。ベルイマンがそれ以前に作った『第七の封印』という中世期の
「死神」をモチーフにした映画もそうですが、こうしたカタストロフィを過敏に感じ取る人物が彼の映画
に出てくるのは五〇～六〇年代における核の脅威が背景にある。そしてそれはベルイマンに限らず、例え
ば一九五四年に上映された『ゴジラ』（そこでは核実験を引き金に大戸島のコモンズの逆襲としてゴジラ
が都会を破壊する）もそう。現在の視点から原発導入の時期と重なる五〇年代や六〇年代に撮られたイ
メージを振り返って顕著なのは、核の脅威が「語ることのできないもの」、つまり「崇高なもの」、闘う
ことのできないものとして表象されていることです。

このように無力化された姿勢をミッドナイト・ノーツは八〇年代に問題にしました。例えば、石油エネル
ギーが涸渇し、人口が過密になり環境が破壊される黙示録的状況のなかで人間はどうすればいいのか。こ
ういう設問を立てること自体、耐乏生活に甘んじ生活水準の低下に耐えろという、まさにネオリベラリズ
ムの論理に繋がり、実際にそうなった。ミッドナイト・ノーツのジョージ・カフェンティスは社会闘争を
無化するこの黙示録的構想を資本の戦略に追随し、大衆運動から乖離した観点であると批判した。大衆運
動の科学独習や計測運動はそのような黙示録の呪縛から私たちを解放してくれます。黙示録的な発想には
世界における危機の根源を可視化したり、敗北の時期に絶対的世界革命の可能性をユートピア的想像力と
して維持する文化的に肯定的な面もありますが、同時に社会運動や人間の主体性を否定してしまうきらい
もある。

——日本では大江健三郎にそういう小説が多いですね。海外で言えばほかにタルコフスキーの映画なんか
にもその傾向が強い。実際、福島の原発事故、特にあの核施設が爆発した映像を見たときは「この世が終
わった」と感じた人も少なくなかったでしょう。ところが、その直後から人々がどういう反応をしたかと
いうと、みんなものすごく生きる意欲を見せ、それが前面に出てくるという予想外の反応が起きた。放射
能は目に見えないし、匂わないし、味もしない。では、どうするか？　放射能についての勉強しよう、
と。シーベルトとは？　アルファ線・ベータ線・ガンマ線とは？　プルトニウムとセシウムとストロンチ
ウムの違いとは？ 。文学や映画の想像力とは違い、いざ核事故が起こってみると人間はカタストロ……
フィに意気消沈しなかった。逆にアグレッシブになって、驚くほど多くの人間が自発的に放射能について
学びました。

ヤン　『われらの狂気を生き延びる道を教えよ』という大江健三郎の小説がありますが、ある意味では誰



もが生き延びる道を既に知っているのだと言えなくもない。一九九五年の阪神・淡路大震災の現場では、
それまで引っ込み思案だった人間に突然指導力が現れたり、火事場の馬鹿力のようなものを発揮して自律
的な共同体が一時的にできたりもしたそうです。これはレベッカ・ソルニットの『災害ユートピア』にも
通じる 災害時に人間はこれまでなかったようなコミュニティを下から創り出す力の現れです。同時に――
暴力も生じるので、そこにはいろんな要素がありますが、相互扶助的な関係が計画なしで起こることのす
ごさは感受しなければならない。つまり治安のイデオロギーなしでこういうことが起こるのだと。多くの
人は国家がないと治安が保てないと言いますが、そんなことはない。このことは先日徳島の阿波踊りに参
加したときにも感じた。警察がほとんどいない所で、みんなが踊り狂っているのに、喧嘩は起こらなかっ
たし、自発的秩序が保たれていた。こういうことが災害時にも起こりうるわけです。

——大江健三郎が福島の事故の直後に寄せた文章は、ヒロシマ・ナガサキ・ビキニ・チェルノブイリの犠
牲者を思い出せ、というものでした。こういう固有名がすぐに出てきてつなげるところはさすがにノーベ
ル賞文学者だと感心しますが、一方でなぜ「犠牲者」だけなのかという疑問もある。もうひとつ思い出す
のは宮崎駿の震災直後の反応で、彼はデモにも出てくるほどの反核・反原発論者なわけですが、震災直後
にペットボトルの水が品切れになっていくなかで「老人は飲むな、あさましい」といわゆる「買い占め」
を批判した。つまりこれまで核戦争の終末感を描いてきた作家たちは民衆の「生きる」ことへの執着が原
子力体制の批判へと繋がる動きをキャッチできなかった面がある。

ヤン　民衆の生と原子力体制について言えば、原発がこれまでの日本社会において、どれだけ資本蓄積の
役割を果たし、そして地方の生活を潰してきたのかも考えなければなりません。貧困地域に原発を設置す
ることで仕事を増やすとか、再開発するとか、そのような名目のもとで原発は建てられてきましたが、そ
れはそこに現存していたしきたりや社会関係などを潰していく。つまり、コモンズを潰す。だから原発を
造ることはエンクロジャー、本源的蓄積の一形態として見てよい。そして、それを「いらない」と言うの
は、死をもたらす本源的蓄積を拒否する、ようするに「死にたくない、生きたい」の意思表示です。子供
を持つお母さんたちがやっているのは、原発を止めて代替エネルギーを導入しようとか開発モデルを変え
ようとか、そういうことではなく、もっと率直に解釈していい。彼女たちは資本主義の基本的なテーゼ、
「お前の土地、労働力、時間を奪い、このようにお前を殺すことによっておれは大きくなり、もっと勢力
を伸ばすのだ」という資本のテーゼに反対している。資本蓄積の生け贄にされ続けたわたしたちの日毎の
生活の内面を暴いた三・一一以後の世界でサクリファイスの対象にされるべきなのは老人ではもちろんな
く、むしろ反民主的な構造を特質とする株式会社、原発を可能にした国家産業複合体です。これらの権力
形態を民主化するのは不可能なので、民衆がそれを自力で取り除く以外に方法はない。それが意識的に言
われていようがそうでなかろうが、このような姿勢がそのなかに潜在的にあるのを読み解く必要がありま
す。

——デモはスローガンを掲げますから比較的見えやすい行動ですが、計測運動の方は、とにかく測ろう、
そして自分の身の回りを知ろうというところから始まっているわけですから、自分たちがそんなに大それ
たことをしている意識はない。しかし彼らは何かに挑戦している。それをヤンさんは資本主義への挑戦な
のだ、と。

ヤン　マルクスの『資本論』の第一巻の冒頭にあるように、資本主義を支えているのは労働力、その労働
力を生む根幹的な位置に原発は存在しています。もちろん、計測運動は潜在的には反資本主義的な要素が
あるとしても、顕在的にはまだそこまで行ってない。しかしそれは少し見えてきました。大衆運動によっ
て可視化されたものが国家・資本廃絶の行動として闘われるかどうかは分からないが、その衝動を代替エ
ネルギーのような次の資本の発展に役立てるのではなく、新しい社会の種子として紡ぎ出し育んでいくの
が大切です。

反核・反原発運動の遺産を世界大で考える
——これまでの過程のなかから見えてきたものがいくつかあります。ひとつは三・一一以前の反原発運
動、ヒロシマ・ナガサキからはじまる原水爆実験反対運動や七〇年代前後からの反原発運動というものが
あり、その遺産をどう捉えるべきなのかということ。つまり、運動の「世界的な」継続性というものをい
かに評価するべきなのか、という問題です。

なぜ、こういう問題を取り上げたいのかと言えば、ミッドナイト・ノーツには「奇妙な勝利」という、一
九七九年に書かれた両義的な論文があるからです。なぜ当時ミッドナイト・ノーツが「奇妙な」勝利と



言ったのかというと、原発への反対運動の結果で原発が発注されなくなったのではなく、原発のコストが
上がったことにより、原発が停止してしまった。つまり、原発が止まったのは民衆運動の成果ではない、
と。これをどう考えればいいのか。

一方でこうも考えられます。原発のコストが上がったのは五〇年代からの世界的な原水爆実験禁止運動が
あり、世界的に原発労働者や核施設周辺住民の健康被害に対する抵抗があり、そういう抵抗がジワジワと
効いて原発のコストが上がっていったのではないか、と。

ヤン　「奇妙な勝利」が七九年に発表されたときには七〇年代特有の時代性もありました。当時は世界中
で資本主義の危機が察知された時代で、それを表現する一つの方法として、反原発・反核運動をどう評価
するべきか、という問題があった。

「奇妙な勝利」の重要な論旨は、都市における学生・反戦運動が田舎の農村における運動にシフトしてい
て、それは環境運動や反原発運動だったりしたわけですが、その結果、アメリカで原発が衰退しました。
これがなぜ「奇妙な勝利」なのかというと、この反原発運動は他の労働階級層との関わりが薄く、それが
強められない限り一時的「勝利」はすぐ資本に回収され、敗北に転化するからです。当時の反原発運動の
参加者はほとんど活動の場を農村に移した白人の若者で、都市で働かざるをえない黒人やスラム街の住人
やトラック運転手などにとってのエネルギー、ガソリンの価格の問題を考慮に入れてなかった。要する
に、都市労働者の生活を圧迫する石油価格の上昇に対して行われた闘争や暴動を、やはりエネルギー資源
を巡る反原発運動と接続できてない、そしてこの接続がない限り階級分断の結果を生むだろう、と。

——時間的な問題とともに空間的な問題ということもありますね。アメリカ国内だけでなく、ヨーロッパ
や日本を含め、原水爆実験への反対や核施設周辺住民の反対運動があった。そういう世界的な抵抗の成果
によりＩＣＲＰ（国際放射線防護委員会）の被曝許容基準値も下がっていき、必然的に原発のコストも上
がっていった。この事実は私たちもつい最近まで知らなかったことで、当時のミッドナイト・ノーツにこ
ういう分析の視点がないからダメだとはもちろん思いません。しかし、いまはこういった事実が明らかに
なるとともに、それによって時空間的な広がりのなかで世界の運動を繋げていけるチャンスが訪れたとも
言えるのではないでしょうか。

ヤン　七〇年代のアメリカでは、前半期にドルショックや石油ショックなどがあり、都市の荒廃や暴動な
どが生じていました。こうした状況は資本主義の末期状態を強く感じさせ、ミッドナイト・ノーツの問題
意識は、新社会運動的な枠組みではなく つまり、環境運動や女性運動のような個別的な運動ではなく――
資本の世界的な危機と直結する闘争を軸に分析を進めました。日本は石油ショックのあとに高度経済――

成長に入りますが、アメリカでは反対の方向に走っている時期。とはいえ これは原口剛さんに聞いた――
話ですが 日本でも七〇年代の前半に釜ケ崎で暴動が起こっており、その暴動は六〇年代の同じ釜ケ崎――
での暴動と質的に違うものだった。七〇年代の暴動は新しい文化を創り出そうとする人、寺島珠雄などを
はじめとした人がたくさん出てくる。だからある意味、いろいろと見えないところで日本もアメリカも階
級闘争の次元で繋がっていて、それを世界的な資本の構造から見るとどうなるのか、このような事柄を一
緒に考えていくために、原口さんを始め、主に大阪の研究仲間の方たちと共同研究を立ち上げました。

——世界的な資本の構造と世界大の労働運動、そして民衆の運動をいかに考えていけるかということです
ね。今回、ヤンさんは沖縄と韓国にも行かれたそうですが、そこで感じたことなどはあったでしょうか。

ヤン　韓国に行ったのは初めてで、現地の研究共同体「スユノモ」のイママサ・ハジメさんやイ・ジン
ギョンさんらに案内してもらいました。一番印象的だったのは、滞在最終日の前日に釜山での港湾労働者
を支援するデモ。港湾労働者キム・ジンソクさんが籠城し、彼女を支援するために韓国でも最近では珍し
いほどの人数が国中から集まって徹夜デモをした。大雨にもかかわらず、道端では老若男女問わずものす
ごい人数の行進。分裂が激しいので有名な第四インターやトロツキストも、韓国ではもっとも統一的な組
織として路上にいた。韓国では身体障害者への差別が激しいですが、車椅子に乗った人が戦闘的にデモの
前衛を張っていた。こういった身体障害者と共に学習をするグループをスユノモの人たちは作り、ドゥ
ルーズ、フーコー、マルクスを一緒に読んでいる。知的な意味でも行動的な意味でも日本やアメリカとは
違った文化、デモの文化の熱さを肌で感じました。

そして、それと似たものを沖縄にも感じました。若林千代さんや上原こずえさんに案内をしてもらい辺野



古や高江や伊江島に行って感じたのは、運動の熱さだけではなく、運動の記憶がちゃんと受け継がれてい
ること。伊江島でも、そこで運動をし続けている一人のおばあさんは、「戦争の危機」を熱烈に語り、高
江では阿部小涼さんに米軍ヘリパッドの状況を説明してもらい、那覇では高里すずよさんが主宰するス
ペース結で米軍の戦術訓練や米軍兵士の暴行が今も住人の日常生活を脅かし危険に直面させているのだと
いうことが切実に分かった。米軍基地が自分たちの目前にあり、プエルトリコやディエゴガルシアの反米
軍基地運動との連帯を通して、沖縄では日本の「本土」と比べて違った危機意識を作っていること、それ
も印象的でした。

釜山のデモは日本の八月六日の反原発デモ直後だったこともあり、ひとつ思ったのは、韓国、沖縄、そし
て日本の運動をお互い繋ぐことができないかということ。まずは米軍に依存するネオリベ体制に抗う運動
を東アジアからだけでも下から繋ぎ、蜂起の文化を作ることができるのではないでしょうか。

東アジアとアメリカ、そして民衆の歴史
——沖縄の運動はいろいろな見方ができると思いますが、ひとつ顕著なのは、生存や生活そのものにおけ
る問題が基礎にあるということですね。だから沖縄の闘いというのは、局面においては派手なときもあり
ますが、多くは地味です。コミュニティベースの運動であって、そういった運動においては燃え尽きない
ことも大事な要件となる。一時期盛り上がって終わり、というのではなく、世代を超えて家族ぐるみで燃
え尽きないようにやる運動という側面が強い。今回の原発事故とそれに伴う放射能による汚染は、同じよ
うに生存・生活における危機ですから、地味ながらも計測運動をはじめとするような動きが出てきたのは
面白い。これは私たちにとってははじめて見る光景です。韓国も、もともとは第三世界で、いまはずいぶ
ん成長していますが、運動のかたちはまだ生活に近いところで行われている。

ヤン　やや短絡的な言い方をすると、東アジアにおける運動を引き起こしているものの基底には、ことご
とく米国（資本）というパワーが存在します。沖縄の基地も日本の原発もアメリカの資本の延長線、そし
て境界線を確保するために冷戦時代に作られたものだし、また米軍基地が世界各地に設置されている一因
は、石油、つまりエネルギー供給源を守るため。石油資本と軍隊がここで重なります。韓国においても沖
縄と同じように米軍の脅威がずっとある。さらに言えば、米兵たちも、大学に行くお金がないために軍隊
に入り、韓国や沖縄に派遣された人たちです。彼らはその土地の歴史もなにも知らない、また彼ら自身が
メキシコ系だったり黒人だったりの貧困層だったりして、つまりアメリカ帝国の労働者であり兵士なわけ
です。労働階級分断の構図がこうやって沖縄や世界中に散布している米軍基地周辺で露骨に現れている。

今の日本における放射能の問題も元はと言えば、日本に原爆を落とし原子力テクノロジーを供給したアメ
リカで、それも冷戦の原点。だから今、韓国の労働運動、沖縄の反基地運動、日本の放射能計測運動を繋
げて考えることは、歪んだ現実をまだ持続させている冷戦の負の遺産を洗い直し転覆する、という側面か
ら接続することができるのではないでしょうか。

——それは面白い論点で、いまの原発問題においても、みな薄々感じつつまだアメリカという固有名を直
接出す人はまれです。「原子力の平和利用」という誤魔化しを疑う地点にまでは行っていますが、沖縄の
運動や韓国の運動をはじめとした世界各地のさまざまな運動と現在の日本の反原発運動をアメリカという
名前でつなぐといった地点にまではいっていない。ヤンさんが指摘したように沖縄にいる米軍兵もアメリ
カの下層民であるという指摘は非常に大事ですね。

そこで、アメリカの話に移りたいのですが、日本にいるとアメリカの左派が何をベースに発言をしている
のか、何にリアリティを感じているのか、分かるようでいまいち分からない面があります。その点少しお
話いただけますか。

ヤン　アメリカ左派にも多種多様なタイプの人がいます。例えばキリスト教関係者がラテンアメリカで起
こっていた虐殺などを止めようとする運動が八〇年代にあったし、今もそうした運動は続いている。しか
し、彼らが労働問題を重要視しているかというとそうでもない。アメリカの左派やリベラルの共通認識み
たいなものがあるとしたら、それは人種やジェンダーの問題、特に七〇年代から八〇年代以降そういう傾
向が強いですね。

ここ一二年間住んできた中西部の自動車工業が衰退した町は、カトリック信者が多く、民主党との繋がり



が強い組合の町。労働組合は左派というよりは国粋主義的で、日本の自動車は自分たちの工場に入れては
ならない、入れたらどんなひどい目にあうか分からないぞ、というような標識が入り口に張ってあったり
する。だからそのなかで反帝国主義運動や反政府運動をしようとしたら様々な虐めを受ける。進歩派的な
左派とは典型的にどういう人かというと、バークレイ、あるいはアメリカ東部における比較的裕福なミド
ルクラスの人であり、そこで言われているのは反戦や反人種差別主義ですが、そこには多くの場合、労働
や階級問題を隠蔽するイデオロギーが作用している。アメリカのブルーカラーの労働者も自分たちはミド
ルクラスだという意識を持っていて、五〇年代以降、大半がそういう自己定義をし続けてきました。それ
が壊れ始めたかな、という兆候がようやく出てきたのが、今年のウィスコンスン州やアメリカ中西部で組
合の団結権を守ろうとする運動。しかし、アメリカにはティーパーティのようなものからキリスト教原理
主義までいるので、そこには多様なぶつかり合いがある。キリスト教原理主義はアメリカ貧民層や労働階
級、黒人からヒスパニックまで浸透しているので、非常に複雑な状況です。

——Ｃ・Ｌ・Ｒ・ジェームスは、日本ではポストコロニアルの思想家として有名ですが、アメリカではコ
ミュニティベースのＤＩＹの元祖、つまり自主組織運動の思想家として見られている面が強い。日本人は
アメリカを相対的には見ますが、アメリカの運動と連帯しようとは多くの人は考えない。ベトナム反戦
や、ハワード・ジンの本などを通じて、アメリカにもこんな民衆の闘いがあるのか、と垣間見ることはあ
るにしても、アメリカ帝国主義は敵だ（もしくは味方だ）というように一枚岩についつい見がちです。

ヤン　アメリカ国内に住んでいてもこんな運動があったのかとびっくりすることもあります。五、六年前
に反グローバリゼーション運動のうねりが高まったあと、ボーリング・グリーン州立大学で、地域のアナ
キストたちがワークショップを企画し、私にマルキシズムとアナキズムについて話してくれ、という依頼
があった。そこで出会った中西部の若者は地元出身で「シアトル以後」の世代、それぞれが自分たちのコ
ミュニティで様々な活動 有機栽培、高速道路開発の反対運動、ホームレスの世話 をしたりしてい―― ――
た。こんな運動があったとはつゆ知らず、本当に感心しました。チョムスキーも言っているように、米国
政府の介入によるラテンアメリカでの虐殺に対する反対運動が八〇年代に多くの地域で起こっていました
が、それぞれの運動体がお互い同士を知らないことがよくあった。アメリカの中でさえ存在をお互い知ら
ず、交流もできていない。それをどういうふうに打破するのかといえば、個人との出会いの連鎖を通す以
外に今のところ思いつかないですね。

——生活に密着してればしてるだけ、外は関係ないということになりやすいですね。それは一義的には悪
いことではないでしょう。しかし、それだけでは必ず行き詰まるときがくる。実際にできるかどうかは別
にしても、連帯の意志をもって外を見なければならないときがくるはずですね。

ヤン　三・一一前にアメリカの反原発運動に関わっていた人たちでさえ、おそらく日本に原発があったこ
とすら知らない人が多くいたのではないでしょうか。国内の原発は見えてもなかなか海外にまで視野が広
がらない。しかし今回、日本でこういうことが起きた以上、おそらくアメリカの反原発運動も日本の運動
と繋がろう、連帯しようとするでしょう。

——今年起きた中東革命の特徴のひとつに、そのスペクタクル性を挙げられると思います。中東革命につ
いてのスラヴォイ・ジジェクとハミッド・ダバシの論争がありましたが、どちらが正しいかは別に、ダバ
シが主張していることの基本は、中東の地味な活動も見てくれ、ということだと思うんですね。アラブ革
命にもそこに至る民衆運動の一〇〇年くらいの歴史があるんだ、と。スペクタクル的には終わったかもし
れないが、これからも続くはずだと。派手な革命が突然起こるわけではないし、一度起こったら数ヶ月で
すぐに終わったりもしない。多くの人はスペクタクルしか見ないですから、一見地味な運動をどうやって
可視化し、自分の思考回路に組み込んでいけるかが大事なのでしょう。

ヤン　実はそれは一人でもできることだと思います。たとえば今エジプトに赴いて人々に話を聞き、オー
ラル・ヒストリーやルポや民族誌の形をとって、何か記録を取ってみたりすることができるはずです。

私が最近まで住んでいたトレドの近くにハワード・ジンの盟友ストットン・リンド（Staughton Lynd）が
います。彼は長年、労働者や囚人の弁護士として活躍してきた。ベトナム反戦運動の活動家だった彼は、
学術的な場所から追いやられ、中西部の工場地帯であり、スプリングスティーンも歌にしているヤングス
タウンに引っ越します。妻のアリスと一緒に労働運動に関わり、囚人を支援しながら、非常に卓越な聴き
取りをパレスチナ人や、労働運動家、アメリカの非暴力運動の歴史を担う人物に行い、地味に仕事を長年



にも渡って積み上げている。そういった素材を集めたりするのは、資金があまりなくても、根気とノート
と何人かの知人がいればできることです。こういう形で記録を取るのは「下からの歴史」の一つの方法。
このような歴史はどれだけ時間が流れても、またどこかで発掘される可能性があります。

Ｃ・Ｌ・Ｒ・ジェームスやＥ・Ｐ・トムソンは「下からの歴史」を創り出すことはいつでも開始できると
教えてくれました。一九三〇年代のファシズムが台頭している時期に、ジェームスはハイチの歴史を下か
ら記述した。その契機は彼が関わっていたイギリスやヨーロッパに対する反帝国主義運動。パリに行って
いろんな資料を集め、アフリカ人たちが世界史において初めて成功した奴隷革命を一七九〇年代に起こし
たことを物語として抽出した。

トムソンはイギリスの片田舎で労働者教育に携わりながら、地域の資料をもとに、文学もソースにして
『イングランド労働者階級の形成』を一九六三年に出版します。時間のスパンから考えると二〇〇年くら
い経っていましたが、それでも彼はそれを掘り起こし、再構成し、形にした。

ハワード・ジンもトムソンから影響を受けてアメリカの民衆史を書いた。だから、どれだけ敗北に敗北を
重ねても、労働運動であれハイチ革命であれイギリス労働者階級の原初であれ、それは絶対に消えませ
ん。自分たちの生活の中に記憶の遺伝子が残っており、それは発掘が可能です。それを押さえておくこと
が大事です。アラブ革命や今の日本の運動のように、現在進行形で拡大しつつあり、どういう方向に行く
かも分からない世界的動きの中からも、歴史を一緒につくりながら書き出す作業をしなければならないと
切実に思います。


