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残酷さの政治と文化 

 残虐はファシズム政治で常に特別な位置を占めていた。憎悪、偏見、検閲の言説を具体

化したばかりではなく、気に入らない思想、意見の異なる人々、無価値だと見目付けた人々

を抹消する残虐な物理力を発揮した。ヒトラーのドイツ、ピノチェットのチリ、フランコ

のスペイン、ムッソリーニのイタリアなどは、市民的・民主主義的社会発展の要素を持っ

た思想、構造的条件、イデオロギーを叩き潰すために、不安と恐怖と軽蔑と憎悪の言説と

広範な抑圧機構を結び付けた警察国家を作り上げた。 

 ファシズムは多様な形態をとるけれど、残虐と過剰暴力がファシズム政治下の日常生活

の中核である。過剰暴力の形で発揮される残忍さは支配関係に中で構造化され、恐怖、危

険、堕落、人為的に製造される不安定、エティエンヌ・バリバールが「デスゾーン」と呼



んだものの製造などを作り出す。そういう状況下で政治と暴力が相互結合して社会全体に

広まり、社会福祉国家の痕跡をすべて抹消して処罰国家に変えてしまう。ファシスト政治

は反民主主義戦争であるだけではなく、社会契約、公共財、「支配構造の変革を目指した解

放運動」のルーツである社会的絆を悉く破壊する戦争である。社会的なものがなくなるわ

けではないが、民主主義的価値観が社会から追放され、無慈悲な資本に服従する社会にな

る。 

 ファシズム政治は政治から本質的意味を奪うだけでなく、政治を自滅させ野蛮へ逆戻り

させる。過去のファシスト政権は無情と残忍を政治の中核とし、社会のあらゆる領域に脅

威を与え、市民文化、多様な国民という開放的発想、批判的思考を圧殺する、想像力を喪

失させる機械として機能する政治であった。他者の不幸と苦しみを喜び、社会的責任や批

判的意見を大切にする個人や団体を迫害し、無知と非理性が標準化され、私が使い捨て政

治と呼ぶものが支配的となる条件が作り出される。暴力と政治の融合は民主主義と社会正

義の限界を示したばかりでなく、想像を絶する事態をも招いた。市民的寛容や社会正義と

いう歯止めがなくなると、全体主義的恐怖の中で被差別層を犠牲の羊にする傾向が顕著に

なる。周辺部グループを見放す、場合によっては抹殺するという恐るべき事態となる。フ

ァシスト政権が残虐の文化を採用した結果がフランスの哲学者エティエンヌ・バリバール

が「抹殺のための生産」と呼んだものである。長くなるがその一節を引用する。 

  

  私が人類の「デスゾーン」と名付けた状況の中で展開する過剰暴力や残虐行為の累積

効果を目前にして、現在の生産・再生様式が抹消のための生産になったと認めざるを

得ない。即ち、生産的な利用や搾取の対象にもならない、社会的に不必要な存在、従

って「政治的」または「自然的」な方法で抹消するためだけのグループを再生産する

のだ。この抹消対象の人間群をラテンアメリカの社会学者たちは「ポプラシオン・チ

ャタータ」（「人間の屑」、国際都市から「切り捨てるべき人間」）と呼んだ。そこで、

あの質問が蘇る。一体特定の人間群を差別・虐待することには合理的理由があるのか？ 

それとも私たちは絶対的な非合理が勝利した時代にまたもや入ったのか？ 

 

米国の残虐文化は長い歴史がある。『アトランティック』のスタッフ・ライターのアダム・

サーワーは、アフリカ系アメリカ人歴史文化博物館に残虐のカタログの展示があることを

述べている。子どもが引きずった重い奴隷足枷、リンチで殺された黒人のバラバラ死体の

写真、無用で無価値で軽蔑すべき下等生物をいたぶって殺害する快楽でニタニタ笑う白人

の写真などを指摘している。奴隷解放の後の現代でも、例えばブッシュ政権に捕らえられ、

拷問され、薄暗くじめじめした留置場で死んだ死体の写真もある。もちろん、移民や有色

人への非人間的扱いや、メキシコとの国境で子どもを親から引き離す政策を行ったトラン

プの残酷さは有名である。そういう残酷行為を名誉の勲章のように自慢する多くの共和党



の州知事がいる。特にフロリダ州知事ロン・デサンティス1は、トランスジェンダーの子ど

もを虐待する州法を作り、移民を政治的人質に使って白人至上主義を復活させている。 

トランプ政権はまた社会的安全ネット、国際的支援プログラム「ハビタット・フォー・

ヒューマニティ、ホームレス救済プログラム、「ミールズ・オン・ホィール・プログラム」

2、貧困家庭への光熱費援助、その他貧困絶滅計画等々の予算を削減し、社会的弱者の苦し

みをサディスティックに喜ぶ政策を実行した。暴力を政治の中に取り込み、暴力を周辺か

ら権力の中心部へ移行させて、トランプ一派は米国を野蛮時代に逆戻りさせた。今や暴力

は米国社会と文化の中に深く根を張り、当たり前のこととして標準化されてしまった感じ

だ。銃暴力アーカイブのデータによると、２０２０年以降の銃乱射事件は一年間に６００

件以上起きている。毎日銃乱射事件が起きているので、今や事件というより常態と化し、

メディアもあまり取り上げない。取り上げたとしても、純粋に個人的問題とされ、加害者

と被害者の私的生活や私的人間関係が報道される。個人を超える体制的・構造的要因はも

はや関心の対象となっていないようだ。暴力があまりにも恣意的で無分別で軽率に振るわ

れるようになったので、その原因や結果に関して真剣に考えないようになった。これはと

りわけ人種差別的で権威主義的な共和党員が、白人至上主義の名で、象徴的または現実的

に振る舞う暴力に関していえる。ジョナサン・シェルがかつて述べたように、暴力は、「海

外また国内の問題に対して武力で解決できるという信仰の高まりにとともに、勢いを得た。

殺戮への情熱は間違いなく残虐病状である。」 

この残虐文化への転落の潮流がファシズム遺産、専制主義的資本主義あるいは私がネオ

リベラル・ファシズムと呼ぶファシズム最新版と結びつけられることはほとんどない。現

在の歴史的瞬間に新しく表れているのは、過剰暴力と残虐の可視性が高まり、常態化して

いることだ ― 可視性の高まりはソーシャル・メディア、メディア報道、そしてエンター

テインメント産業の中で生産されている。暴力は演劇や映画の一部となり、ファシストが

暴力を感動的な大スペクタクルという美に統合させ、残虐を強烈な陶酔的オーラにしたの

を思い出させるような政治劇様式となった。暴力は壮大なスペクタクルで、黙示録となっ

た。暴力と残虐の劇場は権力者の権力を固め、弱者の連帯を破壊し、白人至上主義とキリ

スト教原理主義の文化を創造している。 

 

 

 
1 民主党が意外な健闘を見せた 2022 年米国議会中間選挙の結果を受けてトランプに対する風当

りが強まるなか、有力な次期大統領選共和党候補として名前が挙がっている。

https://www.spf.org/jpus-insights/spf-america-monitor/spf-america-monitor-document-detail_

127.html を参照。また、当 HP の以下の論文も参照。「米国教育のナチ化」

https://www.cultural-wisdom.com/_files/ugd/ac6998_ec6e081ccf154b8c87b5f1f37086528f.pdf 

―HP 管理人による註。 

2 高齢者や障害者などの自宅に食事を届けるプログラム。 

https://www.spf.org/jpus-insights/spf-america-monitor/spf-america-monitor-document-detail_127.html
https://www.spf.org/jpus-insights/spf-america-monitor/spf-america-monitor-document-detail_127.html
https://www.cultural-wisdom.com/_files/ugd/ac6998_ec6e081ccf154b8c87b5f1f37086528f.pdf


 ファシズムの亡霊がもどってきた 

ファシズム再出現によって民主主義は暗く、枯れ木のようになった。米国は憎悪政治と

いう疫病に直面している。憎悪政治に伴っているのは死を招く使い捨て政治 ― ある種の

個人やグループを人間と見做し、余計者で屑で、顔も何もない、不必要で、恐怖と病気の

シンボルで、道徳的に救いがたく堕落し、人権や人間的尊厳に値しないものとして扱う政

治 ― の膨張である。ファシズムの特徴を一つ一つバラバラに取り出し、歴史的脈絡から

切り離して分析するアプローチでは、全体的な権力関係や様々な要素の重なり合いと補強

関係が見えなくなる。台頭しつつあるファシズム政治が社会のあらゆる面に浸透していく

全体主義的社会を構成していくというホリスティック（全体的）な理解ができない。アド

ルノとホルクハイマーの著書3によると、現代学問や報道姿勢にはホリスティックなアプロ

ーチが欠如している ― つまり、個別的に区切られ、他の領域とは断絶した狭い領域への

閉じ籠り、事件や問題を個別的でバラバラに扱うやり方 、例えばナンシー・ペロシの夫が

自宅に侵入した暴漢にハンマーで強打された事件を暴力文化・政治という背景を切り離し

て、個人的事件と報道する態度でなく、もっと包括的な研究方法や調査ジャーナリズムが

現代社会ではなくなっているという指摘である。暴力事件をギャング資本主義の支配と結

び付けて批判する視点がなくなったのだ。残っているのは、個々バラバラな形で抑圧を表

現し、社会運動も他の運動との相互関係から外して実践または説明する分析であり、自ら

を縛る窮屈な思考法に陥ってしまっている。そのような孤立断片化した方法では現在とい

う歴史的瞬間が歴史的にどう位置付けられるかが見えない。現在は、幅広い体系的政治学

や思考法で近未来に差し迫っているファシズムに抵抗し打破しなければならない時期なの

に、それができない。ファシズムに対抗する政治的・文化的ツールの開発ができない。知

識人、学術研究者、評論家、メディアが、社会問題や社会現象が相互に関連し合い、他の

抑圧形態と繋がり、重なり合い、相互強化し合っていることを理解し、現在の権威主義的・

全体主義的恐怖政治へ向かっていることを批判する語彙を開発して民衆にアッピールする

役割を放棄しているので、破局がますます進行してゆく。 

 

ギャング資本主義の一つのフェーズとしてのネオリベラリズム 

 今や米国は黙示録的なディストピアの歴史時代へと突入した。それは経済的野蛮という

新局面を特徴とする時代 ― １９７０年代以降に社会を支配したイデオロギー、市場が社

会生活を決定し、企業や個人の利益、市場の自由な活動、私的富の蓄積、個人や会社の財

産権など制限しようとする政治的・社会的・経済的制度や機構を自由の敵だとするイデオ

ロギーが支配する時代である。このような経済的暴君体制下では、社会的必要や社会的責

任という概念は、福祉国家や共通善や社会という概念と同様、蔑みの対象となる。この姿

勢は元英首相マーガレット・サッチャーの恥さらしな発言「社会というものは存在しない。

 
3 多分 Dialectic of Enlightenment – Cultural Memory in the Present『啓蒙の弁証法』のこと

を言っているんだろう。 



あるのは個人とその家族だけだ」に反映されている。ネオリベラリズムを規定するのはま

さにこの自己利益・自己中心・自己の自由の無制限な主張を伴った、退行的・自己本位的

な個人主義的思想である。社会問題、雇用不安、疎外、絶望、苦しみ、悲惨などは、個々

人を超えて一般的に蔓延しているにもかかわらず、「個人の問題」とされる。さらに、社会

的費用という懸念は自由の敵とするのがネオリベラリズムの基本思想だから、倫理意識は

まったくゼロである。言葉は意味を失い空洞化し、消費者用広告言語、あるいはエンター

テインメント番組司会者の言葉、あるいは有名人を誉めそやすおバカ文化の言語となる。

そして真理とか社会的責任などの重大な概念を壊す戦争の武器となる。学校などでまとも

な言葉が使われるのを恐れて、暴力と政治を融合させる右翼プロパガンディストは権力に

検閲させる。政治の言葉は資本の言葉で書かれ、倫理、正義、思いやりの言葉で書かれな

い。暴力と政治が結びついて国民を傷つけて、殺害する。無知が過剰生産され、言葉に代

わって暴力が一般化する。人々の集中力持続時間が低下する文化の中で、言葉は刹那的仲

介文化やツィートや、想像力、政治的思考力、市民的主体性、いや民主主義そのものを制

限する商業文化に従属する。ファシズムが再ブランドされる現在、政治に関する文化は批

判文化ではなくなり、反対に批判や市民的主体性など反資本主義的意識を発展させるもの

を窒息させるものとなった。 

 姿を現しつつあるファシスト政治のもとでは、もはや暴力は沈黙の壁の背後に隠れるこ

とはなく、共和党の極右やその仲間に見られるように、名誉勲章のように扱われているの

だ。人々は無力性を学習し、それが残虐性への学習へと繋がり、他者への思いやり、弱者

へのいたわり、誠実な人間関係という言説が消えてゆく。相互関係がなくなり、人々はバ

ラバラに孤立した原子となる。コミュニティが破壊され、歴史的記憶も抹殺され、市民的

主体性が崩壊する。人生の問題は、現在進行中の右翼による歴史的記憶への攻撃とその退

化の進行により、孤独な単なる私生活の問題となる。黒人女性作家レイチェル・カージ・

ガンサーが書いたエッセイ「マー・アー・ラゴの神秘主義者」は見事に民衆の意識、統合

性、社会的絆の崩壊をもたらす、粉々になったイデオロギーの構造を捉えている。一部を

引用する。 

 

  最近、非常事態の言語を口にする人々は多いが、人間的誠意、正直、献身などを尊重

する言語はどこにあるのだろうか。我慢して努力する能力、自分を越えて社会や世界

を物事を考える能力、人間として基本の同胞のことを気遣う能力がなくなってしまっ

た。私たちは私たちを蝕む疫病の中を独りぼっちで歩くしかない。最も弱い人々を助

ける者は誰もいない。国は「自分の身が心配」という国民だけで麻痺状態。他者を排

除する戦争は仲間の人間に「何が心配だ」と立ち止まって尋ねることを禁じ、他者に

冷淡になり、ただ自分のことだけを考えよと命じる。トランプは他者侮蔑のオカルト

宗派のもとに結集する動機を与えた。しかし、結局それは何の意味もなかったのだ。 

 



 ２００７～２００８年の深刻なグローバル経済危機以降に変化したのはネオリベラリズ

ムが正当性危機に陥ったことだ。しかし、米国社会が経験したのは一つの危機だけでなく、

スチャート・ホールの言う「新しい歴史的岐路」に突入した。それは、様々な社会的・政

治的・経済的・イデオロギー的勢力が重なり結合して独特な形を取った時代である。この

独特な勢力と闘うためにはそれに名前を与えて明らかにし、その正体を理解しなければな

らない。それは新たな形態をとったした政治で、グローバル金融資本に好き放題暴れる権

限を付与しただけでなく、民族浄化、狂信的女性嫌悪、大規模な暴力、使い捨ての政治の

レガシーを持つ過去のファシズムを想起させた。この歴史的瞬間は一つの時代が終わり、

新たな時代、私が「ネオリベラル・ファシズム」と呼ぶ時代の到来を告げる。新時代を過

去の暗いイデオロギー的・社会経済的負のレガシーと結び付けるのは、それが民主主義と

乖離する傾向があり、もはや社会福祉国家・社会契約・憲法を語った旧時代のモデルが米

国政治から姿を消そうとしているからである。事実、現在白人至上主義者が米国史から旧

リベラル時代を消し去る戦争を仕掛けている。トランプ一派の「米国を再び偉大に」とい

うスローガンはこの新しい歴史的瞬間をよく表している。 

 ネオリベラリズムは、経済的不平等の正当化や社会的流動性の約束のために、私的な富

の創造やトリクルダウンの利益といった古い経済学に訴えることはない。それは大量貧困、

学校教育などの基本的公共財への予算減、社会サービスの危機、公的医療サービスの低下、

薬価暴騰、財産や社会的力の極端な格差などの問題を作り出すだけで、解決できない。経

済成長があったとしても、その恩恵を受けるのは経済的エリートだけである。その経済力

が政治力となり、民主主義国家と民主主義的統治の土台を崩していった。 

 ネオリベラリズムは貧困と格差に目を閉じ、自らの死を扱うイデオロギーを弁解しよう

ともしない。インド人著作家パンカジ・ミシュラが述べた通り、ネオリベラリズムは「経

済社会状態の改善も社会的・経済的平等へ向かう政策も打ち出せない」。米国民に押しつけ

た悲惨な貧困を正す力も意志もないネオリベラル・ファシズムは、今や公然たる人種差別

と超国家主義に訴え、社会的破綻のどん底をもたらす現在の経済的・政治的危機に責任が

あるのは自由主義的民主主義だと主張する。非自由主義的民主主義（illiberal democracy）

の諸現象を取り上げて、ネオリベラル・ファシズムは、「同じ基準で測れない存在の共有で

政治を行うもの」として民主主義を否定する。そして、「権力のポルノ」（pornography of 

power）、悲惨の大量生産、自分には責任がないとするインチキ幻想にどっぷり浸りきって、

ネオリベラリズムは自己をアップデートし、人種的、ジェンダー的、宗教的、性的マイノ

リティーを悪者扱いにし、検閲し、処罰する反民主主義勢力と臆面もなく連合するのだ。

非人間化、民族浄化、弾圧が、アップデートされてネオリベラル・ファシズムとなった体

制が使う正当化ツールである。ポール・メイソンがネオリベラリズムとファシズムの新結

合をうまく表現している。彼は「ネオリベラリズムの破綻で現代資本主義から意味と正当

性が失われた・・・その隙を埋めたのが、人権、普遍主義、ジェンダーと人種の平等に敵

対するイデオロギーである。権力を崇拝し、民主主義をまがいものと見、世界秩序全体の



破局的リセットを願望するイデオロギーである。もっと悪いことに、米国極右が最大の武

器として使うイデオロギーは、米国人は全体主義に支配されないとされる「１８世紀哲学」

― つまり個人主義であった。その個人主義が３０年間にわたる自由市場支配の中で米国人

に牙をむき、自由というのは経済的選択だという考え方が生じたのである」と書いた。 

 米国では自由が悪い方向へ向かった。進歩的コメンテーターのマイケル・トマスキーは

右翼の言う自由は社会的責任を伴わない自由だと言ったが、その通りである。その分かり

易い例として、コロナ・パンデミックの真っ最中のとき右翼保守派が「自由の中には食料

店での買い物のときに他人に咳払いする権利が含まれる」という恥ずべき議論を主張した

ことをあげた。それに関連して面白いのは、ペンシルベニア州知事選挙で民主党候補のジ

ョシュ・シャピロ（左派ではない）と共和党のキリスト教原理主義者のダグラス・マスト

リアーノの自由をめぐる論争である。シャピロが勝って２０２３年１月に知事になる予定

だが、彼はマストリアーニなど共和党右派政治家の唱える自由を次のように批判して、彼

が考える本当の自由を提示した。 

 「女性にお産や性に関してこれをしてはいけない、こうせよと指図するのは自由ではな

い。子どもたちにこういう本を読んではいけない、こういう本を読めと干渉するのは自由

ではない。結婚する相手をマストリアーノなどに決められるのは自由ではない。愛は愛な

のだ。誰かさんに指示されるようなものではない。週４０時間労働だけれど労働組合に入

ってはいけないというのは自由ではない。選挙に行けるが勝馬に乗れと言われるのは自由

ではない。では、本当の自由とは何か。本当の自由とは、ノースフィラデルフィアの少年

や少女の可能性を伸ばすために公教育に投資をし、子どもたちが無事に成人になれるよう

に安全な地域社会発展に投資して、作り出すべきものだ。これこそが真の自由なのだ。」 

 ネオリベラリズムの初期の自由に関するイデオロギーとそれが共和党の過激分子に利用

されている様を見てみよう。例えば、非常に影響力のある経済学者フリードリッヒ・ハイ

エクは、１９６０年代初めに、人間の自由は市場の自由のことであるという議論を展開し

た。ここで述べられている自由とは、社会正義や倫理は市場の自由にとって危険なものと

までは言わないが、無関係なものという考え方を再生産する。社会的責任とか連帯という

概念からも切り離される。その自由概念には集団的自由という概念は存在しないし、あっ

ても病的または危険思想とされる。この初期の自由思想は、極端な個人主義または経済的

エリートの利益の聖域視に変形され、政治的社会的主体（agency）という集団的発想やそ

ういう発想を生み出す制度や組織に対して戦争を仕掛ける。これと親戚関係にあるのが、

社会的費用や経済的費用などを気にする必要はないという鉄壁のネオリベラル思想である。

ネオリベラリズムの米国人使徒であるミルトン・フリードマンは、何の自責の念もなけれ

ば皮肉を込めることもなく、社会的責任を説くのは「正真正銘の社会主義を説くことに等

しく、有力な経営者が社会的責任という衣をまとって馬鹿げたことを言う行為は、自由社

会の基礎を破壊する」ことだ、と述べた。この言説においては、社会的責任の危機は行動

主体の危機と政治的危機の両方と関係しているのは明白である。 



 ネオリベラリズムのもとでは、人的資源と無制限な企業利益の結合だけが大事である。

小説家のケイレブ・クレインがハンガリー人亡命者知識人カール・ポランニーの洞察に依

拠して述べたように、ネオリベラリズムは「人間社会から民主主義政治を剥奪して『経済

生活だけを残す』ファシズム形態 ― 肉や血液のない骸骨 ― に変化した」。資本主義が

危機に突入し、米国政界、とりわけ共和党首脳の間にファシズム政治が台頭した。倫理的・

社会的意見は激しく軽蔑視され、政治的ツールあるいは社会を管理支配するツールとして

暴力と残虐文化が想像を絶するまでに高まった。米社会で猛威を振るう暴力文化の根底に

は人権、平等、正義への軽視がある。他者への思いやりはなくなり、人々を繋ぐ社会的絆

は物笑いの種になり、公正な社会を建設する僅かな可能性を持つと見られた制度や組織は

潰されていった。人々のアイデンティティや希望は今や自己利益、適者生存、無制限な個

人主義を金科玉条とする市場の論理によって決定される。ネオリベラリズムのもとでは、

命をすり減らす絶え間ない競争が人間関係を規定する。勝ち組・負け組の社会では、他社

へのヘイトが容易に暴力に転化することが常態となる。このタイプのネオリベラリズムは

ファシズム形態あるいは非合理に深く根差しているばかりでなく、ギャング資本主義が展

開する巨大暴力、日常的暴力、悲惨な生活を合法化する全体主義的政治思想へと突進して

いく。 

粗暴化するネオリベラル・ファシズム時代にあっては、暴力の出現には限界がなく、人々

の注意をひく銃乱射という大事件ばかりでなく、家庭、学校、友人間など日常生活のあら

ゆる局面にまで暴力が浸透している。この浸透のために恐怖、不安、攻撃性が大量に生み

出されるばかりではなく、大事件の場合でもメディアがそのスペクタクル性だけを報道す

るので、人々の目は暴力を生み出す背景や構造にまで及ばない。原因から引き離され、状

況に振り回されるだけになる。恒久的戦争と結び付いたネオリベラル・ファシズムはエン

ターテインメント世界をも政治劇場の一部にする。従来の政治舞台を拡大して、白人至上

主義、超国家主義イデオロギー、民主主義への嫌悪を、テレビ、映画、アニメ、演劇等々

のエンターテインメントを通して従来の政治の領域を広げるのだ。利己心と強欲が軍隊的

暴力と融合し合い、そこでは余分者で使い捨てと見做された人々の苦痛と死がエンターテ

インメント娯楽の発信源 ― 悪臭のする気晴らしの発信源となる。ネオリベラル・ファシ

ズムのもとで政治の芸術的美化が完璧になる。 

映像ベースのヘイト政治の生態とその大量生産は極右過激派が武装暴力に向かう条件を

提供する。ネオリベラル・ファシストの暴力の一つの特徴は、新旧のメディアを劇場とし

て使い、人々に恐怖と不安を与えると同時に人々の意識と感情を操作することである。右

翼系メディアは政治暴力、銃乱射、米国社会の軍国主義化の標準化を促進する舞台として

機能する反響室となった。社会がズタズタに切り裂かれ、政治も過激派が台頭し、国民が

人種・性差別的言葉と行動に魅せられるようになると、自らが破滅したことを感じる。そ

して、暴力と文化的人種的浄化政治との結びつきがどんどん促進される。暴力を批判する

力もなくなり、倫理的感性が無力化されてしまうと、右翼過激派は倫理的虚無の奈落、無



法状態、大衆弾圧に向けての力の行使に心を躍らせ、悦び、満足する。 

 

米国社会の軍国主義化 

 米国社会の軍国主義化はほぼ完了していて、今や、ウィリアム J. アストアの言葉を借り

れば、集団的狂気という独特な形態になっている。軍という暴力が米国の外国での影響力

拡大の源泉であることを越えて、米国社会を支配する原理として標準化されてしまったの

で、力を警戒するどころか、それを誇りに感じるように人々の意識が変革されつつある。

もはや外国で行使される軍国主義と国内で使うそれとの間の区別はなくなった。武器文化

が民主主義文化と入れ替わったのだ。安全という概念は社会福祉の充実でなく、物理的な

身の安全、警備会社、銃所有権利を意味するようになった。刑務所とその厳しい封鎖的仕

組みが公立学校、社会サービス施設、空港、商店街、教会、シナゴーグ、スーパーマーケ

ット等のモデルとなった。共和党右派は社会保障行政とそのプログラムを軽蔑の目で見、

国境監視行政や国土安全保障行政を尊重している。 

 もはや米国社会には安全な場はない。外国のテロリストは自分の国へ帰ったが、国産テ

ロリストが増えたのだ。ユダヤ人団体の名誉棄損防止連盟は「過去１０年間・・・政治的

過激派による殺害事件は約４５０件あった。そのうち７５％が極右過激派による犯行で、

外国人イスラム過激派によるものは２０％である・・・殺人事件のほぼ半分が白人至上主

義者によるもの」と調査結果を発表した。つまり、米国民にとって国産過激派がアメリカ

人にとって最大の脅威となっている。軍国主義的で暴力的な米国人は、白人至上主義者、

急進的キリスト教原理主義的民族主義者、偏見に凝り固まった人として現われている。恒

久的戦争文化が浸透する中、国内のテロ暴力と外国でテロとの戦争名目で行使する暴力の

間の境界線が崩れてしまった。警察官も兵隊と同じような武装をするようになった。外国

人テロリストよりも米国人テロリストの方が社会の脅威となっている。米国内政治と対外

政治の基礎となっている恒久戦争メンタリリティと米国政府や米国産業の地球破壊や核戦

争の可能性とは深く結びついていると思わざるを得ない。戦争熱が国民大衆の想像力を支

配して、それがだんだん大胆になっていく。それは右翼の超国家主義言語に具現化される

だけでなく、共和党指導部、極右ネオ・ナチ、白人至上主義、キリスト教原理主義によっ

て受け入れらている権威主義的ナショナリズムにおいても具現化されている。 

 

結び 

 ネオリベラリズムは戦争マシーンとそれを支えるメンタリリティを拡大発展させる。最

近ではＢ－２１レイダーのような核攻撃用新ステルス爆撃機を開発し配備した。Ｂ－２１

レイダーは人類にとって存続の脅威となる武器で、1 機 7 億５千万ドルの製作費である。来

年の軍事予算は８５８０億ドルで、これはもう死の武器中毒にかかった狂気と言う他はな

い。戦争マシーンに注ぎ込む予算を増額するが、他方貧困の危機的拡大、ホームレスの増

加、医療体制の崩壊、監獄国家、生態系破壊などの大問題を放置するのである。それだけ



ではない。避妊禁止、禁書、社会保障・社会福祉の骨抜きなどにより、また、警察官の武

器を軍隊並みに高度化し、刑務所を拡大、公立学校予算を削減することにより、日常生活

を毒している。ネオリベラリズム政治は女性の権利、環境保護、労働組合の権利、市民的

権利を脅かした。 

 国民の時間、尊厳を奪い、生活を破壊する政治と呼応する形で、メディアやエンターテ

インメント世界でも、暴力と残虐が盛りだくさんに罷り通り、力への賛美を国民に植え付

けている。もうこれ以上ファシズムを許してはならない。ファシズムを倒すときだ。選挙

によってだけではなく、大規模な大衆闘争と蜂起によってファシズム権力を倒すときだ。

恐ろしい政治とそれを支えるギャング資本主義を駆逐する大衆蜂起のときだ。最近ファシ

ズム政治に抵抗する力として社会主義的思想が米国社会に生まれつつあるので、このファ

シズムに対する大衆反乱の呼びかけはとりわけ重要で、時期に適っている。ベーシック・

インカム実現への要求、警察援助資金の停止、国民皆保険、人種差別や国家的暴力や拡大

する格差の構造的性格の再認識、これらはみんな米国社会で社会主義的意識が芽生えつつ

あることの証である。資本主義はファシズムにとっての実験室で、実行可能な反ファシズ

ム抵抗運動は資本主義の改善でなく資本主義を廃止する運動でなければならない。そのた

めには、バーバリ・エプスタイン言ったように、実行可能な運動は「正義と平等と持続可

能な世界を少し増やすことで断片化した左翼が曖昧な形で集まっているが・・・現実的共

同行動のための基礎基盤を欠いている」状態を克服しなければならない。ネオファシズム

との闘争の出発点は批判的な大衆意識の構築とそれに基づいてネオリベラル・ファシズム

の抑圧的イデオロギーと体制を解体する進歩的で多民族的運動の構築である。 

 デヴィッド・ハーヴェイが強調したように、資本主義の根本的問題は「非常に深く我々

の中に根差してしまったので、かなり強力な反資本主義運動をやらないと成功しない」。だ

から、ネオリベラル・ファシズム的政策を和らげるのではなく、ネオリベラル・ファシズ

ムを撲滅しなければならない。クリントン大統領時代の財務長官であったロバート Ｂ ラ

イシュが説いた思いやりのある資本主義というのは矛盾語法である。今や、社会を社会主

義的・民主主義的原則に沿っていかに再形成するか、その社会は我々と我々の子孫にとっ

てどんな意味があるかを実践的に考察できる強力な反資本主義運動を展開するときだ。米

国は大衆的集団的抵抗と根本的社会変革を目指す直接行動戦略で活気づけられた大型で持

続可能な反乱を必要としている。一大統一革命運動を誕生させるためには、革命的ビジョ

ンとＣ．ライト・ミルズが「ビッグ・アイディアズ」4が必要である。ネオファシストが現

在撒き散らした害毒と闘うのに必要な適切な武器を作るためには過去の闘いから学び、そ

れを更新する戦闘性が必要である。 

 市民文化と政治的想像力の衰弱に併せて世界中でファシズムが台頭している。ファシズ

 
4 彼の「社会学的想像力」のことを指しているのか。それは「1人の人間の生活と 1つの社

会の歴史とは、両者をともに理解することなしには、そのどちらの 1つも理解することは

できない」と説明されたもの。 



ムに抵抗する政治的にラジカルな教育とそれに基づく政治運動がないと、ファシズムのウ

ィルスに感染し、現在の偽の形式的民主主義ですら潰されることになる。昔ジェームズ・

ボールドウィンが書いた文を紹介する。「我々が立ち向かってもすべてが変革できるわけで

はない。しかし、立ち向かわなければ何事も変革しない。」手遅れになる前に目隠しを外し

て、ファシズムの脅威に立ち向かおう。どんな社会で暮らしたいかという問題は、言葉の

問題ではない。我々自身が行動を通じて決めることだ。集団的抵抗はもはや機会を待って

選択するものでなく、今直ぐにとっかかる必要がある緊急課題だ。 


