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ローティの左翼論の源流

大 賀 祐 樹*
R.

ローティは学者としてのキャリアを分析

ティの左翼論を検討し,その発想の源流がどの

哲学の研究者としてスタートさせ,やがて哲学

ような歴史的文脈からもたらされているかを探

の「解釈学的転回」という考え方の提示によっ

ることによって,ローティが現代および将来に

て脚光を浴び,プラグマティズムを復活させ,

おける「健全な」左翼の姿をどのように措いて

リベラル・デモクラシーを再評価する政治思想

いるかを模索する。

へと至ったが,90年代後半以後は現代における

Iローティの政治的ステイトメント

政治的左派の在り方について考察した左翼論を
主なテーマとしており,注目を集めている。
語哲学と政治的左派といえば,N.

言
チョムス

ローティの左翼論は『アメリカ未完のプロ
ジェクト〜20世紀アメリカにおける左翼思想』

キーによるアメリカに批判的な議論が有名であ

という本に収められている。

るが,ローティの政治的立場はチョムスキーと

ローティ本人の意向によって,J.

は反対に,基本的に親アメリカ的なものであ

の『近代未完のプロジェクト』を想起させるも

る。

のになっているが,原題はJ.

現代のアメリカにおいて政治的左派であると

『次は火だ』の一節からとられたAchievingOur

いうことは,アメリカを世界の特に第三世界の

Country(我々の国を完成させる)というもので

貧しい国々を搾取する「帝国」として見なし,

あり,この言葉にはローティの考える左翼の立

イラクやアフガニスタンその他の紛争地城への

場が明確に表されている。

米軍の派遣を「侵略」であると考え,大企業(マ

右と左という概念は相対的なものであり,ど

イクロソフト,マクドナルド,コカコーラ,ナ

のような立場をもって政治的な右派と左派を区

イキ一等)による市場の支配を「資本主義的」

別するのかということもその国ごとの政治環境

であるとして批判するような立場をとることが
そのような在り方に対して,ロー
主流である。

によって異なってくる(1)一般論としては,国

ティは独自でエキセントリックとも見えるよう

場を右派,権力に批判的で改革を望み,経済的

な左翼論を展開する。

本論文では,まずロー

この本の邦題は
ハーバーマス

ボールドウインの

家や伝統を尊重し,資本主義経済に肯定的な立

な平等を求め資本主義経済に批判的な立場を左
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派と分類する場合が多い。

ローティが右派と左
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ローティが左翼論にとりかかるようになった

派をどのように分類するのかということは以下

きっかけは,現代のアメリカにおける政治的な

の記述の中から窺い知ることが出来る。

「左翼」の衰退である。 ローティの歴史分析によ

私たちの国家が政治的に活発な「右翼」と「左翼」
を持つかぎり,その議論は継続するだろう。

‑「右

翼」はどんなものにも変更する必要があるとは決し
て考えない‑つまり国家は基本的に良い状態にあ
り,過去の方がもっとずっと良かったかもしれない
と「右翼」は考えるのである。 「左翼」は私たちの
国家がまだ完成されていないと主張している。
「左翼」が傍観者になり,回顧的になるかぎり,それ

ると,アメリカの「左翼」は19世紀‑I960年境
まで伝統的に労働問題に主に取り組んできた
「改良主義左翼(ReformistLeft)」,1960年代の
10年間に学生運動による主に公民権運動と反戦
運動に取り組んだ「新左翼(NewLeft)」,1970
年代以降に実際の政治の活動から離れ,大学内
で文化の理論を研究することに専念するように

は左翼をやめることである[Rorty1998:14]
なった「文化左翼(CulturalLeft)」の三種類に
ローティは右派と左派の区別を国家権力や自国
の歴史に対する誇りとアイデンティティに対し

分類される。
「改良主義左翼」はマルクス主義が本格的に

て肯定的であるか批判的であるかという尺度に

広まる前の19世紀から存在し,共産党的な手法

よって決定するのではなく,自らの国がすでに

以前の現実的な手法により少しずつ労働問題を

完成された(achieved)ものであり,むしろ昔

解決し,労働者の地位を改善させていった。

のほうが良く,現在では古き良きものが失われ

れは一般的に「オールド・レフト(OIdLeftH

つつあるので,それを守り復活させなければな
らないと考えている人々を「右翼」,自らの国は
未だ改良の余地があり,完成させる(achiev

こ

と呼ばれているものと同じものと見なされる。
「改良主義左翼」が最も大きな成功を収めたの
は1930年代〜第二次世界大戦中における
「ニューディール(NewDeal)」の時代,そして

ing;ために様々な改革運動を行う必要がある
1960年代のJ.

F. ケネディとL.

ジョンソンとい

と考えている人々を「左翼」として分類する。
一般的な右派と左派の区別の方法と比較する

う「ニューディール」を引き継ぐ二人の民主党

と,右派が過去を志向しているのに対し,左派

の大統領の時代においてであった。

が未来を志向しているという点に関しては共通

ディール」を行ったF.

している。 しかし,ローティの考え方において

ディ,ジョンソンは一般的には「左翼」とはみ

独特なところは,「右翼」と同様に「左翼」も

なされていない。 彼らはアメリカ合衆国の大統

また自らの国の参加者として自国に愛着を持

領であり,決して社会主義者でも共産主義者で

ち,その歴史に誇りを持った上で,自らの国を

もなく,いわゆる「リベラル」という立場に分

より良く改良していくという立場であるという

類される。 しかし,ローティは彼らのような

ことである0 つまり,ローティは「左翼」もま

「リベラル」な大統領も「改良主義左翼」のリス

た「右翼」とは違った志向性を持ちながらも,

トに加えている。

同様に愛国的になる必要があると考えているの

アメリカの政治地図においてこの「リベラ

mzm

ル」という言葉の定義は複雑である。

「ニュー

D. ルーズベルトやケネ

一般的に
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「リベラル」と分類される民主党左派の人々は
受け継いでいるが,60年代の挫折の経験から完
政治的には自由主義であり,価値観の多様性の全に絶望感を抱いている。
このような人々を
実現を求めるが,経済的には自由経済に規制をローティは「文化左翼」と分類している。
ロー
経済政策の面から見れ
加える政策を支持する。

ティによれば,「文化左翼」は女性や同性愛者,

ば,共和党の人々のほうが自由を重んじ,規制 マイノリティー等の抑圧を告発し,その地位を
を嘩廃する政策を支持する。
しかし,より「ラ

向上させるという功績を達成したが,「新左翼」

ディカル」な立場の人々から見れば,民主党もから引き継いだ「反アメリカ」的な意識によっ
共和党も資本主義経済の枠内での議論に留まっ
とい
て実際的な政治から遠ざかってしまった。
うのも,アメリカの二大政党制においては,ラ
ローティが
ているため同類として見なされる。
自らを位置づけ,発言の基盤としているのはこディカルな立場の人々によって議会の多数を占
のいわゆる「リベラル」という立場であろう。
める事や大統領を出すことは不可能だし,たと
ローティが分類する「新左翼」とは学生運動 え最も立場が近いような民主党左派の「リベラ
を主とするアメリカのベビーブーム世代の若者
ル」な人々といえども彼らの考えるようなラ
達による,より「ラディカル」な運動である。ディカルな立場には同調しないうえに,そのよ
これは,一般的に呼ばれている「ニュー・レフうな「リベラル」な人々もある程度右派の意見
ト」というものと同じと見なされる。
彼らはマ

に妥協しなければならないという圧倒的な「現

ルクス主義的なイデオロギーとユートピア的な
実」の壁が存在するために,議会の選挙や大統
理想を掲げるが,結局のところ革命を起すこと領選挙に投票することは彼らにとって無意味な
は出来ず,やがて「政治の季節」は終わりを迎行為に思えるからである。
ローティによれば「新左翼」は公民権連 「文化左翼」が政治を哲学的に理論化してい
える。
動を成功させ,強烈な反戦運動によってベトナる間に労働運動は衰退し,グローバル化も伴っ
ム戦争を終わらせるきっかけをつくったという
て貧困の問題はより複雑なものになった,アメ
功績を残したが,反面においてアメリカの奴隷リカの大企業は労働力を安く確保できる東南ア
制,先住民虐殺,戦争介入等の血塗られた歴史 ジアや中国,中南米に生産の拠点を移したため
に注目し,アメリカを悪の国をみなすような反に,アメリカ国内の工場労働者の立場が弱く
権力的思考という形の負の遺産を遺した。

このような現状を打
なってしまったのである。

最終的に政治的な勝利を得ることができな

開し,再び現実的な政治勢力としての「左翼」

かった「新左翼」の思考の枠組みを受け継ぎ,を復活させるために,ローティは①「文化左翼」
学者となった人々は,同様にマルクス主義的なはその理論的な哲学習慣を一時停止し,②アメ
リカ人であることを誇りに思うような愛国的
学生運動が盛んであったフランスの哲学などの
いわゆる「大陸哲学」の研究に没頭し,左翼的「左翼」になるべきであるということを提案し
彼らはその
な思想を理論化するようになった。

ている[Rorty1998:98‑99]tでは,一体どのよ

終末論的な思想から,何らかのカタストロ

うにしてローティはこのような政治的立場に立

フィーによって世界が一変するという考え方を
つようになったのだろうか?
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んだ。そして,ジェイムズと同様に共産党のシ
Ⅱローティの生い立ちと思想形成

ンパとなった。

ローティの政治的立場と思想の形成には家族

リチャードが誕生した直後の1932年,ジェイ

が与えた影響が大きい0

ムズは共産党の大統領候補を支援する組織を指

リチャード・メイナー

ド・ローティは1931年10月4日にニューヨーク

揮していたが,アメリカの共産党がコミンテル

で,父ジェイムズ・ローティ,母ウイニフレッ

ンの強力な統制下にあり,より民主的な社会主

ド・ラウシェンブッシュ・ローティの間に生ま

義の樹立を目指したトロッキーを追放したス

れ,兄弟はなく一人っ子である。

同じ1931年生

ターリンの独裁体制を支持していることを知

まれとしては,50年代のアメリカの若者文化を

り,夫婦そろって共産党と裸を分かった。

代表するジェイムス・ディーンがいる(2)ロー

ティ夫妻は同時期に共産党と決別した,後に

ティの父方の祖父は1850年頃にアイルランドか

ニューヨーク大学哲学教授となりJ.

ら移民した。 当時のアメリカ社会ではアイルラ

の弟子でもあるシドニー・フックと行動を共に

ンド移民は下流に位置したにも関わらず,その

する。反スターリン派左翼系知識人の拠点とな

身分を超えて18世紀にイギリスから移民した一

る『パルティザン・レヴュー(ThePartisan

族の娘と結婚した。

ローティの母方の祖父は

ロー

デューイ

Review)』誌が創刊されるのが1934年のことで,

「社会的福音運動(SocialGospelMovement)」

また創刊当時は『ニュー・マッセズ』誌の援助

の創設者であり何冊かの著作を残したウォル

によって発行され,数年後にようやく共産党と

ター・ラウシェンブッシュという人物であるO

決別したことを考えると,彼らの「転向」がい

ラウシェンブッシュ一家の周辺にはアメリカが

かに早期のものであったかがわかる。

第一次世界大戦に参戦した際に金融業者や軍需

父ジェイムズはその「転向」によって共産党

産業がその決定に関与したかどうかを調査した

から「トロッキー派」とみなされ,党の発行す

「アメリカ合衆国議会設備調査委貞会」,通称

る新聞『デイリー・ワーカー(DailyWorker)』

「ナイ委員会」の委員長を務めたノースダコタ

誌によって風刺漫画を措かれるようになる。

選出の上院議員G.

Rナイや,ウィスコンシン

の労働問題に携わったP.

ラウシェンブッシュ,

の時期のジェイムズは共産党からの批判のとお
り,トロッキーの影響を受け,より社会民主主

E.ブランダイス夫妻などがおり,社会問題に非

義的な路線を志向するようになり,アメリカ社

常に関心が高い一族であった。

会党の大統領候補ノーマン・トマスと親交を持

ローティの父ジェイムズは,アメリカの共産

ち,社会党の機関誌を購読する他にも,「デレオ

党の党員ではなかったもののシンパであり,

ン派社会主義労働党」と「シャツトマン派社会

1920年代には『ニューマッセズ(TheNew

主義労働党」の機関誌を定期購読しており,幼

Masses)』という共産党の機関誌の編集者とし

い頃のリチャード少年は家に置いてあるそれら

て働いていた。 母ウイニフレッドもラウシェン
ブッシュ一家の高い政治意識に影響されてシカ
ゴ大学の大学院で社会学者のR.

パーカーに学

の新聞を苦労しながら読んでいたという。
[Rorty1998:59]
30年代から40年代にかけてローティ夫妻は

そ

5E

ニューヨークの様々な労働団体,特に後に

あったデューイに直接会ったのはこの七歳の時

M. L.キングJr牧師と共に公民権運動を指導

のハロウインパーティーの一回きりであったと

し,63年の「ワシントン行進」の中心的役割を

また,リチャード少年が社会主義に目覚
いう。

果たしたA. フィリップ・ランドルフが指揮す

めたのもニューヨークに滞在していた時のこと

る黒人労働組合「ブルマン寝台車給仕友愛会」

である。

また,「レオ
の広報兼ロビイストとして働いた。

12歳の冬の間は,無給の使い走りとして,グレイ

ン・トロッキー擁護委員会」を支援し,メキシ

マ‑. パークのはずれにあった「労働者保護同盟」

コに亡命していたトロッキーに事情聴取を行う

の事務所(両親がそこで働いていたので)から報道

調査委員会の委員長としてフックによって担ぎ
だされたデューイのメキシコ滞在にも,委貞会
の広報として同行した。
ローティ一家は一年の半分を自宅のある
ニュージャージー州西部のデラウェア川渓谷沿

発表の原稿を,角を曲がったところにあったノーマ
ン・トマスの家と125丁目の「ブルマン寝台車給仕
友愛会」にあったA.フィリップ・ランドルフの事
務所に届ける仕事をした。
地下鉄のなかで運んでい
る文書を読んだものだった。
工場の所有者が組合の
オルガナイザーに対して何をしたか,農園所有者が
分益小作人たちに,あるいは白人の機関士組合が有

いにある田舎町フラットブルックヴイル村で過

色人種の消防士たちに何をしたか(ディーゼルエン

ごし,後の半分をニューヨークのホテルに滞在

ジンが石炭を燃やす蒸気機関に取って代わりつつ

リチャード少年も両親とともにこの
していた。

あったので,白人の機関士たちは消防士の職を望ん

二つの街を往復していた。ニューヨークでの

でいた)などについて,そうした文書から多くのこ
こういうわけで,12歳にして私は,人
とを知った。

ローティー家は労働運動の活動家として,また

間であるということにおいて肝心なのは,社会的不

フックやライオネル・トリリング等のいわゆる

正に対する闘いに人生を捧げることだと知ったので

「ニューヨーク知識人」で形成されるサークル

ある[Rorty1999:48‑49]

の一人に属していた。幼少の頃のことをロー

リチャード少年が当時の左派の人々の洗礼を受

ティは次のように回想している。

けたのはニューヨーク滞在時だけではなかっ

10代の頃,私はシドニー・フックやライオネル・

た。
ローティー家のフラットブルックヴイル村
トリリングが『パルティザン・レヴュー』誌で発表

の自宅では,トロッキーの秘書の一人であった

していた反スターリン的な言葉のすべてを信じてい
その理由の一部は,たぶん私が赤ん坊の頃に彼
た。

ジョン・フランクという人物を一時期匿ってい

らの膝の上に抱きかかえられていたからであろう。
私の母は,私が七歳の時にジョン・デューイも,数

ローティ家の隣人には,「1905年革命」に関
た。
わったもののスターリンの弾圧を受けアメリカ

年後に暗殺されたイタリア無政府主義の指導者,カ

に逃れていたJ.B.S.バードマンという人物がお

ルロ・ツレスカも出席したハロウインパーティー

り,リチャード少年は両親や友人達とバードマ

で,来賓に小さなサンドウィッチを出す名誉を得た
[Rorty1998:61]
ことをよく話してくれた。

ンとの会話の中からスターリンの恐ろしさを確

現在のローティが哲学者としても政治思想家と

ン・トロッキー裁判』と『無罪』というデュー

しても最も影響を受けたと公言しているのが

イ調査委員会の報告からなる書物があり,リ

デューイであるが,父ジェイムズの知人でも

チャード少年は他の家の子供達が自分の家にあ

信するようになった。両親の書棚には『レオ

ローティの左翼論の源流
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る聖書を見るような思いで,救済の真理と道徳

には何か聖なるものに触れたようなワ‑ズワー

的な卓越性の光を放つ本としてその書棚を見つ

ス的な詩的な瞬間を感じていたと述べている。

時折の休暇を

めていたという[Rorty1999:5]。

しかし,マルクス主義的な価値観を寄っていた

前述のラウシェンブッシュ夫妻の住むマデイソ

リチャード少年は,そのような社会的には何の

ンで過ごしたが,そこでもデューイの弟子マッ

役にも立たないブルジョワ的な趣味を「トロッ

クス・オットーやウィスコンシンの革新主義の

キーなら良しとしないのではないか」とも考え

政治家として有名であったR.

ラフオレットの

35M!

一家のサークルとも交流していた。

1946年に15歳になったローティは,シカゴ大

1930年代のスターリンによる大粛清を知った

学の「ハッチンズ・カレッジ」に入学した。

「ニューヨーク知識人」の主立った人々は反ス

こでローティは自分の中に抱える「トロッキー

ターリン,親トロッキーの立場をとるように

と蘭」の葛藤,社会的な闘士であると同時に霊

なった。リチャード少年も幼少期に両親とその

的なスノッブであるためにはどうすれば良いの

知人達による一種の英才教育を受けて,トッ

か? というオブセッションを解決するために哲

ド・ギトリンが「赤いおむつをつけた反共主義

学を学び始めた。

の赤ん坊」と呼ぶような育ち方をしたのであっ

シュトラウスやR.

そして,「まともな人なら誰もが,トロツキ
た。

スから逃れてきたヨーロッパの偉大な学者が

ストとは言わないまでも,少なくとも社会主義

揃っていた。 ローティはシュトラウスから古典

者であるということを知るようになった」

哲学を学んだが,シュトラウスの講義には同時

[Rorty1999:6]のであった。

期に学生であり,後にシュトラウスの後継者と

そのようにして,幼少の頃から社会主義の意

なるA. ブルームなどシカゴの学生の中でも最

識を植え付けられ,将来は自らもその闘いに身

も優秀な人々が揃っていて,ローティもその中

を投じようと考えると同時に,リチャード少年

に加われたことを喜んではいたが,「彼の観点

は「人には言えない」秘密の神秘的な趣味を

を本当の意味で理解することは不可能だった」

持っていた。最初はチベットに興味を持ち,当

と述べている[Rorty2006:150]。

時ダライ・ラマに即位した少年にお祝いの言葉

トラウスに触発されてか,ローティは15歳の夏

を添えてプレゼントを送ったという。

にプラトンの著作を通読し,しばらくの間はプ

次に彼は

当時のシカゴ大学にはL.
カルナップをはじめ,ナチ

しかし,シュ

フラットブルックヴイル村周辺の山間部に自生

ラトン主義者になりたいと心底思っていたとい

している野生の蘭に興味を持つようになった。

う。

リチャード少年は山の中を歩き回り,苦労して

そ

ローティは論理実証主義の大御所であるカル

蘭を見つけ,ニューヨークに戻ったおりには市

ナップと,ホワイトヘッドの弟子であったC.

立図書館で19世紀の植物学の本を見て調べてい

バーツホーンにも教えを受けたが,シカゴ時代

彼は熱帯原産の見栄えの良い蘭よりも北ア
た。

に最も学んだのはR.

メリカに自生する蘭のほうが気高く純粋無垢で

歴史哲学であった。 博士課程ではイェ‑ル大学

精神的に価値が高いと考え,それに出会った時

に移り,C.

ヘンベル,P.

マッケオンの下で学んだ

ワイス,R.

ブランボー
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といった人々に師事した。
当時のローティの興

哲学の代表的な論文を集めたアンソロジーの編

味は主にマッケオン的な歴史哲学にあり,アリ
者を務めている。
ストテレスのデュナミスと17世紀合理主義者の
70年代になると,まずヘーゲルを再読し,そ
可能性の概念についての哲学史的な論文を書い
れを通じてデューイのプラグマティズムを「再
たが,同時に「仮定的条件文の正確な分析と発見」している。
ローティが学部生だった頃の
エイヤーもどきの論題を持った博 シカゴ大学ではシュトラウスやカルナップのよ
J.
いったA.
士論文」[Rorty1998:130](タイトルは"The うに哲学的に絶対的なものを探求する風潮が強
ConceptofPotentiality")も書いている。
これ

く,デューイは哲学者としてはあまり重要視さ

はローティによると,当時のアメリカの曹学界
れていなかったため,ローティ自身も幼少時代
の主流が分析哲学になりつつあり,職を得るた
からのヒーローであったデューイからしばらく
めに書いたものであったという。
1956年に25歳

離れていた。
また,同時にヨーロッパ大陸の最

D.を取得するが,逆に26歳にな 先端であったデリダやフーコーの著作を読み,
で「素早く」Ph.
る前に卒業してしまったために合衆国陸軍で2
ハイデガーやニーチェの哲学に潮ることによっ
年間の兵役期間を送ることになる(3)兵役を終
て新たな視点を獲得した。
えた1958年に,ローティはウェルスレ‑大学と
そのような,後期ウィトゲンシュタイン,ク
ワイン,セラーズに加えD.
デイヴイドソンの
いうボストンの小さなカレッジの専任講師とい
ような言語哲学とニーチェ,ハイデガー,デリ
う職を得るが4)シカゴやイェ‑ルでの同級生達
そ
ダのようないわゆる「ポストモダン」の哲学に
と比べるとあまり良いポストとは言えない。
れはやはり本来の興味からは少し外れた,「職
デューイのプラグマティズムを加えた観点から
を得るために書いた」という程度の博士論文で
書かれたのが,ローティの最初の主著である
は一流の哲学研究者とは認められなかったため
ちょうど
1979年の『哲学と自然の鏡』である0
であると考えられる。

この本を出版した頃に,ローティは「アメリカ

そこでローティは,このウェルスレ‑大学専 哲学会東部部会」の会長を務めるが,理論的な
任講師時代に分析哲学者の中でも黄新の理論を
分析哲学が主流であった哲学会においては英米
学び始め,論理実証主義よりも後期ウィトゲン
の言語哲学,分析哲学とヨーロッパ大陸の現象
シュタインの『哲学的探求』やw.
v.O.クワイ

学的,解釈学的な哲学とを同等に論じることは

ン,Wセラーズなどといったどちらかという 異例なことであった。
というのも,英米の哲学
と軟らかな哲学に興味を持ち熱心に研究した。
者はヨーロッパ大陸の哲学をあまりに神秘的な
その甲斐あってか,3年後の1961年には名門の
次元で議論をしすぎているため「形而上学的」
プリンストン大学哲学科に助教授として就任す
で無意味なものとみなしていたし,ヨーロッパ
60年代のローティは分析哲学
ることができた。

大陸の哲学者は英米の哲学を科学的思考に偏っ

のなかでも「心身問題」を主な研究対象として
た薄っぺらで深遠さを欠き「哲学」の名に値し
おり,「消去的心脳同一説」という理論について
ないものとみなしていたため,双方の文化圏の
哲学的な交流は途絶えていたからである。
アメ
の論文を書く傍ら,『言語論的転回』という言語

ローティの左翼論の源流
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リカにおいてヨーロッパの哲学が受容され,そ

ヴァージニア大学においてヨーロッパ大陸の

の研究の場とされているのは文学部においてで

哲学や様々な文学作品など,自らの興味の赴く

あったた捌こ,次第にプリンストンの哲学科の

ままに自由な研究に専念できるようになった

雰囲気(5)と馴染まなくなり,1982年にヴァージ

ローティは,その成果として1989年に『偶然

ニア大学の文学部に比較文学の教授として招か

性・アイロニー・連帯』という著書を発表す

れ異動した(6)ヴァージニア大学で文学部の学

この著書の政治的ステイトメントは,哲学
る。

生を相手に授業をすることは自らが興味を持つ

が近代的な価値観を批判する「ポストモダン」

哲学史や大陸哲学を自由に取り上げることがで

的なものになったからといって,リベラリズム

きたため,気分が楽になったようである。
この時期の政治的立場をローティはこのよう

やデモクラシーといった近代ヨーロッパが生み

に述べている。

いうことにはならず,私的な趣味としての哲学

出した社会制度まで否定しなければならなし.

)と

と公的な規範としての政治制度は分離して考え
私は30代まで政治的目標として望ましいものは社
会主義であると考え続けていた。 しかし,1970年を

なければならない,ということである。

このよ

過ぎた頃から市場主義経済はおそらく永遠に私たち

うな考え方は「ポストモダン」的な哲学と政治

と共に存続し続けるであろうから,それゆえに私的

を連結して考えている「文化左翼」に対して,

財産を取り除くのではなく,何か別の社会的不平等

政治的な希望を保持する「改良主義左翼」の後

を是正する方法を持たなければならないと考えるよ
うになった[Rorty2006:99]

継者としての立場からのアンチテーゼが含まれ
M5E*

ローティは典型的なマルクス主義者ではなかっ

公と私の区別という考え方は,ローティが幼

たし,60年代の「新左翼」にシンパシーを抱い

少期〜青年期に抱いていた,トロッキーという

ていなかったが,それでもある種の社会主義的
な変革に希望を持っていたようである。

政治的な闘士に憧れて自らもそのようになりた
しか

し,70年代以降,資本主義経済体制の枠内での
格差是正という「社会民主主義」的な考えに転
向していったようである。 1979年に研究生とし
てローティの下で学んだ野家啓一は次のように
述べている。

いと願いつつも私的な趣味として野生の蘭とい
う「ェロティシズム」に惹かれているというオ
ブセッションを解決した結果の表れでもあっ
た。
ローティが最初に名を挙げたのは分析哲学者
としてであったが,現在のローティの回想を
辿っていくと,もともと哲学を志したのは幼少

最初,ローティの自宅で開かれた哲学科のパー
ティに招かれた時,同僚の先生や大学院生たちが床

期の家族と知人達から教わった社会正義を目指

に車座になってディスカッションしていたのです

す意志と,神秘的なものに憧れるという私的な

が,その話題は哲学というよりは政治の話でした。
次の選挙がどうだとか,黄近の民主党の傾向はどう

趣味との不整合というオブセッションを解決す

だとか盛んに議論していました。 私はローティには

るためであって,分析哲学は当時のアメリカの

そういう面もあるのかと,はじめて気がついたわけ

哲学界の流行に遅れないように,研究者の職を

です。[野家2003:15]

得られるに取り組んでいたものにすぎなかった
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そのため,『偶然性・アイ
ということがわかる。

が存在していたが,それは表立った動きとして

ロニー・連帯』によって突如として政治思想を
は見えにくい「隠れた大衆運動」であったと分
志向し,『アメリカ未完のプロジェクト』におい
析している[Harrington1972:252]<アメリカ
の左翼の一つの特徴は,1886年に結成されたア
て左翼論を展開したのも,元来目標としていた
ものが自らの思想的成熟によってそれまで学ん
メリカ労働総同盟(AFL),の活動方針によく表
できた様々な哲学と整合的に表現できるように
れているAFLの初代会長となったサミュエ
なったためであると考えられる。
また,ローティが理想とする愛国的な左翼と
いう立場も,決してパラドックスではなく,

ル・ゴンパーズは,AFL以前に過激な労働運動
を行い大衆の支持を得ることができなかった
「労働騎士団」の失敗を反面教師にして,①ユー

ロ∵ティが幼少期に出会い,憧れを抱いていた
トピア的,革命的政治思想や団体とは関わらな
様々な人物から自然と受け継いだものであり,
い,②労働者の政党を作らない,③ブレッド・
エキセントリックというよりもむしろ典型的な
アンド・バター方式(生活に関係した問題だけ
伝統的左翼へ回帰することを主張したものであ
を取り上げる)に集中し,資本主義経済体制に
ることがわかる。
Ⅲアメリカ左翼運動小史

適応するという基本方針をとり,これはビジネ
もともとアメリ
ス・ユニオン方式と呼ばれた。
カでは非常に早期から男子普通選挙権が与えら

ローティが理想とする伝統的な「改良主義左れていたために,労働者が議会政治の重要なア
翼」とはどのようなものかということを理解す
クターとして二大政党制に取り込まれてきたの
るために,日本では馴染みの薄いアメリカの で,労働者の政党としての「第三党」が議会で
「左翼」の歴史をより複合的に補足的な検討を
多数を占めたり,大統領を輩出することは望み
また,ハリントンの指摘によると,
することによって理解を深める必要がある。
こ
にくかった。
こでは特に一般的に「オールド・レフト」と呼
そもそもアメリカという国家は建国以来急進的
ばれている左翼の変遷と,左翼の主流が

なまでにユートピア主義的であったためにマル

「ニュー・レフト」と呼ばれている左翼にどの
クス主義が流入する以前から独自の労働運動が
ように変化していったか,「ニュー・レフト」が
行われていたため,マルクス主義が組合に与え
どのように運動に挫折したかということに焦点
る影響は限定的なものであった[Harrington
をあてた検討を行う。

1972:133]。

アメリカの政治史において,独立戦争より後 反社会主義と政党政治への不干渉を標模した
には南北戦争という大きな内乱はあったものゴンパースのAFLの路線とは別に,主に鉄道
会社に対してストライキを指揮し,投獄された
の,イデオロギー的な闘争や階級闘争は見られ
そのため,アメリカには左翼は存在しな 経験もあるユージン・デブスは,社会党の大統
ない。
という見方も出来ろ。
それに
いのではないか?

領候補として1900年以後5度選挙戦を戦った。

対し,マイケル・ハリントンはアメリカには 社会党は1912年の選挙戦では共和党のWウイ
ルーズベルト,氏
ヨーロッパ以上に確固とした「社会民主主義」
ルソンや民主党を離れたT.

ローティの左異論の源流
主党のWH.

タフトを相手に90万票以上,投票

の街には19世紀末に東欧やロシアから移民して

総数の6%という票を獲得し,地方政界に79人

きたユダヤ系の人々が多く労働者として居住し
これ

の市長と1200人以上の市議を輩出した。
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ており,熱心な支持者として左派勢力を支えて

は,デブスが大衆的な英雄であり,個人的な人

『パルティザン・レヴュー』を創刊した
いた。

気が高かったことによるものであり,AFLの支

ウイリアム・フィリップスとフィリップ・ラー

持を得たものではなかった。

ヴもユダヤ系であり,ローティー家と交流の深

社会党の躍進も

1919年にロシア革命の影響で共産主義者が脱党

かったフックやトリリング夫妻,ア‑ヴイン

したことによる党の分裂によって大幅に衰退し

グ・ハウといった「ニューヨーク知識人」の

1924年の大統領選では,社会党の独自の候
た。

サークルのメンバーの大半はユダヤ系であっ

補を立てず,他に二大政党以外で独自に立候補

た。

した前述のウィスコンシンの革新主義政治家ロ

1919年に社会党が分裂し,20年代のアメリカ

バート・ラフオレットを支援したが共和党の

経済の繁栄期には左派勢力も衰退したが,大恐

クーリッジの大勝を許してしまった1928年以

慌が訪れると再び活性化した。

後は再び独自候補としてノーマン・トマスを立

にモスクワのコミンテルンの方針を巡って,共

てている。
1932年のRD.

産主義者もモスクワ支持派と反スターリンのト
ルーズベルト大統領の誕生以

しかし,30年代

ロッキー支持派とに分裂し,トロッキー派は社

後の長期の民主党リベラル派による政権は労働

会党に近い立場に立つようになる。

組合の組織化を活発にさせたが,民主党以外の

「ニューヨーク知識人」の多くは30年代の間に

左派の政治勢力を小さくする結果となってし

後者の立場へと転向しており,ローティー家も

まった1935年に労働組合を組織することを保

同様であった。 そのような転向が起こったの

護した「ワグナー法」が成立し,1938年には鉄

は,彼らがみなスターリンの全体主義的な体制

鋼,電気,自動車,石油など新しい産業を中心

の欺晴を見抜いていたからである1936年の大

に組織した産業別労働組合会議(CIO)がAFL

統領選では,共産党だけではなくAFLとCIO

の対立組織として結成された。

CIOの指導者で

上記の

傘下の労働者,ラフオレットの流れを汲むウィ

あったJ. L. ルイスはゴンパースの路線に対抗

スコンシンの革新党,リンカーン以後共和党に

し,共産主義勢力と手を組んで組合をオルグ

投票し続けてきた黒人(7)など低所得層が一斉に

し,強力な政治的組織を築き上げた。

ルーズベルト支持にまわり,その結果社会党の

しかし,

1955年には双方の組合の対立の不毛さとマッ

党勢の衰退は決定的なものとなった。

カーシズムによる共産主義者の追放から組合員

共産党とローティー家の所属する「ニュー

が減少し,両組合は合併してAFL‑CIOが誕生

ヨーク知識人」との争いは1950年代まで続く。

した。

まず,1950年にソ連に核開発技術を流出させた

1930年代の社会主義者と共産主義者は対立に

としてローゼンハーグ夫妻が逮捕され死刑に処

よって大きく分裂をする。 20性紀初頭の左派勢

されたという「ローゼンハーグ事件」が起きた

力はニューヨークを主な拠点としていたが,こ

が,共産党は国際的に連帯し死刑判決に反対し
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た一方で,多くがローゼンハーグ夫妻と同じユ
シュらによって批判を受けることにもなる。
ダヤ系であり,もともとはマルクス主義者でも
ローティの父ジェイムズもフックに従いACCF
あった「ニューヨーク知識人」の多くはこの事
に参加しており,ローティ自身はそのことを次
それは,冷戦体制の開始
件について沈黙した。

のように述べている。

という時代背景が理由にあった。
当時はまさに

「冷戦」を煽動することは,私の家族やその友人た
マッカーシーによる「赤狩り」の時代であり,
J.
ちのしていた他の立派な活動とつながっている,と
もともと戦闘的な反スターリン派であった 当時の私には思われた。
そして,今もそうである。

いまだに私はヒトラーとの戦いとスターリンとの戦
「ニューヨーク知識人」の面々は,ローゼンハー
「改良主義左
いに大きな相違があるとは思えない。
グ夫妻と同じユダヤ系,マルクス主義者という
翼」がもっと強力であったら,第二次世界大戦後の

レッテルから逃れるために「忠誠」を示す必要
アメリカが二股をかけることができただろうという

ローティの言う「反共左翼」考えは理に通っている,と私は今でも思っている。
があったのである。
その考えに従って,アメリカは世界中で少数独裁政
という一見矛盾したような立場は,「赤狩り」の
治を社会民主制に変える国際運動の指導者になるこ
時代を通してより鮮明になった。
反スターリン
ともできただろうし,また気の狂った専制君主の支

配する邪悪な帝国の拡大を阻止する核武装した超大
‑反共の立場を明確にし,時代に適応したこと
国になることもできただろう[Rorty1999:62‑63]。
によって生き残った「ニューヨーク知識人」に
ただし,彼ら「反共左翼」は当然ながらマッ
対し,共産党の支持者は「赤狩り」の犠牲とな
り,50年代以後共産党は壊滅状態となる。 カーシズムとは一線を画していることも忘れて
一方,「ニューヨーク知識人」の内部でも,ア
もともとマルクス主義者であった
はならない。
メリカの冷戦政策を積極的に支持し政府に追従
彼らは,スターリンが革命政権を私物化し,ヒ
トラーと変わらぬ独裁体制を築いたことから反
した「肯定者(affirmer)」という立場と,反ス
スターリンの立場になったのであって,マッ
ターリンでありつつ反体制的な立場も維持する
「反対者(dissenter)」という二つの派閥に分か
カーシーやニクソンの偏狭な反共主義と比べ,
「肯定者」としてはフックが代表的であより内在的で本質的な批判を行うことができ
れた。
り,彼は反共産党組織「文化的自由アメリカ委
「肯定者」には他にア‑ヴイング・クリスト
た。
員会(ACCF)」を結成した。
彼らは『コメンタ

ル,ネイザン・グレイザ一,ノーマン・ポドレ

リー{commentary)』という雑誌において主に
ツ等がおり,『イデオロギーの終駕』を著わした
議論を行ったが,こゐ『コメンタリー』誌は中
ダニエル・ベルも中道の立場を保持しつつも,
道右派から次第に保守化していき,60年代のどちらかというとこのグループであったとされ
「新左翼」に対抗して「新保守主義(Neo

ている。
このように,さらなる「転向」を遂げる左翼
Conservative)」として強力な反共的論陣を張
ニクソンやR.
レーガ
るようになり,やがてR.

が存在した一方で,それに反対し体制に順応し

ないグループが「反対者」のグループであった。
ンの共和党政権の理論的支柱にすらなっていっ
ACCFは非公式にCIAから資金を受け
た。

ハウはまさに「異議」という意味を持つ『デイ

取っていたことが発覚するが,後にC.
ラッ

セント(Dissent)』という雑誌を1954年に創刊

ローティの左翼論の源流
し,ルイス・コ‑ザ一,マイケル.

ハリントン,
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脅かすということが根底にあった。

そのため,

メイヤー・シャピロ,ノーマン・メイラー,

ランドルフの「ブルマン寝台車給仕友愛会」が

エーリッヒ・フロム等と共に民主的な社会主義

AFLに加盟できたのは1936年のことであり,そ

「肯定者」のグループ

を目指した論陣を張った。

の後も黒人の労働者はAFLやCIOから歓迎さ

と「反対者」のグループは互いに激しい議論を

れることは少なかった。

行ったが,その違いは体制との距離の違いであ

れたのは,ブッカーIT・ワシントンの「適応

り,,両者ともに反スターリン,反ソ連であるこ

主義」によって権利獲得よりも経済的な向上を

とには違いはなく,そのため「赤狩り」の対象

優先させる路線の運動とW.

とされるものではなかった。

「ブラック・ナショナリズム」のように黒人で

1960年の大統領選で民主党のケネディが当選

あることを誇示し権利の向上を強く要求する路

し,ケネディ暗殺後にジョンソンがその路線を

線の運動との対立など,黒人運動家の内でも分

継承した1968年までの間は,民主党リベラル派

裂が絶えなかったことが理由となっている。

が再び政権に返り咲いたことによって30年代〜

SDSはキング牧師を中心とする公民権運動

40年代の「ニューディール」期のような「改良

に積極的に参加した。

主義左翼」的な政策が実質的な内容を伴って雇

義者であったわけではなかったが,10代後半〜

われた時期であった。

しかし,かつて共産主義

黒人の公民権獲得が遅

E. B. デュボイスの

SDSのメンバーは共産主

20代の学生で構成されており,「ニューヨーク

者であった左派の人々は冷戦と「赤狩り」の時

知識人」達の世代を「オールド・レフト」と呼

代を通過してかつてのような盛んな運動を行う

んで一線を画そうとした。

勢いを失っていた。 この時代はそのような「改

レフト」を「赤狩り」に屈服し,体制に裏切っ

良主義左翼」の人々の負の部分が表出した時代

た世代と見なしており,その穏健なリベラリズ

でもあるF.

D. ルーズベルト大統領は選挙で黒

彼らは「オールド・

ムを批判し,自分たちはより「ラディカル」に

人の支持を集めていたにも関わらず「反リンチ

なろうとしていた。

法案」に署名することはしなかったし,トルー

(LID)」という,リベラル系の団体の学生部と

マン大統領の「反共」の精神を受け継いだジョ

して設立されたが,トム・ヘイドンをはじめと

ンソン大統領はベトナムに深く介入した。

彼ら

SDSは「産業民主化連盟

したSDSの創設者たちはデトロイト近郊の

が残した問題に対する,「公民権運動」と「ベト

ポート. ヒューロンで行われた全米自動車労働

ナム反戦運動」に焦点を当てて活動を行ったの

組合の集会において反・反共の路線の声明を発

が,「民主社会を求める学生同盟(SDS)」とい

表し,LIDとの相違を鮮明にした。

う学生団体を中心とした「新左翼」であった。

ト・ヒューロンの集会にはLIDのオブザー

もともと白人主導の労働組合と黒人の労働者

バーとしてハリントンが参加し,SDSの学生達

達の間の溝は深かった0

に意見を述べたが,それが受け入れられること

白人の労働者にも人種

このポー

差別の意識はあったが,それ以上に多くが非熟

はなかった。 「オールド・レフト」であるフック

練,肉体労働に従事する黒人の労働者に職を与

やハウは共にロシア革命がスターリンによって

えるということは白人労働者自らの職の安定を

「裏切られた」ことによるマルクス主義の再検
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討を迫られたという思想的な試練をくぐり抜け
がら行進した公民権運動の時代はもはや過去の
ており,末だそのような思想的挫折を味わってものとなっていた。
60年代末には安価で粗悪なLSDとマリファ
いないラディカルな学生達の純粋さに危険性を
SDSは全盛期には数万人のメン
察知していた。

ナが広まっただけでなく,ドラッグの流行が覚

バーを抱え,その時代のアメリカの左派で最もせい剤,ヘロインといった身体的に危険で精神
力を持つ団体となった。

的な暴力性を伴うようなものに変わっていき,

公民権運動の次に学生達が目標としたのがベ 若者たちを蝕んだ(8)社会性を失った若者の運
トナムの戦争から米軍を撤退させることであっ
動を嫌った一般の人々が1966年のカルフォルニ
た。
バークレー校の学園紛争は世界中の大学に ア州知事選で共和党のレーガンを,1968年の大
飛び火し,また「反戦」は一般民衆や一部のリ統領選で「法と秩序の回復」を訴えたニクソン
しか
ベラルの支持も集め,社会現象となった。

を選んだ一方で,文化運動化した若者たちは現

し,このベトナム反戦運動は若者たちによる政実的な政治活動から遊離しつつあった。
1969年
治運動としてあまりに「ファッショナブル」に
頃には「新左翼」の運動は政治と文化の両面で
なりすぎたために,最終的には失速することと手詰まりとなる。
泥沼化したベトナム戦争に対
なS。

し業を煮やした「ウェザーマン」と呼ばれる過

1965年頃からサンフランシスコのベイエリア 激派は爆弾テロを繰り返し,またキング牧師暗
の学生,若者たちの間にLSDとマリファナが

殺後に過激化した黒人たちの「ブラック・パン

LSDとマリファナはロックや
流行し始める。

サー」と呼ばれる一派も暴力的な抗議行動を繰

アートを愛好する若者たちの間に爆発的に広ま
り返したため,一般の穏健な人々からの支持を
このようにして,結局「新左翼」
り,多くの学生たちが「ドロップ・アウト」し失っていった。
てヒッピーになった1967年頃にはサンフラン たちも「オールド・レフト」と同様に挫折と思
シスコのヘイト‑アシュベリーという地区を中想的な試練を受けることとなったのであった。
心にヒッピーが集まり,サイケデリックカル
Ⅳローティの「9.11」以後
チャーはロックのレコードやそのカルチャーを
アメリカの左翼運動の歴史を辿ると,常に
センセーショナルに報じた雑誌等によってサン
「リベラル」と呼ばれる穏健な社会民主主義的,
フランシスコだけではなく,全米,全世界の若
ラディカルを標模する学
トロツキスト的な左翼と,よりラディカルな左
者に広がっていった。
生たちはこのような最新のカウンター・カル 翼との勢力争いがあったことかわかる。
穏健な
チャーを反戦運動に積極的に取り入れた。
この

左翼は「ニューディール」期に民主党の勢力と

ことは,運動を広めることには役立ったもの して取り込まれたために,一見すると消滅して
の,政治運動がいつの間にか文化運動にすり替しまったかのようにも見えるが,民主党内に取
白人
わってしまっていたことも意味していた。

り込まれることによって外部で運動を行ってい

の労働者と学生たちが黒人たちとともに

た時期よりも逆に地道ながらも着実な力を手に

「ウイ‑・シャル・オーバーカム」を合唱しな入れることができた。
一方,ラディカルな左翼

ローティの左翼論の源流
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は華々しい運動を行ったが,一部の過激派の行

タ‑ネット上で発表し,困惑的な議論を起した

き過ぎた行動により一般の人々の支持を失って

M. ウオルツアーの態度と近いものがある。

実質的に社会を動かす力を確保することができ

際にローティはこの声明に対しての意見ではな

なかった。そして,冷戦を主導する国家として,

いが,「マイケル・ウオルツアーは私と世代が

その補佐をする愛国的な「反共左翼」が存在し

近く,ブランダイス大学でハウの教え子であっ

たということもアメリカ左翼の特徴であった。

たため,現代政治に対する彼の姿勢と私の姿勢

ローティもトロツキストとして早期に共産党か

はほとんど同一だと考えている。」[Rorty2002:

ら離反し,冷戦期には最も反共的な一派に属し

9]と述べている。

た父ジェイムズとその友人フックからの影響を

ト』誌の執筆者として「オールド・レフト」に

受け,現代においても冷戦の歴史的意義を評価

近い立場を取り続けてきたが,彼らがこのよう

している

な態度をとるのは1930年代の反スターリニズム

また,「9.11」以後のアメリカの対応について

を掲げたトロッキー寄りの左翼の人々にルーツ

も,「左翼」の立場からすると異質な意見を述べ

があり,スターリンやヒトラーの全体主義と積

ている。ローティは「テロリストの基地がカン

極的に戦ってきた人々の伝統を受け継いでいる

ダハル近郊にあるということが多かれ少なかれ

からである。 「戦争」には無条件で反対する

真実ならば,アメリカがとった軍事的行動は正

「ニュー・レフト」的な価値観を通過した現代

当化される」,「どんな大統領でもブッシュがし

の左派の人々からすると,「左翼」とは呼べない

たこととほとんど同じことをするだろうし,も

ような立場に思えるかもしれないが,歴史的な

し私自身が大統領だったとしても同じだろうと

変遷からローティのように柔軟な意見を持つ

思う。」と述べ,アフガニスタンでのアメリカの

「左翼」も存在するということも理解しなけれ

軍事行動を容認している。

ただし,共和党政権

実

ウオルツアーも『デイセン

ばならない。

による警察権の強化や表現の自由への締め付

〔投稿受理日2006.

5. 26/掲載決定日2006.

6. 8〕

け,キリスト教保守派の排外的な高まりについ
注

ては批判的である。 また,「我々が国際的な警察

(1)ソ連末期のペレストロイカの時期ではより共産

機構を持っていない限り,世界はアメリカに地
球の警察官の役割を担うことを望むだろう。

党的な立場を右派,ゴルバチョフ寄りの立場を左
そ

派と分類される。

のような国際的機構を作ることが望ましい到達

(2)ローティが20代の青年時代を送った50年代は,

点であり,もし他の国々が協力してそのような

いわゆる「ビートニク」を中心とした若者のカウ

機構を創設することができれば,そのときアメ

ンターカルチャーが勃興しつつあった時期であ
る。 ローティは「新左翼」の苗床となったこの文

リカは徐々に用心棒としての役割を少なくして

化についてあまり同調せず,「少しだけポット(マ

いくだろう。」とも述べている[Rorty2006:

リファナ)を吸い,髪を長くのばした。

でもそれ

がすべてです」と述べている[Rorty2006:150]
115]。
このような態度は,アメリカのアフガニスタ

(3)1948年‑1973年の間に実施されたアメリカの徴

ンでの軍事行動を擁護する連名の声明をイン

学に在学している者は対象から外されていた。

兵制度では18歳〜26歳の男子が徴兵されたが,大
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(4)ジェイムズ・ローティはシドニー.
フックに息

カにおける左翼思想』小津照彦訳晃洋書房

子が研究者を目指すことに困惑していると相談し
(2000)
たところ,フックは「たくさん論文を書き,なる
RichardRorty1999.
Philosophyandsocial
べく早く出版すること」と助言したという。 London.邦訳『リベラル・ユートピアという希
(5)当時のプリンストン大学哲学科にはT.
ネ‑ゲ
望』須藤訓任,渡辺啓真訳岩波書店(2002)
ピッチャー,W.
ル,S. クリプキ,G.
ハーマン,G.

RichardRorty2002.
Againstbosses,againstoligarchies:
カウフマン,M.ウイルソン等の教授陣が在籍し aconversationwithRichardRorty.
Charlottesville.
ていた。
RichardRorty2006.
Takecareoffreedomandtruthwill
(6)ローティはこの時期に哲学者でありプリンスト
takecareofitself:interviewswithRichardRorty.
ンの同僚達とも親しかったという最初の妻と離婚
editedbyEduardoMendieta.
California.
それは友好的な離婚ではなかったためMichaelHarrington1972.
している。
Socialism.
NewYork.
邦訳『社会主義の展望:高度工業化社会の時代
に,プリンストンに「居辛くなった」理由の一つ
として挙げている[Rorty2006:8]

に』飯田健一,谷桝樹訳東京創元社(1977)

『理戦74特集リチャード・ロー
(7)黒人も白人と同様に有権者として登録すること
野家啓一2003.
しかし,黒人にのみ読み書きテ
は可能であった。

ティ』実践社(2003年秋号)

『TheBeatlesアンソロジー』
GeorgeHarrison2000.
ザ・ビートルズ・クラブ監修訳;島田陽子,野沢
黒
よって有権者登録をする人数は限られていた0
ストが課されていたり,KKK団などの脅迫に

人が本格的に有権者登録をするようになるのは,
玲子,マッケンジー・スミス訳;斎藤早苗監修
公民権運動の後に読み書きテストが廃止されるよ
リット‑ミュージック(2000)
『ニューヨーク知識人:ユダヤ的知性と
うになるのを待たなければならない。
堀邦雄2000.
(8)ビートルズのメンバーの一人,ジョージ.
ハリ

アメリカ文化』彩流社(2000)
『60年代アメリカ:希望と怒りの
ソンはヘイト‑アシュベリーを訪問した時,数千
ToddGitlin1987.
日々』疋田三良,向井俊二訳彩流社(1993)
人のドラッグ中毒の若者に囲まれて身動きがとれ
その時のことを次
DanielBell1960.
Theendofideology;ontheexhaustion
なくなったという体験をした。
「実際に行ってみるとド
のように述べている。

Glencoe.
邦訳『イデオ
ofpoliticalideasinthefifties.
ラッグ漬けになったニキビ面のドロップ・アウト
ロギーの終鳶:1950年代における政治思想の渦渇
たちがゾロゾロいるばかりでそのおぞましさを見
について』岡田直之訳東京創元新社(1969)
浮浪者や落ちこ
たら僕はいっぺんに嫌になった。
ぼれが溢れていた。
その多くはまだ年端も行かな
アメリ
いやつなのにみんなLSDをやっている。
カ中からこのLSDのメッカに集まってきている
わけさ。
‑あれではっきりとドラッグカルチャー
の現実がどういうものかわかった。
僕が思ってい
たようなもの,精神を覚醒させ,芸術性を促す,
そういうものではなかった。
ヘイト‑アシュベ
リーの人は本当におかしくなっていたよ。
あれを
見て僕は気づいたんだ,"これは間違ってる"っ
て。」[Harrison2000:259]c
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