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（要約）二十世紀アメリカ国民秩序の形成  

     中野耕太郎 

 

本論文の目的は、20 世紀におけるアメリカ・ナショナリズムの史的展開を、社会史の視

座から明らかにすることであった。特に、1920 年代中葉に成立し、少なくとも 1960 年代

までひとつの社会秩序として持続する 20 世紀前期のナショナリズムに注目し、歴史的実

態としてのアメリカ国民社会の形成過程を考察した。そして、この「20 世紀ナショナリズ

ム」を生み出した 1890年代から 1920 年代の「アメリカ」こそが、本論文の主たる分析対

象であった。 

本論文が一貫して追求した論点は、19 世紀的なアメリカ・ナショナリズムから 20 世紀

のナショナリズムへの変容がどのようなメカニズムの中で起こったかという問題であった。

やや図式的な概括が許されるなら、19 世紀までのアメリカ・ネイションの最大の特色は、

自由や平等といった市民的な理想の共有を前提とした、立憲的な社会契約としての性格に

あった。それは、民族的な同一性を前提とした他国のナショナリズムとは異なり、アメリ

カ固有の理念的連帯の様式であった。これに対して、20 世紀前半に出現するアメリカ・ナ

ショナリズムは、より強く人々のエスニックな出自や血統にこだわり、またネイションを

個人の自由を超えた運命共同体として聖化した。そして、この 20 世紀のアメリカ・ネイ

ションは、国民の実質的な生活水準や階級関係に深く関わり、人々の知的能力や身体的条

件をも監視するタイプの国民国家を生み出していった。 

従来のアメリカ理念国家が、20 世紀にいかにしてエスノ・レイシャルな「国民国家」に

変転していったのか。本論文では具体的に、アメリカ化とカラーラインという 20 世紀初

頭に現れた二つの政治・社会動向に注目して、この命題にアプローチした。アメリカ化と

は、移民の同化政策を主に意味し、連邦や州などの公的セクターや民間の多様な NGO が

主体となって、外国系住民を対象とする英語プログラムや市民教育を推進した。他方、カ

ラーラインとは、20 世紀初頭に顕在化する人種分離――黒人とアジア系住民を社会的に隔

離し、二級市民化する展開――のことである。20 世紀転換期に南部諸州ではじまった人種

隔離は、第一次大戦期の黒人の北部移住を契機に全米に拡大し、1924 年にはアジア系民族

を「帰化不能人」として入国禁止する人種主義的な移民制限法が成立する。本論文は、こ

のアメリカ化という国民統合とカラーラインによる分断の政治とが同時に進行することの

意味を深刻に捉え、20 世紀初頭に現れるエスノ・レイシャルなアメリカ・ナショナリズム

の実態を詳細に検証した。 

その際、理念国家の「人種化」とも見える 20 世紀の展開が、当時のアメリカに顕著な

工業化や都市化と深い関わりがあることにも留意した。なかんずく、20 世紀転換期のシカ

ゴやニューヨーク等の大都市圏で顕在化した貧困や移民問題は、新たに知識人や都市改革

者に「社会的なもの」の圏域を意識させるきっかけとなった。彼らの多くは、現代アメリ

カでは、工業化社会に適合したより「社会的な」シティズンシップが確立されねばならな
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いと論じた。だが、そうした「社会的なもの」は、当時の都市社会においては、人種的な

何か、エスニックな何かとしても想像されていた。ここでは、「社会」の発見は、エスノ・

レイシャルなナショナリズムの形成を歴史的に基礎づける、媒介者としての役割を果たす

ことになる。 

 このような問題関心から検討を進めた本論文は、アメリカ・ナショナリズムを単なる哲

学的な思惟や情念として見ることをしない。それは、歴史の中に実在したひとつの制度や

権力の様態――すなわち、思想と制度と暴力の束としての国民的秩序――であった。1920

年代中葉までに、様々な法制度や慣習等のかたちをとりながら実体化される 20 世紀ナシ

ョナリズムは、その形成過程に同化と異化のあり方をめぐる複雑な闘争の歴史を持ち、ま

た関連する専門知を拠り所とする実践が幾重にも蓄積された結果でもあった。それは、暴

力や法による強制を含む集合的秩序として把握すべきものであった。 

そしてこの「秩序」を検証する題材として、本論文は同時代の国民思想や文化政策だけ

でなく、労働の問題にも注目した。「人間の生活の源泉であり、分業を通じて社会秩序の要

をなす活動」たる労働は、まさに近代が発見した「社会的なもの」の中核のひとつであっ

た。特に、第一次大戦を挟む 20 世紀初頭の時期に、「産業民主主義」という思潮が台頭し

たことは重要だった。それは多様な労働者に、働く者として当然保障されるべき産業内の

市民権を与えよという議論だった。産業民主主義運動の中には、後の 1930 年代のニュー

ディールにもつながる社会民主主義的な要素も含まれたが、この「社会的な」シティズン

シップの要求は、実際の運動が黒人やヨーロッパ系移民の労働者を巻き込んで展開するな

かで、アメリカ化や人種隔離の問題と結節点を持った。産業民主主義は、それ自体エスノ・

レイシャルな政治と無縁ではなかった。その意味でも労働は、20 世紀の新しい国民秩序を

理解するうえで、欠かせない視点のひとつなのだった。 

 こうした問題群を総合的に分析する本論文は、研究史の批判的検討を主に行った序章

「20 世紀アメリカ国民秩序へのアプローチ ――アメリカニズムと『社会的なもの』」に続

き、本論として、1890 年代から 1920 年代に至る、二十世紀アメリカ国民秩序の形成過程

を３つの時期に区分して叙述した。それぞれ、第一次大戦前の時期に焦点を合わせた第Ｉ

部「革新主義と国民国家」（第 1 章～第 4 章）、第一次大戦参戦期に注目した第 II 部「第一

次大戦とアメリカの国民形成」（第 5 章～第 7 章）、第一次大戦後、1920 年代中期までを

射程に入れた第 III 部「20 世紀国民秩序へ――1920 年代の展開」（第 8 章～第 10 章）と

した。 

第 I 部の主要な課題は、19 世紀末から第一次大戦に至る革新主義期における「社会」の

発見が、どのような文脈で国民統合を要請し、また国民内の境界を築いていったのかを検

討することだった。第 1 章「『社会』の発見と 20 世紀アメリカ国民秩序 ――社会的な平

等、社会的な民主主義」では、20 世紀転換期に、アメリカの伝統的な平等概念に社会的な

含意が付け加わってくる歴史的展開に注目し、主にアメリカ思想史における社会の発見の

意味を考察した。第 2 章「浄化される民主主義 ―投票改革と 20 世紀の国民」は、社会
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的でありかつエスノ・レイシャルである 20 世紀ナショナリズムの出現が、アメリカ民主

政の変容とどのような相互関係があったかを検討した。第 3 章「貧困の発見とアメリカ国

民 ――社会的な学知と他者創出」は、より都市問題の現状に視線を集中し、アメリカにお

ける「貧困問題の発見」（貧困を社会問題と見る認識の形成）が、いかに住民のエスノ・レ

イシャルな序列化や人種分断を惹起したかを検証した。第 4 章「移民コミュニティとリベ

ラルの国民統合論 ――シカゴ公立学校の外国語教育問題」では、シカゴ市教育委員会とチ

ェコ系やポーランド系移民集団との母語教育をめぐる密接な交渉を題材に、1910 年代に顕

著となった萌芽的な文化多元主義と多元的統合論の台頭を考察した。 

第 II 部では、第一次大戦期の国民形成に関わる諸問題を分析し、20 世紀初頭の知識人

や社会活動家が論じた「国民」がどのように、権力政治の中に組み込まれていくのか、ま

た、戦争を機に行政国家と「社会的なもの」の相互浸透がいかに進んでいったのかを考察

した。まず、第 5 章「産業民主主義の夢 ――労働者と 20 世紀ナショナリズム」では、第

一次大戦期に産業民主主義が国民的な議論として台頭する様相を描き、そのなかで移民の

不熟練労働者を包摂しようとする社会民主主義に近い勢力が伸長したことを示した。第 6

章「移民の戦争、アメリカの戦争 ――総力戦とアメリカ化」は、ヨーロッパ移民と戦時政

府の複雑な関係に注目し、戦時動員体制の中から多元主義的なアメリカ化路線が国策とし

て形成されていったことを指摘した。第 7 章「戦争とカラーライン ――『分離すれど平

等』」は、軍の内部文書の分析などを通して、戦時下に黒人に対しては東欧移民のような「同

化」政策はとられず、連邦政府と軍の公式の政策として人種分離が活用されていたことを

明らかにした。 

さらに第 III 部では、第一次大戦後の政治動向に焦点を当て、第 I 部、第 II 部で見たア

メリカ化や人種政策が長期にわたって継続する「秩序」として定着していく過程を考察し

た。第 8 章「『新しい社会秩序』構想の行方 ――シカゴ労働党と急進的知識人」は、戦争

直後の時期に、社会民主主義的な産業民主化運動（シカゴ労働党）が一時期大きく成長し

たことに注目し、アメリカ化のひとつのオルタナティブの可能性を検証した。第 9 章「シ

カゴ人種暴動とゾーン都市 ――『分ける』統治へ」は、第一次大戦後に全国的に広がった

人種暴動の問題を考察した。特にシカゴ暴動の詳細な記録を検証し、暴動が事実上の居住

区分離と労働運動の人種分断をもたらした経緯を明らかにした。第 10 章「20 世紀国民秩

序の形成 ――『出身国』とカラーライン」は、1924 年移民法の成立過程に注目し、ヨー

ロッパ系移民の内的序列化とアジア系の包括的な排斥が法制化される歴史的文脈を再検討

した。またこのプロセスの中で進行した、20 世紀国民秩序におけるカラーラインの画定が、

民主的な市民社会の擁護というロジックのもとに正当化された事実を批判的に検証した。 

また最後に、上記本論における分析を受けて、終章「アメリカ現代史のなかの 20 世紀

国民秩序」を付し、アメリカ化とカラーラインを特色とする「二十世紀国民秩序」が、今

日に至るアメリカ現代史の中にどのように位置づけられるかを論じた。 

以上の考察からひとつの結論として導かれた論点は、20 世紀アメリカ国民秩序に固有な
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集合的（collective）な性格であった。すなわち、この新しいナショナリズムは、当初から

先行する時代の個人主義の世界観を超克しようとする衝動を抱えていた。そのことは、二

つの次元でアメリカの市民社会に、「集団性」を認容する心性を生むことになった。第一は、

国民国家統合の課題として、新しいナショナルな社会紐帯や共同意識を創出する必要が広

く認識されたことであり、第二は、これと一見矛盾する展開だが、国民の下位集団への集

合的帰属を不可避の現実として受け入れる、多元主義が定着を見たことである。 

 前者の国民形成におけるよりコレクティブなアプローチは、20 世紀転換期の思想家や社

会事業家が、アメリカ生活の中に「社会的な領域」を見出すなかで形成されたものであっ

た。それは、一面では後のニューディールから「偉大な社会」に至るアメリカ福祉国家へ

の道につながる思潮だったが、同時に様々な社会問題に固着するエスノ・レイシャルな差

異の政治をナショナルな言論空間に引き入れることにもつながった。事実、アメリカ・ナ

ショナリズムの歴史的な変遷の中で、「二十世紀国民秩序」が持った特徴は、そのエスノ・

レイシャルな同質性の追求と境界形成の運動にあった。それは従来の理念的アメリカ・ナ

ショナリズムとは相当に異質な統合原理であった。 

しかし、同時に本論文の検討で解明されたことは、歴史的にはこの 20 世紀ナショナリ

ズムは、伝統的な市民ナショナリズムに対抗するものとして台頭したというよりは、むし

ろ「市民的なもの」――すなわち、市民的美徳や市民資格などを、エスノ・レイシャルな

語彙で上書きし、再定義するかたちで表現されたことである。その際、識字や貧困、ある

いは生活水準をめぐる「社会的な」言説が、民族間の差異や人種主義の感情と普遍化され

た市民性の語りとを媒介していた。「市民」と人種が、互い同士を定義し合うほどに深く結

びつくなかで、20 世紀ナショナリズムの強い凝集力が生み出されていった。 

20 世紀国民秩序の集合的性格を示す第二の展開は、それが文化的な（あるいはエスニッ

クな）多元主義を包含したことであった。もともと多元主義の主張は、主流社会からの同

化圧力に抵抗する移民指導者の戦略に由来した。彼らは、移民コミュニティの「承認」を

求め、また、それを可能にするものとして、「アメリカ」を文化的に中立な制度だと主張し

た。だがもとより、移民集団が脅威を感じた同化主義はそれ自体、アメリカのナショナリ

ズムが市民的で理念的なものから、エスノ・レイシャルで文化的同質性をことさら必要と

するものへと変容する中で生成されてきたものだった。広範な都市の社会事業家や、移民

の同化プロセスを研究する社会学者などは、そうした軋轢を低減する必要からも、多元主

義を支持するようになった。加えて、第一次大戦参戦期などには、移民集団がその構成員

に及ぼす規律を民衆動員に活用しようという社会工学的な見地から、多元主義は行政官僚

や専門家層も注目するところとなった。 

だが、20 世紀国民秩序の形成過程に現れたこの多元主義は、現在、我々が考えるような、

国民国家の各下位集団がフラットな関係で並立するようなモデルとは異なり、エスノ・レ

イシャルな階層化の影響を強く受けたものだった。特に、南・東欧系「新移民」にとって

の多元性は、一方では、「白人」という特権の中に統合されつつ、他方では、「出身国」を
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理由に序列の下位に定位するものだった。二十世紀アメリカ国民秩序の歴史を通じて、チ

ェコ系やポーランド系は、国民社会の主流への参入を許された集団でありながら、自尊感

情の回復のためにも「公平な」多元主義を希求し続けることになる。 

このような、市民的統合の伝統とアメリカ化、そして現代的な人種主義の複雑な相互作

用を背景に確立した 20世紀国民秩序は、1964 年の市民権法（Civil Rights Act）が人種隔

離を全面的に禁止し、翌 65 年の改正移民法が、1924 年法の人種と「出身国」に基づく移

民選別を廃するまで、長期持続的な政治秩序として存続する。さらに、人種主義全般を過

去の因習として拒絶したはずの 1970 年代以降のアメリカにおいてさえ、都市の貧困や多

文化主義の問題をエスノ・レイシャルなものとして思考する習慣は根強く、また人々の下

位集団への帰属を前提する「集合的な」市民観は広く行き渡っている。ここでは、一方に

おいてエスニックな多様性の美徳が賞揚されながら、優遇措置にアクセスできたマイノリ

ティには逆差別だという批判が浴びせられ、それでいて真に救済が必要な都市アンダーク

ラスの貧困は「異なる人々の文化」の問題として、放置され続けている。こうした難題を

抱えるアメリカ社会の現状に、「二十世紀国民秩序」の持続的影響を見ることは可能である。

本論文の考察は、現在進行形のアメリカ・ナショナリズムの理解にも密接にかかわるもの

であった。 




