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序：アッティカ刑務所「暴動」事件 
　ニューヨーク州西北部、ワイオミングの
ロチェスター市からにバッファロー市に向
かって車を走らせると、道中にアッティカ
という小さな町がある。閑静な田舎町とい
う風貌のこの町の,さらに外れに車を走らせ
ると、郊外の長閑な農地が一面に広がる中
に,巨大な建築物が出現する。1972年,フラ
ンスの哲学者ミシェル・フーコー(Michael 
Foucault,1926-1984)はこの刑務所を訪れ
た際に「ディズニーランド風の紛い物のの
要塞のような入り口」と「石落としを側面
にもつ中世の城砦の塔のような外観」 の1
監視塔を持つと表現した。これがニューヨー
ク州でも最大規模の刑務所であるアッティ
カ刑務所である。 
　映画『ショーシャンクの空に』に登場す
るショーシャンク刑務所さながらの近代的
刑務所であり,かの作品が1950年代～70年
代の郊外の町に位置する刑務所を舞台とし
ていることからも,かの作品の雰囲気を想起
すればよかろう。このアッティカ刑務所
で,1971年9月9日～13日にかけて,受刑者
1281人が刑務官や職員らを人質として4日
間にわたり刑務所を占拠する事件が発生し
た。 
　暴動の最中,受刑者は刑務当局と州政府に
対する宣言文(本稿末の付録を参照)を作成
し,その序文で,自分たちを「人種主義」的
な制度の犠牲者として位置付けながら,５項
目の要求と15項目に及ぶ刑務所の改善提案
を行なった。 
　受刑者と当局の間で,幾度かにわたる交渉
が行われたが,当時のニューヨーク州知事で
あり,この後副大統領職に就くことになるネ
ルソン・D・ロックフェラーは受刑者の要
求を受け入れることはついになかった。 

　4日後,受刑者が占拠していた運動広場
「D-ヤード」にヘリコプターからガスが投
下されるとともに,銃で武装した州警察が突
入した。この突入に際して,州警察はショッ
トガンといった重火器の携帯を許され,一斉
射撃が行われた。射撃を行なった中には,アッ
ティカ刑務所の元刑務官たちが含まれるな
どしたため,のちに問題となった。結局この
突入時の銃火による死者は受刑者,人質にさ
れた刑務官を含め43名(そのうち33名は受
刑者,10名は刑務官や一般職員であっ
た。）,負傷者は85名にのぼった 
　刑務所暴動という現象それ自体は,アメリ
カの歴史を見ても例がないわけではない。
それでもこのアッティカ刑務所暴動事件は,
この事件ののちに組織されたニューヨーク
州アッティカ特別委員会(The New York 
State Special Commission on Attica )
が「19世紀末に行われたインディアンの虐
殺を除き、この4日間の刑務所暴動を終息
させた州警察による強襲は、南北戦争以来
アメリカ人の間で生じた最も血塗られた1
日であった」 。と述べ,現在でもアメリカ2

史上特筆される刑務所暴動の一つとして記
憶されている。 
　それは,この刑務所「暴動」事件をめぐる
意味の磁場に,「人種」という方角へ向けた
言説の磁力線が引かれているからである。 
　60年代後半から70年代前半にかけてア
メリカで頻発した刑務所「暴動」は,同時代
を彩った黒人運動との関係性が指摘された
結果,「黒人運動」なかんずく60年代後半
以降の「ブラック・パワー・ムーヴメント」
（Black Power Movement:以下BPMと
する）の運動の一端として理解されてきた。
それは、BPMの「戦闘的」な表象を担うこ
ととなった黒人組織である「ブラック・パ

 ミシェル・フーコー，蓮實重彦・渡辺守章（監訳）「アッティカ刑務所について」，『ミシェル・フーコー思想集成1

Ⅴ：1974−1975 権力　処罰』（筑摩書房，2000年第１版)pp76-93.
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ンサー党」（Black Panther Party：以下
BPPとする。）との人的なつながりや影響
がこの刑務所「暴動」に「色」を塗布して
きたからである。 
　つまり,これらの刑務所「暴動」は,その
「過激さ」の中に黒人運動との連動性を見
出されていた。 
　とはいえ、そのような形で黒人運動と刑
務所暴動との関連性が自明視されてきたた
め,刑務所「暴動」に関する体系的な研究は
多くないのが現状である。刑務所「暴動」
の体系的な研究は,1991年のバート・ユー
シーム（Bert Useem）とピーター・キン
バル（Peter Kimball）による共同研究を
嚆矢とする。 
　彼らは,1971年から86年にかけての刑務
所暴動とその影響についてまとめている。
いわく,アッティカ刑務所「暴動」事件に至
るまでの刑務所改革は、60年代半ばを境と
して大きく2つに区分されるという。 
　それは運動の前半を1950年代からの公
民権運動の成功と,それに伴う人種問題の解
決を志向する裁判所が改革を行った60年代
半ばまでの時期に置く。そしてケネディ兄
弟・マルコムX・キングの暗殺とともに黒
人運動が「過激な」隘路へと迷い込み,その
バックラッシュと,政府への信頼が落ち込ん
だことによる刑務所改革からの公的機関の
撤退が行われていった60年代後半以降の時
代という二項対立的な理解であった。 

　そうした刑務所の締め付けへの受刑者に
よる「抵抗」として,アッティカ刑務所「暴
動」は象徴化されたのである。つまり,一連
の刑務所暴動は,BPMのの裾野に広がる受
刑者による「市民権」の回復運動であった
と理解されたのである。 
　1994年には、こうした黒人運動の影響
をより積極的に評価し、50年代～60年代
に多発した刑務所「暴動」とそれに係る動
きを「プリズン・ムーヴメント」と位置付
けたエリック・カミンズ（Eric Commins）
の体系的な研究が現れた。 
　こうした受刑者側の動きに焦点を当てた
90年代の研究群が一様に指摘するのは,受
刑者の運動が、ブラック・パンサー党結成
初期に指導的立場にあったエルドリッジ・
クリーヴァー（Eldridge Cleaver,1935-
1998）や,ヒューイ・P・ニュートン(Heuy 
Percy Newton: 1942-1989)の逮捕と釈放
運動,そしてカリフォルニア州サンクエンティ
ン刑務所の受刑者で,服役中にBPPに入党し
たジョージ・ジャクソン（George 
Jackson,1941-1971,Aug21） といった3

BPMと刑務所「暴動」との人的な繋がり,
そして彼らが服役中に組織した刑務所内部
の運動団体の存在である。 4

　日本の研究では,高廣凡子による一連の研
究があるのみである 。高廣は上述した研究5

群について,受刑者「運動」とBPMとの関
係をBPMからの一方向的な影響のみを捉え,

 エルドリッジ・クリーヴァーは、ブラックパンサー党情報相、ジョージジャクソンもそのメンバーシップを一時3

期認められていた。

 Eric Cummins, The Rise and Fall of California’s Radical Prison 4

Movement(California: Stanford University Press, 1994). Bert Useem and Peter 
Kimball, States of Siege: U.S. Prison Riots 1971-1986,(New York; Oxford University 
Press, 1991).

 高廣凡子 「アメリカ合衆国におけるブラック・プリズン・ムーブメントの考察：1971年Attica刑務所「暴動」5

の検討を中心に」（『国際文化研究』8,2001年8月）.61~73,高廣凡子「アメリカ合衆国の監獄における受刑
者運動の展開：1970年代カリフォルニア州フォルサム刑務所の「人種主義」撤廃運動(『人間社会学研究集
録』2007年3月.27～55), 高廣凡子「アメリカ合衆国における『ブラック・プリズン・ムーブメント」の発生と展
開 : 1960年代後半から1970年代初頭を中心に』（博士論文,2004,9）
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受刑者の主体的な運動の展開を見落として
いると指摘し,受刑者の「運動」は「人種」・
「階級」・「ジェンダー」の折り重なるレ
イヤの下で緊張関係を取り結ぶ言説空間を
織りなしていたと述べ,受刑者たちがより主
体的に公民権運動やBPMの成果を取り込ん
でいたことを指摘している 。この高廣の,6

受刑者の「運動」を「人種」・「階級」・
「ジェンダー」によって展開する空間とし
て把握し直す視座は重要である。2011年
にはドナルド・F.ティブス(Donald 
F.Tibbs)が,カリフォルニアにおけるBPM
が刑務所の労働運動を組織したとして刑務
所「運動」をBPMの中に位置付けているが,
この研究も高廣の指摘を免れるものではな
い。 
　しかしながら,高廣の指摘を踏まえても,
この刑務所「暴動」を含むプリズン・ムー
ブメントとBPMとの関係性,距離は慎重に
再考されるべきであるように思われる。 
　というのも,この一連の出来事を「運動」
と捉えるか「暴動」と捉えるかに,「人種」
をいかなる位相において分析していくかが
不可分に結びついているためである。一般
にこうした社会史からの視点においては,そ
れまで歴史的に疎外されていた人々を歴史
的な主体として見出してきた。その意味に
おいて,「暴動」と呼称されてきた事象に「運
動」という語を割り当てる行為は,歴史の表
舞台に登場しない人々を歴史主体として位
置付けていくという意味においてナラティ
ヴ以上に重要な意味を持ってきた 
　しかしながら,こうした実践行為は,もう
一方で「何が運動たりうるのか」という新
たな線引きをもたらしたのではないか。受
刑者と黒人運動との関係性の再検討の必要
性を指摘した高廣においても,受刑者を「権
力への抵抗主体」とみなし,管理を行う刑務
所当局内し州政府とのダイコトミーの中で

刑務所における騒擾を理解していこうとす
る意味において,この認知的枠組みの中で事
象を把握している。 
　以下に,こうしたナラティヴの問題を２点
指摘する。第１に,上述した歴史における主
体の捉えの問題である。アメリカにおける
刑務暴動研究の分析では当初から,受刑者や
BPMは,単一の表象を与えられてきた。高
廣はそうした状況を打破し,多様な利害を持
つ受刑者たちを取り巻く「人種」「階級」
といった言説の磁場を分析対象に拓こうと
したが,やはり高廣の研究においても、受刑
者たちは「抵抗者」であるか「暴動を起こ
した者」かのダイコトミーの上に置かれて
いる。忌憚なく言ってしまえば,これは従来
の線引きをもう一度引き直したに過ぎず,歴
史における主体性を再考する新たな磁場を
張り直したとは言えない。幾たびも引き直
される「誰が主体か」という問いは,「歴史
化するに値しないもの」が存在するという
暗々裏の排除を常に保存し続ける。この時,
語り得ない主体を常に再生産し続ける言説
の枠組みを保持することを,一旦放棄するこ
とは必要ではなかろうか。 
　その点において,刑務所改善要求活動や,
本稿で中心的に扱うアッティカ刑務所「暴
動」事件は,そうした認知的枠組みに回収さ
れ得ない特徴を持っている。それは実際に,
アッティカ刑務所「暴動」の中においては,
受刑者による人質の殺害,受刑者同士による
身体的暴行,性的暴行と言った剥き出しの暴
力も起きているためである。また,この「暴
動」に関与した全ての受刑者が事件に賛意
を示していたわけではない。事件自体は緊
迫した状況の中で進行し,そもそも受刑者た
ちの利害や関係性それ自体も,「人種」・「階
級」,そして彼ら自身に与えられた「受刑者」
としての表象をめぐって分裂し,せめぎ合い,
斬り合っていたのである。 

 高廣[2001]6
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　本稿において,あくまでこのアッティカを
従来の「暴動」として呼称しているのはそ
のためである。受刑者たちは,「受刑者」で
あると同時に「抵抗者」・「黒人」・「過
激」・「市民」など外部の運動の思い描く
「受刑者」像を与えられ,幾重にも疎外され
ながら,その表象を消費されていた。 
　しかしその中でも,彼ら自身それらの表象
を利用し,また作り出しながら自らの利害関
係にかかる交渉を進めていこうとする。そ
れは当局に対する交渉においてもそうであ
るし,受刑者同士の日々の交渉においてもそ
うであった。「人種」や「階級」,「ジェン
ダー」といった言説空間が立ち現れてくる
のは,むしろそうした分裂と亀裂の中にでは
ないか。本稿では,そうした問題意識にたち,
「暴動」という分裂と錯綜を孕む事象の中
に「人種」をてことした言説の磁場が生成
される過程を追うことで,「運動」という語
りに回収されない人々までを射程に入れた
分析枠組みを提示することを目指す。 
　第２に,黒人運動との連動性に関する問題
である。この点において従来の研究には重
大な問題がある。特にBPMとBPPとを,そ
の「反体制的な」表象において一元化し,そ
れを起点として刑務所改善活動との結びつ
きを紡ぎ出す語りは,BPMそのものの錯綜
する実態と多層性を無視し,「過激な」運動
としての通俗的なBPMの表象を強化し再生
産する結果を招きかねない 。BPPに関して7

も,「戦闘的」だとされる一般的な理解と実
態とが剥離していることが近年の研究によっ
て明らかにされている。特にこの刑務所改
善活動の研究においてしばしば言及される
ヒューイ・P・ニュートンやボビー・シー
ル,ジョージ・ジャクソンといったBPPを代
表する人物の刑務所改善への関与を巡って
は,そもそもこの時期にBPPがこの時期に分
裂し,方針をめぐって大きな転換点に差し掛

かっていることを無視することはできない。
 
　つまりは,刑務所暴動という現象を”黒人
運動の中に位置付けていく”という視座そ
のものが,刑務所改善活動や「暴動」が,「戦
闘的」で「ラディカルな」黒人運動と連動
するという認識的枠組みを前提とした中で
展開せざるをえない。その中で「刑務所運
動は黒人運動と本当に連動していたのか」
と問うたところで,それは結論ありきの議論
にならざるをえないであろうし,逆に「刑務
所運動は黒人運動と連動しない独自の運動
だった。」という歴史像を提示したとして
も,「反体制的」で「戦闘的」という表象を
てことしてこの問題を考える限りは,黒人運
動史像の焼き回しにしかならない。 
　この分析枠組みを用いて,刑務所「運動」
からBPMを再考しようとしても,結局BPM
は「戦闘的」だったのかそうでなかったの
かという二項対立的な歴史像から抜け出す
ことは困難である。 
　本稿が目指すのは,こうしたナラティヴに
回収されない形で,刑務所改善活動,刑務所
暴動という現象が60年代末から70年代初
頭にかかる「人種」をめぐる言説空間を定
位していくことにある。 
　第1章では,刑務所改善というこれまで研
究の蓄積がなされていない事象につき歴史
として検討可能にしていくために,60年代
における刑務所改善活動の状況を整理する。
50年代における「豊かなアメリカ」へのコ
ンセンサスが、60年代に突き上げられてい
く中で,刑務所に対する認識も大きく転換し
ていく。刑務所が「問題」として議論の場
に立ち上がっていくには,保守とリベラル双
方がこれを「問題」として認識することが
必要だった。 
　第2章では,アッティカ刑務所における騒
擾を検討してゆく。その際には,これまでこ

 こうした「過激な」ブラック・パワー・ムーヴメントの典型的な理解は,などに見られる。7
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の事件を物語る際によく引用されてきた
ニューヨークタイムズの記者であったトム・
ウィッカー(Tom Wicker)によるルポター
ジュ”A Time to Die”を参照しながらも,事
件後に原因究明のために組織された第3者
委員会であるMcKay Comissionによる当
事者たちへの聞き取りと証言資料を１次資
料として用い,彼らの利害関係が以下に錯綜
していたかを検証するとともに,その錯綜す
る利害関係の中で「人種」という概念がい
かなる磁場を形成していたか検討する。 
　第3章では,この刑務所改善活動や「暴動」
と,当時の黒人運動との距離を再検討するた
めに,60年代後半から70年代初頭にかけて
活発に活動していたBPPの動きを追う。　
アメリカ黒人史の文脈において、1960年
代後半から70年代初頭にかけては、「ブラッ
ク・パワー」と都市暴動の時代だった。
1965年、ロサンゼルスのワッツ地区で起き
た暴動を皮切りとして、毎年夏になるとア
メリカの黒人ゲトーでは大規模な暴動が起
きた。1967年の暴動はひときわ激しく、
1964年には公民権法が制定され、1965年
には投票権法が制定されたことによって法
律上の(de jure)人種隔離制度は撤廃された
ように見えながら、事実上の(de facto)人
種隔離は温存されたアメリカ都市ゲトーで
は、変革への期待と現状の停滞との間から
くる人々の幻滅や怒りの交錯する地に、BPM
とBPPが立ち現れてくる 。 8

　すでにBPPの諸相に関する研究は蓄積が
厚く,到底本項の紙幅と筆者の現在の力量で
はその全てを抑えることはできないが,アッ
ティカ刑務所「暴動」にかかる論点だけを
取ってみても,当時BPPはすでにその姿を巡っ
て分裂していたことが明らかになろう。 
　そして終章では,この事件がなぜ「人種」
という言説磁場に開かれているのかそのも
のを問う。そのためには,より広い文脈にお

いて,この時期に「人種」がいかなる言説磁
場を持っていたのかという点について比較
しながら検討していくことが必要になる。
その検証を通じて,刑務所暴動という特殊な
状況が拓く言説の切断面と混乱の中に,当時
にあって「人種」にかかる表象が以下に割
り振られ,また引き受けられていくのか,そ
の結び合う主体について考えたい。 

 藤永康政「長く暑い夏」再考—六〇年代黒人ラディカルズの想像力と都市暴力に関する一考察8
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第一章：６０年代刑務所改善
運動の諸相 
1-1：背景 
　ユーシームとキンバルの整理によれば,60
年代アメリカの刑務所運動にかかる歴史的
背景は,大きく分けて1950年～1965年にか
けての「リハビリテーション」の時代
と,1966年から1970年代にかけての「ポス
トリハビリテーション」の時代に２つに分
かれる 。高廣の研究においてもこの区分を9

引き継いでおり,この理解においては,刑務
所改善運動を公民権運動の興隆する前半と,
その後の幻滅や都市暴動の頻発する後半と
いう時代的枠組みに当てはめて理解をして
いる。 
　本稿では,刑務所運動と黒人運動の表象の
関連性を問題の俎上に載せて改めて問い直
すために,あえてこの区分を用いていく。し
かし実際には,この区分には問題もある。刑
務所運動研究者がしばしば言及するニクソ
ン政権期以降の「法と秩序」政策による刑
務所環境の悪化という区分論とこの公民権
運動史の枠組みとは時間的なずれが大きく,
さらに「ポストリハビリテーション」の時
代に実際には,ジョンソン政権期における「偉
大な社会」政策が行われ,貧困との戦いが謳
われていたという矛盾を抱き込むことにな
る。 
　こうした「進歩的」とされた政権期の刑
務所において,むしろ施設状況の悪化と拘禁

人数急激な上昇という現象は,その後のクリ
ントン政権期にも同様の状況が見られる。
刑務所の待遇とアメリカの刑罰国家化の議
論は,リベラリズムと福祉政策との関係から
再考されなければならないだろう 。とは10

言え,北部都市における福祉政策・貧困問題・
リベラリズムからの検討をするだけの紙幅
は本稿においてはなく,また現状筆者の力量
をも超えるため、これは別の機会に検討し
たい 。 11

　さて刑務所運動の文脈に筆を戻すと,「リ
ハビリテーション」が重視されたとされる
50年代～65年にかけて,合衆国各州におい
ては多くの州で、受刑者の「更生」を目的
とした「不定期刑」法案が成立し,1954年
にはアメリカ刑務所協会（American 
Prison Association）はアメリカ更生協会
（American Correctional Association）
へと名称を変更している 。こうして刑務12

所当局がそれまでの「不介入」主義を転じ,
司法刑務制度上そのプレゼンスを強めて,刑
務制度に介入した結果,刑務所当局は刑務制
度や受刑者への管理権を強めたのであった。
 
　この同時期,すでに刑務所暴動も活発化し
ていた。1952年から53年の半ばにかけて
の一年半で40の刑務所暴動が発生した。こ
れはそれまでの四半世紀に起きた暴動の数
を超える数であった。しかしこの時期に暴
動が頻発したにもかかわらず,受刑者の「更
生」に基づく理念を揺らがせることはなかっ

 Bert Useem and Peter Kimball, States of Siege: U.S. Prison Riots , 1971-1986.9-189

 上杉忍「アメリカ合衆国における産獄複合体(Prison Industrial Complex）の歴史的起源 : 南部の囚人10

貸 出性・チェインギャング制のメカニズム」,『北海学園大学人文論集(50)』 pp.1-22, 2011

 レーガン、クリントン期における福祉政策については、土屋和代の研究が参考になろう。土屋和代11

「福祉権の聖歌 : 全米福祉権団体の結成と人種、階級、ジェンダー」『立教アメリカン・スタディーズ 

= Rikkyo American studies (38)』 pp.81-103, 2016

 Bert Useem and Peter Kimball, States of  Siege: U.S. Prison Riots 1971-1986.9-1012
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た。 
　ユーシームとキンバルは,この時期の暴動
の原因が受刑者の「更生」のための設備や
財源といったリソースの不足に帰されたこ
と,この時期の暴動に参加した受刑者たちが,
合理的にでない,「いかれた連中」とみなさ
れたためであるという。例えば,ミシガン当
局はジャクソン刑務所で発生した暴動の調
査の際,刑務官や当局側,暴動に反対してい
た受刑者側には聞き取りながら,暴動に加わっ
た受刑者には聴取を行わなかった。 
　こうした刑務所の「更生」理念への信頼
は、アメリカ合衆国内の犯罪率の低下にも
支えられていた。1946年から62年にかけ,10
万人当たり6.5％から4.5％まで低下してい
た。1950年には,州と連邦の刑務所の受刑
者人口は40年よりも8000人減少して16万
6000人であり,概して刑務所の機能につい
て好意的な論調が支配的であった。刑務所
が「問題」がとして一般の議論の俎上に乗
ることは多くなかったのである 。 13

　この50年代にかけての刑務所への管理強
化が,リベラルな「更生」理念に基づいた刑
務所への公的資金の投入と足並みを揃えて
いたのは,「豊かな社会」というアメリカの
自画像が抱える影であったということにな
ろう。アメリカにおける都市の危機的な状
況が60年代を起点とするという議論に対す
るトマス・J・スグルーの批判はけだし慧眼
である。1960年代以降の「都市危機」は長
らく都市の「アンダークラス」によって引
き起こされてきたとされてきたが,それが第

２次大戦直後から既に,大都市の脱工業化と
ともに進展してきたことを,スグルーは明ら
かにした 。 14

　ロビンD.G.ケリーが明らかにしたように,
このような状況の中で「アンダークラス」
という概念が捏造されていく。この「偉大
な社会」の裏側で既に,刑務所への投資と収
監が始まっていたのである 。 15

　しかし60年代半ばになるとこの状況は一
変した。都市騒擾が頻発し,犯罪「検挙」率
も一転して上昇する。1963年から1968年
にかけて,10万人当たり190件から298件ま
で暴力犯罪の件数が上昇している。都市騒
擾と犯罪検挙率の上昇は,北部都市における
「安全」と「秩序」を求める声を高め,ジョ
ンソン政権下であった1968年に,総合犯罪
防止安全市街地法（Omnibus Crime 
Control and Safe Streets Acts)が制定され
た。裁判所,警察,コミュニティプログラム,
刑務所を整備するため,法執行行政部（Law 
Enforcement Administrative Agency；
LEAA）が設立された 。 16

　こうした状況で拘禁の目的が「更生」に
あるというコンセンサスが崩れた。刑務所
の在り方に関する立場は引き裂かれ,「更生」
についての刑務所への信頼は覆った。リベ
ラル派は刑務所が社会管理の道具として用
いられており,その原因が受刑者個人に帰さ
れ,犯罪を引き起こす「社会的」原因を無視
していると主張し,一方で保守派は,刑務所
が受刑者を甘やかし,リハビリテーション主
義こそが,上昇する犯罪率の原因であると主

 Ibid.9-1813

 Thomas J. Sugrue The Origins of the Urban Crisis: Race and Inequality in Postwar Detroit, Princeton 14

University Press, 1996

 ロビン・D.G.ケリー（著）,村田勝幸/阿部小涼（訳）『ゲットーを捏造する―アメリカにおける都市危機の表15

象』（彩流社,2007)

 Ibid.1516
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張するに至り,ここにきて刑務所は「更生」
のための役割を果たせていないとして,「問
題」になった 。 17

 
1-1:受刑者権利運動の諸相 
　刑務所内部の受刑者の活動に外部活動化
が深く関わりを持つことになったのは,1940
年代に遡る。当時,カリフォルニア州マリン
郡サン・クエンティン刑務所でカーライル・
チェズマン（Caryl Whittier Chessman）
という一人の死刑囚,が自らの死刑延期と再
審理を求め嘆願活動を行なっていた。チェ
ズマンは1941年に,数多くの強盗や性的暴
行犯として捜査されていた「レッドライト
バンディット」の容疑者として、有罪判決
を受け収監されていた。しかし,判決を不服
として刑務所内で出版活動を通して資金を
稼ぎ、弁護士を雇うと,1960年に死刑が執
行されるまで,8度にわたり彼の死刑執行を
延期させたのであった 。 18

　チェズマンは著書の中で大きく２つのレ
トリックを用いていた。一つ目は,自分の不
遇を強調することで,「自分は敬虔なクリス
チャンの白人家庭に生まれ,幼い頃から傷つ
きやすい子供でした。家族の貧困と病が元
で、確かに不幸にも非行に走ってしまいま
した…しかし私は「レッドライトバンディッ
ト」ではありません。」 と訴えながら,自19

らを「アウトローな市民」として描きカリ
フォルニア州ベイエリアの白人左派弁護士
の支援をとりつけたのだった。 
　これに対し刑務所当局は刑務所内での著
作活動を禁止し,著作物を接収を始めると,
チェズマン同様出版の意思のある受刑者を

独居房への隔離した。これに対してチェズ
マンは,言論の自由を争点として刑務当局の
判断は違憲であると裁判を起こした。チェ
ズマンを支援する弁護士団は,嘆願を国際的
な救済活動に結びつけ,結果マリン郡裁判所
は,サンクエンティン刑務所当局による出版
活動への懲罰的措置を「違憲」であると判
断した 。 20

　ここでチェズマン自身が「有罪」かそれ
とも彼の主張通りに「冤罪」であるかとい
う議論には立ち入らない。実際,彼が受刑者
の言論の自由を訴える理由は,自身の死刑撤
回という実利益を目的としたものであり,「更
生」という言葉はそのレトリックとして,著
作活動はその手法として利用されたにすぎ
ない。 
　しかし,それでもなおこの死刑囚の運動を
取り上げることが重要なのは、彼の手法が、
その後の受刑者の権利要求活動の一つのモ
デルとして浸透し,白人左派の活動家や弁護
士が刑務所問題に関わる契機を生んだため
である。刑務所当局側にとっては,受刑者は
「厄介ごと」を引き起こす原因となった。
結果として刑務所当局は,受刑者の教育への
制限を強化することとなったのであった。 
　チェズマンの事例は,一人の死刑囚の個人
的な抗議活動が,政治的要求へとレトリック
を移していくものであった。こうした,「更
生」に根拠をおきながら自らを「社会の犠
牲者」として位置付けていくレトリックは
60年代になると主流化する。 
　次に見るのは,個人的な動きを超えて権利
獲得を目標とした事例である。1950年代以
降,ブラック・ムスリムの宗教実践の権利要

 Ibid.16　17

 Eric Cummins, The Rise and Fall of California’s Radical Prison Movement, Stanford University Press, 18

California, 1994.33-35

 Quoted in Ibid.38-3919

 Ibid.43-4420
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求活動である。この「ブラック・ムスリム」
はネイション・オブ・イスラーム（Nation 
of Isram:以下NOI）と呼ばれる宗教団体の
信者をさすが、このNOIとは,50年代以降
の「戦闘的な黒人像」を考える上でも言及
するに値する。NOIは1930年代のデトロイ
トにおいて、ウォレス・D・ファード
(Wallace D. Fard: 1877-1934)という人物
によって創始された。彼はキリスト教を「奴
隷の宗教」とみなし、白人を「悪魔」と見
做すことで、黒人がアラーの教えに帰依す
ることで黒人の「歴史」を奪回することが
できると説いた。初期は彼らはファードの
「テンプル」に集まっていたが、信徒の数
が増えるにつれて名前を「ネイション」へ
と変えたのだった。 
　1934年には、ウォレスが謎の失踪を遂げ、
イライジャ・ムハンマドという人物が指導
者についた。このイライジャ・ムハンマド
の時代にNOIは刑務所内で信徒のリクルー
トを行っていた。特に,この刑務所での布教
活動によってNOIに入信した人物に50年代～
60年代の黒人運動に大きく影響を与えたマ
ルコムXがいる 。彼がNOIのスポークス21

マンを努めた時期にNOIの会員数は急増
し,1960年までにはブラック・ムスリムの
メンバーシップは合衆国内で65,000人から
100,000人に、刑務所内部においても
17,200人から28,500人に増加していた。 

　こうした刑務所内でのNOIのメンバーシッ
プの急増は、刑務所内外での黒人に対する
ポリーシングの問題と無関係ではないだろ
う。サン・クエンティン刑務所のあったカ
リフォルニア州では、１951年には黒人が
人口に占める割合は4％であったが,刑務所
に占める黒人人口の割合は19.９％に達し
ていた。さらに、1970年には、州全体の黒
人人口は未だ7％を占める程度であったが、
刑務所人口に占める割合は29.８％にまで
上昇していたのだった 。 22

　60年代に入ると,ブラック・ムスリムた
ちは刑務所内の宗教実践の権利を求め訴訟
を起こすようになった。当時ブラック・ム
スリムは刑務所内の人種間緊張を強めてい
るとして,宗教実践その他刑務所内での教育
活動について禁止されていたほか,メンバー
は他の受刑者から隔離されていた。こうし
た刑務当局の動きに対して、1963年2月25
日、ブッカー・T・X という当時サン・ク23

エンティン刑務所内部のNOIの司祭をして
いた囚人を中心としたグループが騒擾を引
き起こし,射殺された。これをきっかけとし
て,サン・クエンティン刑務所内部の運動は,
外部運動との連携を模索し始めた。外部の
左派活動家や弁護士団体の協力を取り付け
て訴訟活動を繰り返した 。 24

　カリフォルニア州最高裁判所は当初、
NOIの教条が「刑務所内での人種差別を助

 マルコムXの「戦闘性」を前面に押し出す理解は、このNOIに所属していた時期に焦点を当てたもの21

であろう。彼を理解するためには、その「戦闘性」そのものの評価やNOI脱退後の「変化」、対比さ
れるキングの表象の再考も含めて論じられなければならない。

 Eric Cummins[1994].1022

 本名をBooker T. Jhonsonという。XはNOIに入信した際に名付けられる。23

 こうした動きの中で、カリフォルニア州フォルサム刑務所では受刑者による労働組合の組織化がな24

されている。Donald F. Tibbs From Black Power to Prison Power: The Making of Jones V. North Carolina 

Prisoners' Labor Union, Palgrave Macmillan, 2012
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長している」として刑務所当局による制限
を容認していたが、継続的な訴訟活動によっ
て1970年、他の宗教と同様公式に認められ
た。これによってサンクエンティン刑務所
内でブラック・ムスリムたちは、ムハンマ
ド・スピークなど出版物の入手、ムスリム
の司祭の雇用,刑務所図書館にコーランの配
架を求めることができるようになった 。25
刑務所内の受刑者たちは外部の活動家を巻
き込み,世論を喚起することで自分たちの要
求を通すレトリックを手に入れたのだった。

 Eric Cummins[1994].72-7325
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1-3:「革命」・「男性」・「黒人」：60年
代後半の刑務所運動をめぐる３つのレイヤー
 
　前節では,受刑者の刑務所内での権利要求
活動が個人の抗議活動に端を発し,個々の主
体の利害関係に沿って外部の活動家との関
係を取り付けていく過程を追った。本節で
は,そうした受刑者たちが「革命」・「男
性」・「黒人」という表象を裂け目として,
分裂していたことを確認する。特にその中
にあって外部から注がれるマスキュリンで
ラディカルな「人種」性を戦略的に選択し
ていく受刑者たちのグループは,外部の活動
家にとって,理想的な「アウトロー」でもあっ
た。 
　BPPの初期メンバーのひとりであったエ
ルドリッジ・クリーヴァーは,60年代サン
クエンティン刑務所に収監されていた。彼
はブッカー・T・Xの死に伴ってブラック・
ムスリムの指導的位置に就き,彼の下でサン
クエンティン刑務所ないにおける受刑者の
教育プログラムのイニシアチブをブラック・

ムスリムが握った 。 26

　クリーヴァーはこの時,「ブラザー・ブッ
カー・T・Xの死後,彼は私の牢獄での同居
人だったのですが,私がリーダーを務めるこ
とが,イライジャ・ムハンマドの西海岸での
代理であった,ロスアンジェルスモスクのジョ
ン・シャバズ司祭によって公式に支持され
ました。これは当時のサンクエンティン刑
務所の劇的な状況のためでした。NOIはイ
スラム教に感化されたどのような暴力沙汰
をも回避したかったのでした。…そこで私
は,鉄の訓練を教えることになったので
す。」 と自らが公式にNOIのサン・クエ27

ンティン刑務所支部の指導者に任命されて
いると宣言していた。 
　68年、BPPの情報相になっていたクリー
ヴァーは『氷の上の魂（Soul on Ice）』（合
同出版,1969)を著した。著書の中で、彼は
受刑者を「プロレタリアート」として位置
付けるとともに,やはり自らを「革命的なア
ウトロー」として位置付けた。こうした受
刑者像は,チェズマン以来刑務所内の「主張

 Eric Cummins,[1994], 1963年2月、サンクエンティン刑務所で、ブッカーT.Xというブラックムスリム26

の指導的位置にいた受刑者が刑務官に射殺されると、西海岸におけるイライジャ・ムハンマドの代理
を務めていたジョン・シャバズ（John Shabazz）司祭によって、正式にクリーヴァーがサンクエンティ
ン刑務所内のリーダーとして宣言された。彼の下で、サンクエンティン刑務所でのムスリムの抗議活
動は過激化してゆく。

 Quated in Eric Cummins,[1994].7327
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する受刑者」に注目していた左派白人活動
家を惹きつけた 。 28

　一方で,彼の方針が全ての受刑者たちに受
け入れられたわけではなかったことはもう
一度確認しておこう。ある受刑者は,「私は
ソルダッドでそれを2番目に読んだ人間で
した…刑務所内はその本の話題で持ちきり
でした…しかし一度読むと、その本に私は
抵抗を感じました。特に,彼の犯罪に関して
の項,レイプについてです。…私はそこに抵
抗を感じたのです。」 と述べている。 29

　チェズマンという「白人」受刑者を発端
として生起しつつあった刑務所運動を,「ブ
ラック・パワー・ムーヴメント」との連動
性を語る上で,このNOIとエルドリッジ・ク
リーヴァーとの関係が一つの大きなメルク
マールである。確認したように,当時すでに
少なくともカリフォルニア州刑務所におい
て黒人受刑者の割合が高まっていたことは
事実であるが,そこにBPMという歴史像を
見いだしていくにあたっては,NOIやエルド
リッジ・クリーヴァーを通じて,BPMのナ
ラティヴを接木していく必要があったので
ある。 
　こうした受刑者像が刑務所外部において
注目を集めていた原因には,60年代後半を

通じてアメリカの富裕層や文化人の中に,ラ
ディカルであることへの「流行」があった
ことが指摘されている。ベトナム反戦運動
やカウンターカルチャー,ヒッピーたちの運
動の「ラディカル」な表象を消費文化の中
に取り込み,「白人であることの罪悪感
（White Guilt）」を称揚することでそう
した運動への共感と連帯を示すことが「流
行」したことは,ジャーナリストのトム・ウ
ルフ(Tom Wolfe: 1930-)によって「ラディ
カル・シック」と名付けられた。刑務所内
部の受刑者の嘆願運動は,刑務所外部の対抗
文化にとって「反体制」の象徴として,ムー
ヴメントの対象でもあるとともに消費対象
にもなっていたのである。こうしたカリフォ
ルニア州ベイエリアの受刑者の活動は,カウ
ンターカルチャーを彩る出来事として「流
行」したのだった 。 30

　対抗文化における「革命的」で「アウト
ロー」であることへの熱狂と,受刑者へのそ
の表象の投影を,受刑者の側も利用していっ
た。その顕著な例となったのが,のちにその
死がアッティカ刑務所「暴動」事件に影響
したジョージ・ジャクソン（George 
Jackson：1941-1971) である。彼は18歳31

の時,ガソリンスタンドから70ドルを盗ん

 Ibid.94-10328

 Quoted in Ibid.109.クリーヴァーは著書の中で、アメリカ社会が白人男性を頂点＜頭脳＞たる＜全能29

の行政者＞として位置づける人種-ジェンダー秩序によって規定されていることを指摘している。その
ため黒人男性に＜肉体＞的機能に特化した＜超男性性＞を付与する一方で、白人＜男性＞が女性への
優位を保つために、白人女性に＜超女性性＞として位置付けられる。さらに男性的役割である家庭＜
労働＞が黒人＜女性＞に割り当てられることで、黒人女性から＜女性性＞が減退させられる形で、＜
人種＞と＜ジェンダー＞に沿って社会が編成されているとした。しかし、その社会の解体のために、
クリーヴァーは黒人男性による白人女性への加害行為をも肯定しており、この受刑者がクリーヴァー
に対し懐疑を覚えた「特に…レイプについてです。」とは、著書の中で彼がかつて白人女性に対する
強姦を社会体系に対する蜂起と同一視していたと告白している部分であると思われる。エルドリッジ・
クリーヴァー,『氷の上の魂』（武藤一羊訳）合同出版,1969年

 Tom Wolfe Radical Chic & Mau-Mauing the Flak Catchers, Farrar, Straus and Giroux, 198930

 Eric Cummins, A Rise and Fall of California’s Radical Prison Movement.154-5731
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だ罪で逮捕されてから,「不定期刑」により
10年を刑務所で過ごしていた。刑務所内部
でBPPのリクルーティングに呼応してBPP
の党員となった彼は、抗議活動を繰り広げ
ていた。 
　70年１月,ソルダッド刑務所で暴動事件が
発生した 。その際に,刑務官の一人が圧死32

する事件が起きると,当局はその容疑者とし
て彼を含む3名を逮捕した。これがテレビ
で報道されると,彼ら3人は当局によって虐
げられた「ソルダッド・ブラザー」として
メディアの話題を呼び,抗議活動は白人左派,
アンジェラ・ディヴィスやジャン・ジュネ
などの活動家,ハリウッドスターを動員する
「盛り上がり」を見せた。 
　同年、彼と家族、そして彼を支援した白
人左派の弁護士フェイ・ステンダーに当て
た数々の手紙を収録した,Soledad Brother: 
The Prison Letters of George 
Jackson(Chicago; Chicago Review Press, 
New Edition Version, 1994)を出版すると,
これがベストセラーとなり,彼は一躍「反体
制」運動の寵児となった。カミンズはこの
状況をして「ソルダッド・ブラザーズに向
けられた左翼の幻想は、カルト的崇拝の域
にまで達していた。」 と表現しているが,33

ジャクソンもまた,自ら外部運動に望まれた
「革命的受刑者」像を演出していた 。 34

　この「分裂」の経験について受刑者は,翌
71年同刑務所で「人種主義」撤廃運動が起
こった際「（70年の）ストライキは,外か

らの協調性のない要求,人種的不和,所長に
よる心理作戦のために崩壊した。」ストラ
イキは「失敗であった」と受刑者が述懐し
ている。この「協調性のない要求」,「人種
的不和」については、刑務所やそのシステ
ムの改善要求の中に①受刑者たちは革命家
であり,彼らのためアルジェリア,ロシア,
キューバ,ラテンアメリカ,北朝鮮,北ヴェト
ナムなどの国に政治的避難所を設けること,②
ボビー・シール,ソルダッド・ブラザーズ等
の政治囚に対し,国外に政治的避難所を設け
ること、という2つの要求が付け加えられ
た。さらには刑務所当局と受刑者の橋渡し
役としての交渉役が、当初予定されていた
「カリフォルニア刑務所組合の代表者」か
ら、BPPのデイヴィッド・ヒリアード
（David Hilliard,l948-）へと変更された
ことで生まれた人種的不和であろうと指摘
している 。 35

　71年の権利要求活動では,刑務所内での
人種主義撤廃が謳われた。70年のストライ
キが「人種」によって分断されてしまった
以上,彼らは強く「人種」を意識せざるを得
なかったものと思われる。白人ラディカル
たちの思い描く「受刑者像」は,受刑者のコ
ンセンサスの無いままに刑務所内にも影響
を落としていたのである。 
　ここで取り上げた2つの受刑者のストラ
イキは,アッティカ刑務所での「暴動」と接
続していた。サンクエンティン刑務所にお
いて指導的位置にいた受刑者たちは,フォル

 ソルダッド刑務所内で、ブラックパンサー党初期メンバーの一人、W・H・ノーレンら4名が刑務官32

に射殺され、これが正当防衛と判断され無罪判決に終わったことで、ソルダッド刑務所内で抗議活動
が起こり、刑務所当局側のミスから暴動に発展した事件。Eric Cummins, A Rise and Fall of California’s 
Radical Prison Movement.163-64

 Ibid.16933

 Ibid.151-8634

 高廣凡子「アメリカ合衆国の監獄における受刑者運動の展開：1970年代カリフォルニア州フォルサ35

ム刑務所の「人種主義」撤廃運動」『人間社会学研究収録』第3号（2008年2月）27－55
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サム刑務所に移送され,同刑務所でのストラ
イキの際にも、中心的な役割を担った。そ
して,アッティカで当局側に提出された「要
求」はフォルサム刑務所での要求書をその
ひな形としていた 。とすれば,アッティカ36

刑務所における「暴動」はこうした文脈と
切り離すことは出来ない。これらの暴動か
ら何を継承し,何を変化させたのだろうか。 
　2つの要求書を比較すると（表1,2参照）,
注目されるのは,フォルサム刑務所において
取り上げられていた「人種」に関する条項
が,アッティカでの要求では徹底的に削除さ
れていることだ。実際アッティカ刑務所で
は,受刑者の中で人種争乱とみなされること
を警戒している発言が多く見られた。要求
書から「人種」を消すことが彼らにとって
何を意味したのか,これを次章で検証する。 

当時アッティカ刑務所長を務めていたマンクーシが、事件後「暴動」の原因究明のために組織され36

たMcKay委員会による関係者への調査の中で、「マニフェストは外から送られたようでした。それは
フォルサム刑務所で書き上げられたもので…アッティカの状況に合うように、改良されていまし
た。…私はコミッショナーのオフィスに、これらの人々を他の様々な施設に移送するように求めたの
です。」と証言しているA Talking History Project, The McKay Commission(New York State Special 

Commission on Attica) , New York City Hearings on April27, 1972: Vincent Mancusi.2380-81
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第2章：アッティカ刑務所暴動事件 
　本章では,従来アッティカ刑務所暴動事件
が刑務所運動の一つのメルクマールとして
象徴化され,「反体制的な運動」として当事
者たる受刑者間の意見の相違が無視され一
枚岩に語られてきたことに鑑み,事件後「暴
動」の原因究明のために組織されたMcKay
委員会による事件当事者たちへの聞き取り
調査 を参照しながら,この「暴動」事件に37

分け入ってゆきたい。 
　具体的には,まず事件以前のアッティカ刑
務所の状況を受刑者と当局側に分けながら
概観し,受刑者,刑務官それぞれに互いに対
立するだけでなく,内部にも差異を抱えてい
たことを明らかにする。その後,アッティカ
刑務所暴動の経過に,時系列にできるだけ沿
う形で分け入ってゆく。その中で,このアッ
ティカ刑務所「暴動事件」にかかる主体た
ちが「人種」という表象に対しどのように
関わっていたのかを検討する。 

2-1:事件前の状況 
　アッティカ刑務所はニューヨーク北部に
位置し,1600人の受刑者を収容可能な施設
として設計されていたが,当時の受刑者数は
約2250人と過密状態にあった。刑務所内部
の人種構成比は黒人が54％,白人が37％,プ
エルトリカンが9％であった 。1960年代38

後半から黒人の割合が急激に上昇しており,
当時の所長であったヴィンセント・R・マ
ンクーシ(Vincent R. Mancusi)は「私がそ
こ（アッティカ刑務所）に来たときに
は,1971年,72年より10％黒人人口は少なかっ
た。」 と証言している。 39

　人種構成比上の変化と同時に,受刑者の若
年齢化も進んでいた。72年の時点で30歳以
下の受刑者の割合が40％に達しており,年
配の受刑者はより若い受刑者を厄介ごとの
種とみて対立するようになっていた 。さ40

らに,黒人受刑者の間でも,「ブラックパン
サー党員」 ,ブラック・ムスリム,ヤング・41

ローズ等受刑者のグループ間で対立があっ

 Mckay委員会による聞き取り調査の音声、またスクリプトは、A　Talking History Project, The 37

McKay Commission(New York State Special Commission on Attica)Hearings (http://
www.talkinghistory.org/attica/mckay.html)に公開されている。（2014年11月30日）

刑務所内の受刑者の数についてはトム・ウィッカーは2250人としている一方で、States of Siegeで38

は、2243人と多少のずれがあるため、今回は「約」とするにとどめておいた。Tom Wicker, A Time to 

Die, (New York, Ballantine Books, 1976),6-7; Robert Useem, Peter Kimball, States of Siege: U.S. Prison Riots 
1971-1986.22-23

 A Talking History Project, The McKay Commission(New York State Special Commission on Attica) New York 39

City Hearings on April27, 1972: Vincent Mancusi.2354またこの急激な変化は、刑務所内の受刑者が「1969

年、私が初めてアッティカ刑務所に入所した時、刑務所人口は80％が白人でした。しかし、一年と半
年経つころには、85％は黒人となり、白人はマイノリティとなっていました。」と感じるほどにはイ
ンパクトを持っていたようである。Quoted in: Bert Useem and Peter Kimball, States of  Siege: U.S. Prison 

Riots 1971-1986.23

A Talking History Project, The McKay Commission(New York State Special Commission on Attica), New York 40

City Hearings on April27, 1972: Vincent Mancusi.2378

 次章で述べるが、この時期にはブラックパンサー党は党の方向性と正統性をめぐって、ニューヨー41

ク支部やクリーヴァー派が本部から追放させられる形で分裂している。従来の諸研究では顧みられな
かったことだが、かかる事情を踏まえ、ここでは鍵括弧を付した表現としている。
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た。71年になると,ブラック・ムスリムの
リーダーが他の刑務所に移送されたことで
「ブラックパンサー党員」の受刑者がイニ
シアチブを握るようになっていた 。 42

　ニューヨーク・タイムズのコラムニスト
で、事件の際、受刑者との交渉のオブザー
バーとして参加していたトム・ウィッカー
（Tom Wicker,1926-2011）は,州北部に位
置する郊外の街アッティカ周辺の住民たち
は受刑者を異質な存在だと感じていたと指
摘する 。実際,受刑者の多くはニューヨー43

ク,バッファロー,シラクスといったアッティ
カ周辺の都市部からアッティカに収監され
ていた。 
　さらにアッティカ刑務所では,受刑者の社
会復帰に寄与するはずとされていた刑務労
働においても,人種に基づく差別的措置がと
られていた。待遇が良く働きやすい職は白
人受刑者に優先的に回され,多数が水増し雇
用された結果,実際に職に就いて職業訓練を
受けることのできる受刑者は限られていた。
刑務所外部の職に従事できる人数は日に6
人のみであり,職に就いたとしても、釈放後
に仕事に就くことができる保証はなかった。
 

　　『監獄の誕生』の著者であり,暴動事件
後の1974年にアッティカ刑務所をおとずれ
ていたフランスの哲学者ミシェル・フーコー
は,アッティカ刑務所に二重の排除のシステ
ムをみてとった。社会的に疎外された人々
が監獄へと送られる。そこで受刑者達の人
間性が打ち砕かれ,そうした人々が社会へと
送り返される。送り返された人々は,監獄で
の彼らの生活,境遇,待遇のせいで,再び社会
の中で排除されるのだという 。こうした44

フーコーの見立てを,受刑者の中にも感じて
いたものたちがいた。 
　ある受刑者は、「幸運なことに,私はすぐ
に電気技師の職に就いて,日に10セント,月
に2.5ドルを稼ぐことができ,なんでも楽し
むことができました。…家に帰ると,家族は
無く,電気技師の組合に加入しようとしても,
私が元-薬物中毒者であり,元-犯罪者であっ
たため,認められませんでした。私にできる
ことは何もなく,再び物を盗むようになり,
刑務所へ帰ってきました。」 と述べてい45

る。 
　次に刑務官の状況を概観する。当時雇用
されていた職員は398人,うち18人が監督官
（Superintendent）,380人が職員

 Robert Useem, Peter Kimball, States of Siege: U.S. Prison Riots 1971-1986.26-27;Tom Wicker, A Time to 42

Die.8

 Tom Wicker, A Time to Die.643

 ミシェル・フーコー，蓮實重彦・渡辺守章（監訳）「アッティカ刑務所について」，『ミシェル・44

フーコー思想集成Ⅴ：1974−1975 権力　処罰』（筑摩書房，2000年第１版，pp76~93)

 Ibid.107また、元受刑者の、フランシス・ジョセフ・ヒューエンへの聞き取り調査では、インタビュ45

アーの、「あなたは、1971年9月の事件以前に、職の割り当てに関して、差別が存在したと思います
か。」との問いに、「あった。正確にどのくらいということを知るのは私には難しいが、あったとい
う印象を持っている。…黒人に対してだ。黒人は多くの職においてより問題を起こしやすく…職を割
り当てないという感覚があったと思う。」と答えている。A Talking History Project, The McKay 
Commission(New York State Special Commission on Attica),New York City Hearings on April 20,1972: Francis 
Joseph Huen.843-44  
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（Officer）である。年齢層は22～60歳以
上まで幅が広く,多くはアッティカ周辺出身
であり都市部出身者は13％であった。人種
構成は397人が白人であり,プエルトリコ系
が1名であった 。受刑者の人種構成に比し46

て,圧倒的に白人が多数であった。 
　多くが同じ地域コミュニティ出身ではあ
るものの,刑務官も内部に対立を抱え込んで
いた。元々アッティカ周辺においては刑務
官は相対的に収入が高いうえ,期間雇用は無
く,退職手当もあったため地域住民にとって
は非常に魅力的な仕事でもあった。 
　第2次大戦中、雇用試験が打ち切られ期
間労働者が大量に雇用されたほか,刑務官学
校の内容が経理や事務処理などのより「ホ
ワイトカラー」的な内容へと変化した。そ
れに対して年配の刑務官たちの不満が蓄積
し,「若い刑務官は,学校から一つしか学ん
でない。下士官（Sergeant）,所長補佐
（Lieutenant）そして,年配の刑務官のアド
バイスを無視するということだ。彼らは,年
配の刑務官は時代遅れだと教えられた。私
たちのやり方は,当局のやり方と異なるとい
うのだ…年配の刑務官は無視されようとし
ている・・・刑務官の平均年齢も若年化し…

年配の刑務官はそれほどいない。」と若年
層の刑務官に対する不満を持っていた 。 47

　こうした刑務所内の変化に対する当局の
対応を確認する。実は１９71年,ラッセル・
オズワルド（Russell Oswald）がニューヨー
ク州の刑務長官となってから,州刑務当局で
は検閲の禁止が行われるなど刑務所の改革
が行われていた。しかし刑務官と刑務所当
局はこれに反発し,私的な方法で検閲が続け
られていた。ユーシームとキンバルによれ
ばこうした状況によって受刑者たちは州刑
務当局が刑務所に対して持つ実行力に対し
不信感を強めていたという 。 48

　これに対し,受刑者は”グループごと”に行
動を起こしてゆく。刑務所内の「ブラック
パンサー党員」のグループがイニシアチブ
を握っていた71年5月には,オズワルドがネ
ルソン・ロックフェラーに対して、刑務所
内外の「革命的」な政治活動が,刑務所内に
不穏な空気を生んでいると報告してい
る 。所長のマンクーシは,伝統的な対処法49

として該当の受刑者を他の刑務所へ移送す
ること州当局に要請していたが,オズワルド
はこれを拒否していた 。これは60年代当50

時にあって,ニューヨーク市から地理的に離

 A Talking History Project, The McKay Commission(New York State Special Commission on Attica) New York 46

City Public Hearings on April17,1972:Rossbacher.9

 Ibid.10-14; A Talking History Project, The McKay Commission(New York State Special Commission on 47

Attica)Rochester Hearings on April13, 1972:James E. Cochrane.236

 Robert Useem, Peter Kimball, States of Siege: U.S. Prison Riots 1971-1986.2548

 Tom Wicker, A Time to Die.649

「私は特定の人々が、システムを崩壊させようと活動していたのを知っていた。…文学や手紙と50

いったものが、私の目についたのだ。」「6月、1971年だが、グループの上位層の、人々にものご
とを変化させ、できれば革命的なマナーを身に付けさせようとしている、5人の特定の人物たちが
目に留まった。…」A Talking History Project, The McKay Commission(New York State Special 

Commission on Attica), New York City Hearings on April27, 1972: Vincent Mancusi. 2379-80
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れたアッティカ刑務所に政治活動への関与
が疑われた受刑者が隔離されていたためで
ある 。 51

　別のグループでは7月4日,5人の受刑者を
中心とした、“Attica Liberation Faction”
を名乗るグループがオズワルドに接触し,刑
務所改善の要望書を渡していた。しかしこ
れは9月に至るまで進展を見せずこのグルー
プの受刑者たちも不満を募らせていた 。 52

　8月21日土曜日,サンクエンティン刑務所
にて、ジョージ・ジャクソンが射殺された。
翌日,彼の死に抗議してアッティカ刑務所で
は約700名の受刑者が,腕に黒い布を巻き,
朝食時に黙祷が行われた 。 53

　刑務所の緊張が高まる中,9月2日になる
と“Attica Liberation Faction”の要求につ
いて協議が行われ,オズワルドがビデオテー
プで受刑者らに要望書の「最終的な履行」
を約束した。しかし受刑者たちは,夏の間に
当局が動きを見せなかったことで、当局が
要求を履行することには懐疑的になってい
た 。8日に受刑者の一人ハーバート　X.ブ54

ライデン（Herbert X. Blyden）は,ニュー
ヨーク州上院議員で更生局委員会チェアの
ジョン・デューン（John Dunne）に対し
て、「我々が受け取ったものは口約束だけ
です。」 と手紙を送っている。 55

 
2-２：事件の経過 
　9月9日のアッティカ「暴動」事件の発端

は偶発的なものであったが,当局側の後手の
対応もあり、直ちに刑務所全体に拡大し
た 。 56

　この「暴動」は従来の研究において,①「組
織化」による受刑者の一枚岩的結束,②受刑
者の「要求」とメディアを引き入れたこと
の「政治性」が強調されてきた。しかしこ
れは受刑者内部の「暴動」への温度差を無
視し,受刑者を「反体制」性の表象の中に一
元的に回収するナラティヴに陥っている。
彼らの証言を参照していくと実際にはこれ
らには再考の余地が残る。むしろその受刑
者同士の関係の綻びと亀裂に,人種という力
場がいかに作用していたのかを検討する余
地があると考える。 
　勿論ここにおいて「いやこれはあくまで
運動・組織化の”模索”であって実際の組織
化ではない。」というような言葉遊びをし
たいのではない。本項の主眼は「小グルー
プごとに分かれていた受刑者の集団が一枚
岩のように見えるように評価されてきたこ
と」の検討を通じて,「人種」概念がどのよ
うな言説の磁場を形成するかを検討するこ
とにある。 
　実際にはこの「組織化」は種々の摩擦を
孕みながら展開していく。そしてその緊張
関係に立ち入りその流動性を検証していく
ことにより,このアッティカ刑務所が「人種」
をめぐる主体と表象の駆け引きの場として
機能していた事が見えてくる。この事実は,

 Robert Useem, Peter Kimball, States of Siege: U.S. Prison Riots 1971-1986. 2451

 Ibid.2652

 Ibid.27; Tom Wicker, A Time to Die. 853

受刑者の一人、ブラック・ムスリムのリチャード・X・クラークは、「彼が言ったことは、人々が54

何人にもわたって言い続けたことと同じ言葉だ。何も変わりはしなかったが。」と語っている。Tom 

Wicker,A Time to Die.9 

 Ibid.1055

Ibid.10-22, 56
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当時にあって「人種」なかんずく「ラディ
カルな黒人」という表象が,バトラー的な意
味においてどのような意味を行為実践し得
たのか,特にそれが「BPP」という組織のイ
メージとの関係のなかで位置付けられていっ
たのかについて示唆をもたらすと考える。 
　以下、暴動発生の経緯を追う。 
　9月8日水曜日午後3時45分,受刑者同士の
「じゃれ合い」を刑務官が喧嘩と認識し,止
めに入った。この時点で,受刑者と刑務官の
小競り合いが発生した。受刑者デュワー
（Dewer）とラモリー（Lamorie）がZ棟
の独房に入ることを命じられた。 
　同日夕食後,二人が独房に連れて行かれる
際,刑務官が二人の隔離措置に反発した受刑
者,ウィリアム・オーティス（William 
Ortiz）から食べ終わった後のスープ缶を投
げつけられた。オーティスもその後独房に
隔離された。 
　9月9日木曜日午前6時30分,オーティスが
朝食に向かう途中の他の受刑者によって解
放された。朝食の間,刑務官がオーティスが
独房から姿を消しているのを発見し、オー
ティスを解放した受刑者を含め5人が牢屋
へ戻された。 
　同日午前8時55分,刑務官Lt.カーティス
（Lt.Curtiss）が5人を牢へ戻すため,A-ト
ンネルを歩いていた5人に近づいた際,受刑
者に殴られ気絶し,鍵を奪われた。同時に刑
務所の内線電話が壁から引きはがされた。 
　9時5分,老朽化していたドアのボルトが受
刑者に破壊され,受刑者たちが解放されたこ
とで暴動が刑務所中に広がった。その最中
で刑務官の一人クィン（Quinn）が頭を殴

られ,重傷を負った。暴動の拡大とともに50
人（うち45名が刑務官,5名が一般職員であ
る。）の人質がとられた。 
　暴動の拡大後1時間ほどして,受刑者たち
の中には受刑者たちの「組織化」の試みも
見られ始めた。ロジャー・シャンパン
（Roger Champen）が「人種別に小集団」
ごとに集まっている受刑者たちに向かって,
これは「人種暴動ではない…ただ一つの敵
は,この壁だ…この一事だけは,協力してく
れ。」 と宣言すると,何人かの受刑者たち57

によって「規則」が作られた 。その際,ブ58

ラック・ムスリムが人質の保護の必要性を
訴え,人質を円形に固まらせ,その周りをブ
ラック・ムスリムの受刑者たちが警護する
ことになった。人質の見張り,警護役,給仕
役,書記,黒人5人白人5人からなる交渉決定
役を立て,役職ごとに色の異なる布を腕に巻
き,決定役の10人を中心に幾度となく交渉
が行われることとなったのである 。 59

　当初は,オズワルドを中心に交渉が行われ
た。一度目の交渉で「5つの要求」,交渉の
オブザーバーとして求める人物らのリスト
が渡された。2度目の交渉では,交渉へのメ
ディアの立ち合いが許可され,受刑者たちか
ら「15の具体的な要求」が提出された。 
　交渉は難航し,周囲の受刑者たちから「オ
ズワルドも人質にしろ」と声が上がり始め
たため,オズワルドはこれ以上の直接交渉が
できないと判断し,以降は受刑者と州当局の
要望する代理人と,ロックフェラーの代理人
の混成からなるオブザーバーが直接交渉に
あたることとなった。 
　こうした受刑者たちの苛立ちは,受刑者間

 Ibid.21757

 Ibid.217p; Robert Useem, Peter Kimball, States of Siege: U.S. Prison Riots 1971-1986.34-35　ドラッグ、争58

い、性的活動の禁止などである。

 ユーシームとキンボールはこの組織化について、ヤードの中に「社会」が作られたと述べている。59

Robert Useem, Peter Kimball, States of Siege: U.S. Prison Riots 1971-1986.35
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の意見の違いと対立を反映していた。D-ヤー
ドの中にいた受刑者たちは全員が積極的に
立てこもりに参加していたわけではなく,
「我々についてくるか,それとも逆らうか」
と問われ「従うことを支持したのは三人だ
けだったにもかかわらずそれは無視され,武
装した囚人に囲まれD-yardへ連れて行かれ
た。」 受刑者の一団がいた。 60

　また決して刑務所内において人種間連携
が取れていたわけでない。むしろ60年代後
半期からの人種構成の急速な変化や,日常的
な人種に基づいた雇用差別的行為,人種偏見
に基づいた行動が繰り返されていた結果,受
刑者らの結束は「人種」に沿って引き裂か
れていた。そうでなければシャンパンが「人
種争乱ではない」とわざわざ宣言しなけれ
ばならなかった状況が理解できない。シャ
ンパンの宣言には,当時の刑務所内部での人
種間緊張が如実に反映されていた。 
　こうした受刑者同士の緊張が受刑者の要
求書にも映し出されている。受刑者の要求
書は,前述した２つの要求ののちに「２８の
提案」がさらに提出された。このように多
数の要望や提案がなされていながら,交渉の
焦点となった受刑者の要求に受刑者間のコ
ンセンサスが存在していなかった 。(表２61

参照) 
 事件後、この「暴動」の調査に当たった
Mckay委員会に答えた受刑者は,「個々の
受刑者が欲しているものは多様で…アルジェ
リアに行くことについて言えば,誰もそんな

にそれに注意を払っているものはいません
でした。ピンクのアイスクリームを欲して
いるもの,ケーキを食べたがっているもの,
更生のための釈放のシステムと施設の改良
について本気で考えているもの…本当にコ
ンセンサスがあったのは50人かそこら以上
にはいませんでした。」 と述べている。 62

　恩赦の問題についても恩赦よりも安全に
D-yardを出ることを優先すべきだとして,必
要ならば恩赦はあきらめるべきだと考えて
いる受刑者もいた 。 63

　恩赦と移送への要求の先鋭化について,高
廣はアッティカ「暴動」が「Attica 
Liberation Faction…実際的な要求を掲げ
て当局側と交渉し,民主的であること,合法
的であることというイデオロギーのもと,建
設的な対抗手段を確立していった」とし,こ
の勢力の受刑者が「「暴動」の際に当局側
との交渉を担った」 と説明したが,「現実64

的な受刑者」が「暴動」を主導しながら,な
ぜ実現不可能な要求に受刑者たちの要求が
先鋭化していったのかには疑問が残る。 
　これは受刑者間の緊張関係と不可分の問
題であろう。彼らが一面で結束を重要視し
ていたことは事実であろう。ある受刑者は,
要求を起草する際「ある時点で一人の仲間
がやってきて「これが提示されたものだ。
何か加えたいもの,もしくは同意できないも
のはあるか」と言ってきた。その時私は実
際,意見のコンセンサスをとろうとしている
ものもいると感じたが,私には過ぎたことだっ

 高廣凡子「アメリカ合衆国におけるブラック・プリズン・ムーブメントの考察：1971年Attica刑務60

所「暴動」の検討を中心に」.67-68

Ibid.27-51,オブザーバーのリストについては、Tom Wicker, A Time to Die.405-406

 A Talking History Project, The McKay Commission(New York State Special Commission on Attica) Hearings: 62

Francis Joseph Huen.861-63

 Tom Wicker, A Time to Die.226-2763

高廣凡子「アメリカ合衆国におけるブラック・プリズン・ムーブメントの考察：1971年Attica刑務所64

「暴動」の検討を中心に」.66
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た。皆が一緒に働こうとしている限り,それ
で良く,要求自体にはそんなに注意を払うこ
とさえなかった。」 と語っている。彼ら65

にとってのプライオリティは正に結束する
ことその物にあったのである。 
　分裂した利害関係と緊張という文脈の中
でこの現象を考えていくときには,従来の彼
らが団結した「反乱者」であったという視
点を脇に置く必要があろう。これまでみて
きたように,むしろ彼らにとっては,各グルー
プの意見を反映した要求の一部でも妥協す
ることは,緊張関係の中で保たれていた均衡
を崩す,まさに結束の崩壊を意味しているこ
とが分かる。その点において彼らにとって
は,どの要求であろうが妥協するわけにはい
かなかったというのが実情ではなかろうか。
従来強調されてきた「反体制」的要求にお
いて彼らを一元的に描き出すことは出来な
い。結束として理解されてきた受刑者たち
の頑なさは,「分裂」した状況によってこそ
もたらされたと理解した方が自然であろう。
この「反体制」性に問題が先鋭化するため
には、それを「問題」として読み込んでゆ
く状況が必要になる。 
　この点を理解するために重要な局面が,交
渉の中盤にある。事件の経過とともに膨れ
上がる要求は交渉の難度をさらにあげた。
さらに,ラディカルな“Movement Lawyer”
として名をはせていたウィリアム・カンス
トラー（William Kunstler）とブラック・
パンサー党のボビー・シールが到着した。

オブザーバーは,受刑者が交渉人として要求
していた人物の到着が受刑者たちの態度が
軟化させると考えたが,州当局がボビー・シー
ルの到着と交渉への参加許可を渋ったこと
が,受刑者たちの態度も,シールの態度をも
硬直化させた。カンストラーが,交渉の焦点
を①完全な恩赦,②非帝国主義国家への移送
の2点に絞った 。 66

　受刑者の移送の問題について、9月13日
日曜日,カンストラーが過去に弁護を担当し
ていた「パンサー21」 から連絡が入っ67

た。メンバーのアフェニ・シャクール
(Afeni Sakur)によれば、北ベトナム、北朝
鮮、アルジェリア、コンゴが受刑者の亡命
者としての受け入れを打診してきたとい
う 。 68

　カンストラーは,これを重要な進展として
捉えていたが,ウィッカーをはじめとしたオ
ブザーバーたちの多くは、この要求こそ当
局側が受け入れ難いだろうと考え,暴動の解
決への進展に懐疑的であった 。また当局69

側の期待とは裏腹に,BPPのボビー・シール
の到着が受刑者たちの緊張を取り除くこと
はなかった。 
暴動当初,受刑者たちはBPPの中でも知名度
の高い指導者であったボビー・シールと
ヒューイ・P・ニュートン両者の立ち合い
を求めていた。特にニュートンは1967年10
月28日に警官を殺害した容疑で逮捕されて
おり,その際にBPPは釈放活動を大規模に繰
り広げていたのだった。つまり,ニュートン

 A Talking History Project, The McKay Commission(New York State Special Commission on Attica) Hearings: 65

Francis Joseph Huen.860-61

 ウィッカーは、「カンストラーの到着とボビー・シールが来るという知らせが、オブザーバーをラディカライズ66

した。」と述べる。Ibid.88

 ライフルで警察署の襲撃を計画したとして逮捕された21名のニューヨーク支部のブラックパンサー67

党員。ブラックパンサー党による刑務所の党員解放のための資金獲得運動の旗手となった。

Afeni Shakur, “Go Back Where You Came From,” New York Times, 23 September 1971.68

 Tom Wicker, A Time to Die.23469

 22



がアッティカに訪れていれば,パフォーマティ
ヴな意味でこのアッティカ刑務所「暴動」
がBPMに位置付けられる意味を持っただろ
う。しかし,ニュートンはアッティカへの訪
問を拒否した。 
　また代理としてやってきたシールもこの
問題について積極的に関わる姿勢は見せな
かった。それは,この件でBPPが州の思惑に
利用されることを懸念したためであった。
シールは「受刑者の決定は彼ら自身でなさ
れるべきだ。私は彼らに妥協を勧めるつも
りはない…その逆を勧めるつもりもない。…
非帝国主義国家に行くため解放を望むすべ
ての政治犯はニューヨーク州によって承認
されるべきだ。」と声明を発表し受刑者を
先鋭化させたとされてきた 。しかし,受刑70

者はむしろシールの対応に「失望」してい
た。 
　ボビー・シールの交渉が物別れに終わっ
たあと,オブザーバーが最後の手段として選
んだのは,州知事だったロックフェラーの招
聘だった。オブザーバーたちはメディアを
通じてロックフェラーに向けたメッセージ
を発した 。しかしロックフェラーが,アッ71

ティカ刑務所に来ることはなかった。 
　この判断に関してロックフェラーの側近
は「政治的に,ロッキーは一歩も譲らない。
残っていた方がここに来るより利があるか

らね。」 と語っている。 72

　保守的であり、かつ「法と秩序」の時代
の中で台頭してくる彼の政治的なバックグ
ラウンドからは、「アッティカ」に対して
タフでいることが必要だったのである。彼
らは,現場に足を運べば受刑者は要求をエス
カレートさせ,他の刑務所の受刑者の反乱を
誘発する,さらには、受刑者の要求は大統領
を巻き込んだ大きなものになるのではない
かと懸念した。所長の解任と恩赦について
ロックフェラーは「私にその権限はない」,
またもしその権限があってもそうするつも
りはない、何故なら「そうすることはこの
社会の信条を傷付けることになる。」から
であり、恩赦は法の下の平等を侵害し、人
質による交渉が認められれば、社会のシス
テムの崩壊を導きかねないと語ってい
る 。 73

　ロックフェラーにとってこの「アッティ
カ」での決断の失敗は,武力制圧の是非では
なく,むしろ「もっと早期により少ない武力
をもって介入すべきであった」 点にあっ74

た。 
 
2-３：鎮圧 
　9月13日月曜日午前９時４６分,広場内に
上空から催涙ガスが投下され,同時に州警察
が突入した。立ち込める煙の中に向けて,約

 Ibid.19670

声明「アッティカ刑務所のオブザーバーの委員会は、この施設において、受刑者と看守の殺戮が起71

こる可能性があると確信している。我々の普遍的な人間性のために、我々は、この州の知事に、我々
委員会と交渉をするためにアッティカ刑務所に参られるように嘆願するための言葉を聞いているすべ
ての人々に呼びかける。そうすれば我々は、目の前の問題を解決するために、生命ではなく、時間を
かけることができる。ニューヨーク市にいるネルソン・ロックフェラー知事に以下の放送を直ちに送っ
てほしい。「どうかオブザーバー委員会に会いにアッティカ刑務所に来てください。」」Ibid.263-64, 

 Ibid.26472

 Ibid.274-8173

 Sam Roberts, “Rockefeller on the Attica Raid, From Boastful to Subdued”, New York Times, 12 September 74

2011.
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２分間にわたり一斉射撃が加えられた。州
警察は重火器で武装しており,一斉射撃を加
えた武器の中にはショットガンも含まれて
いた。10人の人質と,29人の受刑者が州側
の攻撃によって死亡した。人質,85人の受
刑者,一人の州警察が負傷した。10月9日ま
でに、銃創がもとでさらに人質一人,受刑者
が3人死亡し、最終的な犠牲者は43名にの
ぼった 。 75

　事件後,当局側の虚偽の説明と州側による
過剰な攻撃,報復行為が行われていたことが
明らかになった。犠牲となった人質の遺族
には、彼らは受刑者によって喉を裂かれ殺
害されたと当局側から伝えられており,報道
に対しても同様の説明がなされていた。司
法解剖によって彼らには刃傷は無く,銃弾,
それも背後から撃たれ死亡していたことが
明らかとなった 。 76

　受刑者から押収された武器の中には、火
器は無く,これをうけて当局側は「調査の必
要がある」と述べ,のちに人質が喉を裂かれ
て殺されたとは言っていないと釈明する事
態となった 。 77

　さらに62名の受刑者に対し,1289に渡る
罪状が十分な捜査なしに問われたこと,鎮圧
後受刑者に対し暴行が加えられていたこと
も大きな問題となり,75年にそれらが覆さ
れた 。 78

　しかしロックフェラーは銃撃による死亡
がわかったのちも,人質の死の原因について
「残酷な方法で人質の殺害をほのめかして

いた受刑者」を原因として挙げ,州側の突入
は予想より「良い結果」をもたらしたかと
問われ,「率直に言うと、そうだ。私は（彼
らが）素晴らしい仕事をしてくれたと思
う。」と述べている 。また、この「暴79

動」の原因については「攻撃的な者たちの
革命的な計略」であるとしていた。 
　彼の判断に対して,リチャード・ニクソン
（Richard Nixon,1913-1994）大統領から
の支持が寄せられた。ロックフェラーに対
して、「あなたが見せた勇気と,恩赦を認め
ないという判断は、正しかった。私は新聞
がどんなことを欠こうとも気にしない。」
「もしあなたがこのケースに恩赦を認めて
いたならば、この国中の刑務所が大騒ぎを
おこすところだった。」と語っており,受刑
者が州警察の銃撃で死亡したことが明らか
になった翌日には、「あなたはただその場
を堅持して、一インチも譲らなければよい。
なぜならば私が思うに、あなたによる前例
は、今後問題を抱え得る、他の知事たちの
背中を固めるかもしれず、また、他の場所
で発生するかもしれないこの手の暴動をく
じく可能性だってあるだろう。」とロック
フェラーを支持する姿勢を崩さなかっ
た 。 80

　また、ニクソンはロックフェラーに対し
て「あなたが対処した主要な問題たちは,黒
人だったか教えてくれ」と質問しており,ロッ
クフェラーは「そうです,すべて黒人主導の
下に行われていました。」と返答している

 Tom Wicker, A Time to Die.38175

 Ibid.381-8276

 Ibid.38277

 Useem＆Kimball, States of Siege: U.S. Prison Riot 1971-1986. 56-5778

 Tom Wicker, A Time to Die.38379

 Sam Roberts, “Rockefeller on the Attica Raid, From Boastful to Subdued,” New York Times, 12 September 80

2011.
 24



ほか,刑務所からの報告に、この暴動が「基
本的に黒人の問題という事実」が含まれて
いるかを確認している。それによりニクソ
ンは「それは人々の,刑務官が白人であった
ことに対する非難を素早く鎮静化する。」
ことを期待していたのであった 。 81

　この事件は,アッティカ刑務所内外に変化
をもたらしている。高まる批判の中で,ロッ
クフェラーは刑務所の状態の劣悪さについ
ては認めざるを得ず,24日「我々は,刑務所
の受刑者,職員たちの尊厳と権利を守るため,
これ以上刑事司法システムの劇的な変化を
遅らせてはならない。」と述べた 。 82

　実際に翌年8月の調査では,退任を求めら
れていたウィリアム医師は留任した もの83

の,モニター越しの診察用のスクリーンは撤
去され、週2度のシャワー,1日1度の果物の
支給が始まった。マンクーシ所長は1月27
日に退職し,新たな刑務所長は「夜間レクリ
エーション」プログラムを開始,4日に1度,
暗くなるまで広場にいることが許可された。
刑務所人口は1308人まで減少し、黒人、ス
ペイン語系の新たな刑務官19人が雇用され
た 。 84

　また受刑者の不当起訴、鎮圧後の刑務官
や州警察からの暴力に対する不起訴の判断
への反発から受刑者への支援が広がった。
特に1976年に発足したPrisoner’s Legal 
Services of New York（PLSNY）はアッティ
カを契機にニューヨーク州中のロースクー
ルで数多く設立された受刑者権利相談所の

うちの一つである。1977年には連邦最高
裁,Bounds v. Smith判決で,州は有罪宣告さ
れたものに十分で,意義のある裁判所へのア
クセスを積極的に確保する義務を有すると
いう判断のあと,ニューヨーク州から100万
ドルの資金を受け,州レベルの組織として現
在に至るまで受刑者支援を続けている 。 85

 Ibid.81

 Tom Wicker, A Time to Die.384-8882

当時アッティカ刑務所の医師を務めていた、セルデン・T・ウィリアムズ（Selden T. Williams）は、83

直接受刑者を診療することはほとんどなく、モニター越しの診療、処方のみに終わることが殆どであっ
た。Ibid.105

 Ibid.389-9084

 http://plsny.org/history/85
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第3章：ブラック・パワー・ムーブメント 
　BPMとプリズン・ムーブメントの関係性
はミリタント表象の下に語られてきた。し
かしながらBPMという言葉それ自体,ブラッ
クパワー研究の泰斗であるペニール・ジョ
セフが「未だ揺れ動くイメージであ
る。」 と述べるとおり,本来多様なもので86

ある。一方で,「一般の理解では…キングの
希望に満ちたレトリックから…政治的革命
を主導するブラックパンサー党への誤った
転回。」であるとして「悲劇として思い起
こされる。」ことも事実であろう。 
　特にBPMのミリタントさの表象とされる
のがBPPである。特にプリズン・ムーブメ
ントとの関係が論じられる中では、このミ
リタントさ、ラディカルさが無批判に受け
入れられてきた。 
　本章では,BPMという概念自体が抱え込
む差異、一般にラディカルな黒人組織とし
て一口に語られるBPPの分裂に注目し、BPM
が抱え込む一義的なイメージの脱構築を目
指す。 
 
3-1:「ブラック・パワー」と「ムーブメン
ト」 
　1965年,ロサンジェルス,ワッツ地区での
暴動を皮切りに,アメリカ合衆国の黒人ゲトー
において毎年夏に大規模な暴動が起こるよ
うになった。公民権運動にはせた夢と,遅々
として進まない現状への幻滅とが入り混じっ
た叫びであった。67年には43名の死者を出
したデトロイト暴動など,128の都市で暴動
が起き,当時のリンドン・B・ジョンソン
（Lyndon B. Johnson, 1908-73）政権も、

「カーナー委員会」に頻発する都市騒擾の
調査を命じることとなった 。 87

　これと同時に,学生非暴力調整委員会
（Student Nonviolent Coordinating 
Committee; SNCC）のストークリー・カー
マイケル（Stokely Carmichel）が66年に
「ブラック・パワー」を宣言し,同時にSNCC
内部では白人活動家の排除を行った。64年
に「ミシシッピ・フリーダムサマー」に多
数の白人を動員したSNCCは,ブラック・ナ
ショナリスト集団に変貌していたのである。
 
　他方,翌年67年にはBPPがカリフォルニア
州オークランドで結成された。ヒューイ・
P・ニュートン（Huey P. Newton）とシー
ルの二人によって結成されたこの組織は,当
初「ゲトー内部の改善」を目的としていた。
また,BPPはその「スタイル」のイメージさ
せるところとは裏腹に人種に拘泥した組織
ではなかった。事実初期メンバーの一人、
リチャード・アオキは日系アメリカ人であっ
たし,党の経営戦略上の目的と,「階級」を
紐帯に,白人ラディカルとは近しい関係にあっ
た。 
　前述したSNCCとの提携が結局うまくい
かなかったことも,この白人との関係の相違
に他ならない。カーマイケルにとってアメ
リカに生きる黒人は,「…アフリカのイデオ
ロギーを持ったアフリカ人」であり,人種的
抑圧のある国の中生きる,「難民」であっ
た 。SNCCで活動していた際の経験から,88

白人リベラルと連帯することのむずかしさ
を学んでいたカーマイケルは,「パンサーた
ちが,白人ニューレフトと’カウンターカル

 Peniel E. Joseph, “The Black Power Movement: A State of the Field”, The Journal of American 86

History96(December 2009).751

 藤永康政　「「長く暑い夏」再考―黒人：ラディカルズの想像力と都市暴動に関する一考察」（山87

口大學文學會誌,58巻,2008）63

 Peniel E. Joseph, Waiting Till The Midnight Hour: A Narrative History of Black Power Movement(New York: 88

Holt Paperbacks, 2013),221-24
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チャー’の黒人突撃部隊」となる事を警戒し
ていた。 彼の主張は「黒人」のエスニッ89

クな基盤に基づいて「団結を通じ圧力を行
使…」し,「相応のシェアを,この社会の権
力の総体の中に得る。」 ことにあった。90

カーマイケルの主張を見ると,「ブラック・
パワー」についても,反体制的主張をしてい
るものではないことがわかる。 
　藤永康政はこれらを一括りにして語るこ
とにむしろ「黒人の運動内部における差異
への無理解」がある事を指摘した上で,BPP
を64年「フリーダム・サマー」からの白人
ラディカルと黒人の運動,いわゆる「ムーブ
メント」の流れに位置付ける 。以上のよ91

うにBPMは,そも大きな2つの潮流を抱え込
んでいる。一面を切り取る形で捉えること
は,複雑な実態を単純な形に戯画化し,とも
すれば一般的な理解の中に回収されてしま
う陥穽を孕むのである。 
　さらに言えばこの多様性は,BPMだけに
とどまらない。受刑者運動と黒人ラディカ
ルとの連動性を語る上では「革命的組織」
としてのBPPが強調されるが,それはBPP党
の実態とは剥離している。規模の拡大とと
もにBPP自体も変容し,さらにFBIによる工
作と,党の方針をめぐる対立の中で分裂を経
験していたのである。 
3-2:ブラックパンサー党の変質と分裂 
　1969年から72年にかけて,BPPは全国規
模に党を拡大する一方で,ニュートンらBPP
のプログラムを黒人コミュニティ支援に「戻
そう」とするオークランドBPP本部グルー

プと,クリーヴァーら革命的活動を志向する
アルジェリア国際支部を中心としたグルー
プとの間で党派争いを抱え込み,警察の攻撃
も相まって党勢は下降線を辿っていた。 
　これに先立つ68年,ニュートンが警官射
殺の冤罪で逮捕されパンサー党のリーダー
に空白ができると,クリーヴァーがそれを埋
めていた。彼は同年,マーティン・ルーサー・
キング（Martin Luther King, Jr,1929-68）
暗殺後の暴動の中で警官と銃撃戦を繰り広
げ,逮捕を逃れるためにアルジェリアに亡命
し,そこでアルジェリア支部を立ち上げてい
る。マッチョでミリタントなイメージの下,
名を上げていた彼を迎えたBPPは,70年に
ニュートンが党に戻ってくるまでには「自
衛としての武装」以外に「革命的暴力」と
いうレトリックを用いるようになってい
た 。 92

　こうした「ブラックパンサー党」のミリ
タントな表象はしかし一面に過ぎない。実
際には,ニュートン不在の中,新たにヒリアー
ドが実質的な指導者の位置に就いた時期に
は党は活動の焦点をコミュニティに移して
いる。無料の医療,給仕の提供,学校への子
供たちの送り迎えなど、数々のコミィニティ
支援のプログラムを打ちだし、さらにほか
の組織との連携を図った。1970年代を迎え
るころには、福祉の権利,女性の問題にかか
わるようになり,エレイン・ブラウン
(Elaine Brown)がチェアに就いている。彼
らは,「革命」の標榜は党本来の活動と異な
るとして反発していたのである 。 93

 Ibid.22189

 Stokley Carmichael and Charles V. Hamilton, Black Power The Politics of Liberation(New York: Vintage, 90

1967).37

 藤永康政,「＜ムーブメントは敗北したのか？＞：黒人運動のケース」, 『歴史学研究』(大会増刊) 91

(2002年10月).139

 Peniel E. Joseph, Waiting Till The Midnight Hour: A Narrative History of Black Power Movement.249-5192

 Ibid.242-4993
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　BPPの拡大に対して,FBIが危機感を抱い
た。FBI長官エドガー・フーヴァーはブラッ
クパンサー党を「国家公安最大の敵」と明
言すると,国家破壊活動防止情報作戦
（COINTELPRO）のターゲットとしてBPP
を定めた。度重なる工作活動の結果,BPPは、
方針の違いも相まってオークランド本部と
アルジェリア国際支部との間で大きく2つ
に分裂したのである 。 94

　対立が決定的に示されたのは,71年2月26
日,オークランド本部とアルジェリア国際支
部との電話でのカンファレンスである。ア
ルジェリアのクリーヴァーは,ニュートンに
対し、ヒリアードの追放とニュートンが追
放していた,ニューヨーク「パンサー21」と
いったメンバーの復位を求め,ニュートンと
激しい口論をかわした。クリーヴァーが「口
を滑らせ」,ヒリアードを追放できない「あ
なたは臆病者だ。」と述べると,ニュートン
は激昂して電話を切った。ニュートンはク
リーヴァーと国際セクションを追放し,これ
によって党はアルジェリアとオークランド
に完全に分裂した 。 95

　ニュートンはさらに、前述した党のコミュ
ニティサービスを「サバイバル・プログラ
ム」として,明確に党の方針に位置付けると
ともに、「インターコミュニズム」という
国家の境界にとらわれないコミュニティ間
の団結という新たな路線を示した 。 96

　オークランド本部はその後,黒人教会との

和解を打ちだした。5月19日にはニュート
ンは、黒人教会はコミュニティに必要不可
欠なものであると主張し追放された者たち
との間に一線を引いた。ニュートンは,追放
された者たちに対して「革命的カルト趣味
に憑りつかれたものは…骨の折れる政治的
プロセスを嫌い…幻想の世界に生きてい
る。」 と語り、一線を引いている。同様97

の内容はニュートンとつながりを強めてい
たエレイン・ブラウンからも確認でき
る 。 98

　 

 藤永康政,前掲論文,141-4294

 Peniel E. Joseph, Waiting Till The Midnight Hour: A Narrative History of Black Power Movement.262-66 95

 これは世界を「分散したコミュニティの集まり」として捉え、階級闘争、帝国主義、革命といった96

言説は時代遅れとして、世界大の革命の鍵は、地理的領域ではなく、「少数の支配階級」に虐げられ
るコミュニティに文化を作り上げることでなされると主張するものである。 Ibid.261-62

 Quoted in, Ibid.26897

Göran Hugo Olsson, The Black Power Mixtape1967-1975（Sweden: Story AB, Sveriges Television, 98

Louverture Films, 1 April 2011：DVD）.
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第4章：68年と72年の狭間で 
 
受刑者たちは殺してはいない 
「ロックフェラーが引き金をひいたんだ」 
人々はそう感じている。 
アッティカ・ステート　アッティカ・ステー
ト 
わたしたちは全員 
このアッティカ・ステートを抱える仲間な
んだ 　 99

　　　　　　　　　　　　　　　　　-ジョ
ン・レノン- 
 
 「遅れてきた反体制のカリスマ」はアッティ
カをこう歌った。アッティカのセンセーショ
ナルな映像は,こうしたカルチャーを通じて
「反体制」性のアイコンとして機能するに
至ったのだ。 
　しかし,少なくとも事件後25日に掲載さ
れたニューヨーク・タイムズはアッティカ
をそのように語っていなかった。そこでは
アッティカ暴動の原因を,「過激主義者を認
め…犯罪者を“革命家”ともてはやし」たこ
とが暴動の根本の原因であり,BPPのリーダー
が「妥協するな」と受刑者にメッセージを
送ったことが受刑者を意固地にさせ,州側は
攻撃するしかなかったのだ、とこの悲劇の
原因を受刑者とBPPに求めている 。 100

　本論考ではアッティカ「像」の正当性を
めぐる論争に加担する気はない。本論考の
焦点は,歴史の潮流の中,数ある刑務所暴動
の中で,なぜ60年代後半から70年代初頭に
かけての刑務所暴動が浮上するのかという
点を「人種」という言説磁場において検討
可能であるかどうかを検証することにある。

 
　そうした場合,本論で取り上げた「アッティ
カ」に至る動きが,68年から72年にかけて
生起している点が非常に興味深い。　本稿
の締めくくりとして,本章では68年の選挙か
ら72年の選挙にかけて現れるアメリカの変
容を取り扱う。68年から72年にかけて,一
般にニクソンの登場と彼の「南部戦略」に
よってアメリカは保守の被膜に覆われ始め,
逆にリベラル勢力は切り崩されていったと
される。ニクソンという人物は一般的に公
民権運動に対しては冷淡な立場をとった大
統領であるとされてきたが,2000年代から
の研究においては必ずしもそうではない,公
民権運動を積極的に擁護するニクソン像が
提示されてきた。 
　西川賢(2014)はこれらの研究史を整理し
ながら,ニクソンの対人種観について,公民
権運動に対するニクソンの姿勢の変化には,
従来言われていた「南部戦略」以前に,共和
党内におけるロックフェラーとの緊張関係
があったと指摘している。 
　従来,ニクソンはアメリカ北部都市の黒人
票を重要な票田として認識しており,その観
点から60年の選挙においては公民権に積極
的な姿勢を打ち出していたが,黒人票を掘り
起こすに至らずには至らず,南部へその重点
を移したために公民権に消極的になったと
説明されてきた 。 101

　西川は,そもそもニクソンは60年代以前
から公民権運動が持つ重要性は認識しなが
らも,選挙運動におけるそのリスクをより重
要視していたために慎重に人種問題を避け
ていたことを明らかにした。その上で,それ
でもニクソンが公民権運動に積極的な姿勢
を持ったのは,共和党保守派の支持を受け明

 John Lennon, ”Attica State,” Some Time in New York City, (Apple, EMI, 12 June 1972: CD).99

 Spiro T.Agnew “The ‘Root’ Causes of Attica”New York Times, 17 September 1971.100

 Hylligus D. Sunshine, Todd G. Shields, The Persuadable Voter: Wedge Issues in 101

Presidential Campaigns, Princeton University, 2008.
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確に人種隔離撤廃に反対していたバリー・
ゴールドウォーターと,共和党左派を自認し
ていたロックフェラーと,どちらを取り込む
か選択を迫られる中で,ロックフェラーが国
政への進出を目論みいち早くニクソン支持
を打ち出したことで,ゴールドウォーターと
の対立が明確になったためであると結論づ
けた。 
 
4-1:「声なき多数派」と民主党の分裂 
　68年の大統領選挙で,ニクソンの得票率
は43.1％、民主党指名候補ヒューバート・
ハンフリー（Hubert H. Humphrey,1911-
1978）42.7％,南部独立党候補ジョージ・
ウォレス（Gorge Corley Wallace Jr, 1919-
1998）13.5％である。ニクソンとハンフ
リーの差は0.4％しかない。68年の選挙に
おけるニクソンの勝利は,民主党の分裂によ
るところが大きかった 。 102

　民主党は当初,ジョンソン大統領の再指名
が有力視されていた。しかし,北爆の強化,68
年1月末から2月にかけてのテト攻勢後,ジョ
ンソン政権への批判,ヴェトナム戦争の早期
決着を望む声が拡大した。 
 この中で,ユージン・マッカーシー
（Eugene J. McCarthy）が学生やリベラ
ル左派層を中心に反戦勢力を結集させ民主
党予備選に名乗りを上げた。伝統的な民主
党支持層はジョンソンのヴェトナム介入を
支持していたが,指名選の初戦であった2月
のニューハンプシャー戦でマッカーシーが
予想外の善戦を見せると,民主党内は大きく
揺れることとなった。 
 ジョンソン政権への批判層が民主党内部で
も実際には大きいことが明らかになり,ハト
派として広く大衆の支持を得られると考え

たロバート・ケネディ（Robert F. 
Kennedy）も出馬を表明したのである。こ
れを機にジョンソンは3月街に大統領選再
出馬を辞退し後継にヒューバート・ハンフ
リーを指名した 。 103

　予備選挙ではケネディとマッカーシーが
先行し,その間ハンフリーは予備選挙の無い
地方党組織票を集めることに傾注した。マッ
カーシーは学生,知識人,中上階層民の反戦
派をひきつけ,ケネディはそれ以外の青年,
知識人層,マイノリティ層の票を集めた。 
　状況が転じたのは6月4日,ケネディが暗殺
されたことによる。各地方投票、伝統的な
民民主党支持層であった労働組合票を固め
ていたハンフリーに,ケネディ支持層が流れ
込んだのである。結局党大会ではハンフリー
が1760票を得て指名を獲得した。マッカー
シー派はハンフリーを支持せず,民主党はく
さびを打ち込まれたままハンフリーを代表
として送り出すこととなった。 
　こうしてキャスティングボードを握った
のが南部民主党であった。ウォレスを中心
に,「アメリカ独立党（The American 
Independent Party）」を組織し大統領選
に出馬を表明すると,彼はヴェトナムについ
てはさらに強力な介入により戦争の早期決
着を訴え,国内問題に関して「法と秩序」を
訴えることで反動的な白人大衆に支持を広
げた。 
　共和党では,ニクソンが2度目の支持を獲
得した。ニクソンはジョンソンのヴェトナ
ム政策を批判しつつ,アメリカ国内の社会不
安への責任を追及した。特にウォレスとの
違いを打ち出す必要のあったニクソンは,中
産階級層を中心とした「忘れられた人々」
のために「法と秩序」を回復する必要があ

砂田一郎『増補　現代アメリカ政治　60～80年代への変動過程』（芦書房,　1981年）102

 同上.113-17103
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ると明示するに至った 。 104

　ニクソンが辛勝した68年の大統領選の内
側は,以上にみたように民主党の分裂と,
ジョージ・ウォレスの台頭にみられる現象
であった。 
 
　「法と秩序」はニューヨークでは国政に
先行した焦点であった。1966年ニューヨー
ク州知事選で,社会政策上は共和党リベラル
派であったロックフェラーが,「法と秩序」
を前面に出した。対抗馬であった民主党フ
ランク・D・オコナー（Frank 
D.O’Connor,1909-1992）,また彼を支持し
たケネディに関してオコナーを州知事に選
出することは薬物中毒者を野放しにし,スト
リートにおける犯罪を増加させる結果とな
ると批判した 。 105

ロックフェラー陣営は,民主党候補が依存症
者への州の参加プログラムに「純粋に政治
的な理由から」反対していると述べた。一
方でケネディ,オコナー陣営は,「犯罪を犯
していない麻薬依存」者への強制介入に反

対したのであって,「犯罪を犯した麻薬依存」
者に対しては矯正介入すべきだと考えてい
ると述べるなど,このときにあってすでに「法
と秩序」は両者否定し難い選挙の争点となっ
ていた。 
　1970年の選挙ではさらに,ロックフェラー
は「我々社会は、もはや我々の社会をほつ
れさせる犯罪に対して寛容にはできない。
止めなければいけない。必要なステップを
踏もう。」と述べ,薬物裁判所の設置,警察
増員のための財政的援助を訴えた。 
　ロックフェラーは犯罪への対処は地元警
察が行うことを基本としながらも,地元政府
レベルで問題に対処できない場合,州が「踏
み込んで助ける。」ことを明らかにした。
「我々の子供たちに彼らの手が及ばない。」
ようにするために,州が積極的に介入すべき
であると考えていたのである 。 106

 
4-2:保守派の結集と、ニューレフトの台頭 
　このような状況の中でニクソンは,68年
の当選後,72年の選挙戦に向けウォーレス

 同上.118-19104

 “Governor warns on street crimes: says O’Connor would allow addicts to run free”,(New York Times, 105

1966,11,4) さらにロックフェラーは、1973年にはオールバニーで、4オンスの麻薬所持で第2級殺人と同
等の、最低15年の懲役とする法律、所謂「ロックフェラー麻薬法」を成立させ、アメリカの麻薬戦争
の先駆けとなった。これによって、ドラッグによる受刑者の急激な上昇をもたらしたが、犯罪率全体
の低減は見られなかった。ロックフェラーが敏感に薬物と犯罪の増加に反応していた背景には、第2

次大戦後以降、特に60年代以降、アメリカ合衆国では急速に薬物中毒が広がったことが挙げられる。
薬物依存者について、ヘロインのみをとってみても、1950年から1961年までの依存の統計は、1586人
であるのに対し、1964年から67年の3年間で64,890人、1971年から74年の3年間で145,577人と大幅に上
昇している。また全計測期間比の上昇率をとると、64年から67年にかけて急速に薬物中毒で逮捕され
ている人数が増えている。ここで重要なのは、この数字に表れる逮捕者数ではない。実際、薬物使用
者の実際の数を把握するのは困難であり、逮捕者の増大は、それのみをもって薬物汚染が広がったと
いうよりは、薬物が社会に「問題」として可視化され、警察の摘発率が上昇したことを意味する。
ニューヨークにおいては、この期間に31％ドラッグ関連の逮捕者が増加した Madison Gray, “A BRIEF 

HISTORY OF New York's Rockefeller Drug Laws,” TIME, 2 April 2009; Blanche Frank, “An Overview of 
Heroin Trends in New York City: Past, Present and Future” THE MOUNT SINAI JOURNAL OF MEDICINE Vol. 
67 Nos. 5 & 6 ,October/November 2000.

 Thomas P. Ronan, “Governor to seek narcotics courts,” New York Times, 4 October 1970. 106
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が集めた南部票を共和党票に取り込むこと
を考えた。所謂「南部戦略」である。ヴェ
トナムからの「名誉ある撤退」、国内にお
ける「法と秩序」の強調,「バスィング」に
対する反対を表明した。これらの呼びかけ
は南部を超え,広く白人中産階級に訴えかけ
た。ニクソンはこの層を「声なき多数派」
と呼び,共和党支持への定着,「保守的で愛
国的な白人中産階級の反リベラル・ムード
に迎合した、巧みな政治的多数派形成」107
を試みた 。 108

　民主党内部にもまた、伝統的な支持基盤、
特に労働者階級の共和党への乗り換えをプッ
シュする要因があった。68年の選挙で少数
派ながらも、その政治参入が可視化した各
種のニューレフトのグループの台頭である。
 
　1972年選挙では,ニクソンと伍すことが
できると期待された,エドモンド・マスキー
（Edmund Muskie）が民主党候補の中で
は先行していた。一方で、68年にマッカー
シーとケネディで得票を争ったニュー・リ
ベラル派の若手活動家たちが結集したのが,
上議員議員のジョージ・マクガヴァン
（George Stanley McGovern,1922-2012）
であった。 
　ニュー・リベラル派を動員したマクガヴァ
ンが指名を獲得したこと が,保守的な態109

度をとるようになっていた白人中下層大衆
を民主党から離反させることとなった。
AFL-CIOはマクガヴァンに支持を与えなかっ

たのである。この選挙においては、民主党
はその支持基盤をエリート階層に移し,政策
上の争点に関する立場が従来の民主党に比
してさらに左寄りだったために,それまで民
主党支持の多数を形成してきた労働者に「見
捨てられる」形になったのである。結果と
して、白人労働者階級層の60％近くがニク
ソン支持に流れ、ニクソンは「地滑り的勝
利」を収めたのだった。 
 
4-3:アッティカという「裂け目」 
　アッティカという現象に至る時代的な想
像力は以上のような状況に規定されていた。
この時期の中流層の白人にとって,「ラディ
カルな黒人」という表象は,脅威でもあり,
それゆえに魅力的な他者性を持った存在で
もあった。 
しかしそうした他者へ注がれる彼らの自己
実現の代替物としての欲望は,ときとしてそ
れが注がれた人々やその人々の経験にとっ
ては少なからず耐え難いものでさえあり得
ただろう。 
　アッティカという「裂け目」に現れたの
は,第１にその欲望であった。60年代後半
にかけて興隆する「消費対象」としてのラ
ディカルさへの憧れは,「他者」であるから
こそ注がれえた。特に権威への対抗を謳う
カルチャーの中で育った彼らにとっては,「黒
人」であり「受刑者」でもある人々の「抵
抗」は熱狂でもって迎えうるものですらあっ
た。 

 砂田一郎,前掲書.133107

 同上.133-135108

当初72年1月、ギャラップの民主党候補人気世論調査では、マスキー32％、ハンフリー17％、マク109

ガヴァン3％と、マクガヴァンはほかの候補に対し大きく水をあけられていた。しかし、1か月後の
ニューハンプシャー州予備選挙で、マスキーに対して46％対37％と善戦したことで、指名獲得レース
の前面に躍り出ることとなった。さらにウィスコンシン州予備選挙でマスキーに圧勝すると、各州で
獲得代議員数を増やし、6月にカリフォルニアでハンフリーを破って、党大会での指名獲得を確実にし
た。
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　しかしそうした熱狂は,それを受けるもの
を後押しすることもあればその身を焼き尽
くすものにもなりえた。 
　これが2つ目の「裂け目」であった。受
刑者たちの身体の上に当事者たちの意識が
どうあれ注がれる「黒人」という肉体の記
号は,彼らを大きく引き裂くことになった。
彼ら自身はそれを利用し,それらを引き受け
ながら自己の直面する状況に対応しようと
したが,それはこの「色」という「裂け目」
から溢れ出るインクによって描かれた磁力
線に沿って展開していたのである。 

付録 
 
表1）フォルサム要求宣言書 
フォルサ厶の受刑者の要求宣言書と反抑圧
綱領 
1.我々は、仮釈放審査聴 聞会において受刑
者が法的代理人を立てる 憲法上の権利と、
仮釈放取消審理聴聞会で証人の反対尋問や
仮釈放者 側の証人のための、例えば弁護士
のような、手続き的防衛手段を認め ない仮
釈放審査委員会の訴訟手続からの保 護を要
求する。 
2．我々は、医療職員、医療政策、医療措
置の変革を要求する。フォルサム刑務所の
病棟は、全く不十分で、職員の数が不足し
ており、受刑者の治療に有害である。 
3．我々は、フォルサムの受刑者とその家
族に対して、面会の環境と施 設を十分に整
えることを要求する。 
4．我々は、懲戒処分施設に現在収容され
ている各受刑者に対して、厳 しく制限され
た状態に彼らが置かれている理由を正確に
説明した、所長の署名の入った文書が提示
されることを要求する。 
5.我々は、懲戒処分施設への不定期間の収
容を直ちに廃止し、代わって善行によっ
て、あるいは 罪の性質によって収容期限の
切れる、固定 した収容期間を設定すること
を要求する。不定期間の収容のために受刑
者は今も何の説明もなく無期限に収容され
ている。 
6．我々は、受刑者の政治的信条を理由
に、その受刑者を一般居房に収容された受
刑者から隔離することを廃止するよう要求
する。 
7．我々は、政治的、人種的迫害の廃止
と、合衆国郵便で郵送される政治的新聞、
著作物、あるいは他の教育的、時事的なメ
ディア刊行物の購読権を要求する。 
8．我々は、平和的な異議申し立てという
憲法上の権利を行使する受刑者に対する迫
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害と処罰の廃止を要求する。 
9．我々は、居房に閉じこめられている受
刑者に対する催涙ガスの使用の廃止を要求
する。 
10．我々は、受刑者が更生されるか更生さ
れないかは別にして、彼らが無期限に閉じ
こめられる不定期刑の廃止を求め、最小刑
期と最大刑 期を決定する法案の可決を要求
する。 
11．我々は、産業経営者が施設に入って、
受刑者を1日8時間労働のために雇用し、等
級賃金を求める労働者の範疇に受刑者を分
類することが許可されることを要求する。 
12．我々は、受刑者による労働組合の設立
と加入の許可を要求する。 
13．我々は、受刑者が自分たちの家族を扶
養する権利を与えられることを要求する。 
14．我々は、看守が生死に関わる状況以外
で受刑者に発砲、威嚇射撃をした場合、あ
るいは残虐で異常な行為に至った場合、法
的な問題として起訴する権利を要求する。 
15．我々は、受刑者労働を利用するすべて
の施設が、州と連邦の最低賃金法に従うこ
とを要求する。 
16．我々は、革命家であることを公言し、
有罪判決を受けた囚人と捕虜に、白由世界
革命連帯協定の下で、アルジェリア、ロシ
ア、キューバ、ラテン・アメリカ、北朝
鮮、北ヴェトナムなどの国々に政治的避難
所を与えられることを要求する（以下
略）。 
17．我々は、合衆国憲法に明記されている
ように、審理が進行し、被告人の同輩のい
る法域から選ばれる陪審員がいない場合、
サンクエンティン刑務所構内や、あるいは
他の刑務所で行われる裁判を中止すること
を要求する。 
18．我々は、カリフォルニア州刑務所、特
にサンクエンティン、フォルサム、ソルダ
ッド刑務所で拡大する受刑者への身体的暴
行の終結を要求する。 

19．我々は、レイーシュ・ティジェリナ、
アーマド・エヴァンズ、ボビー・シール、
チップ・フィツジェラルド、ロス・シェイ
ティ、デイヴィッド・ハリス、そしてソル
ダッド・ブラザーズのような有名で重要な
政治囚に対して国外に政治的避難所が与え
られることを要求する （中略）。 
20．我々は、有罪宣告後に救済を求める受
刑者に法的援助を与えるため、そして受刑
者の苦情が当局の注意をひくよう当局と受
刑者問の連絡係として、カリフォルニア弁
護士会から3人の弁護士を常勤で任用する
ことを要求する。 
21．我々は、産業活動の条件を、カリフォ
ルニア州法の定める基準にまで引き上げる
ことを要求する。 
22．我々は、刑務作業に関連した事故への
保障のための受刑者労働者保険計画の確立
を要求する。 
23.我々は、職業訓練課程修了時に組合指
導者、組合賃金、組合員資格を準備する連
邦刑務所制度の労働組合化された職業訓練
プログラムに匹敵するプログラムの確立を
要求する。 
24．我々は、囚人福祉基金の年間会計報告
と、基金の使途について受刑者に発言権を
与える受刑者委員会の公式な設立を要求す
る。 
25．我々は、知事によって 指名される仮
釈放審査委員会が廃止され、それが人民大
衆の投票によって選ばれた仮釈放委員にと
って代わることを要求する。 
26．我々は、州と刑務所当局が「ソルダッ
ド幹部会報告」の第１勧告に従うよう、強
く要求する。すなわち、「州議会は常任で
有給の監督局を州刑務所のために設置する
こと。 
監督局は、非人道的で理不尽な違法行為で
告訴される職員に刻する受刑者やその家
族・友人・弁護士による申し立てを判断す
る責任を負う（中略）。」 

 34



27．我々は、刑務所当局が、最近フォルサ
ム刑務所の懲戒処分施設の中から発表され
た要求宣言書に記 述されていた暫定的要求
に従うことを要求する。 
28．我々は、この州の刑務所当局が人種関
係に軋轢を生み出すことを直ちにやめるよ
う要求する。 
29．我々は、カリフォルニア州の刑務所シ
ステムがフォルサム刑務所に、この刑務所
のブラウンと黒人受刑者に必要とされる専
用の活動のためのエスニック・カウンセラ
ー業務の設備を要求する。 
30．我々は、黒人とブラウンの受刑者に対
する仮釈放の差別的判断と割り当ての廃止
を要求する。 
31．我々は、州刑務所の看守による居房内
の捜索と所持品検査の際に、すべての受刑
者が立ちあうことを要求する。 
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表2）アッティカ刑務所における受刑者の
要求 
A:5つの要求 
序文：アメリカの人々へ 
　ここアッティカで発生した事件は、1971
年9月8日の、2人の受刑者に対する襲撃の
結果ではない。軽減されない、人種主義者
である刑務所当局のネットワークによる抑
圧によるのだ。 
　私たちは人間だ！打たれ、追い立てられ
るような獣ではない。すべての受刑者は、
こことアメリカ全土の刑務所で行われる、
受刑者の生命への無慈悲な残虐と無視を永
遠に変えるために力を向ける。ここで起き
たことは、抑圧された者たちの憤怒の前の
音以外の何物でもない。 
　我々は、我々が受け入れられるものを除
き妥協することはない。私たちはアメリカ
のすべての意識ある人々に呼びかける。私
たちだけでなく、私たち一人一人の命も同
様に脅かすこの状況を終わらせるのに力を
貸してほしい。 
　私たちは、アメリカの人民の目的にとっ
て全く有効でなく、アメリカの人々を奴隷
化し、搾取している奴らに貢献する、これ
らの刑務所施設の終焉を現実に近づける要
求を示した。我々の要求は： 
1.我々は完全な恩赦を求める。意味すると
ころは、すべての身体的、精神的、そして
法的な報復からの自由である。 
2．私たちは現在、速やかにかつ安全に、
監禁状態からの解放と非帝国主義国家への
移送を求める。 
3．私たちは、連邦政府が、我々を連邦裁
判権の直接の保護下に置くために介入する
ことを要求する。 
4．私たちは、アッティカ刑務所の債権が、
受刑者によって、もしくは受刑者の監督下
に行われることを要求する。 
5．私たちは、以下の人々を公証人として

早急に求める。（省略） 
15の具体的な提案 
1．ニューヨーク州の最低賃金法を、すべ
ての施設に適用せよ。奴隷労働をやめろ。 
2．ニューヨーク州のすべての受刑者に、
報復に脅かされることなく、政治的に活動
的である事を認めよ。 
3．我々に真の宗教的自由を与えよ。 
4．新聞、雑誌、手紙、その他出版社から
の出版物すべてにおける検閲をやめよ。 
5．すべての受刑者に、望む者との連絡を
自費負担の下に行うことを許可せよ。 
6．仮釈放の日時に達した受刑者は、仮釈
放でなく完全に釈放せよ。 
7．仮釈放中の違反行為について、受刑者
への再宣告をやめよ。 
8．すべての受刑者に対し、彼らの罪や個
人的な必要に基づいた、現実的な更生プロ
グラムを創設せよ。 
9．受刑者の必要に応じ、すべての刑務官
を教育せよ。つまり、懲罰より理解を。 
10．健康的な食事を我々に与え、豚ばかり
与えるのをやめ、1日に新鮮な果物を与え
よ。 
11.受刑者の教育システムを近代化せよ。 
12.治療の必要を訴えるすべての受刑者を献
身し、治療してくれる医師を雇え。 
13.1カンパニーごとに1人の受刑者を含む、
施設代表を組織し、施設当局と検案される
不満について話す権限を与えよ。 
14．より良いレクリエーション設備と施設
において、レクリエーションの時間を増や
すとともに、房にいる時間を減らせ。 
15．施設内の内側の壁を取り払い、一つの
大きな広場をつくり、隔離や懲罰をやめよ。
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