
Vivienne’s diary 2014 年 10 月 
 
 

10 月：私の伝記を広めるために、いくつかインタビューを受けることにしま

した。 
 
1 日（水）—ローリング・ストーンズ誌、レナータ・モルホと電話で。 
14 日（火）—ウーマンズ・アワー。ジェニー・マレーと。 
15 日（水）—ガーディアン。チェルシー・オールド・タウン・ホールで聴講

者付きのインタビュー。デボラ・オーと。 
17 日（金）ラジオ 3 のプライヴェート・セッションズ。マイケル・バーク

レーと。クリスマス頃に放送されるのですが、インタビューの内容にとても

喜んでもらえました。 
 
どのインタビュアーとも楽しく話ができ、彼らのことが好きになりました。 
デボラ・オーは特に協力的でした。しかし彼女とのインタビューが一番長か

ったですからね。彼女はあっさりしていて、面白く、それでいて賢いのです。

このインタビューの中で、今まで気付かなかったことに気付きました。それ

は、私が生涯を通してやってきたことは、今現在私がしていることと、全て

同じ理由でやっていると言うことです。私は、世界のために世界自体を理解

したい。その知識を使って事態をよりよくし、全ての人に私と同じチャンス

がある、そんな世の中にしたい。 私はこの国に生まれて良かったです。四季

やイギリスの気候が大好きですから。また、私が生まれた当時の子供達は、

甘やかされたり、買ってすぐに捨ててしまう消費だけのための物に惑わされ

たりすることもなく、良かったです。お陰で、後に自分が深く興味があるこ

とを突き詰めて行き、アート・ラバー（芸術愛好家）になることができまし

たから。 
 
10/1（水）：夕方、ピーターに誘われて、クリスティン・スコット・トーマ

スがヒロインを演じるエレクトラを観にオールド・ヴィック劇場へ行きまし

た。彼女はこう言っていました。「死ぬ前に、私はエレクトラを演じたい。」

そうして彼女は今、彼女の生涯をかけているものを演じているのですが、私

は好きではありませんでした。ベタ褒めの批評を受けるでしょうが。彼女は

狂人のように夢中になってしゃべり、一度は私も彼女に感情移入しました。

彼女が大嫌いな母親の話に耳を傾ける時、その一瞬ですが。彼女は素晴らし

く見えました。酷い扱いを受けていましたが。彼女は生きた怒りの火のよう

で、完全に集中しており、焦点を定め。とても焦点が定められていて、彼女

が動く時は、どたばた足を踏み鳴らすか、自分自身を投げ散らかすかのよう

にしかできませんでした。やり過ぎなのよ。同様に穏やかに演じる必要もあ

るのですよ。 
 
 エレクトラの弟が、二人の母を殺す役目です。なぜなら、彼女が、二人の

父を殺したからです。そして母親が父親を殺した理由は、エレクトラの姉で

あった二人の長女を生け贄にしたからでした。 



 

 
 
 エレクトラは、演じるにはただ最も難しい役柄なのです。なぜならば、彼

女の情熱は憎しみだけに焦点を合わせられているからです。そしてこの一つ

の焦点だけでは十分ではないのです。彼女には他からの見方、主観同様に、

客観的な見方も必要なのです。知的なレベルに観客を引き込んでいる間は、

彼女は感情的なレベルのキャラクターに なり 得ることができますが、同様に

「外面的に現実味を与える」必要があるのです。 
 
 必要不可欠なのは、役者の知性です。役者が思うことを、観客も思います。

役者は原文と、そこに含まれる意味合い全てを知らなければなりません。そ

うすれば観客は演技の主旨を共有することができますから。この劇に例えて

言えば、役者は、劇が書かれた時のエレクトラの主旨を考慮するだけでなく、

今日であれば、どのように彼女は見られるのかも考えるべきなのです。彼女

自身の気付きが、観客を積極的に引き込みます。役者は自分たちの目を通し

て彼女を見るのです。 
 
 全てのアート同様、劇場は実物の模倣であり、本物ではありません。 
 
 役者はテレビや映画を見過ぎだというのが私の理論です。彼らは演技と言

う物は、他の役者とだけ関わりながら本物になることだと思っています。と

ころが、彼らは観客とも同様に 演じ なければいけないのです。劇場は、劇場

に適していなければならない、人工的＝アートによって作られたものなので

す。実物より大きいのです。 
 
10/2（木）：キルバーンにあるトリサイクルシアターに、サム・シェパード

の 70 年代の劇、トゥルー・ウエストを観に。監督のフィリップ・ブリーン

の招待です。 



 

 
パティ・スミス＆サム・シェパード。1971 年 5 月チェルシー・ホテルで。私が 1971 年に初

めて NY に行った時、このホテルに泊まりました。 
 
 アンドレアスと私は、地下鉄に乗ってキルバーンのハイストリートを歩く

のを楽しみました。私は今までにそこを歩いたことをある気がしません。ち



ょっと違うのね、それだけです。地下鉄を降りる時に、一緒に降りた女性が 
私のコンカーネックレスを見て、私だと気付きました。スコットランド独立

選挙の前夜に、私はテレビでこのネックレスを付けていたのでした。彼女は

スコットランドにはイギリスに残ってほしいと思っていたけど、考えを変え

たのだと言いました。理由はこういうことからです。「そこにいたスコット

ランド人全員が、自分たちが望む政府を本当に欲しがっているのよ。私たち

イギリス人のことを考えないで。是非やりましょう！」素晴らしい人だと思

いました。彼女はこの全ての興奮と利益不利益を全部吸収していました。ポ

ジティヴね。 
 
 劇は素晴らしかったです。（また始まったら皆さんにも教えますね。次は

ウエスト・エンドでする予定のようです。）劇では、アメリカン・ドリーム

の中での戯言が際立ちました。今日に関連している問題が、70 年代もあった

のね。これを書いた作家はとても素晴らしいわ！不合理な話で、とても予測

不可能よ。セットは、小さなキッチンと青い空。演技は、ヒュー！ユージ

ン・オヘア。ありがとうフィリップ。悲劇的だったわ！ 
 
10/6（月）：イアン・ケリーが私たちをドゥードゥルバーへ招待してくれま

した。ケーキは彼がその日の朝に作ってくれたものでした。彼はスタッフ全

員に、本を書くにあたって彼に話をしてくれたお礼をしたかったのです。 
 
10/7（火）：伝記本のローンチ。マークズ・クラブで。 
 出版社のピカドールが本の一番前にリーフレット（資本主義の終焉）を挟

んでくれました。再版には、それも含まれる予定です。英語版とドイツ語版

が刷られるまでには、このリーフレットが組み込まれるといいなと強く願っ

たのですが。表紙の私のポートレイトはユルゲンが撮りました。全体的に、

重要な本という感じです。 
  
  本当にたくさんの友人達に会えて嬉しかったわ。ベラ（フルード）が、デ

ビー（ジュヴィナイル）が先達て亡くなったと教えてくれました。一人一人

にお礼を言うことはできないので、スピーチにジェリー（ホール）を選び、

とりたてて彼女について話をし、来てくれたみんなが彼女のように素敵だと

いうことを伝えました。ジェリーは完璧なホステスです。彼女は誰をも特別

に感じさせてくれます。私たちは彼女が招待してくれた感謝祭のディナーを

もう楽しみにしているくらいです。彼女が初めて私とアンドレアスのために

モデルをしてくれた時、私が彼女よりも大事である振りをしてくれたそうで

す。興奮気味のプレスにこう答えていました。「夫がこの仕事を取ってきて

くれたのよ。」（ミックがパーティーで私に頼んだのです。）初めに香水を

つけて、裸足でキャットウォークを歩き、ドレスのシフォンのフリルを引き

立ててくれました。ファスナーを上げる時に、ドレスの中に腕を入れ、それ

を出し、彼女の腕は脱臼しかけていました。（もし彼女を見たことがあれ

ば！）私たちみんなが素晴らしいファッションの時代を過ごしたでしょう。 
 



 
 
10/8（水）：シンシアとオックフォードに。ナオミ・クラインが新しい著書

ディス・チェンジズ・エヴリシング（これが全てを変える）について話をし

ます。ナオミは私をオーディエンスに紹介したいと言ってくれました。 
 私たちは二人には地球を守るために緊急に行動を起こしたいという、共通

の思いがあるため、連絡を取り合ってきました。私はナオミのご主人である

アヴィ・ルイスが撮り終えた映画にとても興味があるのです。その映画は本

と並行したメッセージになっており、気候の変動に取り組むことが、より良

い世界、私たちが望む世界を作ることを強いることになると伝えています。



映画のハイライトはこれを既にやっている人達です。地球温暖化を止める唯

一の方法は、私たちがお互いとの関わり方を考え直すことです。誰もが変え

なければならないのです。現状は 1%の権力者と、権力に抑圧されています。 

 
 まだこの本を読む時間がありませんが、友人のバッチーが送ってくれたカ

ナダのグローブ＆メールの 2014 年 9 月 20 日のレヴューを載せたいと思いま

す。とてもよく熟考されています。 
 

 
 



 
 

 
 
①クラインによると、気候の変動は市場や産業によって解決され得る問題で

はない。その代わりに、我々の政治、経済、そして社会のシステムを大きく

再形成する必要がある。どちらも実践的で、道徳的に必要で、人の努力によ

って動かされていなければならない。「これが全てを変える」は、驚くべき

力、徹底的な報告、逸話を伝えている本である。 
②「これが全てを変える」の最も説得力のある部分は、クラインが「ブロケ

イディア」と呼ぶケースだ。「ブロケイディア」とは、緩く提携している社

会運動のネットワークで、ギリシャの金の採掘からタールサンドまで、どこ

にでもある抽出産業に直面している。北アメリカで、ブロケイディアはキー

ストーン XL とノーザン・ゲートウェイに対してのバトルに補填して、その

最も高いプロファイルを博して来た。説得力のある象徴主義と険しい地理的

スプロール現象のお陰で、それは多様な物を結びつけ、地盤を整列させるこ

とはほとんどない。（キーストーン XL との奮闘は時には「カウボーイとイ

ンディアン」同盟と呼ばれ、牧場主と先住民を巻き込んでくれたキーに感謝

している。） 
③これを見ると、ブロケイディアは最も重要な仕事を全てしているのだ。化

石燃料産業による生活をより困難にし、資源を抜き取る投資を不安定にさせ、

そして決定的に炭素を地面に保たせることになる。 



④何と言っても、正確に気候の変動を打破するには、産業の最終的な廃絶が

必要とされるだろう。歴史上もっとも大きく、もっとも儲けている産業であ

る、エクソンモービルの CEO、レックス・ティラーソンは１日に 10 万ドル

以上を稼ぐのだ。そして彼の会社は 2012 年に 450 億ドルの利益を出し、記

録を破ったと発表された。しかしこれは、単に石油会社が大衆からの圧力や

法的な動きの中でも、自分自身を死なせても、地球からむしり取る長い死で

ある化石燃料化するために、強制的に押し進められなければならないことを

意味している。 
⑤もし資本主義自体が問題であるならば、クラインが書いた「ゼロカーボン

経済でも利益を産む方法はいくらでもある」とは一体何を意味するのか。ま

た他のどこかに「私たちの経済のシステムと地球のシステムは現在戦争状態

にある」と書いてあるが、それは何なのか。読者は分からないままとり残さ

れている。 
 
 このレヴューでは、ナオミは資本主義が意味するものを効率的に定義づけ

ていないという指摘もあります。もし彼女が反資本主義であるならば、彼女

は何を意味しているというのでしょうか。私は、とにかく私自身ができる限

り深く掘り下げて行き（下にあるテンポール・テューダーへの返信と私の解

析資本主義の終焉を見て下さい）問題に取り組んできただけのことです。誰

もが資本主義とは何なのか知っていると思います。普段は「貪欲」という言

葉で呼ばれています。私はただ、敵に名を付けてくれたナオミや他の人達に

感謝の念しかありません。 
 
 ナオミは他のレヴューでは、資本主義が問題を解決できると信じていない

という理由で攻撃されていました。「彼女はマルサスと同様に間違っている」

と。同じ批判がラッセル・ブランドにも使われていました。「彼は資本主義

が貧困層を数千も救っていることを知らないのか？」と。マルサスは一時期

間違っていると証明されたようですが、私は、従ってバートランド・ラッセ

ルの「自由と組織」を引用して、これを説明したいと思います。しかし今、

資本主義の終焉において、マルサスは非常に正しかったわけですが、なぜ低

能なジャーナリスト達は過去を引用するのでしょうか。自分たちは分かって

いる、そんな馬鹿なこと知っている、と思っているのでしょう。しかし科学

は、人間が本当に必要とするものを使ってマルサスを叩くことができるので

す。 
 
 



 



 マルサス主義の本質は、それ自体が簡素である。もし何も人口の増加を阻

止することがなければ、大体 20 年毎に人口は 2 倍に膨れ上がっていくだろ

う。100 年のうちにそれは現在の 32 倍となり、200 年のうちには 1024 倍、

300 年では 32768 倍と、どんどん続いていく。明らかに、このようなことは

起きない、起こり得ないのだ。なぜだろうか。 
 
 彼は、伝染病による損害がいずれ良い解決策となると証明している。そし

て窮状こそが過大な人口の増加を妨げると結論づけている。なぜなら飢餓で

死ぬ人々がいれば、人口が今現在よりも膨らむことはないからだ。 
 しかし、働く人が多ければ、もっと食糧を生産することができるとは言え

るかもしれない。それではなぜ人口の増加が飢餓を引き起こすのだろうか。

この時点で、論争は後に収益逓減の法律と呼ばれるものに因る。もし、以前

の２倍の数の労働者が与えられた土地で労働するならば、それに 2 倍の資産

であるならば、生産は増加するだろう。しかしそれが確実に 2 倍とはならな

いのだ。もしも労働者と資産が、以前は荒廃していた土地の労力となるなら

ば、最良の土地が一番早くに開拓されると推測されているので、概して結果

は同じなのだ。もちろん、これは、人口が希薄な時には該当しない。新しい

国では、開拓者達が新規移民者の到来によって恩恵を受けがちだ。しかし、

ヨーロッパのような、古くから人が定住している国では、農業に付随する進

歩なしに人口が増加すれば、頭数あたりの食糧が減少するのは、概して本当

なのだ。人口がさらに増加すれば、一人の労働者は、一人以下の食糧しか生

み出せないという時が、最終的にはやって来る。この時点において、飢餓は

人口の増加の可能性を制限するのだ。 
 社会において、最も貧困な層を形成する人達は、マルサスが主張するよう

に、生き残るレベルに至るくらいの貧しさに違いない。そうでなければ、そ

の時が到達するまでに貧困層の数は増えていただろうから。例えば、ペスト

の後のような、短く例外な時があるかもしれない。しかし元あった状態を取

り戻すまで、多くの子供達が生き残るので、それらは長くは続かないのだ。

それゆえに、どんなシステムにおいても、他よりも裕福な人達がいるのはい

いことでもあるのだ。さもなければ、全ての人が最下層になってしまうから

だ。 
 
 彼は、ヨーロッパは他の大陸から食糧の供給を手に入れる可能性を信じて

いない。「推測の、未開拓の状態で、」彼は次のように言う、「（もちろん

まじめというより、冗談で）地球の労働者の分配の一番の方法として、ヨー

ロッパはアメリカで自身のトウモロコシを育てるべきだ、そして 自身は製品

と商業に尽くすべきだと提案されてきた。」 
 
 もし人口が増加し続けるならば、食糧不足でそれ以上の増加は不可能とな

るところまで間もなく行きつくほど、既に相当な人口を持ち、生活の基準を

低くする以外にその人口が必要とする食糧を作り出せない、英国のような、

限られた地域に置ける農業の技術的改良以外は、マルサスが言ったことは今

や疑いもなく正しいのだ。結局のところ、この提議は英国だけでなく、世界

においても真実なのだ。例えば中国のような、その事実が明白で悲劇的な所

も世界にはある。 



 しかしマルサスが書いて以来、彼の理論の信憑性に対する制限は、意外に

も重要となってしまった。 マルサスは単なる冗談と思っていた「ヨーロッパ

はアメリカで自身のトウモロコシを育てるべきだ」という提案が、鉄道や汽

船のせいで事実となった。農業における技術の改良は、彼が実現可能だと考

えるより、ずっと重要だったと証明することになった。しかし中でも、賃金

労働者の繁栄の増加は、出産率の上昇を導くことからはほど遠く、とても急

速な減少へとつながった。それは安楽の基準がまたも傾いた大戦の後には、

どんどん進んでいたのだ。これは多分、マルサスが言ったことに対する論破

とはならないだろう。しかし白人に関する限り、彼の理論の重要性を打ち砕

くことになった。アジアでは、マルサスの理論は重要とされている。 
 

 
アルダーマストンマーチの最後にロンドンのトラファルガー広場でスピーチの準備をする、

哲学者で活動家のバートランド・ラッセル。 
 

10/10（金）：アンドレアスとオペラの歌姫ジョイス・ディ・ドナーが歌う

ヘンデルのアルチーナを聴きにバービカンへ。コンサートだったのでオペラ

のようにコスチュームやセットがあるわけではなく、歌手は自分の服を着て、



オーケストラはステージの上にいます。私たちはジョイスのイヴニングガウ

ンをアルチーナのために特別にデザインしました。アルチーナは英雄を魅了

する魔法使いです。ルッジェーロはアルチーナが人間を動物へと変えてしま

うアルチーナの島に、彼女と一緒に住んでいます。彼の恋人が、彼を救いに

やってきます。彼女は男装してやって来たのです。他の登場人物たちはこの

状況を自身の愛のために使います。例えば一人の女性は、ルッジェーロの今

は男に扮した恋人を好きになり、自身の恋人を拒みます。 
 

 
 
 私たちがデザインしたジョイスのドレスは、彼女が歌った部分に完璧に合

っていました。暗い海のような緑に、ほぼ無煙炭のようで。銀色の線を引い

た魚の鱗をモチーフにした錦です。ドレスは左右非対称で、裾の部分が上下

する一方、デコルテ部分の片側は鋭く付き上がるようにしました。コスチュ



ームは 3 つの部分からなり、アルチーナの魔法が完全である最初の部分では、

ストラップが上についた巨大な硬いパフスリーブ、ギザギザのふちの下には

落ち着いた色のペチコートのチュールがふわりとあります。2 番目の、彼女

が魔法の力を失い始めていく場面では 、彼女はもっと姿をさらし、袖が取ら

れます。3 番目では、ペチコートがなくなり、彼女はブーツで地面を踏み鳴

らします。ジョイスの髪型は、本当に何か特別だわね。後ろと横が 0.5 イン

チほどに切られ、トップは 5 インチほどの高さなのよ。 
 
 この馬鹿げたシナリオは、人間の感情全てを制限しています。本来ならば

他の役者と演じるべきものも、コンサートという形式では、歌手はオーケス

トラの前に立ち、オーディエンスに顔を向けているので、オーディエンスと

一緒に演技をすることになります。私はこの感じが大好きよ。こういう微細

なこと全てがどんなに心を奪い、神聖な音楽で感情の変化に自分を吸い取ら

れる感じ、想像できますか。ヘンデル、天才ね！ 
 
10/16（木）： ジョーのショップ、チャイルド・オヴ・ジェイゴのオープニ

ングのためチャーリング・クロス・ロードに。彼のブランドはジャック・シ
ェパードと言います。ジョーはまだ犯罪にインスパイアされているのです。

ジャック・シェパードは魅力的で聡明な泥棒であり、脱獄者でした。彼は 19
世紀の貧困の犠牲者となるのを拒んだのですが、典型的な犠牲者、貧しいヒ

ーローとなり、23 歳の時絞首台で処刑されました。ジョーは素晴らしい仕事

をしました。ジョーの気配りと愛が全面に施されていて、これが彼のビジネ

スのやり方なのです。お店の中で彼が一番気に入っているのは、イギリスで

服を作る方法を見つけたことだと言います。彼は自分で小さなワークショッ

プを持っている他、一人のパキスタン労働者が引き継がなかったら閉鎖した

と思われる工場が北にあり、イースト・エンドでユダヤ人の友達のいとこが

所有している工場もあります。この工場の男性が私に説明してくれたのです

が、彼が 4 世代目になり、イギリス人の間で技術ベースはもはや存在しない

けれども、かつて鉄のカーテンの陰にいた国から来た労働者たちがいるから、

工場を続けることができると。服は本当に素敵な出来です。ジョーは処分さ

れる段階の生地を探し出し、切れ端で使えるよう工夫します。生地によって

真のキャラクターが表れるのです。 
 

 
 



 
  
 オープニングでセックス・ピストルズとギグをし、映画ザ・グレイト・ロ
ックンロール・スウィンドルにも出たエドワード・テューダー・ポール（テ

ンポール・テューダー）に会いました。映画で誰がバンビを殺したかという

歌を一緒に作ったのよ。彼はまだ曲を書き、演奏もしています。私は彼に資
本主義の終焉のリーフレットをあげました。彼はこう言いました。「しかし

資本主義とは何を意味しているのかい？様々な度合いがあるだろう。」と。

説明の必要があるのは本当ね。もし私のリーフレットを読んだら、資本主義

が独占企業で終わるのは明らかですよ。大きな魚は、小さな魚を食べるので

す。大きな魚は小さな魚がビジネスから出て行くよう市場をコントロールす

るのです。（スタインベックが書いた怒りの葡萄に良い例があります。缶詰

の会社が損をして新鮮な果物を販売し、小さな農家は倒産してしまうので

す。）過去においては、投機や乗っ取りを防止するための法律がありました

が、近年では法律は無視され、撤回されています。適正なコントロールを伴

う商業は経済にも良いのです。 
 



 
エドワード・テューダー・ポール 

  
 全ての商業は利益を生み、資本の準備金を積み立てる必要があります。売り

買い全てが資本主義だと言えるかもしれません。しかし人が人を搾取するの

を止めるよう、コントロールする必要があるのです。自由市場は私たちの敵

であると証明されてきました。それゆえに、私たちが資本主義と口にする時

は、それは自由市場の資本主義を意味するのです。私たちが資本主義に反対

してデモをする時は、大きなビジネスに対してもデモをしているのです。政

府は、まだそれを奨励しています。政府の政治はかつてないほど短絡的にな

ってきています。政府は、 私たちの社会をあらゆる点とレベルにおいて滅茶

苦茶に破壊しているのです。短絡的利益のために、地域社会や公のサービス

を壊していっているのです。私たちの狙いは、 
 

 
 
 

 
 
 
「地球に良い物は経済にも良く、地球に悪い物は経済にも悪い。人に良い物

は地球にも良いものである。」これでなくてはならないのです。 
 



 地球に優しく生きるためには、ガイアとそのエコシステムは共存関係であ

る必要があります。耕作する時に、もし口にしても良く、無駄のないものを

作ろうとするならば、その時にこれは可能だと理解できるでしょう。その時

ガイアは私たちの味方です。 
 
 私はこれを私のファションの会社でしようとしています。格言は「質対量

（Q.v.Q）」です。今のところ、量があり過ぎる状態です。私は量の肥大をコ

ントロールしています。アイディアはお金の価値、正当な賃金に、農業と同

じように原料を最大限に使うこと。仕事は、質の結果に技術の発展と達成感

を徹底的に供給する勤労です。私たちは本物の選択肢を提供します。 
 

 
 
10/23（木）：セント・ジェームズ宮殿でデューク・オヴ・エディンバラ・

アウォードに。 
 
  私自身はロイヤルファミリーの、特にチャールズ皇太子のファンですので、

これに参加することにしました。 
 
 フィリップ王子は御歳 93 歳ですが、未だに１日に 3 つのイベント（チャ

リティー訪問、団体を機能させ、ワークショップも）をこなしていらっしゃ

います。これは彼のお気に入りのイベントです。調べてみて下さい。若者達

は、銅賞、銀賞、金賞を獲るために、本当に重要で授権のあることをしなけ

ればならないのです。約 25 万の人達が今年は金賞を獲りました。このチャ

リティーが始まってから、何百万という人達を世界中に送り出してきたので

す。 
 
 私はそこに着くまで、そこでどんな重要な役割をするのか検討もつきませ

んでした。私は４人のプレセンターのうちの一人でした。それぞれが違う部



屋で、100 人の金賞受賞者とその家族達と一緒でした。私は 100 人の若者に

握手をし、認定書をあげました。 
 
 私はリーフレットを持参し、いくつか配ろうとしました。ローラという若

い女性と話をし、配っても大丈夫だと言ってくれました。それから司会者の

ポールに話に行きました。ポールの本職はこれらの賞のお世話をすることで

す。私はこう言いました。「あの子達はむしろ政府に反対しているわね。」

と。彼は、もし自分にリーフレットをくれたら、次は彼からリーフレットを

もらうこともできるとみんなに言っていいよと言ってくれました。 
 
 私のスピーチの内容は、パンフレット同様に資本主義の終焉でした。グリ

ーン経済に変える必要性を強調し、若い人達がソーシャルメディアを通して

キャンペーンをしたり、通りでデモをしたり、今行動して全てを変える必要

があると話しました。緊急よ！資本主義という名のついたものが問題なの。

私は緑の党に投票するようにすら言ったかもしれませんが、思い出せません。 
 
  若者達、彼らの学校の先生、また家族は私のスピーチを気に入ってくれま

した。みんなリラックスしていて、言いたいこと全てをこの宮殿で言うこと

ができるなんて、私たちの世界は包括的だなと感じました。彼らは私にお礼

を言い、私は彼らがとても深く関心を持っている様子にとても嬉しくなりま

した。ポールは彼らに、私のスピーチが人生を変えたと言ってくれました。

この言葉は、彼がこの時言ったそのままの言葉ではありませんが、とにかく

そのようなことを言ってくれたのです。 
 
 夕方、シンシアと私は、ガーディアンのオーウェン・ジョーンズがラッセ

ル・ブランドにインタビューするのを聴きに行きました。 
 
  みなさんご存知のように、私は普通のメディアをフォローしたりはしない

のよ。だけどラッセルには 8 万人のツイッターのフォロワーがるのを知って

います。そこで彼は投票に行かないよう（私は賛成しません）伝えているの

です。緊縮財政に反対する団体ピープルズ・アセンブリーのパネラーである

彼は、こう言いました。「俺たちは環境を守るために、資本主義を取り壊さ

なければならない。」と。素晴らしいことに、彼が資本主義と突き進む政府

を攻撃したのです。彼は正しいですよ。私は政府こそが、赤ちゃんのように

世間知らずの なのだと思います。彼らには何の鍵もないの。だけど幼稚園で

習ったことが正しいと信じているのよ。 
 
 シンシアと私は緑の党を支援できないかと考えています。それでどうした

ら地球や地球に住む人々を救えるような政府を、私たちは手に入れることが

できるのか、ラッセルには何かアイディアがあるか知りたかったのでした。

若者達が緑の党に投票してくれたら、それは大きな変化を生むだろうと信じ

ていますが、もしラッセルが投票に反対するなら、その影響で、彼らを投票

に持って行かせるチャンスがほとんどないように思えます。ラッセルは「俺

が投票に行かない理由は、俺がグリッターを食べないのと同じ理由だよ。意

味がないだろ！」と言いました。私は彼の意見に完全に賛成です。だから人



は民主制がないと感じているのです。どの政党も全部同じなのです。（UKIP
だって同じだから、重要じゃありませんよ。）私はこれらの政党を「ブロッ

ク」と呼んでいます。ブロックがあるか、緑の党があるか、それが選択肢な

のよ。 
 
 オーウェンは最大限の力を発揮して、緑の党に投票するというケースもあ

ると言ってくれましたが、ラッセルは「君は投票したらいい。でも俺はしな

い。」と言いました。彼は色んなことで議論を起こそうとしています。例え

ば、政府が利益を得るために、公団住宅から追い出されるのを拒否している

女性達と一緒に行動するなど。私は彼に質問してみようと決めました。彼と

投票について口論してみたかったのです。しかしそれは質問ではありません。

それで、私は、クライメイト・レヴォルーションに彼だったら何をもたらす

ことができるかと尋ねました。彼は、私たち全員が、それぞれができること

をすべきだ、私は私で、彼は彼でできることを。そして全員が一丸となって

一緒に行動を起こすべきだと言いました。彼はこうすることにとても情熱を

注いでいます。しかしもっとやらなければだめなのですと私は言うでしょう

ね。事態はとても 緊急 なのです。 
 
10/24（金）：シンシアと私、息子のジョーは緑の党とお茶をしに行きまし

た。私たちに加えて全ての NGO 団体は、大衆の意見を大きく取り入れて行動

するために、共通の認識が必要です。その意見は情報を与えられ、気にかけ

られるべきだと私は信じています。おそらく、緑の党がフォーカスとなるで

しょうね。彼らの政策はとっても正しいのよ。彼らは緊縮財政やフラッキン

グに反対しているし、地域社会のために存在するのよ。党は行動に向けての

計画を私たちに話してくれます。 
 
10/31（金）：夜。ギャリック・シアターへ。「スコッツボロ・ボーイズ」

を観に。友人のブルーノ・ワンが私と友人ジゼルを招待してくれました。彼

は投資家の家庭出身で、政治には関心がありません。だけど私は、今は誰も

が政治に関心を持つべきだと思います。彼にリーフレットをあげます。彼は

このミュージカルへの投資に何らかの関わりがあるのです。このミュージカ

ルは有名な実話で、9 人の貧乏な黒人の少年達のお話です。一番若い子は 13
歳です。彼らは 30 年代の浮浪者で、仕事を探し、列車にタダ乗りします。

そこでレイプ罪を課せられ、死刑を言い渡されるのです。しかし大衆の抗議

により、死刑にはなりませんでした。この話はミンストレルショーとして公

開されています。素晴らしい人達ね。犠牲者だけどヒーローで。ぞっとする

ような上演で、感情との折り合いをつけてくれる。力強いものだわ。 
 
 



 

 
スコッツボロ・ボーイズ。左から右に、クラーレンス・ノリス、オーレン・モントゴメリー、アンディ

ー・ライト、ウィリー・ロバーソン、ユージン・ウィリアムズ、ロイ・ライト、チャーリー・ウィーム

ズ、オジー・パウエル、ヘイウッド・パターソン。1931 年 3 月 30 日。 


