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2017年11月3日、ケネディ大統領の暗殺に関する文書676点が、米国立公文書館により公開された。
その中に、米公民権運動の指導者、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師についての

FBI機密文書が含まれていた。全20ページのその文書には、キング牧師の共産主義者とのつながりや、
女性関係、彼が率いていた「南部キリスト教指導者会議」での資金不正といった疑惑が記されていた。
FBIは当時、キング牧師を監視し、彼の評判を落とそうとしていた。彼の影響力を恐れてもいた。

文書に書かれていた疑惑のうちいくつかは、すでに知られていることであり、
なぜ彼に関する文書がJFK暗殺ファイルに収まったのか、なぜ今まで非公開とされてきたのかは不明だ。

JFK暗殺ファイルから発覚
キング牧師を貶めるFBI機密文書

Opened File, 
Open to Question
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アンダーソン・クーパー　今夜は速

報があります。米国立公文書館が

公開した、ジョン・F・ケネディ大

統領の暗殺に関する新たな文書に

ついてです。ところが、その中には、

JFKではなく、マーティン・ルーサ

ー・キング博士—マーティン・

ルーサー・キング・ジュニア牧師に

関するFBIの衝撃的な文書が含ま

れています。この文書は、当時の

J・エドガー・フーバーFBI長官が

キング牧師に対して深い疑念と執

着を持っていたことを示していま

す。当時、そのことは明らかに周知

の事実でしたが、この文書は、キン

グ牧師の評判を落とそうと、長官

とFBIがどれだけ必死に動いてい

たかを物語っています。CNNのゲ

ーリー・タックマン記者に話を聞き

ます。

　それで、何かわかりましたか。文

書には何が書かれていたのですか。

ゲーリー・タックマン　その、アンダ

ーソン、今日の午後、国立公文書

館が公開した600点以上の文書の

中に、こんな文書がありました。こ
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Anderson Cooper There’s 

breaking news tonight coming 

from the National Archives and an-

other batch of JFK-assassination 

files. They include, though, an ex-

plosive FBI dossier not on JFK but 

on Dr. Martin Luther King—the 

Reverend Martin Luther King Jr.  

It reflects then-director J. Edgar 

Hoover’s deep suspicion and obses-

sion with Dr. King, which was cer-

tainly no secret at the time, and it 

speaks to just how far he and the 

FBI went to try and discredit Dr. 

King. CNN’s Gary Tuchman joins us 

now with more.

So, wh...wh...what are you learn-

ing? What’s in this stuff?

Gary Tuchman Well, Ander-

son, among the more than 600 

documents released late today by the 

National Archives is this one: a 

（be） open to question:
《タイトル》疑問の余地があ
る
breaking news:
ニュース速報
the National Archives 
（and Records Adminis-
tration）:
米国立公文書館
a batch of:
～の一束、一群
assassination:
暗殺
explosive:
衝撃的な、大論争を引き起
こす
dossier:
関係書類、ファイル
the Reverend:
《聖職者などへの尊称》～師
reflect:
～を反映する、示す
then:
当時の
suspicion:
疑い、疑念
obsession:
妄想、執念
speak to:
～を物語る、～の証拠となる
try and do:
＝ try to do　
～しようとする
discredit:
～の評判を悪くする、名声
を傷つける
stuff:
（漠然と）もの、こと

document:
文書、書類
release:
～を公開する

JFK暗殺ファイルに含まれていたキング牧師に関する機密文書83
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れまで非公開だった「マーティン・

ルーサー・キング・ジュニアに関す

る現状分析」というファイルです。

1968年3月12日付の文書で、この

公民権運動の指導者に関する衝撃

的な疑惑がいくつか記載されてい

ます。キング牧師は、この報告書が

初めて作成された23日後に暗殺さ

れました。

　文書で詳細に述べられていること

の中に、マーティン・ルーサー・キン

グ・ジュニア牧師の不倫や他の性

的行為がありました。もしそれが事

実で（当時）公表されていたら、彼と

彼が率いる運動にとって大打撃とな

ったでしょう。さらに、何ページにも

わたって、マーティン・ルーサー・キ

ング牧師と彼が主導する組織「南

部キリスト教指導者会議」（SCLC）

は共産主義者だと知られた人物た

ちと関係があったとの疑惑が書かれ

ています。そして最後に、キング牧

師とSCLCの資金不正疑惑につい

ても詳しく書かれています。

　ここで強調しておきたいのは、当

時、J・エドガー・フーバー長官の下

にあったFBIは、この時点において、

すでに何年もマーティン・ルーサー・

キング・ジュニア牧師を調査してい
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never-before-seen file titled “Martin 

Luther King, Jr., A Current Analy-

sis.” It’s dated March 12th, 1968, 

and includes a number of explosive 

allegations about the civil-rights 

leader, who was assassinated 23 days 

after this report was first compiled.

Among the claims detailed: Mar-

tin Luther King Jr. was involved in 

extramarital affairs and other sexual 

activities that, if true and revealed 

publicly, would’ve been devastating 

to Dr. King and his movement. In 

addition, there are pages and pages 

detailing Martin Luther King and 

his organization, the Southern 

Christian Leadership Conference, 

with alleged ties to known commu-

nists; and finally, details about sup-

posed financial improprieties by Dr. 

King and the SCLC.

Now, I want to stress that the FBI, 

under Director J. Edgar Hoover at 

the time, had been investigating 

Martin Luther King Jr. for years at 

this point in the hopes of finding 

never-before-seen:
今まで非公開だった
a number of:
いくつかの
allegation:
（証拠のない）主張、申し立て
civil-rights:
公民権の
assassinate:
～を暗殺する
compile:
（資料などを）編集する、収
集する

detail:
①～を詳しく述べる  ②詳細
extramarital affair:
不倫、浮気
reveal:
～を明らかにする、暴露する
devastating:
大打撃を与えるような
the Southern Christian 
Leadership Conference:
南部キリスト教指導者会議
▶略称SCLC。
alleged:
（証拠なしに）～と申し立て
られた
ties to:
～との関係、結びつき
communist:
共産主義者
supposed:
（証拠はないが）～と考えら
れている
financial impropriety:
財務上の不正、金銭的不正

stress that:
～ということを強調する
investigate:
～を調べる、調査する
in the hopes of doing:
～することを期待して


