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グローバル関係学の視座から都市の反乱をとらえ返す 

報告 茂木 康 

2021 年 8 月 21 日 高槻市立文化会館集会室 401 号 

 

〔はじめに〕 

(1) 2011 年以降の新たな民衆運動の特徴 

① 「アラブの春」 → チュニジア（2010 年～）、エジプト（2011 年） 

② オキュパイ（広場の占拠） → プエルタ・デル・ソル(マドリード)、ズコッテ

ィ公園(ニューヨーク)、立法院(2013 年 3 月、台北)、アドミラルティ＝金鐘（2014

年 9月、香港）、 

③ リーダーなき運動 → ろうそく革命（2016～17年、韓国）、黄色いベスト運動

＝ジレ・ジョーヌ（2018 年～、仏）、反中送闘争（2019 年、香港） 

④ 参加者の多様性 

⑤ 「ポピュリズム」 → トランプ現象とサンダース現象（2016 年～、米）、モメ

ンタム（英労働党の草の根運動）とブレグジット（2016 年、英） 

⑥ ソーシャルメディアの役割 →Black Lives Matter（2014 年～） #MeeToo 

（2017 年～） #MilkTeaAlliance（2020 年～タイ、香港、台湾、ミャンマー、

インドなど） 

⑦ 環境問題と資本主義批判 → 韓国ろうそくデモ（2008 年、米韓 FTA と BSE 牛

海綿状脳症への危機感）、台湾反原発運動（2011 年～）、未来のための金曜日（2018

年～） 

⑧ 日本国内の運動は？ → 原発再稼働反対闘争（2011 年～）、特定秘密保護法反

対闘争（2013 年）、戦争法反対闘争（2015 年）、沖縄県民投票運動（2019 年）、

「大阪市廃止」反対運動（住民投票、2020 年） 

(2) こうした様々な運動をどのように捉えるのか → 「都市」をキーワードに 

① グローバル関係学 → 酒井啓子ほか 『グローバル関係学 1～7』（岩波書店

2020～21） 

「『アラブの春』と呼ばれる路上抗議運動が瞬く間に中東地域に拡大し、ひい

てはニューヨーク、香港、台湾で市民運動にも影響を与えた、という出来事もま

た、その伝播の速さと広さが世界を驚かせた。最近では、コロナ禍での『黒人の

命も大事』運動（Black Lives Matter）の世界への拡散がその典型例だ。／なぜ、

これらの出来事は突発的で従来の認識枠組みでは把握、理解、予想できない、と

いうことの主原因は、…… それが主体、特に人間由来の主体による行為のわか

りやすい因果律によるものではなく、より複雑な関係性の交錯の中で発生してい

るからである」（『グローバル関係学 1 グローバル関係学とは何か』（岩波書店
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2020 p41） 

② グローバル・シティ論 → サスキア・サッセン THE GLOBA.L CITY New 

York, London, Tokyo 2001 

 「景気が活気づく中での格差拡大。この傾向が東京ほど顕著に表われている都

市はない。／グローバル・シティではなぜ、経済の大きな流れが目に見える形で、

しかもかなり複雑な形で現れるのだろう？ある地域に新しい成長傾向が目に見

えて集積するのは、20 世紀を振り返ってみると、巨大な産業複合体（Industrial 

Complex）があったからだ。しかし、いま成長を集積させているのは産業複合体

ではなく、グローバル・シティである。あるいは世界中にあるシリコン・バレー

である」（サスキア・サッセン『グローバル・シティ』ちくま学芸文庫 2018 p10

「日本語版への序文」2008） 

③ ブルシット・ジョブ → デヴィッド・グレーバー BULLSHIT JOBS A Theory 

2018 

 「根拠をもっていえるのだが、ブルシット・ジョブの総数、ブルシットである

と当の仕事に就いている人々によってみなされている仕事の割合全体が、近年急

速に増加している（有益な雇用の諸形態がかつてないほどブルシット化していく

のと並行して）。いいかえれば、本書が俎上にあげているのは、たんに労働の世界

のこれまでは無視されてきた側面ばかりではない。本書が対象とするのは〔原題

の〕深刻（real）な社会問題なのだ。世界中の経済が、ますますナンセンスを生

産する巨大エンジンと化しつつあるのだから。」（デヴィッド・グレーバー『ブル

シット・ジョブ』岩波書店 2020 p197～198） 

 

〔Ⅰ〕なぜ「都市」なのか 

(1) 都市の成立 

参照：藤田弘夫『都市の論理 権力はなぜ都市を必要とするのか』中公新書 1993） 

① 都市の建設 

 「都市を建設するのは権力である。しかし権力が実際に都市を建設するかど

うかは、あくまで権力機構内部の『意思決定』の問題である。……／都市は巨

大な権力が目的を遂行していくうえで、拠点となる大規模な施設が必要だと判

断したときに建設されるのである。そのとき、都市は『都市』として、はじめ

から〝村落〟とは異なるものとして建設される」（前掲書 p64） 

 「この点で、都市の建設はしばしば誤解されてきた。都市は人びとが永年に

わたって作りあげてきたという考え方が、それである。……／ところで、私た

ちはどうして、都市が徐々に作られたという印象を持つにいたったのであろう

か。……／都市はさまざま権力の重層的な意思決定によって生まれるもので、

周辺部に膨張していくならともかく、新たに都市が建設されることなど、めっ
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たにあることではなかった。新都市の建設は、それが社会的に大きな意味をも

つものほど、建設のための社会的『合意』を得ることは困難なのである。通常、

それぞれの権力は既存の都市に施設をつけ加えることで、目的を達成しようと

するのである」（前掲書 p66～67） 

② 都市と農村の関係 

 「都市は村落に食糧のみならず、多種多様な必需品の生産を要求した。ここ

に自給自足的であった村落の〈農村化〉がはじまる。…… この点では、文化人

類学者の R・レッドフィールドの主張するように、都市が出現するまで農民

（peasants）はいなかった。…… つまり地方の農耕民
．．．

は都市の人的、物的資源

の場として支配を受け入れるにつれて、『農民』となっていたのである。…… そ

の意味で〈都市化〉と〈農村化〉とは表裏一体のものなのである。」（前掲書 p68

～69） 

(2) 都市の経済学（生態学） → ジェイン・ジェイコブズ 

① 都市地域という視点 

 「都市によっては、郊外を越えてすぐに始まる後背地で、農業的、工業的、商業

的な仕事場が渾然一体になっているところがある。このような都市地域は、都市そ

れ自体を別とすれば、あらゆるタイプの経済の中で最も豊かで、最も人口密度が高

く、最も陰影に富んだユニークな地域である。」（ジェイン・ジェイコブズ『発展す

る地域 衰退する地域』ちくま学芸文庫 2012 p75） 

② 経済（生産と消費の）単位としての都市地域 

 「国家は、政治的、軍事的存在であり、諸国のブロックもまたそうである。しか

し、だからといって、それらが経済活動における基本的な存在であるとか、経済構

造の謎、すなわち富の隆盛と衰退の理由を追究するのにとりわけ役立つというこ

とにはならないのである。…… 現実の経済世界を、政治的で人為的なものとして

ではなく、ありのままに見るならば、大部分の国はまったく異なる諸経済の集合な

いし寄せ集めであること、同一国内にも豊かな地域と貧しい地域があることがい

やおうなしに見えてくる。／さらにまた、ありとあらゆる類型の経済がある中で、

都市は、地理的遠隔地の経済をも含めて他地域の経済のあり方を左右する力をも

つ点で、ユニークな存在であることも見えてくる。」（前掲書 p54） 

(3) 階級闘争の「場」としての都市 → デヴィッド・ハーベイ『反乱する都市』（作品

社 2013） 

① 「都市は誰のものか」（アンリ・ルフェーブル） 

「伝統的都市は、資本主義的乱開発によって破壊されてしまった。資本は、社会

的・環境的・政治的結果がいかなるものになろうとも絶え間なく都市の成長を推

進し、伝統的都市は、そうした資本の過剰蓄積を処理する終わりなき必要性の犠

牲者だった。ルフェーブルの示唆するところでは、われわれの政治的課題は、グ
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ローバル化し都市化する資本の無法な行動が生み出す唾棄すべき大混乱の中から、

まったく異なるタイプの都市を創造し再構築することである。しかし、都市の日

常生活の変革をその目標として焦点にあてる激しい反資本主義運動を創出するこ

となしには、こういうことは起こりえないだろう」（前掲書 p18） 

「すなわち、資本主義的アーバナイゼーションの過程は、文明的な反資本主義的

オルタナティブを構築しうるような生きた政治体としての都市を破壊したという

ものである」（前掲書 p227） 

「こうした理由からして、『都市への権利』は、すでに存在しているものへの権利

としてよりも、都市をまったく異なった姿で社会主義政治体として再建設し再創

造する権利として解釈されなければならない」（前掲書 228） 

② 新しい都市革命 

「第一に、ストライキから工場占拠に至るまでの労働基盤の闘争は、それを取り

巻く地域社会やコミュニティ・レベルに結集している民衆勢力からの強力で生き

生きとした支援（有力な地方指導者やその政治組織からの支援も含む）がある場

合の方がはるかに成功する可能性が高いということである。……／第二に、労働

の概念は、労働の工業的形態に結びつけられた狭い定義から、ますます都市化す

る日常生活の生産と再生産に包摂されるはるかに広い労働領域へとシフトしなけ

ればならない。……／最後に、…… 労働者の生活空間において剰余価値を取り返

したり実現したりすることにたいする闘争は、都市の生産のさまざまな地点にお

ける闘争と同等の地位を与えられなければならない」（前掲書 p229～231） 

 

〔Ⅱ〕グローバル関係学 

(1) 「主語のない世界」を「みる」 

「……『グローバル関係学』とは、主体中心主義を相対化する試みである。そこで

は主体中心主義に代わって、関係中心主義を掲げる。『出来事に主語がある』のでは

なく、『出来事は、主語のない世界―さまざまな関係性が交錯する網状の世界のなか

から浮き上がってくる』ものだ、考える。／そして主体は、出来事の前ではなく、

後にできる／出現するものである。そのように視座を転換することで、特に 21 世紀

に入って頻繁に発生している『世界を揺るがす主語の定かではない出来事』―すな

わち『グローバルな危機』をよりよく把握することができると考える。まず主体、

実体ありき、という実体主義的な前提を捨てて、現実とは相互関係のなかから浮き

上がってくるものだ、と視座を転換することが『グローバル関係学』の目的である」 

（酒井啓子『グローバル関係学 1』序章 p10～11） 

※アフガニスタンの失敗 → タリバン＝「テロ集団」、イスラム原理主義、例外的

に発生した逸脱事例 

(2) 「埋め込まれた関係性」 
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「国家主体であれ非国家主体であれ、個人でなくなんらかの人間の集合体の場合で

も、そこではモノの移動や人の行動に体現される対面的、即時的関係が単独で成立

しているわけではない。その集合体には、その社会が独自に想像した対他関係など、

複数の関係性が組み込まれていて、それが実際の対面的、即時的な対他関係に影響

を与える。……／この対面的即時的ではない、認識のなかに組み込まれた不可知な

関係性を、ここでは「埋め込まれた関係性」（embedded relationship）と呼んでおこ

う。予想できない感情が噴出し、予想できない衝突や対立が生まれるのは、当該主

体間で「埋め込まれた関係性」がなんらかの契機で活性化されるからだと考えるこ

とができる」（前掲書、第 1章 p46～47） 

 

〔Ⅲ〕グローバル・シティ ※「主語のない世界」を「みる」 

(1) グローバル・シティにかんする 7つの仮説（サッセン前掲書 p27～31） 

① グローバル化の特徴である経済活動の分散は、統合と同時に起きる。企業の業

務が国境を超えて分散すればするほど、中心部の諸機能は複雑になり、戦略的

にならざるをえない。その諸機能とは、企業内でネットワークを管理・運営／

調整し、サービスや資金を調達・提供することである 

② こうして中心部の機能があまりにも複雑になってしまったため、グローバル企

業の本社では、諸機能を外部に委託するようになった。主に外注しているのは

会計サービス・法律サービス・公報・プログラミング・情報技術などで、それ

ぞれ各サービスに特化した企業に委託している。 

③ グローバル企業の本社に諸機能を提供するようになった専門サービス企業は、

特定の空間に集中し、集塊 agglomeration の利益を生んでいる → 集積のダ

イナミクスの形成 

④ 本社の中枢機能のなかでも、もっとも複雑で規格化されていない機能、とくに

市場の不安定さや速さに制約を受ける機能を外部に委託する量が増えるにつれ

て、本社を置く場所はどこでもよくなってくる → 本社の数がグローバル・

シティかどうかを決めるわけではない 

⑤ 専門サービス企業に不可欠のグローバル・サービスとは、関連企業ないし提携

関係などのグローバルなネットワークのことである。この結果、国境を超える

都市間での取引やネットワークが増えている。そしてこうしたネットワークが

及ぶ範囲で、トランスナショナルな都市システムが作りだされている → 国

際的な経済活動の規制で政府が果たせる役割が減り、これに応じる形で、政府

以外の場―とくにグローバル市場と企業の本社―がより重要になってきた → 

グローバル・シティの経済的な繁栄が、グローバル・シティの背後にある地域

あるいは国民経済と、切り離されてきている。グローバル・シティはたった一

つの都市だけで成立しているのではなく、こうしたネットワークのなかに位置
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している。その意味で、むかしの帝国の首都とはまったく違うものである。 

⑥ 高度専門職と高い利潤を生み出す専門サービス企業が増えていることと、グロ

ーバル・シティで空間的・社会経済的な格差が広がっていることには関係があ

る。投入財としての専門サービスは、戦略的な役割を果たしている。そのため

報酬は当然高くなる傾向にある。これとは逆に専門サービスとかかわりのない

仕事や労働者の場合には、製造であれ、産業サービスであれ、報酬が減ってい

く傾向がある。 

⑦ こうした傾向を受けて、幅広い経済活動のインフォーマル化が進んでいる。イ

ンフォーマル化される経済活動は、グローバル・シティで必要とされてはいる

ものの、多様な資源をめぐって利潤率の高い企業と競争できないような利潤率

の低い仕事である。こうした状況に生き残っていくためには、サービスを含め

た生産・流通の過程を、すべてないし部分的にインフォーマル化するしかない。 

(2) グローバル都市システム 

① 都市システム研究の前提（サッセン前掲書 p314～315） 

⚫ 国民国家が分析単位である 

⚫ 都市システムの領域的な広がりは国民国家と一致している 

➢ ニューヨーク、ロンドン、東京の 3 都市は互いに競合しており、3 都市が

共同して 24 時間体制で市場をカバーできれば、競争はさらに激しくなる

と思われていた 

➢ 実際には、3 都市の関係は競争というよりも系統立った結びつきがあるら

しいことが見えてきた 

② ネットワーク化されたシステム（サッセン前掲書 p316～319） 

1. 規制緩和された金融センターは、ネットワークを通じてグローバル市場に統

合され、これが産業の拡大メカニズムになっている → 国境を越えた金融

メカニズムの複雑性 → 金融センター間の分業体制の現出 → 金融シス

テムのさらなる複雑化 

2. 国際金融センターは国内外資本の流入・流出の出入口（gateway）として機能

しているところが多い → こうした金融センターが金融市場のグローバル

な統合に寄与している 

3. それは、金融危機が発生した場合の出入口でもある → 1994 年 12 月にメ

キシコを襲った通貨危機では、メキシコの市場からいちはやく逃げたのは、外

国資本ではなく国内資本だった 

4. グローバルに統合された金融システムでは、各国が競争だけしているわけで

はない → 金融センターがいくつか集まって、専門特化分野での協力が増

加 → ロンドン、ニューヨーク、フランクフルトで成長が続いているのは、

各国金融センターを結ぶグローバルなネットワーク機能しているからでもあ
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る → 競争という見方だけでは捉えきれない複雑な取引システムや戦略的

な連携が増加している 

5. 電子的なネットワークの数と規模が拡大しているが、物理的な金融センター

がなくなってしまうわけではない → 複雑な取引業務を実行し、グローバ

ル企業やグローバル市場にサービスを提供するには、多くの資源と人材が適

切に組み合わさっていなければならないからだ 

③ 国際的な不動産市場（サッセン前掲書 p341～344） 

⚫ 1980 年代の地価高騰（ニューヨーク、ロンドン、東京など） 

⚫ 金融サービス企業だけでなく、高給専門職層が主要都市で急増 

➢ ニューヨーク、ロンドンで大規模な建設プロジェクトを展開 

➢ 国際的な不動産市場が形成される → ニューヨーク、ロンドンの地

価は国民経済全体の状況と無関係に 

(3) 経済のインフォーマル化 

① グローバル・シティの消費構造～ジェントリフィケーション（富裕化） 

「大都市では、経済格差は消費構造にはっきりと反映される。そしてこの消費

構造は、労働の仕組みや創出される雇用の種類に影響を与えている。所得の配

分が二極化しているなかで低賃金労働が生まれる背景には、間接的ではあるが、

移り変わりの激しい産業が原因としてある。低賃金労働は消費（あるいは社会

的再生産）の領域で生じている。つまりこういうことだ。高所得者層が増えた

ため、こうした層をターゲットとしたジェントリフィケーション（富裕化）が

進んだ」（サッセン前掲書 p496） 

「高所得者向けジェントリフィケーションをうけて、大量生産・大量販売では

ない類の商品・サービスへの需要が生じている。注文に応じた生産や限られた

生産量に応えるために、結果的に労働集約的な生産方法が採られるだろう。ま

た販売は、規模は小さいがサービス全体を提供してくれる小売店を通じておこ

なわれるはずである。このような生産のある部分に関しては、コストが低いス

ウェットショップや家庭内産業労働へ下請けされている」（サッセン前掲書

p497） 

② 低賃金労働への需要 

「…… 大量生産・標準化・大量流通というのは、労働組合の形成が進む要素で

もある。したがって逆の場合、つまり、特注生産や限られた生産量、小さな小

売店といった状況では、雇用のインフォーマル化と労働の不安定化が進むこと

になる」（サッセン前掲書 p498） 

「高所得者層向けの住宅・商業施設を建てるジェントリフィケーションは労働

集約的で、メンテナンス・清掃・宅配その他低賃金労働への需要を高めている。

そのいっぽうで、低賃金労働者向けの低コストのサービス・財を生産する企業
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も増えたが、これも低賃金労働を増加させている」（サッセン前掲書 p500） 

③ 労働のインフォーマル化 

「このような成長がもたらす経済的な二極化が、経済活動での労働のインフォ

ーマル化と不安定化を広げた背景にある、というのがわたしの仮説である。成

長を、労働のインフォーマル化と不安定化に結びつけることで、これまでの分

析よりもっと深い考察ができるようになる。これまでの分析によると、ニュー

ヨーク・ロンドンでインフォーマル経済が『セクター』として成立しているの

は、第三世界によくみられたように、大量の移民が戦略的に生活を営んでいる

からではないか、とされてきた。しかし、筆者はこれとやや異なる見方を提起

してみたい。つまり、労働がインフォーマル化される状況が揃う要因は、高度

資本主義の基盤にある特質なのではないだろうか？ そうすると、大きな移民コ

ミュニティがすぐにインフォーマル化と結びつく、という図式は成り立たなく

なる。むしろ、移民コミュニティはインフォーマル化を仲介するような役どこ

ろになる。こう理解することではじめて、労働のインフォーマル化がなぜ、誰

によって必要とされているのかを、表面化させることができる。同じようなロ

ジックは、女性労働と臨時雇用労働の増加にも当てはまる」（サッセン前掲書

p502） 

〔Ⅳ〕ブルシット・ジョブ ※「埋め込まれた関係性」 

(1) ブルシット・ジョブとは何か（デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ』p12） 

⚫ 膨大な数の人間が、本当は必要ないと内心考えている業務の遂行に、その

就業時間のすべてを費やしている 

⚫ まるで何者かが、私たちすべてを働かせ続けるためだけに、無意味な仕事

を世の中にでっちあげているかのようなのだ。 

⚫ こうした状況によってもたらされる道徳的・精神的な被害は深刻なモノ

だ。それは私たちの集団的な魂（collective soul）を毀損している傷なので

ある。けれども、そのことについて語っている人間は、事実上、ひとりも

いない。 

⚫  自分の仕事が存在しない方がましだとひそかに感じているようなとき、

かりそめにも労働の尊厳について語ることなど、どうしてできようか。 

(2) ブルシット・ジョブの主要 5類型 

① 取り巻き（flunkies）の仕事 → 誰かをえらそうにみせたり、誰かに偉そうな

気分を味わわせるという、ただそれだけのために（あるいはそれを主な理由と

して）存在している仕事 「封建的家臣団」 

② 脅し屋（goons）の仕事 → ロビイスト、広報専門家、テレマーケター、企業

の顧問弁護士 

③ 尻ぬぐい（duct tapers）の仕事 → 組織に欠陥が存在しているためにその仕
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事が存在しているにすぎない雇われ人 プログラマー 

④ 書類穴埋め人（box tickers）の仕事 → ある組織が実際にはやっていないこ

とをやっていると主張できるようにすることが主要ないし唯一の存在理由であ

るような被雇用者 「事実調査委員会」 

⑤ タスクマスター（taskmasters）の仕事 → もっぱら他人への仕事の割り当て

だけからなる仕事 中間管理職 

(3) 金融産業＝ブルシット・ジョブ創出の範例（グレーバー前掲書 p220） 

⚫ 「われわれは水漏れをしているパイプを扱うことでカネを得ているわけだ―で、

パイプを修理する？ それとも水濡れにしたままにしておく？」 

⚫ 「なんらかの〔損害をこうむった〕多数の人間すべてに補償するために巨額の

金が動くときにはいつでも、請求者を特定し、苦情を処理し、お金を割り振る

ための組織が立ち上げられる必要がある。この官僚組織は、ときに数百から数

千もの人員を抱えるかもしれない。その人員に支払われる給与のための資金も

詰まるところ出所は同じなのだから、官僚組織は戦利品（spoils）を効果的に分

配しようという動機づけ（incentive）もとくにない。そんなことをしたら、金

の卵を生むガチョウを殺すようなものではないか！」 

→ コロナ禍で散々目の当たりにしてきたのはこれだ！ 

(4) ブルシット・ジョブにおける「三つの問い」（グレーバー前掲書 p207） 

1. 個人的な次元。なぜ人びとはブルシット・ジョブをやることに同意し、それに

耐えているのか 

2. 社会的・経済的次元。ブルシット・ジョブの増殖をもたらしている大きな諸力

とはどのようなものか？ 

3. 文化的・政治的次元。なぜ経済のブルシット化が社会問題とみなされないのか、

なぜだれもそれに対応しようとしていないのか？ 

(5) 経営封建制（グレーバー前掲書 p237～238） 

⚫ その核心は、敵から強奪するか、手数料や使用料、地代、徴税などによって平

民から徴収（extract）することで、たんまりと略奪品を獲得し、それを再分配

することにある（グレーバー前掲書 p237） 

⚫ 物財を実際に製造し、運搬し、保全するよりも、その物財の領有や分配を基盤

におき、それゆえに、システムの上部と下部のあいだに諸リソースをまわす作

業に人口のかなりの部分が従事する政治―経済システムにおいては、その人口

は、複数の層（少なくとも三つ、ときには 10 や 12 やそれ以上の）が位階化さ

れたヒエラルキーへと組織される傾向にある（グレーバー前掲書 p238） 

⚫ もしブルシット・ジョブの存在が資本主義の論理に逆らっているようにみえる

とすれば、ブルシット・ジョブの増殖にたいするただひとつのありうる説明は、

今のこのシステムが資本主義ではないからということになる。（グレーバー前掲
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書 p251） 

⚫ それは、ますますレント取得（extraction）のシステムになりつつあるのであっ

て、そこでは経済の命法と政治の命法とが大幅に融合をはじめているがゆえに、

内的論理―マルクス主義者の好んでいうところによれば「運動法則」―におい

て、資本主義とはまったく異なっているということになる。（グレーバー前掲書

p252） 

(6) なぜブルシット・ジョブの増殖に反対しないのか 

⚫ みずからが社会に便益をもたらしているという自覚をもつことに喜びを感じる

人びとには、中産階級並みの給与や有給休暇、充分な額の退職金を期待する権

利はまったくない。さらに自分は無意味で有害ですらある仕事をしているとい

う認識に苛まれねばならぬ人びとは、まさにその理由によって、より多くのお

金を報酬として受け取って然るべきだという感覚（グレーバー前掲書 p280） 

⚫ このような感覚が意味をなすのは、そもそも仕事―より具体的には支払い労働

（paid work）―はそれ自体で価値があるという想定があるからこそである。（グ

レーバー前掲書 p281） 

⚫ （中世）人間の労働＝男性の労働とはモノを作ること、女性の「労働」とはこ

どもを産むこと（グレーバー前掲書 p304） 

⚫ 工場労働には優先的に成人男性を雇用するという暗黙の了解（女性やこどもの

工場労働からの排除） → 労働者階級＝生産ラインで働く男性のイメージ（グ

レーバー前掲書 p305） 

⚫ 実際には、労働者がもっぱら工場で働いていた時代など存在しない。カール・

マルクスやチャールズ・ディケンズの時代においてさえ、労働者階級の居住区

には、炭鉱や織物工場、鉄工所で働く人びとよりも、はるかに多くの女中や靴

磨き、ゴミ収集人、料理人、看護師、運転手、学校教師、売春婦、管理人、行

商人たちが住んでいた。このような人びとの仕事は「生産的」であろうか？…

… こうしたあいまいさのゆえに、そうした問題は価値が論じられるさいには一

般的に脇に追いやられている。しかしそれによって、つぎのような現実がみえ

なくなってしまっている。すなわち、ほとんどの労働者階級による労働が、そ

れをやるのが男性であれ女性であれ、実際には女性の仕事と基本的にみなされ

るものに類似しているという現実がみえなくなっているのである。（グレーバー

前掲書 p305） 

⚫ 近代的仕事の逆説（グレーバー前掲書 p312） 

1. ほとんどの人びとの尊厳や自尊心といった感覚は、生きるために働くとい

うことのうちに囚われている 

2. ほとんどの人びとはみずからの仕事を嫌っている。 

→仕事はつらいものであるべきであり、仕事の惨めさこそ「人格を形成する」
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ものだった 

 

〔Ⅴ〕グローバリゼーションが生み出すインフォーマル経済 

(1) 対テロ戦争 

⚫ 2001 年 9 月 11 日からの 20 年間で、米国は 2 兆ドル以上をアフガニスタンで

の戦争に費やしてきた。これは、20 年間、毎日 3 億ドルを投じたことになり、

アフガニスタンの 4000 万人にそれぞれ 5 万ドルを支払ったことになる。この

数字には、8000 億ドルの直接的な戦争費用と、アフガニスタン軍の訓練費用

850 億ドルが含まれている。米国の納税者は、これまでアフガニスタンの兵士

に年間 7 億 5000 万ドルを支払ってきた。ブラウン大学の「戦争のコストプロ

ジェクト（Costs of War Project）」は、これらの費用の総額を 2兆 2600 億ドル

（約 247 兆円）と見積もっている。（Forbes JAPAN 8 月 17 日） 

(2) 現代の奴隷制（ケビン･ベイルズ『グローバル経済と現代奴隷制』（大和田英子訳、

凱風社 2002 年） 

⚫ 「（アマゾン金鉱の街でコック兼女衒をしている）アントニオ･ピントは、ある

11 歳の少女が鉱夫とのセックスを拒んだためにどうなったか、話してくれた。

／『鉱夫は娘の首をなたでちょんぎって、仲間の鉱夫にその首をみせびらかし

ながらモーターボートを走らせたわ。鉱夫たちは、やんやと手を打って大喜び

さ』」 

⚫ 冷戦終結後のグローバリゼーションの進展の下で、「奴隷制は急上昇しつつある

ビジネス」として復活を遂げ、奴隷の数も増大。タダ同然で手に入る奴隷の労

働は、その保有者に信じられないようなばく大な利益をもたらす。ベイルズの

試算によれば、20 世紀末の時点で、世界に存在する奴隷の数は「かたく見積も

って 2700 万人」。この数は 17～18 世紀の大西洋奴隷貿易でアフリカから拉致

された人数（推定 1000 万人～2000 万人）を上回っている。 

⚫ 「今日、奴隷を買う人々は、領収証や権利証を求めたりはしないが、彼らは〈支

配権〉を手に入れ、その支配権を維持するために暴力を用いる」。彼らにとって

は、合法的所有権がないことは「むしろ進歩」である。なぜなら保有している

奴隷に何ひとつ責任を負う必要がないからだ。「奴隷の値段が高かった時代」、

奴隷への投資が「合法的な所有権登記によって守られていた時代」には、奴隷

は「盗む価値」があったし、逃亡した場合には追跡する価値もあった。ところ

が、「今日、奴隷はあまりにも安いので、永続的『合法的』所有権を守るために

手間をかける値打ちはもうない。奴隷は〈使い捨て〉になった」。 

⚫ 暴力が支配する地域に新奴隷制ははびこる。例えば軍政下のミャンマーや、警

察が組織犯罪そのものになっているタイ。「通常、新奴隷制は、現代的な生活ス

タイル(世界レベルの産業経済)と伝統的な生活スタイル(旧来の農業文化)との
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正面衝突によってもたらされる」。それはグローバリゼーションの周縁で絶えず

生み出されている現象なのだ。 

⚫ 売春婦として売り飛ばされるこどもの数が急増したタイ。大きな転機となった

のは 1980 年代以来の、日本からの巨大な資本流入。これに韓国、香港、台湾、

シンガポールが続いた。そして「売買春に信じられないほどのビジネスチャン

スがある」ことに気がついた彼らは、その資金と不動産を活用して、地元の暴

力団・警察・役人を買収し、風俗産業を立ち上げた。日本は同時にタイ人女性

の大量輸入国となった。 

 

〔Ⅵ〕まとめ ～「大いなる困難」に立ちむかう 

⚫ 「そのため、社会問題に直面したとき、自分を責任者の側において、どんな解

決策を押し付けるのかをあれこれ考えるといったふうな発想に、私の衝動はむ

かわない。そうではなく、すでに問題に取り組み独自の解決策を生み出そうと

模索している、すでに存在している運動を探すのである。とはいえ、この点に

かんしていえば、ブルシット・ジョブの問題には大いなる困難が存在している。

反ブルシット・ジョブ運動は存在しないのである」（グレーバー前掲書 p347） 

⚫ いま世界で次々と湧き起こっている反乱は、その当事者たちが生活している場

所で、それぞれが感じている不条理、不平等、不正義が、さまざまな回路を通

して共鳴し、連動し、結びつきを強めているようにみえる。 

⚫ グレーバーは「ブルシット・ジョブの増殖」（＝経営封建制）を「今のこのシス

テムが資本主義ではないから」としか説明のしようがないという。だとすれば、

目の前の世界で繰り広げられている反乱は、もはや資本主義とはいいがたい何

者かに変質したシステムへの挑戦であろう。それを 20 世紀の運動の基準で推

し量ることはできないであろう。大事なことは、若者たちの反乱がどのような

関係性のなかから生み出されてきているのかを「みる」ことであり、そうする

ことによって資本主義にかわる社会の可能性を見いだすことができるのではな

いだろうか。 


