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トランスアトランティック・モダニズム	 第二回座談会 

 

『承認と再分配の接続』 

 

 

I. アメリカ型帝国主義と Kevin Floyd 

 

三浦	 昨年の夏に、第一回目の座談会をやったわけですが、そのときは一応言社研プロ

ジェクトのトランスアトランティックの座談会ということでありましたが、それがとて

も好評でしたので、またもう一回やろうと（笑）いうことで今年もう一回。めでたく無

事、科研も通りまして、科研は厳密には名前が違い『モダニズムの越境性／地域性』で

すが、その座談会ということになります。基本的には去年と同じ形式で去年の話の続き

をやろうということだと思います。一応今年は、私が最初にやらせていただくことにし

ました。 

去年問題になった一つは、マルクス主義的な左翼と new social movementの関係を考

える。簡単に言うと、アイデンティティ・ポリティクスをどう考えるのか、マルクス主

義左翼とは別のものとしてのアイデンティティ・ポリティクス——ただし、最近という

か 90 年代以降のアイデンティティ・ポリティクスというのは、せまい意味というか悪

い意味で使われることも多いんですけれども——この座談会としてはそうではなくて、

むしろアイデンティティ・ポリティクスをなるべく広くいい意味で取りつつ、かつ社会

主義と富の再分配の問題とそれがどう繫がるのかっていうことを考えたい。 

	 もっと広くとると、富の再分配と、ポストコロニアリズムやクィア理論の問題の関係

を考える、その二つの接続性を考えるということですね。で、またトランスアトランテ

ィックな問題にそれを位置付けるならば、去年も出てきた問題ですが、まず 20 世紀の

帝国主義ということを考えないといけないのではないかと。21 世紀にはいって、グロ

ーバリズムをアメリカの帝国主義とする考え方はだんだん一般的になってきたわけで

すけれども、それをもう一寸ちゃんと考えようということでもあります。それは、20

世紀初頭に金融資本主義的な帝国主義というものが生まれて、それが 20 世紀全般を通

じて働いていたという視点です。この視点は 19 世紀の植民地主義的な帝国主義、植民

地経営を中心とし、それはいちおう事実上、イギリスの——フランスとかもあるわけで

すが、このメンバーの間では英国中心の帝国主義というふうに考えていいと思いますが

——帝国主義だった。それと対照させて、20 世紀アメリカ金融資本帝国主義を考えよ

うということになります。 

	 この問題枠のポイントは、ひとつは 20 世紀のハイ・モダニズム期が（すでにこれは

去年の時点でも、Fredric Jamesonの帝国主義批判に繫げられていたわけですが）二つの

帝国主義の転換点として現れるということですね。さらに言うとこの転換点において、
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旧来の英国中心の帝国主義・植民地主義は、ニュー・リベラリズム——これは基本的に

は、福祉社会論に繫がるリベラリズムなわけですけれども——によって批判された、あ

るいはすでに批判されていた。それから、そのあとになって、今度は第二次世界大戦後

に、旧植民地諸国の独立運動、ナショナリズムと独立運動がおきるわけですけれども

——もちろん独立自体は素晴らしいことですけれども——それは脱植民地化であった

ということであって、19 世紀的な帝国主義の批判という構造を持っていた。それが 20

世紀に起きたときに、結局、米国帝国主義グローバリズムに、20 世紀を通じてだんだ

ん取り込まれてしまう。独立した旧植民地諸国——ポストコロニアリズム、あるいは、

ネオコロニアリズムの問題なわけですが——は、政治形態としては独立国家であるわけ

ですが、経済的にはグローバリズムに、20 世紀のアメリカの帝国主義に飲み込まれて

いってしまうという、そういう構造を持っている。で、この構造、20 世紀の新しいリ

ベラリズム、それから旧植民地の解放の理論としてのナショナリズムというものが結局

うまく帝国主義に丸め込まれたという流れが、最初に言ったアイデンティティ・ポリテ

ィックスの流れとも関連しているだろうということですね。たとえば、“Periodizing the 

Sixties”という論文でジェイムソンが言ってますけれど、60 年代の新左翼運動、そのも

とになった学生運動は、第三世界の独立運動と繫がっていた——つまり、第三世界の独

立運動を受けて、米国内で公民権運動が強まっていく。で、そのときに、その公民権運

動の形式を学んで、あるいは、そこから派生するかたちで新左翼、学生運動というもの

が起きる。で、この 60 年代の新左翼的な運動というものが直接的にいわば、そこに関

わった人たちが大学の教員になるということも起きるわけですけれども——それもべ

つに批判じゃなくて良いことだと思いますが（笑）——そういう人たちが担うかたちで

アイデンティティの政治学というものが始まっていく。ずっとたどるとそういう系譜が

描けるのではないかと思います。 

	 だから、米国中心のグローバリズムあるいは帝国主義と、リベラリズム、ナショナリ

ズム、アイデンティティ・ポリティクスにある種の親和性があるということを、やはり

注意深く考えないといけないのではないかというのが、わたしの意見です。それは基本

的には、グローバルな市場において種々の差異を提供するアイデンティティの布置とい

うのは、画一化／均一化／全体主義への抵抗にはなっていても、貧富の差を是正する契

機を少なくとも直接的には持たない。ドメスティックにもグローバルにも貧富の差を是

正する契機を持たない——とくに問題なのはおそらく、より不可視化されているグロー

バルな貧富の差だと思います。で、その契機を持たないというのは、逆に言うと、リベ

ラリズムのレトリックのなかで、貧富の差というのはいわば自由競争の結果なので仕方

のないものであるという、すごく単純化するとそういう格差社会のレトリックというの

に丸め込まれるのではないかという問題意識です。 

他方、Kevin Floydという人が書いた The Reification of Desire: Toward a Queer Marxism

という本がありまして、これが素晴らしい本なので、いわば前半の問題意識に対する回
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答編ということで考えたいと。多分これは、クィア理論の一番先端的な新しい本の一つ

と言っていいと思いますけれども、主張は基本的に、マルクス主義はクィア理論に接続

可能であり、クィア理論はマルクス主義に接続可能だということで、それを具体的に論

じたものです。ケヴィン・フロイドという人は基本的にはクィアのフィールドで仕事し

ている人ですが、マルクス主義を非常によく勉強してます。 

いま言った話を別のかたちで言いなおすと、ジェイムソンは実は、1990 年のポスト

モダニズムという本の結論部で、すでに logic of group、あるいは ideology of difference

という言葉で、アイデンティティ・ポリティクスを批判しています。批判しているとい

うか、ジェイムソンなんで、より正確にはそれはポストモダニズムの主要な要素である、

それはポストモダンの主な特徴である全体性の隠蔽という要素・機能を負っているとジ

ェイムソンは言います。直接の批判の対象はラクラウとムフのポストマルクス主義です。

アイデンティティ・ポリティクスというのは結局 totality を隠蔽する巧妙な方法である

ということを言っている。ただし同時に、そこでジェイムソンは、アイデンティティ・

ポリティクスというのは個々の当事者の immanentなもの、内在的なものがあらわれる、

オーセンティックな政治行為であるということも認めています。だから、批判している

というのはちょっと短絡的な言い方かもしれません。ポストモダニズムの主要な要素で

あり、そこには全体性を隠蔽するという問題があるというふうに指摘していると、言っ

たほうがいいかもしれません。ジェイムソンとバトラーの直接の対話はたぶんないんだ

と思うんですが、この問題はバトラーの方では、有名な Nancy Fraserと Judith Butlerの

論争——分かりやすく言うと、フレイザーが承認と再分配、recognition と redistribution

を分けて、バトラーには redistributionの議論がないと批判をしたこと——があり、これ

に対してバトラーは、ヘテロノーマティヴィティ（あるいは強制的異性愛主義と言って

もいいかもしれませんが）というものの批判は、単に文化的な批判ではありえない、そ

れは社会構造全体の変容を生むものであるのだから、それが社会の変更に繫がらないと

いう議論は間違っているという反論をしました。しかし、バトラーの話は、そこからさ

き具体的に進むことはなかったように思います。もちろん他方バトラーは、現実のクィ

アの政治に関わっているので、そのかたちで社会を変えているということも言えると思

いますが。 

この話の先をしようというのがケヴィン・フロイドの議論であります。ジェイムソン

の“History and Class Consciousness as an ‘Unfinished Project’”というルカーチ論があるん

ですが、要するにルカーチの歴史と階級意識というものを現代に接続してよりきっちり

考えないといけないとジェイムソンが論じたもので——この結末部分でジェイムソン

は同時代のフェミニズムを高く評価していますが——ケヴィン・フロイドはこの議論を

引き受けながら、totality と reificationという問題枠こそが重要であって、この問題枠は

クィア批評の発展のためにも非常に有意義なものであるというふうに論じます。それは

基本的にアイデンティティのアピールを immanent なものとしてとらえ、内在的なオー
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センティックな要求としてとらえることの意味は、だからこそそれは totality に接続さ

れないといけないという主張することですね。逆に言えば、totalityというものは超越的

に上から与えられるものではないということです。immanentなものがどのように totality

に接続されるのかというと、それはルカーチの歴史と階級意識におけるもう一つの重要

な概念、reification であると。アイデンティティというものは reification の結果である。

だから、それを歴史化して、歴史的に分析することが良いのだろうというふうに言いま

す。 

具体的にはたとえば、Michel Foucaultの『性の歴史』(History of Sexuality)が 20世紀初

頭に同性愛者のアイデンティティが誕生したと言っていて、そのときにフーコーが主に

対象としたのは当時の科学、医学の言説なわけですけれども、そこにフロイドは、フー

コーの反マルクス主義的な限界を見つつ、同時代の社会変容、テイラー主義の進展、分

業の発達というような問題と結びつけます。テイラー主義が最終的には家庭内での分業、

つまりセクシャルな分業、ジェンダーによる役割分担、そして、中産階級の家庭の規範

化をもたらし、フーコーが指摘したホモセクシャルのアイデンティティの誕生というの

は、このようなテイラー主義の誕生と実は結びついているということを指摘する。フー

コーの議論をいわばマルクス主義的に発展させたわけですが、そこで、ホモセクシャ

ル・アイデンティティが生まれた歴史的必然を reificationの概念から分析することで、

（アイデンティティがあるからアイデンティティがあるんだという話ではなくて）そこ

にある種の歴史的必然性というものを見ることができるし、でまたその歴史的必然性を

見ることで初めて、それではそのようなホモセクシャル・アイデンティティにはどのよ

うな限界があるのか、というクィアの側からの視点というものもきちんと分かるのでは

ないか、だいたい、そういうことが分からないと、これからのクィア・ポリティクスが

どちらに向かうべきなのかが分らないというようなことを言います。現在のクィア批評

では、最近ではホモノーマティヴィティということが言われるようになっていて、後で

河野さんのところでも出る気がしますけれども、同性愛の結婚問題を中心に、同性愛の

ありかたがそれこそ中産階級的に規範化されていく流れがあるわけですが、そういうも

のを批判する契機をどういうふうにとらえるのかというのがたぶんフロイドの意識の

なかにあって、そのときにたとえばフーコーが最初に言った問題をもう一回考えないと

だめでしょという問題として出てくる。 

さらにフロイドは、これをもう一回ひっくり返して、ルカーチの reificationの概念、

あるいはジェイムソンの reificationの概念もきちんと歴史化しないといけないというふ

うにも言います。つまり、今の指摘は単にフーコー批判であるだけではなくて、ルカー

チの reificationの概念が実は sexual politicsというものをすべて排除して成立していると

いうことになります。ルカーチはルカーチとして、テイラー主義の問題だけとして（テ

イラー主義という言葉を使っていなかったと思いますが）reification を考えているわけ

ですが、そこには実は労働と一般に考えられていない家庭内労働やそういうものも再編
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されることで reificationが成り立っていたというふうに、いわばクィアの側からルカー

チを読み直すことも重要であるというふうにフロイドは言っていて、これは非常に素晴

らしい議論だと思います。 

あとは、このさき広がるか広がらないかわからないので passing referenceですが、こ

のフロイドの議論が一つのお手本としているのが、Edward Saidの The World, the Text, 

and the Criticに入っている“Travelling Theory”で、ルカーチ、ゴールドマン、ウィリアム

ズ、フーコーとみた系譜学でありますから、その辺から考えていくこともできると思い

ます。サイードの文脈はたぶんイェール学派批判だと思いますので、“Travelling Theory”

それ自体の議論は、その辺の問題もあるかもしれませんし、あと今回読み直してて気が

ついたんですが、かなり早い時点で The Political Unconsciousを褒めてますよね、この論

文は。 

 

中井	 一番最初の帝国主義についてのまとめは、まさにその通りですね。午前中の授業

で、ハイチを舞台に 19 世紀から 20 世紀の帝国主義の変遷について話してきましたが、

20 世紀のハイチはアメリカと IMF に乗っ取られたって話をしてきたばっかりだったな

ので。質問させていただきたいのは、理論的な枠組みではないところで恐縮なんですが。

60 年代の新左翼学生運動が米国内の公民権運動とリンクしたって話なんですが、私自

身は、英米に留学した植民地エリートが帰国して関わった植民地独立運動に関心がある

のですが、今の三浦さんの文脈で言うと、公民権運動と独立運動のリンクはどう考える

のか・・・ 

 

三浦	 端的に同じ人がやってたっていう。公民権運動は、もちろん最初に口火を切った

のはアフリカ系アメリカ人の人たちなわけですけれども、それが広く入っていくときに

は、学生、白人学生が多く入った、当然それは学生じゃない人もいっぱいいただと思い

ますが、やっぱ学生がすごく多かったんですよね。 

 

中井	 三浦さんのおっしゃっているのは、アメリカ国内の学生運動と公民権運動の関係

なんですね。けど、たとえば J. M. Coetzeeって 60年代にアメリカにいて、ベトナム反

戦デモに参加して、強制帰国させられてるんですね。だからたぶん、アメリカの外にも

関係するのではないかな。 

 

三浦	 大江健三郎とか考えれば、日本だとそういうパターンですよね。国際的な問題を

考えるようになるみたいな——学生運動を糸口にして、そのあとマイノリティの問題を

考えるみたいな流れにはなるわけですよね。ただアメリカの場合はどうなんですかね。

要するにマーティン・ルーサー・キングが亡くなるっていうか殺されるっていうのが一

つ大きいんだと思うんですけれども、それからそのあとがどうしても、良くも悪くもマ
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ルカム X の流れみたいなものが出てくる。そこで、ある種分離主義的な色彩がちょっ

と強まるんですよね、黒人運動のほうで。で学生運動のほうもヒッピー・ムーヴメント

というかフラワー・ムーヴメントみたいなものにだんだん移行して、ベトナム反戦とい

うものがうまくいかないなかで、だんだん文化的な左翼運動に移ってという感じで、そ

こで白人と黒人のやることが分かれていったみたいなイメージがあります。すごく乱暴

にまとめると、学生運動の指導者たちっていうのが、端的に公民権運動からノウハウを、

最初学んだみたいなところはあると思います。最初にデモに参加したのは、公民権運動

でノウハウを学んだ人たちがそのあとキャンパスでベトナム反戦運動を始めたみたい

な、そういう構図が。 

 

越智	 そうだよね。南部の公民権運動の最初の頃は、北からバスに乗って白人の学生が

来て、sit in とかに参加していました。だから、そういう人たちが、そのまま、後々の

学生運動とか、最終的にはヒッピーなどになっていくという、その流れはわかる気がし

ます。 

 

河野	 三浦さんのまとめは素晴らしく、納得しながら伺ったんですが、とくに 60年代、

70 年代の、僕がしゃべることに関わるんですが、二つの帝国の変遷の間にもう一つの

福祉国家という媒介というか、そのようなものが挟まってくると思うんですよね。で、

ニュー・リベラリズムの話はされましたけれども、おそらく 20 世紀初頭のニュー・リ

ベラリズム的なものがのちの福祉国家を準備していくような、新たなリベラリズムの系

譜であったというのはその通り。とりあえず、イギリスに関してはそれは言えると思う

んですが、60年代もしくは 70年代を見たときに、学生運動なんかは、一方では公民権

動だったり反戦運動だったりするんだけれども、もう一方では表向きの現れ方としては

福祉国家批判というのがあるんですよね。批判というのは、福祉国家をひっくり返すと

いうのではなくて、福祉国家の不十分さをとりあえずは批判するというところからはじ

まって、それがいずれ反転してネオリベ的な反革命になっていくっていう筋が書けると

思います。そうなると、20 世紀初頭ニュー・リベラリズムから、さらに福祉国家化し

てそれがさらに反転されてくっていう、かなり歪んだ筋があって、その辺も裏側として

見てかなくちゃいけないのかなと。このお話のなかで福祉国家をどう位置付けるかとい

うのが、どうなんだろうと思ったんですが。 

 

三浦	 去年、座談会では言ってなくて、論文のほうにたぶん書いたんですけれども、ア

メリカの場合、福祉国家の始まりはもちろんニュー・ディールなわけですけれども、こ

のニュー・ディールっていうのが、30年代に始まって次に戦争になっちゃうわけです。

大統領も同じ大統領のまま戦争状態に入っていく。そこでやっぱり簒奪されたというか、

まあ英語のほうが韻を踏むわけですけれども、welfare stateが warfare stateになってしま
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う。福祉国家っていうのは、それこそフーコーの言うバイオポリティックスというか、

すごく乱暴に言うと国民に対するコントロールの度合いが増えるわけですよね。政府が

大きくなって、国民の統計的なコントロールみたいなのがどんどん進んで、国民を動員

するためには非常に有効な方法だったわけです。その意味で、福祉国家っていうのは同

時代のナチズムとコインの裏表の関係にあるんだと思うんです——管理の増加という

意味では。これが第二次世界大戦になっちゃうと、すぐ戦争動員のための装置として使

われるようになってしまうわけですね。アメリカの歴史の研究では War Against the New 

Deal (Brian Waddell) っていう本があって、そこでかなり細かく調べてあるんだけど、

結局政府の、実際の政治レベルの意思決定機関っていうのも、30 年代には労働組合の

声をよく聞いてたんだけれども、戦争のための動員っていうレトリックが強くなると、

どんどんどんどん企業のレトリックに取り込まれていってしまうっていう。 

 

越智	 再配分先がずれていきますよね。だんだんと企業主導でいろんな政策をするよう

になって。 

 

三浦	 結局戦車作れなきゃ、飛行機作れなきゃっていう話になってしまう。それが戦後

もずっと続く。アメリカの場合、50年代にもう The Power Elite (C. Wright Mills) という

かたちで産軍複合体批判というのがあります。単純化して言うと、学生運動の人たちは

福祉国家というものを見てなくて、半分は正しいと思うんですけど、産軍複合体という

か戦争国家というものしか見てない。それを批判するかたちでベトナム戦争批判を行っ

たわけですね。その批判は短期的には正しかったとは思うんですが、結局そのときに（河

野さんは、新左翼寄りというか、福祉国家をつぶそうとしたわけではないというふうに

言ったわけですけれども）、アメリカの新左翼のレトリックには、それこそ小説ではピ

ンチョンの小説のなかにきっちり反映されるように、大文字の the System批判というの

が新左翼のレトリックの中心にあった。それがやっぱ福祉国家批判という——ある種そ

れこそカウボーイの伝統というかアメリカ的な面もあると思いますけれども——要す

るにあらゆるシステムは悪だという、エスタブリッシュメントの the Systemというもの

を、全部根っこからひっくり返さないといけないんだというのが新左翼にはかなり強く

あったレトリックだと思います。で、それがヒッピーなんかに代表されるような、ある

種先祖帰り的というか、プリミティブなものに幻想を抱く共同体主義へと向かっていく

という契機はその時点でも出ているんだと思うんです。 

 

越智	 その一方で、Michael Harringtonの The Other Americaという本は 1962年のものだ

けれど、ハリントンって「新」ではない左翼の人ですよね。「新」ではない左翼の、最

後の頑張った知識人かもしれないなとも思います。アメリカの貧困問題が豊かな社会と

ともに相を変えていくときに、それをきちんと見なくてはいけないと言って、それによ
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ってリンドン・ジョンソンンの「偉大な社会政策」（The Great Society）を支える議論に

なる。だから、福祉社会は一気に消えたのではなくて、おそらもう一回福祉社会復活を

目指すような動きもそこには同時にあった。ところで、そのときの貧乏のひとつの典型

がアパラチアです。フォークナーで言うと『アブサロム、アブサロム！』のサトペンの

出身地ですが、アパラチアは重要な盲点であり続けてきたと思います。南部文学や南部

文化研究では、ながらく南部なのだけれどアパラチアを見ないというのが実はずっとあ

って、南部のコミュニティと言ったときの南部イメージからアパラチアを外すことによ

って、南部の社会は実はすごく早くからコミュニティを自認するんです。それはなぜか

というと、社会とか階級と言った瞬間、人種問題がザーっと入ってくるからかもしれな

い。だから、コミュニティという言い方についていえば、南部研究では 50 年代ぐらい

から言い始めていくんです。そういうものの語り方が、たとえばアパラチア問題を見え

なくしていく、あるいは個人というほうに向かうことによって新左翼を見えなくしてい

くこともあるだろうとも思う。そして一方では地域ナショナリズムのような、言ってみ

れば、とても早くから後ろ向きのアイデンティティ・ポリティクスになっているような

側面も、また別の要因として福祉国家を隠していたかもしれない。 

 

河野	 福祉国家に対する左翼の態度っていうとこで、さっき三浦さんがおっしゃったの

と僕が言ったことの違いはそのままアメリカとイギリスの違いである感じがします。そ

うは言ってもイギリスはやっぱり、社会民主主義の重みがあって、労働党があってとい

うところがあるんですよね。それが 50年代、60年代のプロセスでだんだんマズいこと

になっていくという流れがありつつ、どこかでやはり社会民主主義というか福祉国家の

理想っていうのは手放さないぞというのがあって、そういう意味では福祉国家がダメと

いうのではなくて、真の福祉国家というか真の社会民主主義をというようなものが底辺

にあるのかなと。その辺は随分アメリカとイギリスは違うんでしょうけれども。その一

方でおそらく、トランスアトランティックということを考えるためには、国際的なケイ

ンズ主義といいましょうかね、重厚長大な国際的な生産体制みたいなところを考える必

要があるとも思います。 

 

越智	 その福祉国家系の政策をもうちょっと引き延ばすとたぶんニクソンまで行く。実

は大統領とブレーンのレベルでは、ある時期までは再分配の発想ってけっこうあって、

だけど一方で世の中はそこからだんだん離れていく。だから、アメリカのことを考える

ときには、労働党はないけど、ある時期までは福祉国家の残像はあるということも同時

に考えていかなければいけないのかなと思ったり。 

 

河野	 それと、いま中心に来ているジェイムソンを考えるときに、こういう言い方はま

ずいかもしれませんが、どこまでもジェイムソンはアメリカのマルクス主義者なところ
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があって、彼が集団性ということを問題にするときに、やっぱり組織労働者、労組って

いうものは常にすでにないところから始めてる人だなという感じはするんですね。 

 

三浦	 そうですね。けど、ただどうなんですかね、アメリカだからなのかな。一つはジ

ェイムソン独自の立ち位置として、要するに、こないだも合評会のときにちょっと言い

ましたけど、ジェイムソンって実際の政治に関わらない人なんですよね（笑）。デモに

出ないというか（笑）。それはたぶんあの、aesthetic にはって言うのか、本人の趣味と

してはモダニズムが好きっていうことを考えると（笑）、そういうところとも繋がって

る気がするっていうのが一方にあり、で他方、けど、それもまあ年代的に、さっきの新

左翼の話と一緒で、現実のアメリカの労働運動を見てたときに、やっぱこれって駄目だ

よなみたいな気持があったんじゃないのかなと、私は個人的には思うんですが。だから

60 年代にジェイムソンが何をしていたのかっていうのは、分からないんですよね。学

生運動にどういう立ち位置だったかとか。 

 

中山	 留学してたんじゃない？ 

 

三浦	 うん、中国行ってたっていうのもあるんですけれども。かなり若い時期に中国に

行ってる。20 代の前半か何かに。まあそれはそれですごいと思うんですけど——あの

時期に、中国に敢えて留学するっていうのは。けど、その辺は謎です。そういう話がそ

れこそどれだけ生産的かわからないけれど（笑）、アウエルバッハの弟子で、比較文学

をやっていて、で、修論はサルトルで、中国に留学していたっていう、聞けば聞くほど

よく分からないっていう気が（笑）。 

 

中井	 サイードも学生運動が始まったころにちょうど教壇に立ち始めて、最初は学生運

動がなんだか知らなかったらしいですよ。学生が教室に乗り込んできたのに、「君たち、

黙りなさい」って言って授業したらしい（笑）。 

 

三浦	 けど別のインタビューで、コロンビアでは俺はちゃんと学生運動を手伝ったって

いうのを読んだことがある。 

 

中井	 それはたぶんだいぶ後になってからのインタビューだと思う。もちろん中東危機

で転向したんですけど。 

 

中山	 私は、非生産的な反応をすることにします（笑）。三浦さんの話を聞いていて思

い出したのは Antonio Gramsciの「アメリカニズムとフォーディズム」というエッセイ

です。彼はそこで、テイラー主義が中産階級家庭とそこにおけるジェンダーの役割を規
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範化したと言っている。それが弁証法的に「売春メンタリティ」に繫がっているという

指摘です。グラムシが言うには、性役割の分担によって、ご婦人たちが余暇を得る。そ

うすると、テイラー化、フォード化で高賃金になって、お金があり、余暇で時間もある

から、大西洋を渡って——まさにトランスアトランティックですが——ヨーロッパに行

き、その途中、船のなかで結婚をして、アメリカに帰ってくるときには離婚していると。 

 

三浦	 なんでそれが売春メンタリティなの？ 

 

中山	 余暇をえたご婦人たちが、このように大西洋上で重婚したり、美人コンテストに

応募したりする、ということですね（笑）。 

 

越智	 いつ頃の話なの？ 

 

中山	 20年代を念頭に置いていると思います。 

 

三浦	 さっきから中井さんが怖い顔してますよ（笑）。 

 

中山	 グラムシの話ですよ。 

 

中井	 いくらグラムシの権威を借りても、やだ。 

 

越智	 古典的なフェミニズムの議論で、主婦とは、要するにおかかえの売春婦であるっ

ていう議論があるけど、それと同列だよね。 

 

中山	 福祉国家論に繫がるかどうかわからないけれど、すこし付け加えます。19 世紀

的な、退化論的な考え方では、フォード化やテイラー化は体力の消耗を意味します。グ

ラムシはそれをよく意識していて、そう考えてはだめだと言ってる。フォード化という

のは合理的だし、一般化すべきだと。フォードかされた労働が消耗的労働であることを

認めたうえで、それを退化論から救おうとするわけです。そこで労働者に必要になるの

が、フォード化とかテイラー化に適合した生活様式——つまりカルチャーです。これは

具体的には余暇のことで、こうして 1930 年代に流行った余暇論のなかにグラムシは入

ってくるってことになる。だけどグラムシから見て大西洋の向こう側、アメリカ本国に

いるグリーンバーグに言わせれば、こういうかたちの余暇からはもうキッチュしか生ま

れない、ということになる。これはある種の文化的退化論ですが、それに近いものは、

イギリスでも 1920年代にジャズ論というかたちで存在していました。 
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三浦	 今伺って思ったのは、ケヴィン・フロイドの話っていうのはさ、なんて言うのか

な、すごく浅薄な整理をすると、ジェイムソンからルカーチっていうラインが新しかっ

たわけですよね——とくにクィアやってる人が。ラクラウ＝ムフ、それからそう言うと

サイードもそうですけれども、70 年代以降ぐらいのマルクス主義理論をやっぱりグラ

ムシが中心にフィーチャーされて、グラムシを入れることでマルクス主義はもうちょっ

と洗練することができて、それがラクラウ=ムフまで行くと、アイデンティティ・ポリ

ティクスが中心で、旧来のマルクス主義は終わりましたっていうことになる。その話の

理論的背景として頻繁に使われたのが、やはりグラムシとアルチュセールなんだと思う

んですよ。そのグラムシとアルチュセールのところを避けといて、「いや、実はジェイ

ムソン経由でルカーチなんですよ」みたいなところが、図式的に言うと新しいというか、

今までなかったというか、先祖返りというか、そういうところなんだと思うんですけど。

だからその辺でフロイドの言ってる話を、もうちょっとグラムシからきちんと接続する

みたいな仕事は、たぶんこれからやってかないといけないんだろうなという気はします。

グラムシが抜けてるから、フロイドのやってることが、一方ではすごい斬新に見えるし、

他方ではよくわからないっていう（笑）。いま中山さんのご指摘をうけて考えましたけ

ど、間にグラムシを入れると、けっこうすーっと、良くも悪くも、普通の話しに戻ると

いうところもあるのかもしれないです。だからグラムシのセクシズムを批判するみたい

なことに結局そこでなるのかもしれませんし、そこは私も今のところはよくわからない

んですが。 

 

 

II. ＜美学・カルチャー・モダニティ＞ 

 

中山	 今日一番話したいことは、エリオット的トロツキー主義についてです（笑）。 

	 これは冷戦期を代表する批評家 Clement Greenbergのトロツキー主義で、T. J. Clarkの

表現です。これはべつに芸術の自律性をマルクス主義のなかで保障するっていう意味で

はない。T. S. Eliotに Trotskyを接ぎ木することで高級文化の維持に向けたヴィジョンを

提出しようとしたのがグリーンバーグであり、そのヴィジョンがどこから来てるかとい

うことです。これは、主題的にトランスアトランティックなものですし、前回の討議で

議論した、階級の文化化の問題に繫がってくと思います。ですが、その問題に行く前に、

議論の前提となることを確認したい。私はずっと文化と、美的なものと、モダニティの

相関関係をめぐる研究をやってます。そのなかで三つの出発点が私にはあって、その三

つの出発点について話すことで、皆さんの関心にも繫がってくことがあるのではないか

と思います。 

	 一つ目は、Raymond Williamsの Culture and Societyという本です。これを読むと、美

学・カルチャー・モダニティの相関関係が、18 世紀の最後の 10 年間から 19 世紀の前
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半において成立したことが分かります。これは Paul Gilroyの言う、人種アイデンティテ

ィとナショナル・アイデンティティの成立の時期と見事に一致するわけです。ウィリア

ムズが言ったのは、カルチャー概念の変容が起こるということで、簡単に言うと、なに

かを cultivateするぐらいの意味だったカルチャーが、ここに至って、四つの新たな意味

を獲得する。すなわち、人間的完成という理想に繫がる精神、社会における知的状態の

発達、芸術一般、そして、物質的、精神的、知的面における生活様式です。 

	 強調したいのは、文化はその危機においてこそ問題になるということ、だからみずか

らの危機の克服も文化になるということです。文化は依然として他動詞的なんですね、

その意味では。最終的には、文化自体を cultivate する、culture の culture という事態が

でてきてしまう。それがよくわかるのが、19 世紀の問題で言うと、身体論だと思いま

す。 

	 たとえば 19 世紀後半に、モダニティのネガティヴな面、その脅威が、身体退化とい

うかたちで現れてくる。それに対して、身体をもう一度 cultivateしようという運動が出

てくる。それが世紀転換期から 20 世紀はじめにかけて流行したフィジカル・カルチャ

ーです。これは美的なもの＝ギリシア彫刻を身体の理想として導入して、身体のカルチ

ャーをやろうということです。優生学で言うと、モダニティの脅威は人種の退化という

ことになるわけですが、優生学者にとってその脅威は何かというと、家系の消滅です。

マルクスの有名な「確固たるものすべて煙と消える」という言葉がありますけれども、

「確固たるもの」というのは優生学者にとっては家系、family historyなんですね。だか

ら優生学者は family historyを再構築（アーカイブ化）し、人々がそれに自由にアクセス

するような体制を整えようとする。そうして自分が誰と結婚すべきか、子供を持つべき

か持つべきじゃないかっていうのを判断する主体をそこで立ち上げる。そして優秀な遺

伝素を cultivateしていく。その意味で優生学は遺伝素のカルチャーです。実際、優生学

は stirpiculture とも呼ばれていた。そこにおいてもう一つ重要なのは、母体＝母胎の国

家的な管理の問題です。母体＝母胎をどういう環境に置くか——芸術で囲まれた環境の

なかに置きましょうっていうのが、Havelock Ellis の優生学です。芸術の享受における

子供＝胎児のカルチャー。エリスはこれを puericulture と呼びました。このように、カ

ルチャーと美的なものによって、モダニティにどう抵抗していくかっていうことが 19

世紀の大きな問題の一つだった。 

二番目の出発点はフロイトです。おそらくフロイトも 19世紀の人といっていいので、

そういう歴史的文脈のなかで育ってきたと思います。僕が重要だと思っているのは『文

化への不満』（『文化の中の居心地悪さ』）っていう 1930年のエッセイです。ここでフロ

イトは、美を重視することには多くの不幸を償う力があると言っている。だけれど同時

に美学という学問は、美の本質が何かを解明することに成功してないとも言う。あるい

はまた、不幸を償う力として文化において美は不可欠であるっていう考えに対しては、

美的なものの役割は果たしてそれだけかどうか甚だ疑問だ、と言う。19 世紀的な、美
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的なものとカルチャーの繋がりみたいなものに非常に不満を持っているわけです。この

フロイトの二重性が非常に重要だと思っていて、文化においては美の享受が不可欠だと

いうことを認めながら、一方ではそれに対して私は居心地が悪いということを、彼は表

明する。だからこれは、言い換えれば、身体文化とか優生学とか文化ナショナリズムに

対して、非常な不快感をフロイトが持っているということのしるしになると思います。

フロイトにおける反美学的なものは、モダニズムにおいても重要です。それは無意識の

問題において端的に現れます。無意識に触れることが、文化に資することのない、文化

に従属することのないアートを生みだす契機となるはずだという考えが出てくる。言う

までもなく、シュルレアリスムはここから出てくる。1940 年代初頭にはニューヨーク

の芸術家たちも自動筆記を実践している。Jackson Pollock もそのなかにいたわけです。

これは Rosalind Kraussの言葉ですが、ポロックにとっては無意識の名において文化を攻

撃する必要があった。40 年代後半になるとポロックは、机なんかを捨てて、床に行っ

てしまうわけですね。ごみとか煙草とか自分のフケとかもキャンバスにつけちゃう、低

級唯物論的な世界に行くわけです。 

三つ目に重要だと思うのは、ベンヤミンの複製技術論（Walter Benjamin, “The Work of 

Art in the Age of Mechanical Reproduction”(1936年)）です。ここには政治の美学化として

のファシズムに対する不満が書かれている。ベンヤミンにおいても、美学・カルチャー・

モダニティっていう三つ組の問題系がちゃんとあって、美学に繫がるのはアウラとか、

アウラを知覚するための contemplation、観照という知覚の問題です。問題はカルチャー

で、ベンヤミンの中では礼拝価値 cult valueがカルチャーにあたると思います。イーグ

ルトンの指摘ですけど cult は culture と同じ語源をもっている、culture には cult が含ま

れるんですね。モダニティに連なるのはもちろんショックとか、ディストラクション（注

意散漫）とか、展示価値です。で、おそらく cult valueが消えていく、アウラが消えて

いくところでアートを考える、美的なものを考えたのがベンヤミンなわけで、おそらく、

いわゆるモダニズム美学を代表する人たちも、ある程度までそれを前提としています。

たとえば、ブルームズベリー・グループの精神的支柱の Roger Fryでいうと、アクチュ

アル・ライフとイマジナティブ・ライフを分ける。つまり文化と芸術を分ける。ベンヤ

ミンで言うと礼拝価値、cult value と展示価値を分けるということですが、共通するの

はそこまでで、ベンヤミンとフライ流のモダニズム美学っていうのは明確に対立してい

くと思います。ベンヤミンにとっては、モダニティ（これは注意散漫ですね）を原理と

するアートこそが重要なわけで、ダダイズムとか、映画にちゃんと注目するわけですけ

れども、フライや Clive Bellからはダダイズムとかシュルレアリスムの評価っていうの

は絶対に出てこない。むしろどう観照という知覚をいかに維持するかっていうことに、

美的なものの意味がかけられるわけです。でこのフライ、クライヴ・ベル的なものがお

そらくフォルマリズムの起源の一つとしてあって、これがアメリカに行くと思うんです

ね。ダダイズムやシュルレアリスムを排除するモダニズム論――これはグリーンバーグ
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のモダニズム論です。 

ここで本題に行きたいと思います――フォルマリズムがヨーロッパからアメリカに

行ったときにどう変容したのか。イギリスに限って言えば、フライ、ベル、T. E. Hulme

みたいなモダニストたちにおいては、distraction というモダンな知覚に対する抵抗がモ

ダニズムの美学だった。ところがグリーンバーグとかそのあとのフリードになると、キ

ッチュとか演劇性とかっていうものへの抵抗になっていく。この変容っていうのは何が

原因なのか。John Seabrookっていう人の Nobrowっていう本が 2000年に出ています。

ブラウっていうのはハイブラウ、ミドルブラウのブラウです。「マーケティングのカル

チャー、カルチャーのマーケティング」っていう副題がついています。この本をふまえ

ていうと、フォルマリズムの変容の根底には、アメリカに固有の文化の対立図式、ハイ

ブラウとロウブラウっていう対立図式があるんじゃないか。この本のなかでシーブルッ

クはこう言っています。「ハイブラウとロウブラウはアメリカ的な発明であり、特別に

アメリカ的なもののために考案された――すなわち階級を文化に翻訳することである。

ヘンリー・ルイス・メンケンが 1915 年の著作『アメリカ語大観』においてブラウ・シ

ステムを広く一般に知らしめ、批評家で学者のヴァン・ウィック・ブルックがこの用語

を文化的な態度と実践に適用した最初のひとりである。『アメリカにおける人間の本性

は二つの相容れない平面上に存する』——ブルックスは『花ひらくイングランド』（1917

年）のなかでそのように書いた。まったき知性の面とまったきビジネスの面、これらの

面に彼はそれぞれハイブラウとロウブラウという名札を貼り付けたのである」（ハル・

フォスター『デザインと犯罪』［五十嵐光二訳］に引用）。ここで前回の話しと繫がって

くると思うんです。つまり、フォルマリズムの変容に階級の文化化っていう問題がある

かもしれないっていうことです。このことが一つ、皆さんに投げかけたいというか、と

くにアメリカに詳しい方に投げかけたいことで、ここで、やっと、本題に入ります。 

	 エリオットとグリーンバーグの＜美学・カルチャー・モダニティ＞っていうのを考え

てみたい。グリーンバーグは、エリオットの“Notes towards the Definition of Culture”につ

いて論じた“The Plight of Culture” (1953年)というエッセイを書いています。これが前回

の討議でも問題になった After Strange Godsに繫がってくる。まずエリオットから行き

ますと、彼は高級文化を維持するには条件が三つあると言っていて、ひとつが文化を遺

伝的に受け継いでいくための有機的な構造を社会は持ってないといけないということ。

これは、社会階級と均質性の問題です。二つ目が、ひとつの文化は、地理的にローカル

な文化として解剖できるものでないといけないということ。これはリージョナリズムの

問題です。三つ目は、宗教における統一性と多様性のバランス。これはなにかというと、

教理、ドクトリンの普遍性と、崇拝 cultの特殊性、これを融合することです。融合でき

るのが宗教だと。これは知と情の媒介と言っていい。それに対してグリーンバーグはお

おむね賛成をしているわけですが、その前にエリオットの問題を片づけておくと、エリ

オットにとって culture というのは宗教が incarnate したもの、宗教が受肉するとカルチ
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ャーになるということですね。で、さらにこうも言ってます。美的感性っていうのは精

神的知覚（これは宗教だと思いますが）にまで拡張しなきゃいけないし、精神的知覚は

美的感性に拡張しなきゃいけない。だから美的なものと宗教的なものは同じ一つのもの

だと。宗教の名のもとに、美的なものとカルチャーとを融合しようといているんですね、

エリオットは。 

	 しかし、ここにはモダニティの問題が抜け落ちている。グリーンバーグはこの空白、

エリオットに抜けているモダニティの空白をマルクス主義によって埋めようとした。で、

そこから文化の危機に対してどう対処するか――グリーンバーグは三つの立場がある

と言います。一つはエリオット的な保守主義。これは弁護できるっていうんですよ。危

機に関するエリオットの診断 diagnosis は非常にいいと。ただし、エリオットの解決策

は非現実的だとグリーンバーグは言う。二つ目、これがマルクス主義で、産業化を強化

して、社会に遍く富っていうものが行きわたった暁には、文化の問題はおのずから解消

されていくはずだという立場。だけれどもこのヴィジョンはかなり先のことだと言うん

ですね。で、三つ目の立場として、一番「リーズナブル」だと思われるもの、リベラリ

ズムを挙げる。これは一種の余暇論で、産業化によって余暇が増えれば文化に良い影響

が出る、という考え方です。だけどこれは産業化がもたらす生活の変化っていうものが

わかっていない、という批判をグリーンバーグはします。労働が変われば、余暇の性質

っていうものは変わらざるを得ない、と。労働はどんどん効率化されていくわけで、労

働の価値が高まっていけば、同時に非効率的なもの、非生産的なもの（そこには余暇も

含まれるわけですが）は非労働的なものとして差異化され、価値の低いものとしてみな

されていく、余暇はどんどん受動的なものになっていく。だから余暇に基礎をおいた文

化はだめだ、というのが彼のキッチュ論になっていく。 

	 面白いのは、グリーンバーグが戦後になってから 30 年代の余暇論、レジャー論、ラ

ッセルとかル・コルビュジェとか、ハックスリーとかの余暇論を全部否定しているとい

うことです。じゃあどうするかっていうと、ここら辺がわからないところなんだけれど

も、余暇ではなくって、労働のほうに文化の重点を移すべきだっていうことをグリーン

バーグは言う。それによって相互に分離してしまっていた芸術、宗教、文化、労働を労

働という場においていまいちど融合しないといけないと。ではこれはどうすれば可能な

のか。これもよくわからないんだけれども、もっともオーセンティックな意味での文化

によって可能になると。じゃそれはなんだと（笑）。おそらく彼だったらもしかしたら

モダニズムと、モダニズムを理解できる公衆、パブリックっていうかもしれない。だか

ら、彼もまた美学・カルチャー・モダニティの融和っていうものに向かっていく。その

背後にあるのはおそらく、トロツキー的な見方であって、『文学と革命』(Literature and 

Revolution)のなかで Leon Trotskyはこう言ってるんですね。「プロレタリアートが権力を

奪取したのは階級文化と永久に手を切り、人類文化のために道を開くためにほかならな

い」。だから、人類文化っていうことを、最終的にグリーンバーグは考えていて、おそ
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らくその基礎になるのはもはやモダニズムしかないっていうことだと思う。 

 

越智	 私 Nobrowって読んでないんですけど是非読みます。面白そうです。もともとハ

イブラウって、人種の言葉ですよね。 

 

中山	 骨相学でしょうね。 

 

越智	 そうですよね。 

 

中山	 人種的退化論が文化的退化論にシフトしていくときの前者の残滓というか、名残、

それがブラウっていうことだと思います。 

 

越智	 ええと、Lawrence Levineでしたか、『ハイブラウ／ロウブラウ』(Highbrow/lowbrow)

というすでに古典的な本がありますが、あのなかにハイブラウという言葉が 1880 年代

に作られたと。それは要するに、骨相学から来ていて、それはまさしく当初からカルチ

ャーというものと結び付けられているということだった。だから、ハイブラウなオペラ

って言った場合は、北方のオペラで、それは要はイタリアのオペラに対してハイブラウ

なオペラ（ドイツ・オペラ）だというのね。そして、いまの中山さんのグリーンバーグ

にも繫がっていくし、大量生産のキッチュにも繫がっていくかもしれないのが、たぶん

アメリカでは 1920 年代以降のミドルブラウっていう——ミドルって何？と思うんです

けど（笑）——ものかもしれないです。このミドルブラウというのがまさしく、マーケ

ティングとともに生まれてくるもので、たとえば本を読むということも、新しく中産階

級になった人は「何読んだらいいかわかんないじゃない」ということで、「毎月あなた

のお宅に選ばれたものをお届けします」って言って Book of the Month Clubができる。

グリーンバーグがすごく嫌いなものに Norman Rockwellの絵というのがありますよね。

ロックウェルの絵は Saturday Evening Postという雑誌の表紙として特に有名だけれど、

雑誌も、それに合わせた表紙もミドルブラウですよね。だからもしかするとハイとロウ

の間の、もしかするとキッチュを担う部分として実はミドルっていうのがものすごく大

きいかもしれないです。そこそこお金がある人が、でも趣味は洗練されておらず、しか

しながらまさしくそれが mass と言われる感じがあるのかな、といま直感的に思いまし

た。アメリカではそうですね。ミドルブラウって言葉はあるんですが、ヨーロッパとか

では・・・。 

 

河野	 あります。イギリスでは僕の知る限りはブラウ論争と呼ばれるものが 30 年代に

あって——Harold Nicholsonと J. B. Priestleyの、BBCのラジオでの論争です。さきにプ

リーストリーがロウブラウもハイブラウもダメだ、おれはブロードブラウだとか何とか
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言って、要するにミドルブラウって話なんですけど、それにハロルド・ニコルソンが反

応して、でヴァージニア・ウルフがそれに対して手紙を書こうとするんですけど、結局

思いとどまって、それはいま出版されて、エッセイ集のなかに入ってますけれどね。そ

ういうかたちで（30年代ですよねそれ）、いったいアメリカから生じてどういう経路で

イギリスに入ったのか、それともイギリスから生じたのか全然わからないんですけど、

ただその、あの辺、ブルームズベリー・グループと、それと微妙な共犯的な対立関係に

あるプリーストリーあたりが階級の話をせずにブラウの話をしてたというのは、先ほど

おっしゃったように階級の文化化という図式で見事に切れると思います。 

 

三浦	 だから要するに、階級って、昔は生まれだったり、そのあとはお金持ってるか持

ってないかだったりするんですけど、そういう分け方はよくないけど、文化では分けた

いっていうのがモダニズムにもあるし、いま中山さんが参照してくれた本では、アメリ

カにもあるっていう話ですよね。アメリカには一方では階級なき社会っていうのがある

んだけど、他方、日本でもある時期あったような、ディスコの入場制限とかさ（笑）、

なんとなく文化的に先鋭な人たちっていうのを作りたいというか、そういう自己認識を

得たいというのが、お金持ちになると権威がほしくなるように（笑）あるわけですよね。

そういうのが、アメリカも 19 世紀末ぐらいから起きていて、それをさして、そもそも

階級がないからこそ、差異化したい。その差異化をするには文化で差異化をするしかな

いんだ。 

 

越智	 エリオットってどれくらいの生まれなのかと考えるとすごく微妙。 

 

三浦	 そこにエリオットとかを繋げるのは面白いかもしれないですよね。 

 

越智	 それで、少しずらすと、たぶん河野さんが言うメリトクラシーの問題に繫がって

行く。 

 

河野	 そうですね。加えて、ウィリアムズの『文化と社会』を枕に置いていただきまし

たけれども、ここで文化と社会という問題系の相関関係の成立時期が 18 世紀の終わり

から 19 世紀の前半で、中山さんがギルロイの人種アイデンティティとナショナル・ア

イデンティティの成立時期と一致してるというように言われてましたけど、おそらくそ

れ以前に、とりあえずベタには、産業革命なんですよね。産業主義が生じたときに、ウ

ィリアムズの場合は、そこから文化と社会ってものが基本的に分離していくようになっ

たと。いまお話にあったような階級の文化化っていいましょうか、社会と文化の分離み

たいなものはこの 18 世紀終わりの時点から開始していたという話だと思うんですよね。

なので、長いプロセスとしてはブラウ論争っていうのは、ウィリアムズの描いているよ
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うな系譜のなれの果てというわけではないですけど、末端に位置するのかなという。 

 

三浦	 去年の座談会でも出ましたけど、ジェイムソンが A Singular Modernityで、レイ

ト・モダニズムっていう概念を出して、それは、越智さんがやっているような南部から

来た新批評中心の、いまわれわれが言う、特に悪い意味で言うようなモダニズムであっ

て、ジェイムソンは——そういうことは言いたくないけど、オリジナル・モダニズムっ

ていう言葉はちょっと嫌なんだけど——けどオリジナル・モダニズムはそれとは違うん

ですよと言う。で、オリジナル・モダニズムっていうのは、同時代的に見れば、革命的

な面がいっぱいあったはずだけど、それが第二次世界大戦後に、とくにアメリカの冷戦

体制のなかで制度化されていって、60年代 70年代以降の批評が攻撃の対象とするよう

なモダニズム、新批評と手を組んだモダニズムを生むと。それをレイト・モダニズムと

呼びましょうというわけですけれども、そのときの典型例のひとつがグリーンバーグな

わけですよね。グリーンバーグがそこで果たした役割は、言い方が難しいけど、過小評

価されてるっていうか、悪いことをしてるんだけど、グリーンバーグのやったことの意

義というのはすごくでかかったっていう話をジェイムソンはそこでしてたと思うんで

すけど。 

	 いまのお話を聞いてやっぱり普遍主義っていうのか、グリーンバーグが 50 年代以降

になったときは、モダニズムの精神はとっとくけど階級の概念は捨てるっていうのか、

公衆、パブリックに開かれたものにしていかなきゃいけないっていうところがやっぱり

ジェイムソンが言ったレイト・モダニズムの非常に大きな特徴なんだろうと思うんです

よね。それは歴史的には、越智さんがおっしゃったように、とりわけアメリカが 30 年

代から 50年代以降に、一億総中産階級化というか、一億じゃないですけど（笑）、クラ

スはないからみんな中産階級だっていう議論を出していく。去年もやった気がしますが、

トリリングなんかも全員が中産階級であるところに出てくる文芸批評家なわけですし、

グリーンバーグもそういうふうになってる。それは冷戦的な階級構造の隠ぺいっていう

のが非常に大きいんだと思うんですけど、そこにグリーンバーグが出てくるっていう話

なんだろうなと。だから、エリオットは階級を捨てられないわけですよね、良くも悪く

も。ある種のエリート主義みたいな。そういうのがアメリカに移ってきたときにグリー

ンバーグなんかは全部捨てちゃって、敢えて言うと、わたしもグリーンバーグを読み直

さないとあれですけど、今のお話を聞いていて思ったのは、エリオットなんかのときは、

選別のロジックが階級だったり、どれだけ洗練されているかだったりするんですけど、

少なくとも今の批評、それこそフロイドじゃないですけど、クィアが出てきた後の批評

では、グリーンバーグのアヴァンギャルドとキッチュの差っていうのは、ジェンダーの

差なんだよね。要するに男らしいのがアヴァンギャルドで、十分に男らしくないとキッ

チュになる——Andy Warholが出てきたときに違いがすごくはっきりするわけ。理屈で

言うと、ポロックのやってることとウォーホールのやってることっていうのは、本人の
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説明はほとんど一緒（笑）なんだけど、ポロックのやってることはオーセンティックで、

ウォーホールのやっていることはクィアであるっていうところで、ウォーホールはその

ままキッチュっていうか、ポップアートになる。グリーンバーグの男性中心主義ってい

う（それは非常に冷戦的な構造なんですけど）ことが、たぶん 80 年代以降とかは言わ

れてると思うんで、むしろ今のお話を聞いていて思ったのは、エリオットとかその前の

ときは階級だったものが（帝国主義とも関連して人種の差でもあったのかもしれないけ

ども）そういうものが、グリーンバーグに来てみるとこんどジェンダーの差に、男らし

いか男らしくないかの差になってる。 

 

越智	 カウボーイの恰好でアクション・ペインティングをするっていうのがとっても端

的だよね（笑）。 

 

中井	 「文化」の概念について。私は中山さんと微妙にディスコースが違うような気が

するので、お伺いしたいんですが。ウィリアムズが定義した「文化」の中の「生活様式」

っていう意味は、もとは人類学の Edward Taylor っていう 19 世紀の人類学者が使った

Primitive Cultureっていうタイトルの本のなかで使った用語から来てるんですね。「生活

様式」、つまりウィリアムズが言う “a whole way of life” に対するハイ・カルチャーとい

う対立図式で「文化」をとらえることもできるけど、同時に、「文化」を単数でとらえ

るか複数でとらえるかっていう問題も、考えることもできますよね。人類学的に「文化」

って言うときには、ヒエラルキーがないまま、並列で並んでいる複数の文化が共存する

状態。けど、いまここでみなさんが「文化」とおっしゃっているときには、ある種普遍

性を志向するようなかたちで文化っていう言葉を使っていると思う。エリオットが面白

いのは、単数と複数の文化概念が共存していて、複数の文化が階層的に積み重なった上

に普遍的な文化があるって議論になっているところです。みなさんにもなにかお考えが

あるかな、と思うんですが。 

 

河野	 あの、今の中井さんのお話は、ウィリアムズの言う“a whole way of life”は人類学

的な文化から来てるというのはそうかもしれませんけども、どこかでやはりずれていて、

というか違う系譜が枝分かれしていて、たとえば現代的な社会学の一部にあるような文

化のとらえ方は、transcendental、超越的なんですよね。ウィリアムズが a whole way of life

と言うときには、その視点は、自らも含んだかたちでの wholenessということを考えて

るんで、そこが決定的に違うというか、そこを区分けして考えないと分からなくなると

思うんですよ。 

 

中井	 超越的ってどういう意味？ 
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河野	 超越というか、複数の文化があって・・・ 

 

中井	 それを観察できる人類学者がいるっていう設定ですね。 

 

河野	 そこからはウィリアムズはかなり切断されているなというところがあって。 

 

中山	 じゃあ a whole way of lifeっていうのも、そこから超越できないような場所なの

かしら、ウィリアムズにとって。 

 

河野	 だと思います。 

 

中山	 なるほど。ある意味、じゃあ totalityの概念に繫がるの？ 

 

河野	 そうです。あ、そう、それを言いたくて（笑）、ジェイムソンのその totalityの問

題系というところにその問題系が関わってくるのであろうと。 

 

中山	 あー、それは面白いな。 

 

河野	 あの、グリーンバーグの、三つの解決策。保守主義と、二つ目がすごく面白かっ

たんですけど。 

 

中山	 マルクス主義。 

 

河野	 あ、マルクス主義なんですか。 

 

中山	 そう。 

 

河野	 それって BI じゃんとか思いながら聞いたんですが。ベーシック・インカムじゃ

ないかと。 

 

中山	 ああ、まあベーシック・インカムのことなんて考えてはいないだろうけど。グリ

ーンバーグはね。 

 

越智	 でもマルクス主義って言ったときに、十分な富の再分配が行われたって言うイメ

ージ。 
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河野	 そういう話なのかと思って。 

 

中山	 ああそういうことね、なるほど。そういうふうになるかもしれない、確かに。 

 

三浦	 それは何年なんですか。39年のやつですか。 

 

中山	 あのエリオット論は 1953年、“A Plight of Culture”は。Art and Cultureは、61年で

すね。 

 

三浦	 B. F. Skinnerっていう behaviourist、心理学者がそれぐらいの時期に Walden Two

っていうユートピア小説を書いてて、それは behaviourismで、人間の攻撃性とかが管理

できるとユートピアな世界ができるっていうんですけど（だから全然マルクス主義じゃ

ないんですけど）、人と競争しようっていう意識が全部なくなると、自由に共同体で暮

らしていけて、富が公平に分配されるので、実質そうやると合理化が進んで労働時間が

減って、みんなアートにいそしむっていうのが 50 年代の現代のこととして、心をちょ

っと入れ替えればこれは可能なんですよっていう。 

 

越智	 心を改造するのが先なの？すごいなあ。 

 

三浦	 教育をちゃんとやると、そういう人が育つからっていう。 

 

河野	 それとグリーンバーグが否定するような余暇というのは全然違っていて、グリー

ンバーグが余暇を否定するのは、同時代的な福祉国家体制のなかで、労働者階級が消費

力を得ていって消費をすることによって経済が回っていくと、そういう意味での余暇文

化っていうものはダメだろうということなんですよね。今言ったようなユートピア的な

世界における余暇というのは経済活動に組み込まれない文化活動であると。それを実現

せよと。 

 

中山	 いいまとめ方です。ありがとう。 

 

越智	 その場合にやっぱり余暇で享受できるものって、すごく受け身なイメージでした

よね。 

 

中山	 そう。要するにテイラー化とかフォード化の労働形態を支えるために必要とされ

るような余暇の形態、それを批判してるわけですよね。こんなところでいいんじゃない

ですか、次にいって。 
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III. マニフェストと C. L. R. James 

 

中井	 突然時代が二世紀ぐらい遡って申し訳ないんですけれども、一応この座談会の本

当のテーマは＜トランスアトランティック・モダニズム＞だと思うので、それに一番近

いテーマを今回は探そうと思って、C. L. R. Jamesについてたまたま学会で発表しなけれ

ばいけなくて勉強している最中でもあったので、その話をしたいと思います。 

	 自分の他の研究との関係は、ここ二、三年、コスモポリタニズムとヒストリオグラフ

ィという問題系をずっと抱えています。歴史をどう書くか、というのは、自分自身の書

くものに対する問題でもあるんですけれども。今回は、その両方を兼ね合わせたテクス

トとして、ジェイムズの、たぶん一番有名なテクストである The Black Jacobinsを考え

たいと思っています。 

	 『ブラック・ジャコバン』は、初版が 38年なんですけれども、1932年にトリニダー

ドからイギリスに移住して、最初は植民地の自治権運動に加わっていたのが、しばらく

して労働党に入って、そこを経由してマルクス主義、トロツキズムに傾倒していって、

マルクスやレーニンやトロツキーを勉強していた最中に書いた歴史書です。大体同じ時

期に 37年にロシア革命史を書いていて、それは実際は、トロツキーの焼き直しだと言

われていて、それほどオリジナリティはないと言われています。 

	 『ブラック・ジャコバン』はご承知の通り、フランス革命に続いて起こったハイチ革

命の話です。こっちは今でも、この間中山さんに紹介していただいた Peter Hallwardの

ハイチについての著書の一番最初の章で言及されているくらい、歴史書それ自体として

もいまだに読まれていますが、私はそういう資料的な読み方ではない読み方をしたいと

思っています。『ブラック・ジャコバン』はかなり露骨にマルクスの『ルイ・ボナパル

トのブリュメール 18日』を下敷きにしているんですが、そのことを手がかりにして、

ジェイムズにとって歴史を書くとはどういうことだったのか、なぜ 1930年代にハイチ

革命史について書かなければならなかったのかということを考えたいのです。ついでに

言うと、なんで今、ジェイムズに関心があるかっていうと、もとはサイードの思想の系

譜を 20世紀前半に辿ろうと思って、デュボイスもそれで勉強してたんですけれど、次

はジェイムズだろうと思って、勉強を始めました。だから実はまだ、自分でもそんなに

詳しくはないんです。 

	 で、ジェイムズがハイチ革命をどういうふうに記述したかっていうことなんですけれ

ども、一番重要なのは、ハイチ革命というのはジェイムズにとってフランス革命の続き、

延長線上に起こるべきプロレタリア革命だということです。とにかくマルクスへの言及

がいっぱいあるんですが、38年の初版は——今のペンギン版で読めるのは 63年版の改

訂版なんですけど——じつはもっと露骨な言及もあります。反乱奴隷たちが工場労働者
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のように非常に組織化された労働者の運動であるという描き方が無理やりしてあった

りとか。Toussaint Louvertureの改革はいろんなふうに解釈できると思うんですけれども、

ジェイムズの解釈の仕方は、たとえばプランテーション農場を解放奴隷に私有地として

分割するんじゃなくて、共同経営みたいな農場を維持しようとしたという解釈ですね。

ジェイムズがハイチ革命を失敗であり悲劇であると考える第一の理由は、革命がナショ

ナリズムを超えることができず、普遍的な社会主義に到達することに失敗したからとい

うことだというふうに主張されています。実際には、ナショナリズムという観点から見

ると革命は成功していて、1804 年にハイチは初の黒人による近代国家として誕生して

いるわけですが。 

	 まず一つ目のポイントは、ジェイムズとしては世界革命の枠組みで語ってるんだけれ

ども、いまだにハイチって言葉を聞いた途端に、たんにローカルな出来事と思われてし

まい、理解されないなあということをいろんなところで感じています。今日たまたま授

業で、ポストコロニアリズムというのは世界をひっくり返して歴史を語ることだってい

う話をしてきたんですが。つまり、こういう世界地図上の点のような場所こそが、当時

のグローバル化の前哨地点であったと。ジェイムズ自身、『ブラック・ジャコバン』の

なかで、ハイチの奴隷制やプランテーション農場というのはヨーロッパの産業革命のさ

きがけで、マンチェスターの工場こそが、ハイチのプランテーションの労働形態をむし

ろコピーしたんだという主張をしているんですね。今でもハイチは新自由主義体制の最

先端の実験場みたいなところでアメリカと IMF の食い物にされている、という話を授

業でしてきました。その問題は今は脇に置いておくとしても、『ポストモダンの共産主

義』という、中山さんにこのタイトルはダメだと言われたんで原題で言うと First as 

Tragedy, then as Farceですが、そのなかでもハイチ革命のことが触れられていて、そこ

で Slavoj Žižek が引用している「ハイチの黒人兵士たちが革命軍の歌を歌っているのを

聴いて、ナポレオン軍の兵士が動揺した」というあの場面は、『ブラック・ジャコバン』

に描かれている場面です。ジジェクはこの場面をサブライム・コミュニスト・モーメン

トと呼んでいて、ハイチ革命が文化的差異を乗り越える普遍的な人間性による世界共和

国の可能性であると、評価しています。ついでに言うと、サイードも実は『文化と帝国

主義』のなかで何度も『ブラック・ジャコバン』については言及してるんですが、その

ときに、フランス革命とハイチ革命の関係を、サイード用語の一つとして有名な対位法

という言葉で説明しようとしています。ただ私の印象だと、ジェイムズのもともとの主

張に近い解釈は、この場合に限って言えばジジェクのほうが近いんじゃないかな、歴史

の複数性を前提とする対位法だとちょっと違うかな、という気がしています。 

	 次に、歴史記述のお作法について。そう言えば、ジジェクの本の原題は、この『ブリ

ュ―メール 18日』の冒頭のすごい有名なフレーズ、「初めは悲劇として二度目は笑劇と

して」っていうやつですね。マルクスは二月革命からルイ・ナポレオン皇帝の誕生まで

の歴史というのは二度目の笑劇であるというふうに記述しているのに対して、ジェイム
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ズのほうは、ハイチ革命は悲劇であると定義しています。ただいずれにせよ、どっちも

お芝居の比喩で語っているし、お芝居としてのプロットがきちっとある。Hayden White

の Metahistoryのなかにマルクスの historiographyについての説明があります。マルクス

が何を言っているかっていうと、歴史は経済基盤が変化するとそれがメカニカルにどん

どん進展していくはずなんだけれども、とくに revolutionという言葉はもともと天体の

自転っていう意味からきているので、その文脈で言うと革命は悲劇じゃないんだけれど

も、それが現実に起こると悲劇になるのだと。じゃあ具体的になんでハイチが悲劇かっ

ていうと、いろんなところで「悲劇」って呼んでるんですが、いちばん根本的なのは、

革命指導者トゥサン・ルヴェルチュールの悲劇であると。トゥサンはフランス革命の大

義である「自由・平等・友愛」を貫こうとした、それに対して彼が率いる大衆、すなわ

ち黒人の解放奴隷ですが、この人たちは人種感情を捨てることができなかった。つまり、

白人に対する敵意を捨てることができなかった。そのせいで、トゥサンの政策が大衆の

人種感情から乖離していって、最終的に彼は失脚して、その代わりに後継者になった

Jean-Jacques Dessalinesが白人を虐殺してハイチは独立する。そして、デサリーヌは皇帝

になる。 

	 38 年の時点のジェイムズは教条的って言えるくらいマルクスに傾倒していて、マル

クスを文字通り受け取っていて、そもそも人種感情というのは物質的な基盤によって決

定されるものであるから、人種は階級に対して副次的な問題でしかないということを言

うんですけれども、同時に白人を虐殺してハイチに独立をもたらすような大衆の力に、

抗いがたい引力のようなものを感じているようなのです。ジジェクが評価しているあの

場面も、じつは大衆と大衆の結び付きなんですね。ジェイムズはハイチの奴隷を

Labourersとか workersという語で表現することもあるけど、the masses、大衆という呼

び方もしていて、それが混在している。労働者って言っているときには、組織化された

労働運動のイメージで書いてあるけど、the massesというとなんかそれとはちょっと違

う。場合によっては、マルチチュードみたいなものであり得る可能性がある。実際ジェ

イムズの思想は、40 年代以降、だんだんポピュリズムへ移行していきます。それもあ

って 63年版では、マルクスへの露骨な言及を削っているのかもしれません。私も 38年

版と 63 年版をそんなに完璧に突き合わせたわけじゃないんで、偉そうなことは言えな

いんですけれども。50年代から 60年代にはグラムシとかベンヤミンも読んでるらしく、

だんだん national popularなんてこと言いだして、傾向が変わってきます。けれども、38

年の段階の『ブラック・ジャコバン』でも、実はそういった傾向の萌芽が見られるので

はないかと思います。『ブリュメール 18日』の話を私がここで詳しくする必要もないか

もしれませんが、実際マルクスも、理解しがたい大衆の感情については、二月革命が失

敗した理由の一つとして、かなり頁を割いて語っているんですね。フランス革命の後ナ

ポレオンが農民に土地を分割して分け与えた。しかしその後、自作農になった農民たち

はたちまち債務労働者になった。組織化された労働者ではない、組織化されない大衆と
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いうのがここで生まれて、しかもそれが当時のフランスでは人民のマジョリティを占め

ていた。そして、ルイ・ナポレオン皇帝を誕生させた一つの原動力が、この大衆と呼ば

れる人々であったのだと。なのでジェイムズが、まったくマルクスを逸脱しているとい

うことではないです。 

ちなみに『ブラック・ジャコバン』は昨年の大学院の授業でやって、そのとき私はウ

ィリアムズの Modern Tragedy は読んでなかったんですね。そのあと読むと、すごいウ

ィリアムズで説明がつきそうな気がしてきたんですけど、でももっと不思議なのは、

Modern Tragedyのなかにフランス革命の話はすごくたくさん出てくるのに、どうしてウ

ィリアムズは『ブラック・ジャコバン』を取り上げてくれなかったんだろう。ただ 60

年代に書かれたハンナ・アーレントの革命論なんかも、あれもフランス革命の話をして

るのに、ハイチのことは一言も出ないんで、60 年代の歴史の見方としては、盲点だっ

たのでしょうね。 

最後に、ジェイムズはじゃあなんでこうものを書いたかっていう話です。これも『ブ

リュメール 18 日』のむちゃくちゃ有名な個所ですけれども、「危機の時代だからこそ、

人は過去の亡霊を呼び出す、過去の意匠を借りて、新しい革命の時代、世界史の場面を

演じるのである」。ベンヤミンの「歴史の概念について」というエッセイはこの部分を

下敷きにしているのですが——さらにいうとベンヤミンとジェイムズは実は同時代人

ですけれども——マルクス自身はだけど、ベンヤミンの解釈とは逆に、この一節のちょ

っと後に、だけど正しい革命はちゃんと過去の衣裳は脱ぎ捨てるべきだと主張してるん

です。ジェイムズはこの辺りはむしろベンヤミンと似てるんじゃないかと思うんですけ

れども、なぜ革命が悲劇であるかというと、結局過去の反復を乗り越えられないからだ

というような歴史観なんだと思います。ジェイムズは『ブラック・ジャコバン』のなか

で、トゥサン・ルヴェルチュール自身が書いたマニフェストを引用しています。これは

かなり革命の初期だったので、このころトゥサンはまだ王党派に属していました。革命

軍か王党派のどちらかを選ぶ機会はあったんですけれども、王党派を選んでいた。王党

派を選びつつ、なおかつマニフェストのなかでは、「私は自由と平等がサン＝ドマング

を支配することを望んでいる、私とともに団結せよ」と宣言している。マニフェストの

理念のほうは「自由と平等」だからフランス革命の理念なんですが、おもしろいのは、

マニフェストにしてある署名のほうが「王党派将軍」なのです。この矛盾は、トゥサン

の悲劇あるいは革命の悲劇の縮図のようなものになっている。そして、この『ブラック・

ジャコバン』のテクスト自体が、トゥサンのマニフェストを反復するかたちで、歴史書

でありつつマニフェストである、未来に向かって、未来を形成しようとするマニフェス

トである。マルクスとエンゲルスも『共産党宣言』をどんどん書き足すってことやりま

したし、『ブラック・ジャコバン』も改訂版が出るたびに序文だとか、appendix だとか

が書き足されていくんですね。 
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中山	 まず historiography のところで面白かったのが、トゥサンがフランス革命の大義

を貫こうとするあまりに、大衆の人種感情を軽視し大衆から乖離してしまったというと

ころ。大義のほうにも友愛っていう言葉が入っているように、基本的にはこれは

sympathy の問題なんだけど、同時にここには人種感情としての sympathy と、自由・平

等・友愛って並んだときの sympathyの、ジジェクの言葉で言えば視差 parallaxがある。 

 

中井	 そういうふうになるだろうなと思ったけど、そういうふうにしたら中山さんと変

わらなくなるのでどうしたらいいかなと思って悩んでたところです。 

 

中山	 Wyndham Lewisのナチズム論において現れていたものが反復されている。で、ま

さにこういうかたちでの sympathy の失敗っていうのは、フランス革命そのものでもあ

った。だからこれは、フランス革命の反復であると同時に、フランス革命の失敗の反復

にもなってるってことが面白い。あとは二つぐらいつぶやきですけれど、人種を階級問

題に対して副次的にとらえるっていう、階級のほうが重要なんだという考え方、これは

ルカーチにも繫がるかもしれないし、あとジェイムズが、大衆の暴力に魅力を感じてし

まうってことを中井さんが言ったときに思ったことですが、これが神的暴力の問題に繫

がる可能性があるかもしれない・・・ 

  

中井	 というか、私はジジェクに媚売りたくないのでジジェクに繋げたくなくて、さら

にウィリアムズにも繋げたくないので、すごい困って（笑）。 

 

中山	 マニフェストの問題が出たので、それについても一言。マニフェストが「われわ

れ」を立ち上げる。それは非常によくわかる。それは逆にいえば「われわれ」という共

同性が想定できないっていうことですよね。だから立ち上げる意思が生まれる。ではそ

の意思は原理的にどういうところから来るのか。ここでグリーンバーグに話を戻したい

んですけど、彼はアヴァンギャルドの誕生というのは 1850年代、60年代だと言ってる。

これはつまり共産党宣言の時代です。具体的にどんな時代か。社会が発展してくれば社

会固有の形式というのが正当化できなくなってくる。マルクスの問題で言えば、生産力

や生産手段が発展してくれば既成の生産関係というのは正当化できなくなってくる。だ

から革命が必要になる。簡単に言えばそういう論理になるわけですが、しかし、プロレ

タリアートは鉄鎖のほかに失うものはないとマルクスは言っていて、だから、共通する

ものは鉄鎖しかない。つまりラカン的にいえば棒線をひかれた Sみたいな、つまり無で

す。ということで共同性を保証してくれる大文字の他者が存在しない。だから「われわ

れ」はマニフェストによって、団結せよというふうにしないといけない。これは芸術に

も言えて、作家、芸術家が公衆とのコミュニケーションを支える既成概念に依拠できな

い状況が、ほぼグリーンバーグが言う 1850年代、60年代にでてくる。そういったもの
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が想定できない。ここからおそらくアヴァンギャルドの特徴が出てきます。ひとつは公

衆から身を引くこと。それから通常の経験というテーマから目をそらすこと。モダニズ

ムで言えば、注意を芸術の media自体に向けていく。 

	 で、ここからグリーンバーグの言う意味ではないアヴァンギャルドのもう一つの性格

が出てくるんじゃないか。Alain Badiouが『世紀』所収のアヴァンギャルド論のなかで、

アヴァンギャルドにおける、現在という「リアルなものへの情熱」について述べていま

す。要するに目下のブルジョワ社会の秩序は永続的な自然な状態じゃなくて、絶え間な

い変化の最新の段階にすぎない。その都度過去から断絶として今というのはある。新た

な始まりとしての現在。ここにアヴァンギャルドの存在論的基盤というのがある。つま

りパウンドで言えば“make it new”っていうことです。我々は常に「始める」という状態

にある。これはバディウが言ってることですが、20 世紀の芸術というのは、work とい

うより act的なものになっていく。なぜなら行為というのは現在のなかでのみ考えられ

るからですね。しかし問題は、現在にせよ行為にせよ、これは非常に不安定なもの、と

らえがたいもの、瞬間的なものであるということです。だからそれは理論で、宣言で、

保護しなければいけない。そうでないと、公衆に気付いてもらえない。ちょうど空中ブ

ランコの前のドラムロールのようなかたちでマニフェストはなされていく。だからマニ

フェストは空虚といえば空虚なんですね。 

	 もう一つ重要なのは、これは中井さんも言ってたけれど、時間性です。未来完了的な、

と言うか、未来投影的な時間性。マルクスでいえばプロレタリアートは鉄鎖のほかに失

うものはないけれども、彼らには勝ち取る世界がある。この勝ち取る世界というのが未

来に投影されている。あるいはブルトンで言えば、「美は痙攣的なものとなるだろう」

という書き方。「さもなければ全く存在しないだろう」という未来投影的な書き方。バ

ディウがブルトンの 1944 年の、あまり知られていないテクストを引用して分析してる

んですが、そこに出てくる言葉が面白くて、ブルトンはこう言ってるんですね。これは

ジェイムズの問題、革命にも繫がると思うんですけど、反乱っていうのは、火種の入っ

た樽を探す発火であると。これが芸術的行為のメタファーなんですね。爆発させるため

にそれは発火するわけなんだけれども、火種がないところでそれは発火しなければなら

ない。火種がある、だから発火して爆発させるって言ったら、因果律にからめとられて

いるので、過去との連続性が出てきてしまう。だからアヴァンギャルド的な芸術行為は、

火種のないところでとにかく発火するっていう行為だっていうことをブルトンは言っ

ていて、火種は後から付いてくるっていうことです。だからまず発火という行為をする。

で、爆発の条件である火種はあとからついてくる。そう宣言するのがマニフェストだと

いうふうに言えると思います。 

	 おそらく、ここからグリーンバーグのエリオット主義にもう一度戻ることも可能じゃ

ないかとお話を聞きながら思いました。グリーンバーグのいうモダニズムには、マニフ

ェストは必要ないんですよ。マニフェストを書くようなシュルレアリストとかダダイス
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トとかを認めてないようなところがある。彼はこういっちゃうんですね、「アヴァンギ

ャルドは我々がもつ唯一の生きた文化を形成している」。だから彼にはアヴァンギャル

ドの基盤となる文化があるんです。ピカソの絵とか、教養人とか、教養ある観者という

のが立ち上げなくてもある。見えなくても、確かにそれがある。むしろそれを確信させ

てくれるのがモダニズム芸術だ、みたいなことを彼は言う。最後に「アヴァンギャルド

とキッチュ」の最後の言葉を引用しますけれども、これは先ほどの社会主義の問題です

が、「今日われわれは、社会主義に対しては、我々の持つすべての生きた文化の保存を

期待するのみだ」。社会主義は文化の保存をこそ可能にしてくれる、という言い方をす

る。だからおそらくこのとき、「社会主義」は革命の問題ではなくなっている。 

 

中井	 おっしゃりたいことはよく分かるし、確かに、引用したトゥサンのマニフェスト

に関して言えば、そこに奴隷解放軍がまだないときにこれから団結して解放軍を作りま

しょうっていう話なんですけど。ただ、安直にジェイムズをアヴァンギャルドとか同時

代のハイ・モダニズムに結び付けることには、ちょっと抵抗があって。なんて言うのか

な、マニフェストがパフォーマティヴだっていうときに、パフォーマティヴっていうの

は脱構築的なパフォーマティビティとして解釈されるんだけど、トゥサンのマニフェス

トはある程度はスピーチ・アクトの行為遂行性なんで、「われわれ」をほんとに立ち上

げたんですよ。トゥサンに続いて、ほんとに奴隷解放軍はできたんですよね。だから、

火種のないところで発火させようとしている人たちと、一緒にされたくはないかも、と

思うんですが（笑）。 

 

河野	 今のそのグリーンバーグっていうのは何年ですか。 

 

中山	 39年です 

 

中井	 ちょうど同じころですね。 

 

河野	 前衛論およびマニフェスト論で言うと、ちょっと下って 60 年代から 80 年代に

Renato Poggioliとか Peter Bürgerとか、Matei Călinescuといった前衛論が盛んに、雨後の

タケノコのように生えるんですけど、そこに降った雨は何だったかというとスターリニ

ズムなんですよね、きっと。その前衛という言葉は当然前衛党っていう言葉と同じなわ

けで、いかに前衛というものを現存する社会主義と差異化するかっていう流れが、ある

意味ポッジョーリなどは、もう一回ガラガラポンというか、元に戻そうとしたみたいな

動きが確実に 60 年代の前衛運動にはあったと思うんですけど、それでいうとグリーン

バーグはその前史といいましょうか、ある意味前衛党と前衛をいかに区別するかに腐心

したのかなといま話を聞きながらちょっと思いました。そういう意味で今の中井さんの
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ご反応というのはなるほどと思ったんですけれども、いわゆる芸術的な前衛と政治的な

前衛を 30年代くらいに区分しようとする動きがあったのかなと思いました。 

 

三浦	 今出たように、中山さんがやられた「アヴァンギャルドとキッチュ」と『ブラッ

ク・ジャコバン』はほぼ同時代なわけですよね。でグリーンバーグのほうは今中山さん

が仰ったように、政治的なものとモダニスト的な革命を同一視することで、意地悪な言

い方をすると、脱政治化をして、レイト・モダニズムへの道を作るわけじゃない。で、

さっきやったように、そのとき、独ソ不可侵条約のときには、グリーンバーグ個人はよ

く知らないけど、少なくとも当時のアメリカの知識人のなかでは、もはやそういうカル

チュラル・フロントになっていて、今出たように、ソ連とはイデオロギーを超えて手を

繋ごうという話になってるわけですよね。でそのときのソ連っていうのはスターリンの

ソ連なわけですよね。トロツキーは負けて、国外に出ている状況で。そしてそのときに、

むしろ対照的な感じで、ジェイムズはかなり真摯にというか、ちゃんとは知りませんけ

れども、トロツキストとして・・・ 

 

中井	 ジェイムズが書いたロシア革命史っていうのは、たぶんイギリスで出版された最

初の大々的なスターリン批判なんでしょうね。 

 

三浦	 として『ブラック・ジャコバン』を書いてたんで、そこにはすごい対照がある気

が。 

 

中井	 	 と、思うでしょう。だけど 63年版の『ブラック・ジャコバン』の appendixで

は、Aimé Césaireの『帰郷ノート』とエリオットの『四つの四重奏曲』とをジェイムズ

本人が並べて、ここに同じコスモポリタニズムがあるっていう議論をしているんですね

（笑）。だからジェイムズにもあきらかに、その後の展開を見ると・・・さっき中山さ

んには反論したけれども、たぶんそういう部分もあると思うんですね。 

 

越智	 転回するときがちょっと違うの？ 

 

中井	 ちょっと違うっていうふうに考えると、簡単なんだけど。ジェイムズって、実を

言うと、トリニダードにいたときはマルクスを一字も読んでなかったらしいんですね。

30 年代も前半に書かれたものは植民地の自治権に関するものですが、そこのなかには

ほんとに全然マルクス色がないんですね。なので、かならずしも、ジェイムズが政治で

エリオットが文化、みたいには私は言い切れない。連続性は絶対あるし、そののち、50

年代、60 年代にジェイムズがベンヤミンを発見して読んだっていうのは、やっぱりそ

こは同時代人として通じるものがあったからなんだとは思うんですね。 
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三浦	 ウィリアムズとジェイムズっていうのは、全然無関係なんですか。 

 

河野	 いや、無関係だと不自然ですよね。 

 

越智	 戦後どこに行った人？ 

 

中井	 戦後アメリカにしばらくいて、一時はアメリカから強制退去になったりして、最

終的にはまたイギリスにいた。いろんなところに出没して活動してたみたいです。 

 

三浦	 Beyond a Boundaryとかいう自伝を書いてるでしょ、クリケットの話だし。それ

ってなんか Border Countryとタイトルが似てない？（笑）両方とも 60年代だよね。 

 

中井	 	 ジェイムズは 60 年代に『長い革命』と『文化と社会』について書評を書いて

います。けど、晩年まで出会うことはなかったようです。 

 

三浦	 トロツキストだっていうのはでかいと思いますよ、私は。作品の問題は別として

ね、周りの扱いが。転向しなかったトロツキストだっていうのは。 

 

中井	 でもイギリスではロシア革命史は、かなり評判が悪くて。 

 

三浦	 そうだからそういうふうに断絶してるっていうことが、トロツキストだったって

ことと関係あるんじゃないのかなっていう気が。逆に言うと、ネオリベラリズムの最悪

の部分を背負っている、いわゆるネオコンと呼ばれる人たちは、トロツキストだったん

ですよね。あの人たち、越智さんのときに出てきたような Partisan Reviewの転向があっ

て、そのあともずっと続いて転向した人たちがのちにネオリベラリズムを背負うんで、

その辺の、さっきはグリーンバーグと対照ということを言ったんですけれども、やっぱ

トロツキストといわれると、その辺との対照をつい考えてしまう。 

 

中井	 だけど、ジェイムズの評伝を読んでいると、しょっちゅう出てくる名前は 30 年

代の移民知識人、George Padmoreとか、Jomo Kenyattaとか、Eric Williamsとか。そうい

う名前ばっかり出てきて、だけど実際は、同時代のイギリスの左翼運動と接触がないは

ずないのに、別の運動として分けて語られてる。研究者も別ですよね、たいがいね。ジ

ェイムズが普遍的な社会主義革命を志向していたと言っても、誰も聞いてくれないのと

同じことで、その辺に問題があるのかなあと思っています。 
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河野	 最初のほうでジェイムソンの“The End of Temporality”という論文が話題に上がっ

ていました。主にこれってポストモダン論に力点があるんですけれども、前半のモダニ

ズム論からポストモダニズム論の移行の議論で、temporalityから spatialityということを

ジェイムソンは論じていて、モダニズム的な瞬間の美学といいましょうか、temporality

がいかに spatiality を抑圧しているのか、一言でいって如何に植民地を抑圧しているの

かという議論ですよね。それがポストモダニズムになって、さらに空間性が、ポストモ

ダニズムでは零度の temporality として究極の空間としての身体が出てくるみたいな議

論をしています。 

 

中井	 ポストコロニアリズムはなんとなく空間論的に議論されることが多いんだけど

も、それをもうちょっと時間軸で考える議論と——ポストコロニアリズムのポストって

いうのはコロニアリズムの後っていう意味ですしね——なんとか融合させたいなと思

って、そのたたき台として、今回はマルクス主義を応用した C. L. R. ジェイムズという

ことで話を作ってる最中なんです。 

 

河野	 ナショナリズムか社会主義かというのは、ある意味二律背反として現れてしまう

のは非常に 20 世紀的といいましょうか、今日の座談会を貫くテーマであるような気が

します。たとえば先ほど言ったサイードのウィリアムズ評価にそこが関わってくる気が

します。イギリスでもウィリアムズ評価はある意味二分していて、イングランド側から

は社会主義者、労働者階級、マルクス主義者としてのウィリアムズを評価するというの

に対して、ウェールズ側からはナショナリストとしての（と言っちゃまずいかもしれま

せんが）、ウェールズ性を帯びたウィリアムズっていうことが落ちてしまうことを不満

に思っている向きがあって、かなりウィリアムズをめぐって社会主義かナショナリズム

かっていう闘いが行われている部分があるんですよね。あと、Nancy Fraserの recognition

と redistributionというのは結構ウェールズで響くらしくて、やっぱりナショナリズムが

文化運動として recognitionの問題に回収されて、もう一方で社会主義が redistributionの

問題であるという、おそらくこれは偽の二項対立なんでしょうけれども、その閉域にと

らわれてしまうことの問題というのが、かなり先鋭的にウェールズの問題としてはある

ようですね。 

 

中井	 『ブラック・ジャコバン』もある意味同じ図式ですよね。ナショナリズムと社会

主義っていうのは結局 recognitionと redistributionの対立というかたちで語られがちだけ

れども、なにかそれを乗り越えるものがあるのではないかって、模索している感じ。 

 

三浦	 やっぱりこの話を聞いてて思ったのは、メキシコもそうなんですけど——トロツ

キーが死んだのもメキシコなんですけど——第二次世界大戦後の、今日の最初に言った
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言い方で言うと、20 世紀のアメリカの帝国主義のなかで、第二次世界大戦後に中南米

とか（他所もそうなんだけど）が、すごく遅れた国としてイメージが再編される気がす

るんですよ。そのなかで、ハイチで立派な革命があったわけがねえみたいな、われわれ

の先入観みたいなものが、アメリカの帝国主義というか、冷戦期のアメリカの中南米対

策みたいなものを受けた国際的なグローバルな言説の布置みたいなもので作られてる

気がしていて。メキシコもある種、メキシコ革命があって、ある時期まではアメリカよ

り進んだ国というか、そういうイメージがあったと思うんですよね。で、ハイチもそう

いうものがあったんだけど、でそのへんの境目のところに『ブラック・ジャコバン』と

かがあるんじゃないかという気がします。 

 

中井	 38 年版が誰に読まれていたか、どれだけ受容されていたかはよくわからない。

日本では手に入らないので、今回ロンドン行って現物を見たら、63 年版とものすごい

違う。 

 

河野	 翻訳されてるのは 63年版ですか？ 

 

中井	 63年版です。しかも acknowledgeしないんですよね、どっちの版か。普及版は全

部 63年版で、でも 38年版は挿絵がいっぱい入っていて、豪華版だったんですね。フラ

ンス共和国で奴隷解放を宣言したときの挿絵で、黒人の男女が「私も自由だ」と宣言し

ている絵だとか、イギリスはいまだに奴隷をつかっているけどフランスはこんなに偉い。

みたいな挿絵だとか。たぶん、印刷部数少なかったんだと思います。 

 

 

IV. リベラリズムのグローバルな脱政治化のレトリック 

 

越智	 私がやっているのは南部農本主義者の研究で、それが結局、アメリカのモダニズ

ムの基本、特に冷戦期になぜ遡及的に、それを創りえたのかを考えています。そのとき

のポイントが、農本主義者がファシストと呼ばれたことです。私は、彼らがそれをどう

やってファシストではないと呼びうるレトリックを構築したのか、それが大きいと思い

ます。 

	 グリーンバーグの話からすると、「アヴァンギャルドとキッチュ」を今回読み直して

大事だと思ったのは、期せずして独ソ不可侵条約の年ですよね、1939 年。この時期、

ヨーロッパ大陸から全体主義がやってくる恐怖があったと思うんですね。グリーンバー

グを読んで体感した印象なんですが、まず「キッチュ」はドイツ語ですよね。ドイツか

ら、機械生産で一律なものが、軍靴のマーチのようにやってくる。それが外国から売ら

れてくる。それはロシアのドミナントな文化でもある。私が感じ取ったのは、グリーン
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バーグにとって、「キッチュ」にはすでに全体主義の画一化されたもの、しかもそれが

外国からアメリカにやってくる、丁度、ヨーロッパの動向に対してアメリカ人が感じ取

っていたものが、「キッチュ」に投影されているのではないのかということです。それ

がマスカルチャーとして批判されてキッチュ対オーセンティックなアートになるのは、

要は全体主義対アメリカ個人、ほぼそのように読めなくもない。機械生産対個人のアー

ティスト、ハンディー・クラフトとか、人の手が入っている芸術。39 年の段階では、

全体主義的なものとしてキッチュを捉えていたのではないのか。だから、それは機械生

産だけれども、フォードというイメージよりは、ヨーロッパからやってくる画一的なマ

スなものというイメージが強いように思う。どのような芸術が良いのか、それは金持ち

の高級文化対低級文化という問題から、さらに補助線として全体主義のヨーロッパ対ア

メリカというイメージを経由して、最終的にはテイストの階級闘争にすり替えられてゆ

く。これも三浦さんの言う社会がなくなっていくときのなくなり方の一つのルートなの

かなと思いました。このような発想は、政治は語らないと文化左翼化宣言をした Partisan 

Reviewに強く出てくる。 

党から離れて文化の左翼になるという『パルチザン・レヴュー』の展開に、冷戦研究

で有名な Thomas Hill Schaubの議論を繋げると、共産党に共鳴していた知識人たちが冷

戦知識人になるときの、ある種の転向のナラティヴを説明します。それは、共産主義に

傾倒していたが失望して今は違うという気持ちをたどることになる。ショーブは、左翼

系知識人が冷戦リベラリストになるナラティヴの展開を「リベラル・ナラティヴ」と呼

びましたが、私は、農本主義者たちにもこの変奏はあるだろうと考えています。それが

端的に出てくるのが、さきほど中山さんが言及したヴァン・ウィック・ブルックスと、

愛国詩人で国務省でも仕事をし Library of Congressの館長にもなった Archibald Macleish

という詩人の関係。彼らについて、『パルチザン・レヴュー』が“Brooks-MacLeish Thesis”

という特集を組みました。それが重要であると私は思っています。1940 年頃マクリー

シュは、アメリカは戦時体制に向かうなか、さらにパリの陥落を決定的な契機として、

「無責任な人たち」というエッセイを書いて、「このような非常時に、世の中とかけ離

れた詩を書いたり評価したりする場合ではない。イエーツやプルーストを読んでいる人

たちは無責任である」と言い、1920 年代のモダニズムを批判してゆく。また、ブルッ

クスは“Primary Literature and Coterie Literature”というスピーチを行い、ホイットマンの

ような“primary literature”に対して“coterie literature”を同人誌文学として、1920年代のモ

ダニストたちを世の中からかけ離れた同人誌文学として批判する。それに対して、『パ

ルチザン・レヴュー』の Dwight McDonaldがそれを文化ボルシェベキズムとして批判し、

それを受けて 42 年に「ブルックス＝マクリーシュのテーゼ」という特集が出てくる。

この号あたりで、グリーンバーグも編集者になってる。そこに『パルチザン・レヴュー』

のグループ、たとえば Lionel Trillingとか、農本主義者の Allen Tateや John Crowe Ransom

とかが書いて、戦時体制に文学が動員されて愛国を謳うことを攻撃することになります。
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テイトはマクドナルドのレトリックをもらい、「動員せよと言われて動員されること自

体、全体主義である。真に民主主義を擁護することとは民主主義を擁護しないことであ

る」、つまり政治は関係ないのだ、何も関わらずにイマジネーションの自由を担保する

ことこそが民主主義なのだと言うんですよね。ランサムで面白いのは、機械化されたマ

シーン・エイジにあって詩のイマジネーションが大事だと言う。どこかグリーンバーグ

の言っていた、機械に生産されるものに対してという、もちろん、農本主義者なので産

業が嫌いなんだけれど、でもこの文脈で言うとややグリーンバーグを思い出さないでも

ない。いずれにせよ、ここの特集ではっきりと打ち出されるのは、動員要請にあえて抵

抗するような非政治的であるということが、まさしく民主主義のリベラルな態度なのだ

という表明の仕方です。この態度がその後、冷戦のハイ・カルチャー的な態度の、たぶ

ん、雛型になってゆくのだと思います。というのは冷戦期には社会主義リアリズムのよ

うな、内容やメッセージが即伝わるものをむしろ嫌って、そうではないモダニズムを称

揚してゆくからです。なので、こうした文脈に置いたときに、グリーンバーグというの

はねじれた面白い結節点かなと思います。 

それからアイデンティティの問題で言うと、南部で「戦争に負けて」と言うとかなら

ず今でも南北戦争です。第二次大戦後の現在でも「前の戦争」というと南北戦争を指し

ます。だからでしょうか、アメリカの中では南部の人たちがいち早くアイデンティティ

という言葉を使い始めます。南部のアイデンティティを求めてとか、そうした論文が

1950 年代辺りからどんどん出てくる。自分が他者であるという他者意識から、あっと

いう間にアイデンティティを語るところにたどり着いてしまう。そのときに社会がどう

したという意識も奇妙なことにない。新左翼を経由しないアイデンティティ主義に、い

ちはやく行ってしまっている。そのとき、彼らが愛するアイデンティティというのが、

戦争に負けた南部という歴史です。幾度もそこに回帰するしかない。でも、そこに固着

しすぎると 60 年代の南部研究に自分が戻っていきそうで、怖いんですけれど。で、結

局、もっとも早いうちから社会や階級を捨象したところで議論していたので、南部のコ

ミュニティや歴史を語るときに、階級というものをどこかで置き去りにする議論に容易

になってしまったのかなと思います。 

最近の南部研究については、暗に南部は北部との二項対立のなかで自身を規定してき

ただろうということに対して反省があって、2000 年代以降、ナショナルな枠組みのな

かで、南部は、北部とのあたかも二項対立であるかのごとく組み立てられていったさま

を考える議論が増えているような気がします。そのときに出てくるのが、たとえば、黒

人の問題をやはりどこかで隠蔽してきただろうという問題意識かと。たぶん、触れられ

たくない現実としての人種問題というのが、南部にとっての階級問題なのではないのか

と私は最近考えています。だから、ここを無いかの如く考えるというのが、白人が多く

担ってしまうときの南部文学のアイデンティティ・ポリティックスが抱えた大きな問題

かと思いました。白人が担ってきた南部の歴史、南部の歴史語り、南部文学の研究とい
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うときには、したがって、帝国の植民地という経験、つまり自らが植民した主体だった

こと——南部という土地で奴隷を輸入して使っている訳ですから——且つ、南北戦争に

負ければ植民地化される存在でもある、その植民地経験というのが南部においては、こ

れまで割と空白になってきたということ、語りたくなかったことなのかもしれません。

そのことを抜いたまま、南部のアイデンティティ、あるいはアイロニーにみちた南部の

歴史というものを語ってきたことが、たぶん、南部文学・南部文学研究がいちはやくア

イデンティティ主義になったことと関係があるだろうと私は思っています。 

河野さんに絡むと思うのですが、南部が南部を忘れていたということは、たとえば、

サイードが『文化と帝国主義』でウィリアムズにとってウェールズとは何かと言ってい

るところとどう関係するんだろう。ウェールズは語らないことによっても語られていた

のでしょうか。 

人種の問題を隠すことが階級の問題を隠すことにもなったときに、ハリントンの The 

Other America が南部であまり取りざたされないことは関係しているのではないか。白

人は人種の問題を語らないことによって南部文学を語ってきた気がします。 

 

三浦	 南部でアイデンティティ概念が早くから生じたのは、南北戦争の敗戦もあるけれ

ども、裏で常に黒人問題があって、人種のレトリックに意識的であった、南部白人は自

らを白人として定義していたことも大きいと思います。 

 

越智	 自分のことを決して「白人」とは言わないのだけれども、よそからは指摘され続

けてきてしまうというのが苦しいところだったかもしれない。その言わなさ（？）のポ

ピュラーな例は Southern Livingという、アメリカに行くと空港でもすぐに買えますし、

マーケットにも売っている雑誌です。『南部の生活』というタイトルどおりに、南部の

家の特集とか、レシピや旅行のページがかならずある月刊誌です。それは 1960 年代に

公民権運動が激しかったアラバマのモントゴメリかリトル・ロック、そのどちらかで生

まれて今でも編集室がそこにあります。外で黒人がデモ行進して、下手すると警察犬を

けしかけられていたときに、南部のリビングルーム特集などを粛々と編集し続けていた。

今でもそうです。Southern Living研究というのが最近出ていた気がするのですが、こう

した異様な「語らないこと」について、それを心理学に陥らずにどのように論じるのか

が、私の今後の課題だと思っています。 

 

三浦	 引退した白人が南部で過ごすというのも、すごい流行りましたよね。フロリダだ

けでなく、ノース・キャロライナとかその辺に。そうした南部幻想というのが。世の中

一般的に言うと、“Southern living”というと観光化に近いものだけれど、アメリカの白人

の間には南部幻想があると思います。 
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越智 それが出たのは南北戦争後です。つまりプランテーションの南部がなくなったと

きに、プランテーション小説がローカル・カラーの文学で大量に出てきた。南部では産

業の北部に対して、時間がすごくゆったり優雅に流れていて、そこに美人（サザン・ベ

ル）がいて、北部からきた男性が癒されるという、そういう癒しの場所として表象され

る。 

 

中井	 白人が担っている南部文学と黒人知識層とのインタラクションみたいなのは、全

然ないのですか？ 

 

越智	 最近ならある。 

 

中井	 最近ではなくて、もっと前。私が知っている 20 世紀前半の黒人知識人というの

は、大概、北部出身の人なので、地理的にもともとないのかもしれないけれど。 

 

越智	 結構、南部で生まれても北に行ってしまいますよね、居辛さのあまりだと思いま

すけれど。今でも研究も住み分けられていて、アフリカ系アメリカ人の研究者が、アフ

リカ系アメリカ人の作家を研究したりするのが基本になっています。MLA でアフリカ

系アメリカ人文学とかのそっち系南部文学の部屋に行くと、私は居心地が悪いくらい。

黄色い人が一人。白い人もほとんどいないのです。だから、研究自体、segregateされて

いる。 

 

三浦	 アメリカはやっぱりそれがある。最初の話はやはり、ある意味、アメリカ文学の

William Faulknerの後継者が Toni Morrisonであるわけで、そういう説明の難しさという

のは、今でも残っている。フォークナーとトニ・モリスンの関係というのはそう簡単に

は書けないというか。 

 

越智	 そういう難しいことを言うときに、たとえば Beloved の最後のほうだっけ、「こ

れは人に話すことではない」という言葉には大きな意味があって。白人社会のアイデン

ティティを南部のアイデンティティと言うときに、そこでどうしても周縁化されてしま

う南部のアフリカ系アメリカ人のことは白人には「分からんだろう、どうせ」と思いつ

つ、それでも言いたいというのをモリスンに私は感じます、でも、やっぱり深い河がそ

こにあるような気がしています。 

	 あと、端的にもう一つは、南部知識人 Robert Penn Warrenが黒人問題を扱うときの振

る舞い。冷戦期のリベラリズムの一つの特徴として心理学化と皆さんよくおっしゃいま

すよね（ショーブがその議論をしていますが）。ウォレンは Segregationというルポルタ

ージュを出しています。それはむろんとても勇気ある行動ではあるんですけれど、南部
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白人としては。ウォレンは、白人と黒人を分離した学校は違憲であるとするブラウン判

決が出たあとに、雑誌から依頼されて、騒然とした南部に乗り込んで行って、セグリゲ

ーションについての意見を聞きまわるのだけれども、結論としては、セグリゲーション

を、普遍的な人間の心の分裂の問題にしてしまいます。黒人のなかにも分裂しぶつかる

感情があって、私（ウォレン）のなかにもあって、セグリゲーションは皆の心のなかに

ある。たぶん、それを言って納得するのは、白人しかいなかった。その分かりづらさ、

越えがたさ、見ていなさというのが、モリスンとフォークナーが根深いというのと同じ

で、白人自身それをどこまで考えていたのかどうか。私が好きなアフリカ系アメリカ人

の女性の詩人、Natasha Tretheweyが、農本主義者を歌う詩を書いてます。農本主義者が

戦後またナッシュヴィルに戻ってきてリユニオンの会をする——これは史実ですが

——そこに呼ばれて写真に一緒に入らないかと言われたというシチュエーションの夢

を見た。そのときに、ウォレンの声がして、そこの君、黒い顔を着けなきゃと言う。要

するに、ブラック・フェイスを着けさせられたというところで終わる詩です。結局、ウ

ォレンが、どれほどセグリゲーションの問題を普遍的ヒューマニズムの点から述べたと

しても、それはアフリカ系アメリカ人の側から見れば、やはり私を黒い人として、ある

いは黒さを着けさせて、想像しているのに過ぎないだろうということでしょうか。それ

はモリスンの『黒さと想像力』と相通ずるところがある。2000 年代になってもこうし

た詩集が出るの見て、しみじみと根深いと思いました。 

 

三浦	 Richard Wrightはシカゴに行ったあとに、南部に戻るぐらいならシカゴで電柱に

なったほうが良いと言ってます。 

	 グリーンバーグはあれが実質、デビュー作で、あれで一気に有名になる。さきほど独

ソ不可侵の指摘がありましたけれど、要するにポピュラー・フロントの文化だと思いま

す。対ナチズムに対して、カルチュラル・フロントというか、政治的な意識は乗り越え

て、まずは対ナチズムということで、ソ連もアメリカもイギリスも手を組もうというの

が、ポピュラー・フロントとしてできてきて、そのときより詳細には、ナチズムがモダ

ニズムを退廃ブルジョワ芸術として批判するのは間違っているというのがあって、それ

がグリーンバーグの思想的・文化的背景だろうと思います。 

	 ただこの話をすると、モダニズムはだんだん立派な芸術だという気がしてきますね

（笑）。そのときから、リアリズムとモダニズムの対立があるわけで、要するにナチス

や、ある種ソ連もそうだけれど、ブルジョワ退廃芸術を批判するというときには、要す

るに社会主義リアリズムだけが正しい芸術だというお話があって、私の最近の議論では、

社会主義リアリズムを否定したのはイカンみたいな、戦後のアメリカは如何に犯罪的か

ということを強調するわけだけれども、その逆の例がもちろん戦時中に・・・ 

 

越智	 ところが、ソ連やナチスで「キッチュが」と言うときにはそうだけれども、同時
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に国内に向けては、ノーマン・ロックウェルを目の敵にして、そのときにはさっき河野

さんが仰ってたようなブラウの闘いになっているんですよね。つまり、ハイブラウの側

からミドルブラウを攻撃しているわけです。国内に向けるときはテイストの問題で喧嘩

をする。 

 

三浦	 中山さんが言われた普遍主義が、対ドイツのために国を超えて団結するポピュラ

ー・フロントというかたちで、モダニズムに入ってくる。中井さんや中山さんが仰った

国別の多様性とそれを超えた普遍性を目指すモダニズムの発想が同型な気がします。そ

れが戦後の新批評に綿々と続いてゆく。それがひっくり返って、南部のことを考えると

きに面白いには、要するにその新批評的なモダニズムが南部から出てきて、戦後のアメ

リカを席巻して、基本的には詩を中心にしてアメリカの教育制度を定めて行く。同時に、

アメリカでリアリズム文学が滅んだときに、南部女性作家にそれが残る。フラナリー・

オコナーとかを中心に。リアリズムの定義はつねに難しいので、それを典型的なリアリ

ズムと呼んでよいのかという問題はあります。もちろん社会主義リアリズムではないの

で。だが、アメリカでリアリズムがなくなったというときには、越智さんが言ったコミ

ュニティの概念、down to earthというのか、地べたにしっかりと着いた生活書きますと

いうリアリズムは、南部女性作家にはずっと残って行くという伝統はあって、その辺は

面白いと思います。 

	 あと、他方、つまらない話ですけれど、ジェイムソンが居るのがデュークでノース・

キャロライナという。それこそデュークというのは、南部のハーバードみたいな、そう

いう立ち位置があるから、そういうプライドのなかで、ジェイムソンみたいな人も雇っ

て、うちの大学では、どこでもやっていないような研究をやっていますよみたいなのを

示したいという根性が、あそこには働いているのだと思います。そういう不思議なこと

が南部に行くとあります。 

 

越智	 去年、南部人みずからグローバル化する南部をグローバルサウスと呼ぶのは、

Gayatri Spivak に怒られるよねとか言ったけれど、これは噂話だけれど、そもそもスピ

ヴァクに怒られない意味でのグローバル・サウスという用語がアメリカで出てきたとき

に、絶対、南部を想像しているよねと言うのを聞いたことがある。というのも、要する

にアメリカのなかにおける第三世界的な問題は南から出てくるから。だから、軍隊に登

録するのは今でも南の人たちが圧倒的に多くて、イラク戦争で死んだ人も圧倒的に南の

人が多くて、その貧困問題が白人にも食い込んでいる。妻たちはウォルマートなどで時

給 6ドルで働いて、スウェット・ショップとか言われてしまうわけでしょ。だから、第

三世界的な問題が南部に集中していて、たとえばナイキもアトランタに最初に工場を造

ってその後もっと人件費が安いアジアに工場を造る。コカ・コーラもそう。第二次世界

大戦後、コットン・ベルトはサン・ベルトと呼ばれるようになって工業地帯化するんだ
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けれど、理由は労働力が安いから。 

 

三浦	 さっき河野さんに投げていたけれど、都会と田舎というか、アメリカの想像力の

なかでは、田舎の典型例というか、田舎と言えば南部みたいな。それは植民地主義的な

ものとも結び付いている。皆、気候が良いんで性的に乱れちゃいますみたいな。そうい

うのは、アメリカでは南部に向けて投影されるよね。 

 

河野	 投げて頂いたウェールズなんですけれど、ちょっとずれちゃうかもしれないけれ

ど、サイードによるウィリアムズ評価という問題があって、基本的には『文化と社会』

がダメで『田舎と都会』(The Country and the City)が偉いという評価をしています。50

年代、60 年代初頭あたりには、自分のなかではウェールズの経験は欠落していたとウ

ィリアムズ自身ものちに言っていて、その辺の評価も、本人の証言もあって、典型的な

ウィリアムズ像としては、ケンブリッジに行っていた頃はイングランドのことばかりや

っていたのが、後年になってウェールズに回帰したという物語が作られることがよくあ

って、残念ながらサイードによる評価はそれを反復してしまっている。それを私はかな

り不満に思っています。おそらく問題は、サイードによる『文化と社会』評価で、そこ

でウィリアムズは、表面上ウェールズの経験をあまり前面には出さずにイングランドの

系譜と伝統を描いていくということをしていた。しかし、表面上はそうなんだけれども、

文化という問題を語る上で言っていないわけではないですよね——ウィリアムズ自身

の経験をあの本のなかで。確実に言ってます。ウィリアムズは、イングランドで直面し

たリーヴィス主義を中心とするような文化概念、たとえば有機体的社会、オーガニッ

ク・コミュニティという問題に関して、オーガニック・コミュニティというのは幻想で

あると脱構築して終わるというのではなくて、「いや、ある」と、私は見た、私が生ま

れたウェールズにはあると言いつつ、それでもリーヴィスやエリオット的なオーガニッ

ク・コミュニティは批判する。一見すると矛盾することをやっている。そこから文化の

概念を創り上げてゆくわけですけれど、その辺を見ても確実にウェールズの経験・存在

はあの本の時点であります。また、サイードがこれを論じているか否かはちょっと分か

らないですが、同時に書いてもいて、『文化と社会』のちょっとあとに出した彼の小説

ですよね、『ボーダー・カントリー』というものがありまして、これは確実にウェール

ズを主題とし、ウェールズからロンドンに上って行くスカラーシップ・ボーイを主人公

として、ウェールズと中央との距離を測ることを主題化してゆくということを考えあわ

せても、ちょっとサイードの『文化と社会』の評価は手厳しいなと。サイードがそのよ

うな評価をしなければならなかった文脈はよく理解できるのですけれど。『文化と社会』

に代表されるようなウィリアムズが、完全にイングランドの批評家であると表象される

ことによって失われるものも多いと思います。 

	 越智さんの話に無理やり結び付けると、ウェールズは人種ではないと言い切ってよい
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のかは微妙ですけれど——言語の問題とかありますけれど——基本的には産業化が進

む際に、実はウェールズというのはイギリスの産業主義の原動力であったわけですよね。

炭鉱があり、蒸気機関の実験がウェールズであったりして、最先端をきっていたはずな

んですけれども、同時に、文化的にはイングランドに従属するかたちになっていた。ア

ンバランスな状況がずっと続いていたという意味では、通じるものがあるのかもしれま

せん。ただ、南部のように、突然一挙に普遍的なものに接続することを自らのアイデン

ティティとするようなねじれたものがウェールズに見いだされるかというと、あまりそ

のようなものはないような気もします。 

 

越智	 農本主義者だけが変わっているのかというとそうでもなくて。さきほど出した

「南部のアイデンティティを探して」という論文を書いたのはウッドワードという歴史

家ですけれども、彼は、南部アイデンティティのありかを、その負の歴史、つまり奴隷

制とか、南北戦争とか、戦争に負けたとか、その点に求める。進歩するアメリカのなか

で後ろ向きなものを持っている点で、すごくアイロニカルな立場を持つからこそとても

普遍的だと言う。 

	 確かに Reinhold Niebuhrの言うアイロニーという言葉が流行っていた頃なんですけれ

ど。だから、南部というその個別は反転して普遍に行く、あっという間にすぐ行くって

いうのは、ウェールズと違って、一種の特徴なんでしょうか。その普遍がどれだけ普遍

かは微妙だと思うんですけれど。 

 

河野	 話を聞けば聞く程、どういうアクロバティックスなんだろうという感じがします

よね。そのときに北部アイデンティティとの差異が成り立つとして、北部との、特に知

識人に関して、北部との知識人との差異化というのはあるのですか？ 

 

越智	 農本主義者はそのときは普遍を代表して、リベラリズムを語るときはアメリカの

知識人になるんですよ。で、たまにナッシュヴィルに帰ると、農本主義者、リユニオン

といって南部人になっているんです。 

 

中井	 私がアメリカの南部を見るときには、黒人の側から表象されたものばかり見てい

る——ハーレム・ルネサンス文学とか読んで、リンチの問題だとか。そうしたものばか

り見ているので、さっきの「お気楽生活雑誌」とかってものすごい違和感がある。なん

か別世界に住んでいるような気が。 

 

越智	 たぶん、本当に別世界に住んでいるようなところがいまだにあるんです。きっと。 

 

中井	 だから逆に言うと、それを接続することがまだあまりされていないんだったら、
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やりがいがある分野かもしれない。 

 

三浦	 最近はどうなんですか？オバマが大統領になって。 

 

越智	 オバマが大統領になって、う～ん、キャンパスのなかは常に民主党だから。 

 

三浦	 キャンパスのなかと外が別世界なんだよね。南部に限らないのかもしれないけれ

ど。 

 

越智	 キャンパスのなかは民主党なので、すごく違和感ないのよ。だから、ニューヨー

クとデュークのキャンパスやノース・キャロライナ大学のキャンパスは同じなのよ。 

 

三浦	 デュークの場合は黒人すごく少ないけどね。外に出ると segregate されていて、

生活習慣的に分かれて住んでいる。 

 

越智	 無茶苦茶、別れて住んでいるんだよね。この地区はこういう人たち、この地区は

こういう人たちで、そうでない不思議な人種、アジア系とかはこっちのほうとか。だか

ら、居住空間が分断されているので、どんなに一緒ですと言ったって一緒じゃない。白

人の区域に住んでいると白人にしか会わないという現象すら起きてくる。 

 

三浦	 Maya Angelouの I Know Why the Caged Bird Singsとか、 Martin Luther Kingも自分

の子どもの話としてしてたし、トニ・モリソンも言ってるけど、学校に入るまで人種差

別を知らなかった。学校に入るまでの自分の家と地域の共同体には黒人しかいなかった。

世の中に白人というのがいるのは知っていたけど、喋ったこともないし、何もないんで、

人種差別というのを知らなかったっていう。学校に入って一緒になったら「お前、ニグ

ロだ」と言われ、はじめてそこで人種差別というのを知った——そういう生活なんだよ

ね。言い方が難しいけれど、制度的セグリゲーションが終わってもある程度残っている。

都市部に行くとたぶん違うけど。 

 

越智	 都市部に行くと、たぶんもう一緒に住んでいるんだと思うんだけれど。 

 

三浦	 そもそも南部って、田舎に行くとみな離れて住んでいるんだけれど。日本と比べ

ると。 

 

越智 『スキン・ディープ』(dir. Frances Raid, Skin Deep)というドキュメンタリー映画観

たことある？1990 年代の映画なんだけれど、要するにどうやって政治的に私たちは新
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しく生きられるのかという実験の映画。いろんな人種の若い人たちを合宿させる。で、

ワークショップをするんだけれど。で、結構、迷惑がっているのが、白人の坊ちゃん、

嬢ちゃんなの。「そんなこと言ったって、一緒にいたくないものは、いたくないでしょ」

みたいな。要するに、作った側は、もしかしたら対話を通じて仲良く融和してゆくこと

を、夢見たのかもしれないけれど、その夢は全然、叶わない。 

 

三浦 日本の大学のキャンパスで、黙っていると男の子と女の子が分かれて座るような

もんだよね。ああいう感じで、白人と黒人も分かれて暮らしている。 

 

越智 それ、ロンドンなんかではそうじゃないよね。ロンドンの景色とだいぶ違わない？ 

 

中井	 もちろん地域で、ここはどういう階級の人が住むところ、というのは厳然とあり

ますけれど、それに、やっぱり民族コミュニティで固まって住む傾向はあります。けど、

バークレーに行ったときびっくりしたのは、南と北で街が完全に分断されているころ。

ある通りを過ぎると、こっちからは色が違うという。あの極端さは、ロンドンにはない

んじゃないかな。 

 

越智	 このアパートは、全員この色とかね。 

 

三浦	 前も言った気がしますけれど、Sara Paretskyというシカゴ出身の、女性主人公の

ハードボイルドを大量に書いた作家ですけれど、親の代が移民なんだけれど、シカゴは

人種で分かれているとか言ってお前は何系だとか聞くけれど、それは嘘っぱちでシカゴ

はブロックで分かれていて、ブロック単位で故郷の村が分かる、この村ならどこの教会

だなっていうのが分かるって言ってます（笑）。 

 

中井	 だからたぶん、イギリスはアメリカほどに階級が人種化していないから。住んで

いるところは階級で分かれているというのは事実だと思うんです。経済状況で分かれて

いるのは事実なので。そういうことなのだと思うんですが。 

 

越智	 マルクス主義を排除していく過程で、人種の問題というのが階級の問題として語

られていった。そうなると後は、アイデンティティの政治を呼び込みやすい素地ができ

てしまったような気がしますよね。 

 

 

V. 系譜学的反転と要求者組合 
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河野	 三浦さんのお話の後半部分、ケヴィン・フロイドの議論のなかで、セクシャル・

アイデンティティ、もしくはホモセクシャル・アイデンティティというは、テイラー主

義的な分業労働・家庭内労働、つまりジェンダー規制における疎外から生じたという論

点、さらにそれをひっくり返して、疎外概念そのものがホモセクシャル・アイデンティ

ティの歴史と同時に生じていて、したがって、疎外概念——物象化と言ってもいいでし

ょうか——物象化概念と労働概念というのが、家庭内労働その他の活動の非労働化の上

に成立したという話。この辺にちょっと接続してお話できればと思います。 

それがよく分かる具体的な一要素として、60年代の終わりから 70年代の初頭にあり

ました、イギリスでの要求者組合運動、クレイマント・ユニオンを紹介して、検討、位

置づけてみたいと思います。さきに位置づけを言うと、要求者組合というのは、イギリ

スにおける福祉国家から新自由主義への転換に、時代的にも原理的に位置する。さらに

広くとってゆくと、資本主義の産業資本主義的な段階または帝国主義の段階から、後期

資本主義段階への転換点にも重要なかたちで位置するのではないのか。また同時に、要

求者組合が孕んでいたような可能性、主張というのは、三浦さんも言われました、フレ

イザーの承認と再分配のジレンマの前提を問い直させてくれるかもしれないと考えて

おります。要求者組合に関しては資料がなく、今回お話しするのは、Hilary Roseという

人の 1973 年の論文——Socialist Register に載ったものですね——それと山森亮さんの

『ベーシック・インカム入門』のなかで紹介されている議論——ほぼ内容は重なってま

すが——この辺からの参照となります。 

	 これが起こった経緯ですけれども、その前史としては大まかには、60 年代ぐらいに

労働運動には何が起きたのかと考えますと、労働党が 50 年代に政権を取って、だんだ

んと労働者階級と乖離していった、労働者階級を代表しているとはなかなか思われなく

なっていったとう経緯が、一つにあります。それに対して、若い活動家たちは、労働者

階級という言葉ではなく、そのとりあえずの同義語として、コミュニティという言葉を

使い始めたんだとローズははっきり言っていて、これがまず興味深い現象だと思います。

何にせよ、労働党が代表する労働者階級という連帯のカテゴリーが失効しつつあったと

ころで、新たな連帯のカテゴリーが必要とされたという経緯があったということです。

具体的には 1968 年の出来事で、バーミンガムで、基本的には大学紛争から起ったらし

いのですが、バーミンガム要求者組合が結成されたそうです。同じ頃、バーンズリーで、

元炭鉱夫で障がい者のジョン・ケニオンという人が、失業者と要求者の組合というのも

つくっていたそうです。この組合に関して、ローズが面白いことを言っていて、働く権

利だけではなく、働かない権利も主張したということで、決定的に勤労福祉国家的なも

のから逸脱するような主張をしていることも注目されると思います。その後どんどんこ

の要求者組合運動が広がっていきまして、ブラントン、マンチェスター、ロンドン、東

部、北部、西部、ノース・スタフォードに組合ができたそうです。70 年の 4 月にそれ

までにできた 7つの組合が、全国要求者組合連盟を結成します。 
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	 70 年の秋には、大幅に拡大して 18 の組合ができた。翌年 9 月には 64 の組合ができ

ていて、ローズはかなりの概算をしているのですが、後ほど言うように、組合員は何人

いるのか把握できないです。概算すると 3万 8千人位をその時点で擁していたそうです。

ローズの論文自体は 73 年ですのでその後のことは分からないのですが、山森さんの本

によると、70年代の半ばに自然消滅していったようなんですが、ただし、claimants union

とネットで検索すると山ほどヒットするので、いまだに存在します。経緯はそんな感じ

です。 

	 中身なんですけれども、参加者は年金受給者、障害者、病者、公的扶助の受給者、シ

ングル・マザー、失業者、学生らであった。活動で特に力点が置かれたのは、シングル・

マザーに対しての受給資格調査でかなり不当なプライバシーの侵害をする監視を行っ

ていたという現状があって、たとえば、男性との性的な関係があったら受給はしません

とか、同棲していると下りませんとか、そういう扱いに対して抗議活動を行う。そのよ

うな個別の活動の他に、さらに普遍的な主張を全国要求者組合連盟の憲章として掲げて

います。ローズは４つの憲章を挙げております。特に一つ目は、全ての人に対して、

“without means test”、資力調査なしで適切な所得を得る権利を与える。これは現代的に

は、いわゆる、ベーシック・インカムの主張をしているということで、かなり注目され

る。二つ目も重要かと思うのですが、自由な福祉国家をすべての人に、その後がたぶん

重要で、“its services controlled by the people who use it”と言い、それを使う人によってサ

ーヴィスがコントロールされるという言い方をしています。これもちょっと注目される

現象かと思います。 

	 これを位置付けるとき、今の憲章の二つがかなり重要かと思うのですが、最初に言っ

たように、福祉国家から新自由主義へという狭間にあるような存在だということです 。

これはヒラリー・ローズが述べているのですが、要求者組合のキーワードにはコミュニ

ティというものがあり、さらには、コミュニティのセルフ・マネージメントが重要だっ

たと、73 年の時点で。おそらく、これらはそれ以前の労働組合全盛の時代であれば、

コミュニティではなくて労働者階級と言ったであろうし、セルフ・マネージメントでは

なくワーカーズ・コントロールと言ったであろう言葉を、こういうキーワードで置き換

えているのが、決定的に重要ではなのではないかと思います。とりああえず、このキー

ワードの変化は、この後の 80 年代に顕在化していくような新自由主義をいかにも準備

しているかのように見えます。これがなかなか並行してトランスアトランティックには

行けなくって、イタリアに行っちゃうんですが、同じように同時代的に、ベーシック・

インカムの主張をしていたイタリアのアウトノミア運動ですね、それにも同じことが言

えて、この辺は Paolo Virnoがかなり論じていますが、反転された革命ということで——

アウトノミア運動の自律性ということですよね——工場から逃走して自律性を得ると

いう動きが、福祉国家からのある意味の逃走になり、新自由主義とそりが合うことにな

ってしまう。それがこの動きとかなり平行になっているのが、かなり興味深いなと。そ
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の組合の運営形態に関しても、ローズが述べているのですが、要求者組合というのは固

定したメンバーシップというのはなくて、かなり個別的に問題を抱えた人がその場その

場で参加していって、その問題が解決していったら去るみたいな感じでやっていた。運

営形態に関しても、労組的な中央集権運営は嫌って——当然、軋轢はかなりあったらし

いんですけれどね——一方では労組的に中央集権的にやっていこうとする人に対して、

民主的にアソシエーションにといういようにというところで、軋轢があったらしいです。

ここで私が想起するのは、このような非中央集権主義的なアソシエーション的な組織形

態ということでいうと、ウィリアムズが“Bloomsbury Fraction”で言っているような、戦

前のブルームズベリー的な個人のアソシエーションというかたちでの共同体というか

社会、ウィリアムズはこれが戦後に自然化されたと言う——こういう個人主義が。なん

かそのような系譜にあるのかもしれないと思います。いずれこれをウルフに繋げて何と

かならないかなということを考えているんですが。 

	 Basic Income的な主張ですけれども、基本的には社会主義フェミニズム的な、あるい

は、さっき言ったイタリアの運動でも主張されていたような、家庭内労働に賃金を払え

という主張も含まれており、いわゆる勤労福祉国家的な賃労働以外の生もすべて労働と

見なすという主張をしている。これというのは、フォーディズムからポストフォーディ

ズム的転換を印付けている。これでまた想起されるのが、Donna Harawayが『猿と女と

サイボーグ』(Simians, Cyborgs and Women)のなかで言っているホームワーク経済という

話があって——91 年でしょうか——それ自体を歴史化しながら比べてみるのも面白い

でしょうか。これをさらに広く歴史化していくと、さきに述べた資本主義の産業主義・

帝国主義の段階から後期資本主義への転換点にこれが位置すると見ることもできると。

で、こう見たときに、ゼロ年代にプレカリアートとかアンダークラスとさかんに言われ

てますけれども、それが 90 年代からゼロ年代に独特の現象と見るのは、歴史的に少し

視野が狭いのではないのか。少なくとも、70 年代にすでに労働者階級というカテゴリ

ーの外側に疎外されていた人たちが問題になっていたのは、注目されるべきだと思いま

す。そうすると、要求者組合がネオリベを準備したという話に聞こえるかもしれません

が、決してそのようなことではなくて、これを正しく歴史化することが必要だろうと。

つまり、この要求者組合に至る系譜、それからそれ以後、現在に至る系譜がどう続いて

いるのか。言い換えれば、要求者組合における残滓的なものや勃興的なものは何かと考

えることで、現代がより良く見えてくるのではないかと考えています。 

	 残滓的なもの、勃興的なものとそれぞれ考えてみると、残滓的なものとして一つ引き

継いでいるのは、社会主義フェミニズムの系譜があるだろう。普通、社会主義フェミニ

ズムは 70年代に興ったのではという反応がありそうですが、これは Hal Draperと Anne 

G. Lipowという人の、これも偶然 70年代の論文を『ソーシャリスト・レジスター』で

見つけた、“Marxist Women versus Bourgeois Feminism”という論文ですけれど、これおも

に 19 世紀ドイツの話をしているんですね。この時点で社会主義フェミニズム対ブルジ
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ョワ・フェミニズムの対立が先鋭化してあったということ、それを 70 年代の同時代に

やっているというのは、面白いなと思います。それはともかく、連綿と続く社会主義フ

ェミニズムの系譜、そこでの前提というのは産業資本主義体制下における公私、つまり

家庭と仕事という区分と労働倫理を、批判していくということですね。それに対して、

ここで勃興的なものとして見えるのは、ポストフォーディズム状況下における公私、つ

まり仕事とプライベートが解体していく様子が見てとれる。これをフレイザーの用語を

使えば、socialist conditionと post-socialist conditionかもしれないのですが、後で言うか

もしれませんが、フレイザーは基本的に 1989年を、post-socialist conditionの境にしてい

るはずなんですね。それをもう少し前まで系譜をたどらないと正しくないという気がし

ます。 

	 コミュニティという言葉についても、さきほどは新自由主義的な非中央集権としての

コミュニティ、それが三浦さんの話にあるアイデンティティに繋がるんだと思うんです

が、とりあえずは同時代的に見ると、このヒラリー・ローズが言っているコミュニティ

という言葉は、基本的には近所という感じなんですね。ご近所の困った人たちが集まっ

て問題に対処することになっていて、その両面性はやはり見なくちゃいけないなという。

で、もう一つは、産業主義化における組織労働者からマルチチュードへというような流

れですね。これも繰り返しになりますが、福祉国家のデモクラティック・コントロール

ですね、福祉国家を皆でデモクラティックにコントロールしようという普遍的な理念を

掲げつつ、もう一方はさきほども言った非中央集権的なコミュニティのセルフ・マネー

ジメントということ、これもかなり二面的ですが、おそらく残滓的なものと勃興的なも

のとして見られるのではないのか。ベーシック・インカム的な主張に関しても、そもそ

もそれにも二面性がありまして、資力調査なしに普遍的に支給しましょうということな

ので、一方はかなり普遍主義的なんですね、ところが、その福祉のあり方というのが個

人単位での福祉になるので、もう一方では、徹底的に個人主義的であるという見方もで

きる。その点では、ネオリベとかなりそりが合う。これもまた二面性を持っている。こ

のように、現代を見るうえで興味深い多面性のある運動だなと思います。 

	 フレイザーの問題なんですけれども、おそらくケヴィン・フロイドがやろうとしてい

るような、クィア理論とマルクス主義の接合を考えるためには、フレイザーとバトラー

の論争は、承認と再分配のジレンマをどうするのかというのが決定的に重要な問題であ

ろうけれども、なかなか話が前に進んでいないという感じです。フレイザーのジレンマ

というのは歴史的に長く見れば、さきに言った、社会主義フェミニズム対ブルジョワ・

フェミニズムという古典的な対立のある意味、再演ともいえる。つまり、女性というカ

テゴリー、アイデンティティで連帯しようというときに、女性というのはあらゆる階級

に存在してしまうため、承認モデルだけで何とかしようとする、再分配モデルだけで何

とかしようとすると、階級が違う女性のなかでの利害対立が起きてしまうと。さきほど

も言ったドレイパーらも、そのようなことが 19 世紀ドイツで起こっていたと論じてい
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ます。それに対して、フレイザーは、ジェンダーというカテゴリーは承認と再分配が同

時に必要となる分野なのだと言っています。それはまさに、このような古典的な対立を

解消するために言っているのだと思います。フレイザーは人種もそうだと言っています。

ホモセクシャルの問題ですが、フレイザーはあの本のなかで純粋な承認の政治学の例と

して同性愛者を挙げていて、それに対してバトラーは噛み付くわけですね。これは最終

的に脱構築されていくのが正しいでしょう。その点ではおそらく、バトラーのフレイザ

ーへの反論“Merely Cultural”と、それに対して同じ号のなかにフレイザーの反論も載っ

ていますけれども、この二つが脱構築されるという点では、おそらくこの二人は同意す

るのではないか。微妙なニュアンスはあって、バトラーは脱構築するというよりは、文

化的なものも物質的であると、アルチュセール的なことを言い反論しています。これは

不穏な例ですが、同性愛者が扶養控除を求めることを考えてみたときに、当然、扶養控

除なんてヘテロノーマティブなんですけれど、ヘテロな人と同等の権利を求めると考え

たときに、当然それは承認を必要とすることだし、ヘテロなカップルと同等の文化的地

位を必要とするわけだし、この場合、税の控除という経済的なの再分配システムを同時

に必要とするものだから、その点において脱構築されると思われます。ところが、もう

少し考えると、普遍的なベーシック・インカムがあったら、そもそもそんな承認もなに

も必要となくなるのではないのか。極端な話、ベーシック・インカムが実現したら、人

の嫌がる仕事ほど給料が高くなったり、逆に社会的承認の度合の高いような仕事は給料

が安くなる。これは山森さんだったかな、大学の先生よりも大学を掃除している人の給

与が高くなることもありうるみたいな議論もしておりまして、ある意味、文化的承認は

問題ではなくなるみたいなことは言えると。この微妙な狭間的な位置にいる要求者組合

というのは、フレイザーが言うような承認対再分配のジレンマというのは、そもそもジ

レンマとして表れる直前というか、それが生じた瞬間なのかもしれませんが、そのよう

なモメントとして捉え返すことができるような気がします。 

	 ところがさきほども言ったように、要求者組合が、現存する福祉国家へのかなりラデ

ィカルで普遍主義的な批判から生じているとすると、福祉国家批判は新自由主義化の力

になったわけで、新自由主義の源にそのようなモメントがあったということも同時に言

えてしまうであろうと。それを言ってしまったら、新自由主義やポストフォーディズム

というのは、そもそも要求者組合が推し進めたような公私だとか労働対活動といった区

分をまさに溶解させることによって、承認と再分配の区分をどんどん脱構築していった

のではないのかと言えると。そうするとフレイザーの言っていることは、ある意味ポス

トフォーディズムがさきに実現してしまったという側面もあるのではないかと思いま

す。 

 

越智	 今のお話だと、要求者組合を組織する人たちは、いわゆる労働組合にはいられな

い人たちの組合になるの？つまり失業していたり、体が悪いとか。 
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河野	 そうです。問題なのはイギリスの場合は産業別組合というかたちで、労働者と労

働組合が 70 年代まではまだまだ力を持っていたということですが。典型的な面白い風

刺画がありまして、旦那がデモに行って「賃金を」と言っているのだけれども、働く権

利のデモに行っている間に子供たちの世話をしてくれればいいとも言っている。要求者

組合の漫画らしいんだけれども、そういうことです。勤労福祉国家のなかで、労働組合

というのは、ある意味、勤労福祉の体制を維持するのを担っていたわけですけれども、

そこから零れ落ちる人たちがクレイマント・ユニオンというかたちで声を上げていった

というのが、基本的な図式だと思います。 

 

中井	 60 年代に労働者階級というタームからコミュニティという言葉に移行し始めた

というのは面白いと思います。つまり、今イギリスでコミュニティと言うと、しばしば

民族コミュニティを指しますよね。60 年代は南アジア系の移民が爆発的に増えだした

時期でもありますし。移民のためのカウンシルみたいなのが地方にどんどんできていっ

て、それは選挙で選んでできていったのではなく、適当に地域のボスみたいなオジサン

がトップになって、そのようなやり方なんだけれども、いつのまにか移民のコミュニテ

ィを代弁してしまう。そのようなものができてきた時期と大体重なるし、あと移民コミ

ュニティはしばしば失業者コミュニティでもあるので、要求者組合のなかに移民も入っ

てきていてもおかしくないですよね。特にアフロ・カリビアンの女性は、シングル・マ

ザーの割合が高いと思う。そうしたものは資料として出てくるのですか？ 

 

河野	 移民がこの運動に入ってきていたかというのは、今のところヒラリー・ローズは

書いていないです。 

 

越智	 年収で言うと労働者の年収かもしれないけれども、そもそも労働者ではない人た

ち、ワーキング・クラスと言えないとき連帯をどのように表すのかというときに、コミ

ュニティを使っていくわけですよね。三浦さん、こういうのあるの？ 

 

三浦	 ないと思います。聞いてて思ったのが、非常に新左翼的というか、ヒッピー・ム

ーヴメントに近いものを感じるのですが。セルフ・コントロールのコミュニティを目指

すとか、働かなくても生きていける権利を目指すというのは。そもそも学生運動から始

まったという話もありましたが。 

 

中山	 でも、そのときの経済的・物質的基盤というのは、国家が保証するわけでしょ。 

 

河野	 そうです。 
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中山	 ジジェクがベーシック・インカムを批判するのはそこなんだよね。結局、国家に、

お前たち、何もメスを入れないだろと。 

 

河野	 新自由主義的コミュニティとクレイマント・ユニオンが言っているコミュニティ

の違いは何かというと、仰る通り、国家と失業した個人の間に入る中間的なものなんで

すよね、あくまで。新自由主義までいくと、今度はコミュニティと中間的なものではな

くて、ある意味、国家と同等のものというか、自立的に国家がやってくれないことを単

純にやるものとしてコミュニティが前面に出てくる。民主党政権下の新しい公共という

理念も、そのようなことだと思いますけれど。という意味では、とりあえずジジェクの

言うとおりだと思います。 

 

越智	 国家に要求するというその一点において、さっき中山さんが言っていたような問

題があるし、逆に言えば、結局、福祉国家の勤労者に対してひいたセイフティ・ネット

にそもそも入らない人の承認の要求ですよね。だから枠を出ない気がするんだけど、で

も視点は面白い。というのは、アメリカでは通例、結局こういう人を助けるのは教会な

どになる。poverty line以下の人たちに対して、いわゆる福祉のチケットを切るわけだけ

れど、そこにすら引っかからないような路上の人とかは、大体、教会だよね。 

 

中井	 さっき言った、ムスリム・カウンシルとか、地方自治体がやっているんですよね。

だから、個人のレベルではないところでやっている。 

 

三浦	 この時代、Great SocietyとWar on Povertyで、このような人たちに対する福祉は、

基本、広がっていたんだと思いますけど。 

 

中山	 聞いていて教えてほしいと思ったのは、要求者組合の憲章に関連することです。

四つ挙げているところで一と四が基本的にベーシック・インカムと同じような主張であ

ると思います。ベーシック・インカムの起源というと 1930年代の戦間期というか C. H. 

Douglas になると思う。そのとき、言ってみれば、働かなくてもお金がもらえるとなっ

たときに、「働かざる者食うべからず」という道徳（倫理とは区別したい）はどうなる

のか。ダグラスであればナショナリティの問題をそこに入れてきて解決する。イギリス

人として生まれたからには、かつてのイギリス人たちが成し遂げた技術的な発明とか物

質的な様々な遺産を享受する権利がある、そこから発生するであろう富は、イギリス人

である限りにおいて、みなが享受する権利を持つと。だから、働かざる者食うべからず

的な道徳はいらないのだということになる。その辺の道徳問題の処理の仕方は、大戦間

期とはおそらく変わるんですよね。ダグラスはナショナル・レガシーといいましたが、
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移民が入ってくれば、もはやそんなことは言っていられない。ナショナル・レガシーな

んて言っていられなくなる。 

 

中井 そもそもイギリスの NHS は、私たちがある日突然ロンドンに行って怪我しても、

ちゃんと全額出してくれる。 

 

中山 その根拠ですね、問題は。 

 

河野 何を根拠にしているのかというと、普遍性しかない。 

 

三浦	 山森さんの本はベーシック・インカムの先行例として、合衆国の黒人女性のこと

を挙げていて、マーティン・ルーサー・キングも暗殺されなければそれに関わっていた

であろうという話がある。あれなんかの流れで言うと、最初、河野さんが確認してくれ

たように、労働概念が無根拠な差別によって成り立っているので、家庭内労働も労働だ

という、そのさきでもっと言えば、生きていること自体が労働だというのが、たぶんあ

ったんじゃないですかね。 

 

越智	 失業という仕事をしている。 

 

三浦	 前にも言ったことがあるんだけれど、Eric Hobsbawmが、20世紀の歴史で 60年

代にリベラリズムの文化が大きく変わったと言っているんだよね。そこではあまり具体

的なことは言っていなくて、学生運動のこととか、農業生産者よりそうではない人の人

口が増えたとか、そのようなことを言っているのですが、たぶん、それに近い感覚を私

は感じるんですよ——ヒッピー・ムーヴメントに似ているということ込みでね。あと、

例の Idea of Communismのなかの中国の文化大革命を論じた章があって、そこでその人

はだから、文化大革命というのは partyによる representationというものがグローバルに

信じられなくなった時代の先駆けであるという話をしていて、それがまったく同じ話な

わけですよね、時代も一緒で。要するに政党政治によっては代表されえないと当時考え

た人たちが、自らの主張のための団体を作り上げたというのは、文化大革命もそうだっ

た。かなり同時的にそういうことが起きていたんだろうなという気がします。 

 

越智	 だけれども、ヒッピーなんかは、さっき三浦さんも仰っていたけれど、システム

とかアメリカ的なるものとか、わりとそのあと福祉国家批判に直結する方向で行くとこ

ろは、違うよね。 

 

三浦	 さっき、中山さんが言ったような、財源なしに国にくれというところは、ほとん
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ど anti-statismと同じコインの裏表のような気がするんですけれど。 

 

越智	 そのときの国って何？ 

 

三浦	 国は壊れても構わないと思っている。 

 

越智	 壊れても構わないのだけれども、財源としての国は何処かに。 

 

中井	 Selma James（C. L. R. Jamesの妻）も、「国に払え」って表向きは主張しているの

だけれど、家に帰ると「お前、払え」って言っているという、それに近いのかもしれな

い。 

 

三浦	 河野さんに単純に質問なんですけれども、最後に新自由主義やポストフォーディ

ズムとは公私、労働活動の区別を溶解させることによって承認と再分配の区分を分別不

能にしてきたのではないのかというのは、ここだけ読むと分かるのですが、新自由主義

とは格差社会を生むというか、再分配を無視するシステムですよね。そこのところとど

う繋がっているのかがよく分からないのですが。 

 

河野	 主にポストフォーディズムのことを考えているのですが、やはりさきほど話題に

なっていたような、とりあえずのベーシック・インカムの論理的な根拠ということで言

うと、労働と失業と失業と就業の区分はすでにポストフォーディズム状況においてはな

いのだから、ということは生きていること自体労働でしかない、情動労働という用語に

変えてもそれは同じことだと思うのですけれども、人間が労働者として労働するために

は、生きている間は自分の情動のすべてを動員せねばならないという議論を、ある意味

裏返して、じゃあ払えっていう話をしているわけですね。 

 

越智	 	 今の話聞いていたら、welfare queenも働いているような気がした。Welfare queen

の悪しき作られたイメージは、要するに、福祉を食いものにする、働かないけれども食

っている人だよね。 

 

三浦	 だから、それはイメージの問題なんで。 

 

越智	 そう、そういうイメージを与えられて、だから、貧乏だからといって国家が補助

するのはどうよっていう、サボっている人の代名詞のように使われるのだけれど。とこ

ろが最近、割といろいろと言われるのは、結局、やっぱり相変わらず welfare queenを猛

烈に嫌っているんだけれど、そのときに何というかと言うと、「だってあの人たちは子



52 
 

供を産めば産むほど補助金が増えるからどんどん頑張って産んでいるのよ。それでます

ます多くの補助金を貰っているのよ、許せない」っていう言い方。でも、そんなこと言

っても、生きていて陣痛で子供を分娩するのって労働じゃないかという。チョー働いて

いるねと。 

 

河野	 承認と再分配の問題ですよね。 

 

三浦	 ここだけ読むと、格差の問題が新自由主義の問題ではないかのように読めてしま

う。 

 

河野	 あたかも、それがポストフォーディズム的なヴィジョンが本当に全面化していて、

すべてが労働であって、だから賃金を貰ってもよくてということであれば、そこには、

この人は deserveする、この人は undeserveだというような承認の区分というのは、本来

必要ないはずなんですよね。原理的には。それと David Harveyが『新自由主義』(A Breif 

History of Neoliberaism)で言っているように、理論とやっていることが違うという側面が

あるということですよね。そういう話じゃないんですか？ 

 

三浦	 そういう話なのかなという、いや、よく分かんないんです、純粋に。 

 

河野	 だから、クレイマント・ユニオンの主張というのは、実は、そういうポストフォ

ーディズム的な理論を徹底しろということになっている。雇い主は神になる、しかり。 

 

越智 でも、雇われていないんだよね。 

 

三浦 それは、ハートとネグリ的な気がしてきたんですが。 

 

河野	 だから、今もがいているのは、どうそう取らないかということで、非常に要求者

組合的な集団性のあり方というのは、マルチチュードに似てくるというか、個人が帝国

の潜勢力であって個別性が普遍性・全体性に直結してしまうので、ハートとネグリと思

ってしまうような部分があるのですが、それにしても強調したかったのは、そこに至る

残滓的なものも確実にこの要求者組合に見出せるのではないのかと。 

 

越智	 今なおある要求者組合と比べると、もしかしたら残滓はますますなくなっていて、

当時、勃興的だと思っていたのがますます強くなっていたら、逆にそこには何かが残っ

ていたとか、みえるのかな。 
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河野	 少し、アプローチを変えた方が良いのかもしれませんが、フェミニズム及びクィ

ア理論とマルクス主義を今接続していくという問題から考えたときに、どうしてもおそ

らく、70 年代の社会主義フェミニズム的な問題系に一回戻る必要があると思うんです

よね。ケヴィン・フロイドも、一回そういう経路をたどっている訳じゃないですか。と

りあえずは、家庭内におけるジェンダー規制というのを問題にして、家庭内における分

業の問題ですよね、それを問題にしてということをやっていて、そのクィア理論と考え

るときには、そういったヘテロ・モデルでは全然、見えてこない部分がおそらくあるか

ら、さてどうしようと、とりあえずの問題点はそこですよね。それを考えるときに、こ

の要求者組合の主張というのは面白いのかなと。 

 

三浦	 すごく戯画的に、ハートとネグリをまとめると、それこそヒラリー・ローズが

1973年ですけれど、1973年って、Daniel Bellの The Coming of Post-industrial Societyな

んだよね。それくらいから、ポスト・インダストリアル論が出てきてて、たぶん、そう

いうものと遠く関係したかたちで要求者組合ができている可能性はある。1973年だと、

さっきの中山さんじゃないけれど、じゃ財源どこよみたいな話になっちゃうんだけれど、

ハートとネグりは、もはやインターネット革命があって、もう誰でも家でインターネッ

トでフェイス・ブックとか使うと億万長者になれますから、そういうバイオポリティカ

ル化によってむしろ抵抗の可能性は広がっているんだと、affective laborというのはどん

どんどんどん事実になっていくでしょという。だから、生きることが労働だというのが、

本当に換金できる可能性がどんどん高くなっているので、クレイマント・ユニオンみた

いなのが今こそ本当に革命の契機に成りうるというお話なんだと思う。むしろ考えるべ

きなのは、なぜそんなにハートとネグリが嫌われるかという。 

 

河野	 ケヴィン・フロイドの話でいうと、ジェイムスンもアイデンティティ主義という

ものの immanent な欲求は認めているという話の続きで、アイデンティティのアピール

をイマネントなものとして捉えると、それはそのイマネントな欲求が全体性へと接続さ

れることの重要性を認識することと、で、超越論的に与えられる全体性は bad infinity

であるとして、ここの問題の繰り返しと言えば繰り返ですよね。 

 

三浦	 それはそうなんですけれど、偉そうになるんですけれど、私の理解では、ここで

終わらないで、このさきで、ホブズボームが言うリベラル文化の大革命みたいなことが

起きたとき、この時点でクレイマント・ユニオンに兆候として表れるような、その文化

的変化はどのような産業構造の変化を反映しているのかということが分からないと駄

目なのではないのかという気がします。 

 

河野	 産業構造の変化という点では、広くは分かるのですが。まとめたように、フォー
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ディズムからポストフォーディズムだとか、後期資本主義へという議論で言われている

あらゆる特徴を要求者組合が備えているというのは見えてきたんですけれど。 

 

三浦	 一つはさきに越智さんが言いましたけど、これは私、禁断の話題だと思うんです

が（笑）、アメリカの second wave feminismと言えば、Kate Milletの Sexual Politicsなん

ですけど、それは基本的に、ロレンスとヘンリー・ミラーの批判なわけ。だから、ケイ

ト・ミレットって実は、working classの男性性を批判したんだよねという次元をどうす

るか。そこで、ケイト・ミレットってブルジョワ・フェミニストだったんでしょみたい

な、お前にニューヨークに住んでいるしみたいなね。禁断と言いつつ、そういうものは

何となくボーボワールにもあると思うんです。あともう一つは、Ernst Mandelの『後期

資本主義』を読んだんですが、あそこでマンデルは、段階論的に後期資本主義がくると

言っているけれど、それは国際分業の問題をすごく強調しているんですよ。労働は旧植

民地独立国にどんどん移って、先進国では見えなくなるという。スピヴァク的な論点と

いうか、ことにジェイムソンの『ポストモダニズム』に比べると、すごくはっきり主張

していて、むしろジェイムソンが“cultural logic”と言ったときのポイントはそこだと思

うんですね。ジェイムソンは外部がなくなる、労働が全部消えちゃう、それはグローバ

ルに起きるというところを議論のポイントにしていたんで、それはある意味、アルファ

でありオメガというのか、だからポストモダニズムだという話なんですけれど、逆に言

うと、そこで国際分業が起きているという点がかなり重要なんだと思う。 

	 それこそ陰険なことを言うと、要求者組合が財源なしに政府に出せと言うと、それは

第三世界からの搾取が財源になるんじゃないのみたいな。だから、クレイマント・ユニ

オンをハートとネグリじゃなくてジェイムソンに繋げるんですよね。生きていることが

労働だというのは、財源なしに金が出てくるというポストモダンな幻想で、それは第三

世界の抑圧なんですよ。 

 

河野	 さらに不穏なことを言うと、さっきの話を聞いていて、バトラーとフレイザーの

論争って下手すると正にブルジョワ・フェミニストと社会主義フェミニストの論争を繰

り返しているような側面があって、「文化的でしょ」と、「なに言ってんの、このブルジ

ョワ・クィア理論家」とバトラーが言われて怒って反論したっていう図式にも見えなく

はない。 

 

中井	 同じ図式って、たぶんポストコロニアル批評にも当てはまる。サイード以降、ポ

ストコロニアリズムというのは承認と再分配の脱構築なんだと思うんですけれど、結局、

承認派と再分配派と分かれていて、たとえば去年ボコボコに批判されたギルロイは承認

派で、スピヴァクは再分配派。ですが、私は second waveまでまだ行かずに（笑）、いま

実は first waveの勉強をしていて、Ray Stracheyの『イギリス女性運動史』(The Cause)
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をようやく読破しました。面白かったのは、運動が制度をどうやって変えていったかと

いう歴史をずうっと書いていった後に、いまでは女性は教育も受けられるようになって

参政権もあるし、いろんなことがだんだん平等になったけれど、最後の最後に残る問題

は「女性をめぐる感情と経済格差」だと言っているんですよね。それが 28 年なんです

けれど。だから、そういう認識ってそのときからあって、それをウルフは 38 年のエッ

セイで継承していますよね。 

 

河野	 ウルフが、Three Guineasもそうですけれど、『私一人の部屋』(A Room of One’s 

Own)でちょっと戯画的ではあれマテリアリズムにいくわけですよね。「500 ポンドの年

収と部屋さえあれば女性は作家になれる」ということを主張するわけですけれども、た

ぶん面白いのは、そのウルフと F. R. Leavisの奥さんの Queenie Leavisとの対立関係で、

煎じ詰めればクィーニー・リーヴィスは、当時勃興していたメリトクラシーのなかで自

らの力で階段を上って行った人物で、その立場からすると、ウルフ的な階級の人が年収

500ポンドというのが許せないという感情があって、かなり噛み付いている。その関係

が、戦間期と戦後でぐるりと反転します。当時はウルフ的なポジションが、ある意味残

滓的と言うか保守的なもので、それに対して勃興的なクィーニー・リーヴィスが批判を

したわけですけれど、戦後、福祉国家を経過してみると、今度は同じウルフの言葉がラ

ディカルに響くという状況が生まれて、クィーニー・リーヴィス的なメリトクラシー万

歳というのは、批判されるべき対象というか残滓的な福祉国家になってしまうという、

この反転が非常に面白くて、繋がっていくのかなと。 

 

三浦	 ニクソン・ショックだと思います。1971 年、金ドル交換停止。これでお金が無

尽蔵に出せるようになる。福祉国家の負債がどんどん広がっていくわけですよね。その

ときにむしろ、貨幣は刷れば出るわけでしょという世界が訪れる。それならば出せばい

いじゃんという。それはある種、左翼というか、福祉国家を信じている人たちは、今で

も信じているわけじゃない。要するに、国家の赤字がいくら大きくなっても福祉国家体

制は守るべきだ、国の借金がいくら大きくなってもそんなの問題ない、というのがある

わけじゃない。それが要求者組合的な財源なき福祉の要求だし、そっから逆立して生き

ていることが労働であるみたいな発想が生まれるじゃないかしら。財政赤字がいつ頃か

ら始まっていくら位になるのかを確認したほうが良い気がするんですけれど。 

 

越智	 金と取り換えないって大きいよね。 

 

三浦	 ニクソン・ショックがポストモダンの始まりなんだよ。Gold standardが終わって、

お金がいくらでも作れるっていう世界が生まれる。で、むしろ財政赤字が続けば続くほ

ど、出せばいいじゃんという。 
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越智	 財政赤字もそうなると紙の上の問題でしかなくなる。 

 

三浦	 一億円だか一億ドルだか一億ポンドだか知りませんけれど、もう借金があるんだ

ったら俺たちのために来年出していって、一億になったって変わんないだろうという話

になる。 

 

越智	 それで言うと、いち早く新自由主義的金融資本主義に向かう人たちになってしま

うね、一面では。 

 

三浦	 そうだと思いますよ、私は。 

 

河野	 そういう側面は、確実にあるんですよ。 

 

三浦	 けど、むしろ財政赤字はいかんから福祉をカットして、国力を上げなさいという

のが、今のネオリベで、いや国の赤字は増えてもいいから福祉は継続すべきだというの

が、反ネオリベ。 


