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ルネサンス研究所・関西研究会 ５月定例研究会 

高槻市立生涯学習センター 

〔はじめに〕 ―この報告の目的について 

橋本健二の『新・日本の階級社会』（講談社現代新書 2018）および『アンダークラス―

新たな下層階級の出現』（ちくま新書 2018）によって、アンダークラスと定義された新た

な下層階級が注目を集めている。本報告では、アンダークラスが日本社会に出現した背景

を考察し、今後の社会運動の展開にとってどのような意味をもっているのかを探っていき

たい。アンダークラスが注目される理由のひとつに、「彼らこそ現代のプロレタリアート

であり、新たな変革の主体である」という期待があると思われる。これについても報告者

の意見を明らかするつもりである。 

「革命／変革の主体としての階級」を考えるとき、そのときどきの資本主義の矛盾がど

の階級あるいは階層に集中しているのかに注目し、特定の階級あるいは階層を社会革命あ

るいは社会変革をになう主体とみなして戦略を組み立て、それに応じた戦術を行使すると

いうやり方が一般的ではないかと思われる。この報告ではこうした通常の手続きが妥当な

のかどうかについて検討してみたい。 

欧米諸国では近年、ポピュリズムや権威主義の台頭が問題視されている。日本において

もそれは例外ではない。こうした政治傾向の背景はさまざまであるが、この報告では急速

に進行している自動化、ＡＩ（人工知能）化そして IoT（Internet of Things：モノのイン

ターネット）の普及が人びとにどのような影響を与えているのか、またそれがどのような

社会をもたらそうとしているのかに注目したい。人間の労働が自動化された機械やＡＩに

置き換わっていくことに、多くの労働者が不安を覚えている。すなわちそれが、「万能の

資本」による人間の完全な隷属をもたらすのか、それとは逆に資本主義をのりこえる梃子

になるのか。このような観点から、〈革命／変革の主体〉を考えてみたい。 

 

〔Ⅰ〕「アンダークラス」の出現 

（1） 「アンダークラス」とは何か 

アンダークラスは次のように定義される 

2000 年代に入ってから、労働者階級の内部でその雇用形態によって階級全体が

2 つに分裂しはじめた。正規雇用と非正規雇用の相違である。2005 年と 2015 年の

SSM 調査（社会階層と社会移動全国調査）データで両者の経済状態を比較すると
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その様相が顕著である1。 

正規雇用の個人年収は、男性で 19.3 万円、女性で 15.3 万円増加。世帯収入では

男性で 38.2 万円、女性で 14.0 万円の増加。資本階級と新旧中間階級を加えたすべ

ての階級の男女平均では、この 10 年間に個人収入が 8.4 万円、世帯収入が 10.0 万

円減少していることを見れば、正規雇用の収入増は注目すべき事態である。 

一方非正規雇用の個人年収は、男性が 24.4 万円と大幅減で女性は 5.6 万円で微

増。世帯年収は男性で 76.9 万円減、女性で 53.2 万円減といずれも大幅に減少して

いる。 

（2） 「アンダークラス」はどのようにして生み出されたのか 

「アンダークラス」が非正規雇用労働者を実体とする階級を指すとすれば、それ

が社会問題化されたのは最近の出来事ではない。橋本によれば、非正規雇用が日本

社会のなかで急拡大したのは 80年代後半のバブル期であるが、それが貧困問題と

しての注目されはじめたのは 2000 年代以降である。2000 年代への突入を前後し

て非正規雇用が急増し、「ワーキングプア」の存在が社会に衝撃を与えた。 

2007 年の統計で、所得が生活保護費の算定基準となる最低生活費以下の貧困世

帯は、785 万世帯、人口にして 1000 万人を超えた。勤労世帯で、その所得が最低

生活費の 1.4 倍以下の世帯をワーキングプア世帯と呼んでいたが、その数は 07 年

推計ですでに 581 万 4千世帯に上っていた。 

貧困層の急増が顕著になったのは 90年代後半から 2000 年代初頭にかけてであ

る。97年から 02年の 5年間で貧困世帯では 70.2％増、ワーキングプア世帯では

48.5％増という急激な伸び率を示した。この時期は 97～98 年のアジア通貨危機に

ともなう不況期への突入に乗じて、資本が「雇用破壊」と言われた攻勢をかけてい

た。その 2 年前の 95 年には日経連報告「新時代の日本的経営」が発表され、終身

雇用、年功型賃金、企業別組合という戦後日本の労使慣行の抜本的な見直しが資本

家階級から打ち出されていた。当時、これにたいして労働運動サイドから有効な対

抗策が示されることはなかった。 

02～07 年は「景気回復期」だったが、貧困世帯は 5％増加、ワーキングプア世

帯も 2％増加した。景気が回復しても、貧困と格差が拡大し続けるという傾向がこ

のときすでに現れていた。この状況を湯浅誠は「すべり台社会」（湯浅 2007）と呼

んだ。それは一度貧困層に転落してしまうと、景気の変動にかかわらず、そこから

這い上がることがほとんど不可能になっている社会のことである。小泉政権が「聖

域なき構造改革」によってセーフティーネットを脆弱化させたことがこうした傾向

に拍車をかけた。 

このようにアンダークラス問題はかつてのワーキングプア問題であり、ここ 20

                                                      

1 定年後に嘱託や契約社員として働く経済的に安定した非正規雇用労働者を除外するため、59 歳までに限定して集計 
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年来、労働運動にとって最重要課題のひとつであった。そのような状況のなかにあ

って橋本の提起が画期的であるとともに、深刻でもあるのは、非正規雇用問題がす

でに労働者階級の内部問題ではないということ、すなわち労働者階級が分裂し、新

たな階級が生み出されていることを示したことである。 

 

〔Ⅱ〕戦後日本政治の転換点 ―「97 年転換」について 

（1） 90年代後半における日本政治の転換 

90年代後半から貧困層が拡大した背景には、日本政治の重大な転換がある。橋

本内閣（1996 年～98 年）による 6 大改革2である。6大改革とは、97年第 140 回

国会の施政方針演説で明らかにした行政改革、財政構造改革、社会保障構造改

革、経済構造改革、金融システム改革、教育改革の 6つの改革のことである。こ

の施政方針演説の中で橋本は次のように述べている。 

 「戦後 50 年の間、わが国は、国民各層、そして地域の平等性を求めなが

ら、豊かな国民生活を手に入れることを目標としてまいりました。現在のわが国

のシステム、具体的には、行政のシステム、民間活動に対する規制、社会保障・

福祉の仕組み、教育行政、国と地方公共団体との関係などは、この目標に合った

形で作られ、長期間にわたり、総じて効率的に機能してまいりました。そして、

それ故にこれらのシステムは、日本社会そのものに深く根を下ろしております。

／しかしながら、世界が一体化し、人、物、資金、情報が自由に移動する時代に

あって、現在の仕組みが、かえってわが国の活力ある発展を妨げていることは明

らかであり、世界の潮流を先取りする経済社会システムを一日も早く創造しなけ

ればなりません。社会に深く根を下ろした仕組みを変えることは、大きな困難を

伴います。しかも、これらのシステムは、相互に密接に関連し合っております。

私が、行政、財政、社会保障、経済、金融システムに教育を加えた 6 つの改革を

一体的に断行しなければならないと申し上げているのは、まさにこのためであり

ます。」  

 橋本がここで言っていることは「国民各層、そして地域の平等性」を求めて

形成されてきた「システム」が、グローバリゼーションにとってはもはや妨害物

でしかないと断じ、日本社会の構造改革を積極的に推進するということである。

それは「自国民の福祉」を犠牲にして、「市場開放と構造改革」を実行するとい

う支配階級の政治的決断であった。 

（2） 労働者階級の後退 

 こうした日本の支配階級の政治的決断は階級闘争における労働者階級の後退の政

                                                      

2 小泉内閣による「聖域なき構造改革」は橋本 6大改革を基本的に引き継いだものであった。 
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治的帰結でもあったといえるだろう。 

 50 年代末から本格化した製造業における合理化攻撃（機械の自動化）にたいし

て、総評労働運動は熾烈な闘争を展開した。しかしそれは、国鉄における反マル生

闘争の勝利3を例外として、基幹産業においては敗北と後退を重ねていた。80 年代

の本丸である国労が集中砲火を浴びたときは、すでに電電公社や専売公社が民営化

されており、総評はその外堀も内堀も埋められていた。そして 87 年、国鉄が分

割・民営化された 2 年後の 89 年に総評は解散し、連合が発足した。日本の労働者

階級は、90年代のグローバリゼーションの大波にほとんど丸腰で挑まなければな

らなかったのである。  

（3） 日米同盟の再編 ―〈国体〉としての日米安保体制の顕在化 

橋本 6 大改革と同時に行なわれたのが先述した 97年の日米ガイドラインの改定

である。それは日米間の本格的な軍事協定の締結であった。97 年ガイドライン改

定の直接の目的は、日本の有事法体制を早急に確立して日米共同作戦を実行可能に

することであった。その次の目標は、憲法を改悪して集団的自衛権を行使できるよ

うにすることであり、０６年の第１次安倍政権はそれを目指していたのである。 

先に述べた橋本内閣の 6大改革は、80 年代からつづく米国による構造改革の要

求を日本の支配階級が最後的に受け入れたものである。 

橋本 6 大改革とガイドライン改定を仮に「97年転換」と呼ぶならば、この 97年

転換を境に日米同盟は日本の国益の最優先事項におかれることになったのである。

〈国体〉としての日米安保体制の顕在化である。それは、まぎれもなく日本が米国

の「属国」化を深める転換点であった。 

 

〔Ⅲ〕日本社会における権威主義の伸長 

（1） 安倍政治の特徴 ―「上からの静かで安定的な権威主義化」（中野晃一「見過ご

される『ポピュリストなき独裁』」世界 2019 年 4月号） 

「…競争的権威主義4傾向は、第二次安倍政権以降、いっそう強まっている。政府

与党が一体となって、二度と再び政権交代など起きないよう一枚岩となって『安倍

一強』体制を支えているようでさえある。…安倍政治に見られる反民主的な行動パ

ターンは、いわゆる『ポピュリズム』とは無縁に、保守エスタブリッシュメントの

究極の『インサイダー』たる世襲政治家やエリート官僚らによって推し進められて

いるのが特徴である。これが、世界的には日本の権威主義化が見落とされがちな理

                                                      

3 総評は国鉄反マル生闘争の勝利によって、激しい資本攻勢に対して組織的に持ちこたえることができた。しかし、鉄

鋼、自動車、電機といった民間基幹産業においては「労使協調」が急速に進行していった。 

4 競争的権威主義体制…「フォーマルな民主主義の諸制度が存在し、またそれらが政権を獲得するための主要な手段

として広く認められているが、政権側が国家の濫用によって野党勢力に対して大きく優位に立つ文民政治体制」 
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由の一つである。／日本で『上からの静かで安定的な権威主義化』とも呼ぶべき現

象が進行するもう一つの理由は、対外的には対米追随路線の枠内に隠されるような

形で、国内で次第に独裁的な手法が蔓延するようになっているからである。…そう

した政治手法で強行されたのは、特定秘密保護法であり、集団的自衛権の項を容認

した安保法制であり、沖縄における米軍基地の建設であり、ほとんどがアメリカか

ら見れば『よい目的』を達成するためにやむを得ないものとして、看過されるか、

むしろ望ましいリーダシップとして歓迎されてきた」 

（2） 権威主義政治の特徴（村上勇介『フジモリ時代のペルー 救世主を求める人々、制

度化しない政治』平凡社 2004） 

① 権威主義の定義 

「アメリカ合衆国などでは、統治者の選出や意思決定のルールならびにその過

程の遵守に正当性を求めることから、民主主義の意味も、結果の如何を問わず自

由な参加が保証され開かれた過程での議論から一定の合意を導く、あるいは合意

したルールに基づき指導者を選出する、といった過程や手続きに重きがある。／

これに対しペルーでは、被治者の主として短期的な要求を満足させる為政者の能

力や力量ないしそれへの期待に正統性の根拠をおくため、民主主義という言葉が

過程や手続きよりも、能力や力量のある指導者が『公共の利益』をもたらすとい

う結果に力点のある意味内容を持つ。この意味での民主主義を主張する指導者が

現れ、また一般の人々も、結果をもたらす能力を持つ指導者を求めそう期待でき

る指導者にすべてを委任し結果を待つという『人民投票的』な態度をとることが

民主主義だと考える。さらには、結果の重視のあまり、選挙や国民投票、話し合

いなどの民主的な政治手続きを経ない強行措置であっても、正統で民主的である

とみなされる事態が生じることもある。」 

② ＰＣ関係 

権威主義的政治は政治的有力者である主人（パトロン）とそれに服従する従者

（クライアント）の間の個別的な上下関係が形成される（ＰＣ関係）。そこでは

自由に参加できる開かれた政治的意思決定過程が構築される余地はあまり生じな

い。政治的な意思決定過程に参加しその決定に影響を与えることができる者は、

有力者のほかに、これを取り巻く親族や知人、友人など少数者に限られる。 

③ 政治の私物化 

主人は独占した権力や権益、財を私権と捉え、政治を私物化する傾向が強い。

私権とみなした財や権益の一部を従者に施す代わりに、従者からの政治的資源の

提供を受ける。政権に就いた有力者やその政治集団は、公的役職、権限、果ては

公金までも私権とみなし、汚職が半ば恒常化する。 

④ 非民主的な政党 

それを担う政党にも特徴があらわれる。最高指導者の党内支配による党内民主



6 

 

主義の衰退である。また政党と民衆との結びつきも弱い。 

⑤ 社会の原子化 

権威主義的政治は権威主義的な為政者だけでは成立しない。権威主義的な人々

の存在によって成立しているのである。そこでは人々は、個別の利害や要求の殻

の中に閉じこもり、社会が原子化している状態にある。 

こうした権威主義的政治においては、為政者が人々の経済的不満や不安を吸収

し続けている限り、また経済政策の失敗によってその期待を裏切らない限りにお

いては、政権を維持し続けることが可能になる。 

 

〔Ⅳ〕戦略は何か ―新自由主義にたいするオルタナティブ 

（1） アンダークラスの政治傾向 

「環境保護や平和主義の主張は、アンダークラスには届きにくい。アンダークラス

は所得再配分を求めているが、それは自分たちの困窮状態から来る要求であって、

左翼イデオロギーやリベラリズムとは無縁のものである。」（橋下『アンダークラ

ス』同ｐ235） 

「それではどうすればよいのか。ある意味では、答えは簡単である。格差の縮小と

貧困の解消だけを旗印とし、アンダークラスを中心とする『下』の人々を支持基盤

にすることを明確に宣言する、新しい政治勢力があればいい。」（同ｐ237） 

 

→それでいいのか？ 

 

（2） 自動化と人工知能（ＡＩ）は何をもたらすのか 

① デヴィット・ハーヴェイ インタビュー「新自由主義はまだ働いているが正当性

を失った」翻訳：脇浜義明 

「左翼は製造業におけるオートメ化で敗北しましたが、同じ敗北をサービス業のＡ

Ｉ化で繰り返しているようです。むしろＡＩ化を歓迎・促進し、それを社会主義的

対抗経済への道の模索に結びつけるべきです。ＡＩは雇用を奪うと同時に新しい雇

用を創出します。ＡＩに適応しましょう。」 

→どのようにして自動化・ＡＩ化あるいは IoT（Internet of Things：モノのインタ

ーネット）に適応し、それを社会主義的対抗経済へと結びつけるのか 

② 「人間生活の多元的均衡」（イヴァン・イリイチ／渡辺京二訳『コンヴィヴィア

リティのための道具』ちくま学芸文庫 2015） 

 「すぐれて現代的でしかも産業に支配されていない未来社会についての理論を

定式化するには、自然な規模と限界を認識することが必要だ。この限界内でのみ
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機械は奴隷の代わりをすることができるのだし、この限界をこえれば機械は新た

な種類の奴隷制をもたらすということを、私たちは結局認めなければならない。

…現代の科学技術が管理する人々にはではなく、政治的に相互に結びついた個人

に仕えるような社会、それを私は、“convivial” と呼びたい。」（P17-19） 

③ 「自然な規模と限界」の認識はどのようにして得られるのか → それは住民の

自立的な経済単位とそれによって構成される自立的な経済圏とは何かを知ること

によって得られる 

（3） 住民による自立的な経済圏の構想 

① 産業資本主義以前の経済単位＝〈家〉（I.イリイチ／玉野井芳郎訳『ジェンダー5 

女と男の世界』岩波現代選書 1984）  

「西欧社会は、12 世紀から出発して、夫婦からなる生産＝消費の場としての家

より収奪される剰余生産物に基礎を置く経済を発展させた。周知の通り、剰余は

徴収され、多様な仕方で交換される。カール・ポランニーとその学徒たちは、そ

うした諸形態を類型として区別することを提案してきた。」（同ｐ215） 

「個人と村落共同体との媒介をするのは、生産＝消費の場としての家であっ

て、父母、夫婦という二人構成の単位ではない」（同ｐ230） 

② アソシエーション 

 それでは現代における生産と消費の自立的な経済単位とは何であろうか。それ

はもはや家族ではあり得ない。家族はむしろ資本への隷属を強制する装置でしか

ない。ジェンダーに代わって住民の経済的な自立を保証するのは資本主義によっ

て生み出された潜在的な協同社会＝アソシエーションであろう。 

 その規模は国民国家という人為的な境界線によって区切られるものではないで

あろう。 

 「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。事実、一国の政府や諸国のブロックが、その命令

通りに経済活動を動かそうとして果たせなかったことは、本質的なところで、そ

こにある種の不適切さがあることを示している。…… 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

                                                      

5 ジェンダーとは何か…「ジェンダーの社会では、空間と同様、時間も中性ではない。…男が口をはさむことのできな

い領域もあれば、女が口を挟めない領域もある。男であるということは、男が知らない事柄を女が知っており、またそ

れらを指すことばとそれらにはたらきかける力を彼女たちがもっているということを、自覚することである」（同ｐ

227）例えば、ネイティブ・アメリカンのナバホでは、羊の世話と解体（生産と消費）は女の仕事である。それを男が

おこなうことは決して許されない。これがジェンダーである。それは現代の家族のおける女性の家事労働とはまったく

違う。家事労働とは家電製品という商品の消費であり、かつ男性がおこなうこともできる〈役割〉である。 
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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」

（ジェイン・ジェイコブズ／中村達也訳『発展する地域 衰退する地域』ちくま

学芸文庫 2012p54） 

 

〔まとめ〕 

  アンダークラスの出現は、非正規雇用問題が労働者階級内部の問題ではなくなったこ

とを示した。これは労働者階級だけではこの問題を解決できないということが突き出され

たのである。ここから社会運動ユニオニズムがなぜ必要であり、またそれが有効であるの

かが導き出される。労働運動のレベルでアンダークラスの組織化を重視することと、政治

闘争レベルで求められている組織化とを混同することはできない。 

 日本においては、新自由主義的構造改革と日米同盟の強化が一体のものとしてすすんで

きた。実際には米国による軍事的支配が強化されているにもかかわらず、「自分たちがア

メリカに守られている」という倒錯した意識がまん延している。「安全保障問題」かんす

る思考停止状態といってもいい。日米同盟に反対するものは「国益を脅かす存在である」

という意識である。このような状況が人びとの政治的経済的自立をますます困難にしてい

る。 

この点で注目すべきは、なぜ沖縄が安倍政治と対峙しつづけることが可能なのかという

ことである。沖縄県は大田県政時代に基地返還にともなう「アクションプログラム」を策

定し、沖縄を自立した経済圏として確立することを目指してきた。それは 2015年の「沖

縄県アジア経済戦略構想」にも引き継がれている。それは「沖縄の地理的優位性を生か

し、アジア経済と連動することで、アジアの活力を取り込み沖縄県の自立型経済を発展」

させるために、「沖縄の持つ地域力、文化力、人間力、自然力等のソフトパワーを活か

し」「リーディング産業の拡充・強化や、国際物流拠点の形成を進める」というものであ

る。この経済戦略で沖縄県は「日本とアジアの架け橋となる」ことをめざしている。それ

は軍事同盟に依拠しない地域的な安全保障構想という画期的な側面を持っている。当然に

もこの経済戦略は日本政府が進めている米軍基地強化や島嶼局地戦争を想定した南西諸島

への自衛隊配備とは相容れない。もちろん沖縄県は日米安保体制を否定しているわけでは

ないが、日米同盟一辺倒の日本政府に対して明確なオルタナティブを提示しているのであ

る。いま日本の国内で求められているのはこのような実践ではないだろうか。 


