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 特集 ─ 文化としてのゴミ

京都議定書からパリ協定を経て今日までにすでに30年近くが経った。こ
の間、人類は気候変動を抑制できなかっただけでなく、それに対処する過程
自体を迂回し遅延させた。問題解決のための転換の好機を一回また一回と見
逃してしまったのである。例えば、温室効果ガス排出量の首位である牧畜業
や生態の多様性が消失してしまうという問題である。科学史の専門家、環境
理論家であるブルーノ・ラトゥールの著書である『地球に降り立つ：新気候体
制を生き抜くための政治』（Down to Earth: Politics in the New Climate Regime）2
においては、「新気候体制」によるこうした問題への対応方法が論じられた。
彼はグローバル化した人類の経済社会をタイタニック号に喩える。富豪、中
産階級および貧民たちがともにその巨船に搭乗し、一見すれば共同にグロー
バル経済の航程が開始されたように見えた。出航後まもなく、特等や一等客
室の富豪たちは、この巨大な船が沈没することをすでに知っていた。つまり
地球の限りある資源では全員に欧米の中産階級のような裕福な生活を提供で
きないことを知っていた。さらに、彼らは、気候変動によって引き起こされ
た生態災害と資源不足の問題が世界経済を台無しにすることも知っていた。
しかしながら、彼らは人々にそれを知らせず、地球の安否を脅かしている経
済行為を率先して変えようともしなかった。それどころか、彼らはかつて占
拠した世界の先頭の位置から撤退し、追従者と世界中の多くの民衆の福祉を
放棄した。「誰でも豊かになれる」というスローガンは再び叫ばれることはな
く、関心の焦点と入手可能な資源とを確実にその手に掴み、船を捨てて逃げ
たのだ。ラトゥールはこの例えによって、彼から見た気候変動時代における
グローバルな政治の「新気候体制」を説明した。ところが、国際社会の政治の
変化のみをもって人類社会の気候変動への対策の遅延を解釈することは難し
い。アメリカがパリ協定に復帰したとしても、世界中の各国がパリ協定の枠
組みに従い行動したとしても、果たして気候変動を予定通り抑制することは
可能だろうか。過去6年間に加速した自然災害からみれば、必ずしもそうと
は言えないだろう。
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パリ協定そのものが気候変動を抑制できない原因を示していると、筆者は
主張したい。パリ協定は気温上昇の幅を産業革命前のレベルと比較して1.5
度未満に抑えることを目指している。しかしながら、実際の行動からみれば
「遅すぎる対応」という政治学に従ったにすぎない。「2030年排出量ゼロ」や
「2026年ヴィーガン世界」3などの提議の一方で、パリ協定は先進国に対して
は具体的なタイム・リミットを一切設けず、発展途上国には「より多くの時
間」を与えた。これは一見すると発展途上国の経済の現状に配慮しているよ
うだが、実際には、これらの地域に暮らしている下層階級が真っ先に気候変
動のもたらす被害を受けるという事実を無視している。パリ協定によれば、
たとえより少ない資源しか持たずに船に乗り込んだ人々が危機に瀕していて
も、目下気候の危機を引き起こしている経済の巨大な船は依然として気候変
動への航程を進んで行くのである。タイタニックのこの比喩によって、環境
人文研究に従事している筆者はある衝動に駆り立てられた。この物語に登場
するもう一種の経済の主役、つまり二等、三等および最下層の船室にいる搭
乗者たちに注目して筆を起こしたいという衝動だ。物語を1912年から現在
に移したならば、グローバル化された経済の中で二等から最下層の船室の過
半数を占めているのは、アジアや南半球の国の民衆である。彼らのうち何人
かは現代中国のドキュメンタリーや文学作品において描かれた人物である。
この危険な航程において、彼らが身を置いている「船室のクラス」が、彼らに
主役と犠牲者との二重の役割を割り当てた4。彼らはどのように対処すべき
だろうか。彼らは運命をその手に掴めるのかできるのだろうか。自分の未来
を選択できるだろうか。筆者は、半ばフィクション、半ば読解の手法によって、
彼らのような気候変動時代における新経済の主役の物語を語りたい。

タイタニックの二等、三等船室

ラトゥールは、「富豪」の気候政治を明瞭に描いている。気候変動の真実を
操ることが彼らの重要な政治的手段だ。（ここでは、筆者は「富豪」を引用符
によって表記する。貧富の差では測ることが出来ない生態政治のロジックに対
して、より厳粛な態度を持つべきだと、筆者が個人的に考えるからだ。詳細は
後述する）アル・ゴア（Al Gore）は、ドキュメンタリー『不都合な真実』（An 
Inconvenient Truth, 2005）によって、アメリカ航空宇宙局科学家であるジェー
ムズ・ハンセン（James Hansen）は早くも1980年に気候変動を確認したが、
ジョージ・W・ブッシュ内閣の環境長官がハンセンのホワイトハウスへ提出し
た科学報告を改ざんしたため、この最優先事項が何事もなかったかのように
されたことを明らかにした。数年後、ホワイトハウスのスキャンダルとなり
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環境部長は辞任せざるをえなくなったが、すぐに彼は国際石油大手のエクソ
ンモービルに招聘された。「反真実」の政治に従事しているのはコネを持った
様々なメディアである。沈没する運命の船のようなグローバル経済を持続さ
せるために、「気候変動は地球自体の循環だ」や「人間の活動と無関係だ」と
いった科学的ではない否定的な議論が、一度に大衆輿論を覆い、ついにはア
メリカの民衆の67％にこれは真に受けるほどのことではないと信じこませ
るに至った5。
「富豪」の原因は極簡単だ。現代経済の豊かになるための基本は言うまでも
なく地球の資源を濫用し、地球およびそこに住まう種を元手のかからない原
材料として扱うことであり、各種の科学技術または法律や憲章などを操って
地球のエネルギーを占有し、それらの価値をさらに下げるのだ。どのような
体制であれ、現代経済で「成功」する秘訣には必然的に土地、森、鉱物、海洋、
動物および労働力に対する巨大な負債が含まれる。エコマルクス主義者であ
るムーア（Jason Moor）は、現代経済の「四つの安物」でこの秘密を概説した。
つまり、安いエネルギー、安い食品、安い物資、安い労働力である6。言い換
えれば、エネルギー、食品、物資や労働力はそもそも生物圏の産物であった
が、現代の人類経済の時代に入って以来、これらの生態的価値は略奪されて
おり、生産と交換の価値を極度に押し下げたのだ。もし、この四つの安物の
生態的価値を経済活動の上で適切に換算し、例えば一個のビーフハンバー
ガーに消費される食料、水、土壌など生態的な要素がすべて価格に計上され
れば、ハンバーガーの値段は4ドルではなく少なくとも35ドルとなる7。もし
そうなれば、多くの現代経済に剰余価値どころか赤字をもたらすだろう。エ
コロジーな製品とエコノミーな製品との差額で儲けるために、現代経済とい
うタイタニックを出航させる。これが「富豪」たちが明らかにしたくない真実
である。この点については後述する。
ラトゥールの述べるこの船の話に戻れば、グローバル経済の中で二等、三

等、最下層の船室に位置されている人々は、いかにこの新気候政治体制に対
処すればよいのだろうか。多くの地域が国際経済の現地保護主義から撤退す
るという戦略を採用しているが、ラトゥールはこれに反対する。彼は、ヨー
ロッパと世界、そしてその他の各地域が、新気候変動体制に抵抗するような
「地域環境共同体」を構築することを提唱した。この地域生態共同体は国家で
はなく、開放的であり、環境をもって共同体の境界線とするイメージである。
その一方で、アジアの貧困層の民衆たちに対する彼の論述には少々曖昧な点
がある。アジアの貧困層は欧米の貧困層の庶民とは異なり、グローバル化す
る経済によって最も衝撃を受けて根こそぎにされていると同時に、グローバ
ル経済における「新たな中堅層」でもあるのだ。インドの作家であるアミタ
ヴ・ゴーシュによると、現在の世界においてアジアが無視できない理由は、

7
John Robbins, Diet for a Small Amer-
ica, How your food choices Affect Your 
Health, Happiness and the Future of 
Life on Earth (Tiburon: H. J. Kramer, 
1987), 367.
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Nature, or, How I learned to Stop 
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Love the Crisis of Capitalism,” in 
Structures of the World Political 
Economy and the Future of Global 
Conflict and Cooperation, edited by C. 
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Inconvenient Truth, directed by Davis 
Guggenheim, written and staring by 
Al Gore.
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この地域に暮らしている人々が生態変動の被害者でありながら、気候変動の
ドラマの主役でもあるからである。この船の二等、三等船室から、つまりア
ジア、華人または南半球の貧困層の視点から、ラトゥールが語り始めた新タ
イタニックの物語を続けられるだろうか。

物語を展開するために、目下の世界状況に適したプロットの条件をいくつ
か補足しておこう。例えば、映画『タイタニック』で船首に立った英国労働者
階級の恋人は、今日のバージョンならばグローバル経済の中間層、つまりア
ジア人（特に華人）やインド人、ブラジル人に置き替えられるかもしれない。
しかし、より重要ないくつかの事項がある。まず、当時タイタニックに衝突
した巨大な氷山は、今日まさに気候変動の象徴として見なされている。これ
はグローバル経済の巨船自体が引き起こし、加速させた環境危機の結果であ
る。さらに付け加えて言えば、この巨船においては、ハンセン、ゴア、政府
間気候変動組合、ラトゥールのような、真実を理解し、いかに危機を乗り越
えるかを知っている環境保護主義者は少なくない。彼らは、大声で呼びかけ、
真実を明示し、改めるべきだとアピールしている。最も重要なのは、持続不
可能な現代経済が気候変動または環境危機に直接に影響を与えているなら
ば、タイタニックにおける多数者の行為が、つまり彼らの経済形態と消費行
為の転換が、逆に気候の現実に影響を与えうるということだ。このような状
況で、もし彼らが正しく選択し、素早く対応できたならば、破滅の臨界点を
迎える前にこの巨船を方向転換させられるだろうか。

地球を救済できるのか否かに関して、「クライメイトヒーラーズ」（Climate 
Healers）組織の創始者、一連の重要なエコドキュメンタリー『Cowspiracy: サ
ステイナビリティ（持続可能性）の秘密』（Cowspiracy: The Sustainable Secret，
2014）のプロデューサーであるサイレシュ・ラオは既にデータ分析を通して、
精密な推測を示した8。彼の分析によると、あと10年ほどで気候変動の臨界
点が迫ってくる。つまり、地球の気温の上昇を産業革命以前のレベルと比較
して1.5度以下に抑えないと、2026年に陸地の野生動物において大規模な絶
滅が起きると指摘されているのである9。これは、新タイタニックが氷山に衝
突する前に越されたわずかな時間に相当する。にもかかわらず、彼は依然と
して地球が救済される可能性を信じている。一連の研究によると、世界の経
済を植物経済へ転換すれば、半分から八割以上の温室効果ガスの排出を吸収
できることが証明されている10。森林や有機畑の土壌は大量の温室効果ガス
を吸収でき、生物の多様性を回復できる11。そのため、汚染防止や再生可能
エネルギーの開発は遅すぎるけれども、世界の食品経済が2026年までにオー
ル植物経済に転換して、消えてしまった森や野生動物の生息域12を速やかに
回復できれば、地球とその生物はまだ存続できるとラオは主張している。国
連、そして多数の科学者や賢明な政治家たちはすでにそれぞれの方式で同じ

10
ここでの研究は以下の研究を参考され
たい。(FAO, Livestockʼs Long Shad-
ow, 2006)、(Goodman & Anhung, 
“Livestock and Climate Change”, 
2009)、ドイツInstitute for Ecological 
Economy Research 2009年(Foodwatch 
International, “Organic, A Climate 
Savior ? ”) 牧畜業に関する情報が、
以下のホームページ https://www.cow 
spiracy.com/factsを参考されたい。

8
『Cowspiracy：サステイナビリティ（持
続可能性）の秘密』、Kip Anderson と
Keegan Kuhn 監督、2014年に上映さ
れた。公式ホームページwww.cowspir
acy.comを参照されたい。

11
世界の農耕作土壌をすべて有機土壌
に変えれば、毎年39%の二酸化炭素
を吸収できる。

9
詳しくは公式ホームページ https://
www.climatehealers.org/を参照され
たい。

12
同上
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ようなことを提唱していた。このように見れば、もし二等、三等、最下層の
船室にいる多くの人々がこのような提案を受け入れて速やかに対応できれ
ば、全員そのまま生きのびることができるに違いない。
しかし、上述のような論理的なプロットは、スムーズには展開できない。

現実には、多くの中低層の人々、特にアジアや南半球の国々の民衆は予期し
たほどには自分の運命を変えるために速やかに対応しなかった。そのかわり
に、真実を知っている「富豪」の中には転機を見極めて相応の調整を施して
いる者もいた。例えば、ビル・ゲイツは、排出量が最も多い畜産業の代替と
して人工肉と人工ハンバーガーの新しい食品技術の研究に成功し、グローバ
ル市場に投入している。しかし、二等、三等、最下層船室に相当する国家と
民衆は反対側に位置しているようだ。高汚染性工業やリサイクル業、過剰な
農薬肥料産業、生物多様性を脅かす野生動物の取引、熱帯雨林を焼き払う飼
料産業、狂ったように拡大する毛皮産業や牧畜産業、十数倍から数十倍にも
増加する肉類の消費、都市の際限のない開発など、いずれもアジアや南半球
と密接に関わっているのである。「富豪」が真実を覆い隠し何も変えようとし
ないのには、明白な理由がある。なぜならば、彼らの原資はそもそも地球の
生態を搾取することで得られているからである。しかしながら、この沈みゆ
く船の二等、三等、最下層の船室にいる人々は何故、誰のために、何をして
いるのだろうか。

生命に背反する生計手段

明らかに、二等、三等および最下層の船室の人々が完全に真実を知らない
わけではない。だが彼らは、この航程にあまりにも大きな期待を託しすぎて、
彼らにとってこの航程が、唯一の望みをかけた生活または夢となっている。
それが、アジアや南半球の観点から、新たな経済の主役の観点からタイタ
ニックの物語を語ることの難しさである。また、これは新気候政治のもう半
分の秘密でもある。新たな経済の主役はハリウッドの大作における主役のよ
うに単純ではなく、複数の身分や役を持ち、自己矛盾しているという特徴が
ある。

彼らはなぜ、どのような代価を払って、この沈みゆく船に乗り込んだのか
から語り始めなければならない。現代以来、「先進国に追いつく」というイデ
オロギーはアジアや南半球の国々の共通のものである。この観点の妥当性を
支持するのは、世界の公平への共通した観点である。それは、中低層の皆も
裕福になる権利も持っており、発展途上国も発展する権利があるというもの
だ。前世紀の90年代以後、この観点は継ぎ目なく発展への道を開くことに
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なった。最下層の人々の夢はただ「少しお金を稼ぐ」あるいは「息子のための
部屋をつくる」ということにすぎない。もしくは王久良の長編ドキュメンタ
リー『プラスチック王国』［原題「塑料王国」英題Plastic China. 以降、［ ］内は
訳者注］における廃棄プラスチックリサイクルの経営者のように、息子が将
来、学校に入学し大学にも進学でき、卒業後は都市で働いて大きい部屋を買
えるようになることを期待する。一方、元 CCTVの記者であった陳大恵氏の
話によれば、中層以上の人々の夢は、長い間、アメリカの白人中産階級のエ
リートの夢と同じであった。例えば、ある中国の少年の夢は、将来ハーバー
ド大学に進学し、帰国後は会社のCEOになり、大金持ちになり、大きくて高
級な物件を所有したいといったものである。これらの望みはある意味謙虚で
もあり、ある意味傲慢でもあるが、もしそれらが無ければ落後者であり、進
取の気概を失い、尊厳を失うとでも言わんばかりだ。
しかし、夢の船に搭乗した二等、三等船室の社会の人々は、グローバル化

経済が環境と生命のネットワークに対して与える損害に直面しないといけな
い。生命のネットワークとは、動植物、人間、および非有機物質の間の相互
依存の生態関係を表している。もともとより一層よい生計を立てる手立てで
あったものが、逆に健康を損なわせ、環境を破壊し、生命の価値を安くし、
死に近づくことになった。長い期間、底層の労働者は経済や物質価値を最大
限に追求する一方で、自己の生命の価値を最大限に否定してきた。そして、
中産階級の夢も同じようなある種の「向生謀死（生に向かい死を謀る）」といえ
よう。「豊かな生活」は自ずと大量のゴミやPM2.5をもたらした。都市の拡張
は、既に希少となっていた耕作可能な農地を奪った。野生動物を食べること
が、SARSや新型コロナウィルス、その他の不治の病気を流行させた。物質
経済の層の上で生計を立てることと、生命のネットワークの中で生きること
は互いに背反する。生計と生命とは二律背反であり、いずれもフィクション
ではなく、一つは明白な事実であり、もう一つも否認し難い真実である。

生計を立てることと生命のネットワークとの深刻な矛盾は、李揚監督の
『盲井』（2003）、趙亮監督の『悲兮魔獣』［Behemoth］（2015）、王久良の『プラ
スチック王国』（2017）などの現代文学や映像、ドキュメンタリー作品によっ
て描かれていた。『プラスチック王国』を例とすれば、一般公開用の普及版に
おいては、先進国から廃プラスチックがゴミ処理費用の差額に乗じて遠く中
国に輸入され、中国の自然生活環境を脅かしている様が描かれている。ロン
グ・バージョンにおいては、上述した「向生謀死（生に向かい死を謀る）」の
矛盾がより一層深刻に展示されている。ロング・バージョンのカバー画像を
見た人は、誰もがその画面に示された当惑するような情景によって深い
ショックを受けた（図1）。前面に鮮やかに配された少女・依姉［イー・ジェ、
Yī jiě］は、新生児の弟を抱いて廃プラスチックのゴミの山を背に寄る辺なさ
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そうに座っており、その姿が、本来は対照的な二つのイメージをぴっ
たりと繋いでいる。それは下層の人々の生計を立てるための経済的
現実が、いかに生命と環境の一員である彼らの存在に背反している
かを明らかに示している。少女の生き生きしている姿、彼女の強い
願望と好奇心、彼女の美しさや創造力、また彼女に抱かれている新
生児の弟さえも、はっきり生命の活力を伝えている。だが、彼女の
背後の物質世界は彼女のおもちゃ、服、読み書きの本、ヘアアクセ
サリーの源であり、家族全員の生計を立てる世界でもある。ところ
が、これは生物によって分解できない、生も死もない不自然な原材
料なのである。
ここには、「底層」の経済の主役は、生計を立てるために不可欠な

経済の現実と生命のネットワークの真実の間で挟まれており、どち
らを選択するかを迫られている。このことは、単純な貧富の差に基
づいて平等・不平等を判断することの正当性に、徹底的に挑戦して
いる。リサイクル工場の経営者は、前述したような、起業精神を持っ
ている若い夫婦である。夫婦二人は頭がよくて勤勉で、息子の将来のため苦
労している。一方で、「雇用者」である依姉の一家の出身は四川省のイ族の居
住地域である。父親は体が不自由で酒好きであり、家族に無関心だ。母親は
苦労をいとわず、働きながら育児をしている。労働者としては、彼らは故郷
にいる農民と同じような同情されるべき弱者層に属している。しかしなが
ら、彼らは生計を立てるため輸入された廃プラスチックの処理事業に従事し
ており、グローバル化された現地経済の代理人であることも間違いなく、自
分と周りの他の弱者層が依存している環境に多大な損害を与えている。まさ
に一部の学者がすでに指摘しているように、彼らはアジアの中低層民衆の代
表として、気候変動の時代とグローバル経済の渦に巻き込まれた者に共通す
る矛盾した状況に陥っている。彼らは無辜の者でありながら罪を犯してもい
る。被害者でありながら加害者でもある。または生けにえでありながら主役
でもある。気候変動時代を迎える前には、発展の夢を抱えた創業者と非道な
資本家の間には、まだ異なるものとして扱う余地があったように思われる。
前者は貧富の差を縮小させるために努力していると見なされ、後者は貧困な
者を永遠に貧困な境遇に留め置くものと考えられていた。しかし気候変動時
代以後は、生命のネットワークを損う生計手段がもたらす不公平さは、人類
のみならず地球上の他の生物や生態系そのものをも直撃する。したがって、
生命ネットワークの外で経済の物質的な平等を語っても、もはや公平ではな
いのだ13。

物語の主役は引き裂かれたのである。彼らは一方では環境破滅へと続く経
済活動の中で生計を立てているが、もう一方では必然的に生態系の中の人間

13
この点について、Depesh Chakrabarty
の論説を参考されたい。“The Anthro-
pocene and the Convergence of His-
tories, ” in Clive Hamilton, François 
Gemenne & Christophe Bonneuil eds, 
The Anthropocene and the Global 
Environmental Crisis (London: Rout-
ledge, 2015), 44‒56.

図1　『プラスチック王国』のカバー
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として、生命のネットワークの一員として生きている。彼らの物語はいかに
語られるか。彼らには果たして選択肢がありうるのか。

資本と自己

物語における主役の選択可能性を明確に述べるなら、語り手は生計を立て
る経済の現実と生命のネットワークの間で彼らが一体なぜ引き裂かれるの
かをもう一歩進んで追究しなければならない。彼らが陥った窮状はどのよう
に形成されたのか。経済の現実と生命ネットワークとの関係性は我々が慣れ
親しんできた思考形式の中の構造的欠陥であることに注目すべきだ。伝統的
な現代政治学の理論体系においては、生態と生命に対する思考は枠外に排除
されている。唯物主義哲学と歴史学、及び主流の倫理学は環境と生命のネッ
トワークを検討すらしない。伝統的な経済学さえも、生命のネットワークや
自然資源に対する誤解を引き起こす恐れがある。語り手と自認する筆者は、
第二の難関に直面している。

経済の現実と生命のネットワークとはなぜ互いに背離するのか？考えてみ
ると、エコマルクス主義による解釈が最も明瞭な答えだろう。なぜならば、
彼らは現代経済の論理を把握しているからである。伝統的なマルクス主義の
観点によると、資本主義は現代的な経済形態として賃金などの形式で労働者
から剰余価値を獲得する。もしこの不公平に不満があるのであれば、社会の
成員の富の分配構造を再構築する必要がある。しかし、エコマルクス主義者
の著書からみれば、現代経済における人類は唯一の中心ではないことがわか
る。ムーアとジョン・フォスター（John Bellame Foster）によれば、現代経済の
論理は資本の論理であり、資本の論理の中核は反環境である。そして、人間
の労働者はこの環境の一部分である14。実際、地球資源と生命のネットワー
クからの搾取がなければ、資本の本源的蓄積と剰余価値の獲得はできない。
いわゆる産業革命や緑の革命というものも発生せず、現代経済そのものさえ
もなかったはずだ。そのため、ムーアは資本の概念について新たなまとめを
提出した。つまり、いわゆる資本とは一種の（廉価原則に基づく）「天然資源
を組織する方法」と定義される。すなわち、資本は人間と動植物の生命、労
働、サービスを無機物とつなげ、巨大な剰余価値の源の共同計画として扱わ
れるのである。そして、人類社会における衣食住や移動といった需要は、消
費、交換また再生産への要求へと転換する。ムーアの資本の論理に対する解
釈には、最も重要な意義は、資本が廉価原則を通して自然と生物圏の物質を
再構築することは、環境と生命の価値への深刻な否定だと明らかに指摘した
ことにある。

14
これらの観点については詳しくは、
以下の John Bellamy Foster, Richard 
York and Brett Clark, Ecological Rift: 
Capitalistʼs War Against Earth (New 
York: NYU Press, 2010) and John B. 
Foster, The Ecological Revolution: 
Making Peace with the Planet (New 
York: NYU Press, 2014) を参照され
たい。
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資本は廉価原則によって「天然資源を組織する方法」であるために、生命
と環境の価値を否定し、必然的に、現代経済の現実は生命の真実と背離する
のである。物質的な原材料を組み立てる方式と収入とは別々のものである。
社会的な配分の不均等、収入の格差、貧しい者と富める者の持つ富の格差な
どは従来、資本主義と非資本主義社会の重要な相違点として見なされてき
た。しかし実際には、それは生命と環境の価値に対する深刻な否定という資
本の論理の根本には触れていない。（ここでは筆者は、社会主義と資本主義の
歴史的な区別を論じたいのではなく、経済学について語っているのでもなく、
ただ資本が「天然資源を組織する」という反環境、反生命の論理のみを検討す
る。）労働者は人類社会内部の不平等に直面しているのみならず、まず生命
ネットワークの成員として、他の成員とともに資本原理によって搾取されて
いるのである。資本原理は各種の動植物をさらに過酷に搾取している。動植
物を非生命的な原材料として扱うだけでなく、土壌に豊かにすることや花粉
をばらまくこと、二酸化炭素を吸収することや生態系の均衡を維持すること
といった、地球環境に対する彼らの貢献も一切否定する。このように、人間
と環境の間の平等性を考慮せず、単に人間と人間の間でのみ公平や平等を配
慮していたのでは、現代の経済体制においては労働者、動物および生態系が
ともに価値を奪い取られているという共通の立場を見逃してしまう。
なぜ経済上の現実が生命ネットワークと乖離したかを明らかにしたことで

筆者は、「中底層の新たな経済の主役」に対する理解がさらに進んだ。だが、
語ることはより一層難しくなっていく。資本原理は生命、生態と生命ネット
ワーク価値を全面的に否定した。このことは、二等、三等、最下層船室にい
る労働者階層が自分の生命の価値を否定することにまで拡大し、彼らの自己
否定の自意識を形成した。『プラスチック王国』はこの点をはっきりと示し
ている。現代のあらゆる経済は、労働者と生態系の価値をある程度低下さ
せ、否定する。その中でも、プラスチック工業とリサイクル産業は最も代表
的で、最も極端な表現である。廃プラスチックさえもその経済価値は、河川、
土壌、山川、種および労働者の生命そのものの環境的価値を依然としてはる
かに上回っている。ドキュメンタリーにおける労働者にとっては、この反環
境的な資本の論理は、外来の抑圧というだけではなく、労働者と子供たちの
自己意識に深く染みついていた。依姉とその弟妹は汚染された川から獲った
死んだ有毒な魚、彼らの生命のネットワークの近隣のような存在を夕食のご
ちそうとして扱う。このようにカメラは、子供の「物質的自己」が転覆され、
分裂されつつあることを記録している。子供たちは甘んじてこのような魚と
自分の健康を交換する。それはあたかも、父親たちが収入のために自分の健
康や寿命を無視していることをなぞっているかのようだ。彼らの意識におい
ては、生きて死ぬ生命体としての自分自身の一部分の真実は、かえって最も
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無価値で、最も配慮されず、最も捨てられるべきものなのである。これに
よって、彼らの自身の命に対する扱い方が、資本と現代経済の、労働者や動
物、山川、地球に対するものと同様であることを示している。それは、格非
の小説における人物が「非人的」と名づけた、反環境的、そして反生命的な
方式である15。この意味で、彼らの生命と生命のネットワークとのつながり
の中の自己の一部分は消えてしまい、「資本的な自己」として異化されてし
まったのである。

生命と環境の価値を喪失すれば、人文的な価値も喪失せざるを得ない。資
本の生命の価値に対する否定は、必然的に人文的な価値の否定にまで拡大す
る。「生きる［原文「活着」。作家・格非の代表作の題目でもある］」ということ
が既に生命自体の価値を無くしたからには、読書やリテラシーによって稼い
だり、それによって自然を剰余価値の原材料に転換したり出来なければ、当
然ながら生命の価値を失う。現代の中国文化と人文教育および文学の地位の
過去数十年間の変遷はこの点を説明しており、また実際、現代生活を描いた
文学と映画がこの点を記録し、示している。『プラスティック王国』のロング・
バージョンの依姉が就学時期を逸してしまうことも、同様に人文の価値の凋
落を表している。伝統的には、低層の民衆に関心を寄せる言説は文学と人文
教育を贅沢品と見なす傾向があったのは、資本の論理を本当に理解していな
かったからかもしれない。実際は、資本主義の反環境的政治においては、そ
れらは贅沢品の対極にある。資本主義の原理を主導方針とする現代の生活の
中では、文学が剰余価値の原材料とは成り得ないのであれば、それは無用で
無価値の代表となり、結局のところ、抛たれ廃棄される対象となるより他な
いのである。

実際、格非［かく・ひ、Gé fēi］の現代生活三部作の完結編である『春尽江南』
には、社会の経済発展とともに資本の反環境的原理と「資本的な自己」が台
頭する一方で、文学と人文的な精神の価値が失われていく姿が提示されてい
る。小説における詩人である端午［Duān wǔ］は自分のことが「無用の人」だ
と自覚している。子供の将来のため、彼の妻は資本原理をめぐって形成され
た種々の人間関係に加入して、人格の再構成をする必要がある。過度の精神
的な求めのために社会規範から排除されている緑珠［Lǜ zhū］のような若者
だけが、無用だが生命と環境の意味に富んだ漢詩を通して自己の価値を体験
することが出来る。資本原理による生命と人文的価値を抹殺は社会の全領域
で徹底的に行なわれている。伝統的な階級論においては対立する人物ー準ホ
ワイトカラーの端午と緑珠と、下層民衆であるリサイクル産業に従事する労
働者は、ともに生命の価値と人文的価値が抹消され、ありふれた廃墟で出
会った16。この場面では、山水画や古典漢詩の源となる環境そのものがすで
にゴミリサイクル場に淪落している。故郷の価値を知らない元農民のリサイ

15
『春尽江南』における人物である緑珠
を指す。

16
格非『春尽江南』上海文芸出版社、
2011年、200‒204頁
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クル産業の労働者は、まさにこの廃墟で酒を飲んでいる。ここでは、都市ホ
ワイトカラーとリサイクル産業の労働者が、実はともに資本原理によって否
定される同類なのである。彼らは、自己と人文的価値が非人化され非価値化
された状態に陥っている。緑珠もまた、依姉の姉妹のようなものといえよう。
違うのは、緑珠は読むことを知ってから生命の価値の空間を喪失してしまう
のに対し、依姉は文字に触れる前に人間性と人文的価値がともに否定されて
しまうということである。

気候変動の激化によって環境と生命が脅かされたことにより、二等、三等、
最下層船室の人々が出航した際に抱いていた裕福になるという夢、つまり
一等船室のような豊かな生活の夢は消え去った。しかしながら、新タイタ
ニックの航程は引き続き進行している。資本の原理は依然として地球の生物
圏と二等、三等、最下層船室にいる経済の主役の価値や意義、主体性を否認
し奪っている。『プラスチック王国』のロング・バージョンにおける依姉のよ
うな底層の民衆は、依然として生態システムの直接的な破壊者でありながら
環境災害の受け手である。だが、語り手としての筆者にとっては、悲劇の発
生を抑止するための契機がより明確になった。沈没船から逃れられるかどう
かの鍵は、夢から覚められるかどうかにある。彼ら自身が環境の破壊者であ
りながら環境災害の受け手であるという自身の運命を書き直し、資本によっ
て顛倒させられた生命のネットワークの価値を転換し、大地との関係性を再
構築し、新たな「天然資源を組織する方法」を確立することができるかどう
かにかかっているのだ。簡単に言えば、気候変動時代における新たな経済の
主役がもし資本と一等船室以外に自己価値を発見できたならば、彼らの物語
も転換点を迎えるだろうということだ。

ポスト資本主義的環境の主人公

ここからは、新しい経済の主人公の三番目の難問について述べたい。資本
によって顛倒させられた環境と生命のネットワークを元に戻すことは、本当
に可能であろうか。反「廉価の論理」的な、環境や労働者を守るための天然
資源を構築する生計のルールが本当に想像できるのか。それが難しいのは、
二等、三等、最下層船室にいる人々がグローバル資本経済という巨船に搭乗
して以来、「非資本的な自己」ないし資本経済の外で生きて行くことの可能性
自体が次第に語られなくなり、想像もできない領域に収められ、空論とされ
る傾向があるからだ。この種の想像不可能性は、『プラスチック王国』におけ
るリサイクル工場の経営者の心に深く根差している。彼は生命と環境を無視
して生計を立てているのは、「選択の余地がない」ことだと言い訳する。プラ
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スチックを作らずには、子供を進学させることも一家の生活を支えることも
できないかのようだ。この「選択の余地がない」ということの虚構性は、実
は映画における彭家の描かれ方によって明らかにされている。彭父が依姉と
弟を故郷に帰らせてリサイクル産業のグローバル資本チェーンに依存した生
計を放棄しなければ、彼らは故郷にまだ存在する無料の初等教育政策の恩恵
を受けることも、廃プラスチック処理場よりもよい物質的な生活条件を得る
こともできないのだ。生命と環境の価値を否認し生計を立てることが選択の
結果であるならば、その他に選択肢があり得るはずで、それが彼らの物語の
転機となるのではないだろうか。この転機をさらに理解するため、筆者はこ
の物語の語り手として、二等、三等、最下層船室にいる人々の「非資本的な
自己」を探す旅に出てみた。

作家の格非のもう一つの小説である『望春風』（2016）における「伝奇」的
な語り方は私にある啓示を与えた。「伝奇」とは、想像しえないことを想像し
えることに転換させるものだ17。小説は、千年余り歴史のある古村が消えゆ
く経緯を背景として、五十代に入った農民である異父異母の姉と弟が、都市
資本の時代において辛酸をなめ尽くしてから、廃墟になった故郷に戻った物
語である。彼らの人生遍歴は中国の無数の農民とよく類似している。父の世
代は清末と民国の変遷の時代に消えてゆき、自分自身は社会主義の時代に成
長した。過去30年間は、中国社会のグローバル化と資本化の大変革の流れに
巻き込まれてきた。人為的な環境破壊によって自分の故郷を失ったあげくに、
出稼ぎ労働者として都市の最下層でかろうじて生きていかざるを得ない。も
ともと主人公が確信していた末路は、死ぬか、もしくはかろうじて命を保っ
てもやがて死を迎えるというものであった。故郷を失った彼らは、既に「自
己」として生きる理由も喪失してしまっていたからだ。ところが、『望春風』
には伝奇のような転換が設定された。主人公の二人は、お互いへの愛情に気
づいたことで、将来への希望が湧いてきたのだ。大災害に遭いながらも命を
取り留めた後、彼らは都市を離れることを選択し、現代の経済文明と物質的
な生活の利便性から「降りて」、廃墟となった故郷に戻り、幸いにも残ってい
た清潔な水と耕作可能な畑のおかげで生き延びることができた。格非が伝奇
によって踏み込んだのは、現在の想像力の聖域だ。つまり現代の経済文明に
よって豊かになる夢から「降りて」、生活の主人公になる可能性である。小説
の主人公は、格非の作品における「無用」な人、廃人、「間抜けな者」といった
人物像に連なる。唯一の違いは、『望春風』の主人公たちは豊かになる夢に支
配されずに、自主的にそのタイタニックから「降りる」ことを選択したことだ。
彼らが戻った故郷はグローバル化、現代化される前の農村ではなく、集落や
人間の文明が壊滅した地方である。そこはポスト資本の場所であり、わずか
な土地と災害から生き残った鳥獣草木のみが存在している。そして、主人公

17
格非『望春風』南京譯林出版社、2016年。
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たちの回帰と選択によって、ポスト資本時代の大地は新たな行為者、いわば
人間や鳥獣の生命共同体と、資本から生計を立てるのとは別の方法とを得
た。この非現実的な結末は、既存の左派と右派といった批判的立場を超えて、
ポスト資本時代の大地とその生命共同体の成員を新たな地平に押し上げよう
としている。

この二人の主役がいるポスト資本の大地から外を見てみると、も
ともとは見えなかった地平線が実際には常に存在していたことが
分かってくる。インドのエコフェミニスト、ヴァンダナ・シヴァ
（Vandana Shiva, 1952‒ ）らが制作者として関わったドキュメンタリー

映画『SEEDシード生命の糧』（Seed: The Untold Story）（図2）では、

より早く、より自覚的にグローバル資本経済から「降りた者」が紹介
されている18。このドキュメンタリーには、何十人もの生物多様性農
業に力を尽くしている実践者の物語と言説が収録されている。その
中には、グローバル経済の潮流に巻き込まれ、モンサント［Monsanto 
Company］の基礎農業改革ビジネスの圧迫によって破産させられた
ブラジル、インドの小規模農民および北米のネイティブアメリカンが
かなりいるのである。現代農業資本は食物を廉価な物に変えるため、
全力を尽くして大規模農場と単一作物、化学肥料や耕作機械に適し
た農地と種を開発する。遺伝子組換え技術によって実現した世界の
種子市場の独占が農業の生態多様性に多大な損害を与えた。20世
紀には、世界で94％の野菜の種が無くなった。アメリカにおいては、1983年
以来現在に至るまで、白菜の種類は544種から28種に、カリフラワー類は
158種から9種に、ビーツ類は288種から17種に、アスパラガス類は46種か
ら1種に激減した。それと同時に、98％のセロリ類、94％のタマネギ類、
91％のナス類また93％のカボチャ類も消滅しており、しかもこの現象はこ
れらの野菜類にとどまらないのである19。言うまでもなく、このような農業
は農民から作物の知識や環境意識を剥奪し、彼らを土壌や作物の知識の主体
から機械化された労働力に変えた。自己と種子と技術を喪失した農民は、
あっという間に経済的な拠り所をなくし、拠り所をなくした農民は一層、自
己と種子と技術を失っていくだろう。資本経済のタイタニックにおいて窮地
に追い込まれた何人かのブラジル、インドの農民は、種子を保存する方法で
農業技術資本の独占に抵抗している。すなわち、彼らは反資本的な方法に
よって、種子を含む農業の天然資源を再編成したのである。

実際、気候変動によって財産と資本との区別が明らかになった。資本経済
はお金を稼げるが、かえって人々が生きるために頼る財産を破壊してしまう。
ナレーターがいないドキュメンタリー『SEEDシード生命の糧』における主役
たちが探し求めているのは、資本ではなく生態系の財産なのである。彼らは

19
これらのデータは Seed: The Untold 
Storyを参考されたい。

18
監督 Jon Betz and Taggart、プロデュー
サー Siegel Collective Eye、2016年に
上映された。

図2　『SEEDシード生命の糧』
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気候変動時代における生計を立てる手段と、自分自身の役割とを明瞭に理解
している。言い換えれば、彼らは生命のネットワークを否定する資本の論理
に対して生物多様性により抵抗し、気候変動を抑制することによって、生計
を立てることと地球環境の回復との双方の勝利を目指しているのである。
そのため、彼らは干ばつや洪水、寒さや土壌塩類化に強い、地元産の作物を
調査し蓄積して、農民の経済的および環境的自主性を回復させるためのシー
ドバンクを設立した。それによって伝統的な農業の知恵や環境に対する知識
を伝承するのである。ウィル・ボンソール（Will Bonsall）は、60年代のエコ運
動以来、大資本の農業に抵抗するために、自給自足の持続可能な農業を堅持
してきた。ボンソールはアメリカのメイン州において、“Scattered Seeds”と
いう民間組織を創立し、化学肥料や農薬を使用しないヴィーガン農業で食用
作物を育てる小農場運動を開始した。また、この間に彼は、種子の収集と貯
蔵に努めてきた。彼がシードバンクに蓄えた何千種類もの種子は、資本の蓄
積とは完全に異なる環境と種の蓄積を意味する。彼の言葉を借りて言うなら
ば、それは「ノアの仕事」である。人為的な気候災害の続発する時代において、
このようなノアの仕事にはより一層明確な意義が付与される。つまり、経済
や財産に対する成熟した想像力の再構成を表しているのだ。こうした明瞭な
思考を備えた新たな経済の主役は、ローカルな環境に深く根ざした有機的で
多様なシードバンクやシードアーカイブと協力しあい、大地と植物に寄り
添った経済の前途を見守っている。

敢えて想像してみよう。もし『プラスチック王国』における廃プラスチック
のリサイクル産業に従事する元農民たちがこの方向へ一歩進んだとしたら、
一体何が起こるのであろうか。ある評論家が、『プラスチック王国』のいくつ
かのバージョンから何人かの女性の回収業者の対話を見い出している。実は、
彼女たちは収入や価値と本当の財産との違いを早くからよく知っていたので
ある。

女性回収業者甲：�みんなはお金を稼げればいいって言うけどさ、お金はい
いもんだけど、子孫が暮らす場所は残せないよ。空気、
空気が良くないよ、水、水も汚くなっちまった。� �
一体どこがいいのさ？

女性回収業者乙：�お金を稼ぐだけさ。工場長が大金を稼げば、私たちはつ
いてって小銭を稼ぐのさ。

女性回収業者甲：あのさ、お金じゃ命は買えないよ20。

「お金では命は買えない」ことに気づき、新鮮な水や空気を買えない女性た
ちに、それぞれ異なる農作物の種の収集や栽培をする機会があったとしたら
どうなるだろうか。彼女たちはタイタニックの船底で小銭を稼ぐ機会を喪失

20
孟悦「人類紀的文化解読：詩歌、撮影与
生命不可承受之物［人類紀的な文化解
読：詩、撮影と生命には受け入れがた
い物］」、『清華大学学報』（哲学社会科
学版）第31巻第3期、2016年、5‒27頁
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するが、そのかわりに、ノアのようにより価値のある本当の財産を子孫に残
せるだろう。いつの日か、彼女たちはオンライン種子展覧会を開催し、志を
同じくする人々に種子、植物に関する知識や情報を紹介し交換するだろう。
それは言わば環境食物経済の小さな方舟なのではないだろうか。

まとめ

ラトゥールは、気候変動体制の政治的基盤は「グローバルとローカル」の
対立にあると考えている。この体制から「降りる」するためには、「大地」（the 
terrestrial）を基礎とする政治主体を構築するべきだ。上述の二等、三等、最
下層船室にいる人々の物語からわかるように、気候変動時代において、経済
的平等の意識に基づく正義の観念と地球の生態系に基づく正義の観念との対
立関係がさらに目立つようになってきた。新自由主義がそれに対処できない
というだけでなく、左翼批評も同じように目の前に迫った課題を認識しない
といけない。地球の生態共同体は、公平や正義または他の政治や倫理の問題
を考慮する際の新たな出発点となるべきだ。停滞や回避を目的とする人間中
心的な気候をめぐる政治に抵抗するために、二等、三等、最下層船室の人々
も地球共同体の中で自己と主体性を改めて確立する必要があるのだ。


