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アメリカ労働者階級研究のいま： 
その歴史的経緯と将来的展望

栗　原　武　士

序
　1990年代以来、労働者階級文学に関する多くのアンソロジーや批評が出版されてきた。代表的なも
のとしてはLaura HapkeによるLabor’s Text: The Worker in American Fiction（2001）や、Robert 
ColesとRandy TestaによるGrowing Up Poor: A Literary Anthology（2002）、さらにNicholas Coles
とJanet ZandyのAmerican Working-Class Literature: An Anthology（2007）などが挙げられる。こ
れらの著作はアメリカのアカデミアにおける労働者階級研究の活発化と軌を一にしており、その背景
にはますます多くのアメリカ国民が経済的不平等に注目し始めたという事実がある。この社会的傾向
は、Barbara Ehrenreichに よ るNickel and Dimed: On （Not） Getting By in America（2001） と、
David K. ShiplerのThe Working Poor: Invisible in America（2004）という2000年代初頭の 2 つのベ
ストセラーを生み出し、反グローバリズムの社会運動や「オキュパイ・ウォール・ストリート」のよ
うな活発な抗議行動を可能とする基盤を作ったと言える。
　アメリカにおける上記のような社会事象は、これまで不可視化されてきた階級という概念を、現代
的な視点でとらえなおそうとする試みのように見える。Ehrenreichは著者自らが低所得層での労働に
挑むという体当たり取材が評判となった上述の著作で、以下のように述べている。

私は、「一生懸命働くこと」が成功の秘訣だと、耳にタコができるほど繰り返し聞かされ
て育った。「一生懸命働けば成功する」「われわれが今日あるのは一生懸命働いたおかげだ」
と。一生懸命働いても、そんなに働けるとは思っていなかったほど頑張って働いても、そ
れでも貧苦と借金の泥沼にますますはまっていくことがあるなどと、誰も言いはしなかっ
たのだ。（『ニッケル・アンド・ダイムド』289）

ヨーロッパ式の階級社会と決別して建設され、自由と平等を標榜するアメリカ社会において、階級と
いう概念は伝統的に「見えないもの」、あるいは「見たくないもの」として存在してきた。しかしな
がらEhrenreichの著作に代表されるここ20年来の批評活動やルポタージュは、アメリカ社会が当然視
してきた自助の努力と経済的成功という勤労の美徳では乗り越えることのできない、厳然とした階級
格差が社会に根付いていることを白日のもとに晒すことになった。
　日米のアメリカ文学研究の領域においても、階級というテーマが意識的にせよ無意識的にせよ、見
過ごされてきたことについて、田中久男は以下のように述べる。

アメリカ人自身が自国の独立宣言で歌われている理念の高さに幻惑され、我々日本の研究
者もそれに追従していた。[...]「すべての人間は生まれながらにして平等である」こと、
そして、「生命、自由、幸福の追求」という不可穣の権利が自明の真理として創造主から
付与されていることが、高らかに宣言されている以上、政治的な約束事としては、階級社
会の存在など、認められないと考えるのは当然である。（5-6）

ここで述べられているのは、堕落したヨーロッパと比較することで自分たちの国家的アイデンティ
ティの優位性を打ち立てようとしたアメリカ人（特にアメリカ知識人）たちが、自分たちの社会に厳
然として存在する経済的・階級的格差から目を背けてきたという歴史的経緯である。
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　階級をできるだけ直視せずに済まそうという一般的傾向は、ヴェトナム戦争や経済不況など、アメ
リカのナショナルアイデンティティが疑問視され、アメリカ例外主義が失墜した現代においても、い
まだに一定の存在感を示している。近年の労働者階級研究に理論的基盤を与えた研究者の一人である
Michael Zweigは、ベストセラーとなったWorking-Class Majority: America’s Best Kept Secretの冒頭
で、以下のような笑い話を紹介している。

Some years ago, a newspaper comic strip pictured a campus radical proclaiming his 
solidarity with the class struggle, only to be ridiculed by his professor, who dismissed 
him with a sharp retort: “The only classes in this country are in schools ! ” This remark 
pretty much sums up the conventional view of class in the United States: it doesn’t 
exist. （1）

しかしながら、上述したように1990年代以降、ますます進む経済のグローバル化と富の集中という社
会的事象の中で、アメリカにおいても経済格差を中心的関心とする学術活動が少しずつ活発化してき
た。本論文ではそのような動きの基調をなすアメリカ労働者階級研究に焦点を当て、その歴史的経緯
と変遷を述べた上で、労働者階級研究や労働者階級文学が、現代社会におけるさまざまな問題に今後
どのような有効性を持ちうるかを考察したい。

I ．アメリカ労働者階級研究の歴史的経緯
　まず、アメリカにおける労働者階級研究がどのように展開されてきたのか、歴史的な経緯を簡単に
紹介しておきたい。上述のとおり、グローバル経済と労働者階級の貧困が表面化し始めたことに対応
する形での労働者階級研究の発展は、おおまかにいって1990年代以降のものであるが、それ以前にも、
それぞれの学術領域で労働者階級についての個別研究は存在していた。John RussoとSherry Lee 
Linkonの編集によるNew Working-Class Studiesは、近年の労働者階級研究を包括的に紹介する良書
であるが、そのなかでも “What’s new about New Working-Class Studies?” と題された第 1 章は、
労働者階級の歴史的経緯を端的にまとめたエッセイとなっている。以下、当エッセイに準拠しつつ、
労働者階級に関するこれまでの個別研究の概略と、過去の研究スタンスに対する現代的な視点からの
批判的考察をかいつまんで説明してゆく。

（1）Labor studies　（労働者研究）
　労働者そのものに焦点を当てた研究は、日本ではあまり馴染みがない領域かもしれないが、アメリ
カでは伝統的に労働組合の活動が日本よりも活発であり、アカデミアでも労働者の地位向上に焦点化
した研究が存在する。その内容は極めて実践的なもので、労働者階級教育や組合運営のノウハウに関
するものが主体となっている。労働者階級文化にも焦点を当てることもあるが、あくまで労働者階級
に対する教育の枠内で行われている。RussoとLinkonが「労働者研究は、労働者文化を、エンパワー
メントと組合運動の手段としての労働者教育の中心に据えた」（2）と述べているように、労働者研究
の主眼は労働組合の交渉業務における実践的なスキルの教育と合わせ、労働者としての階級意識の醸
成をとおして、労働者階級の連帯を図ることにあったと言っていい。

（2）Labor history　（労働史・労働者の歴史研究）
　この領域はおもに企業・組織（職場）における労動史に注目するものである。労動史研究者の
Elizabeth Faueはこのような労働史研究のことを、幾分批判的なニュアンスを込めて「組織研究」
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（institutional studies） と呼んでいるが、その背景には、労働者の日常にある文化的側面、つまり職
場以外でのかれらの日常生活と文化がそれほど焦点化されていなかったという問題意識がある。この
領域の発展についてRussoとLinkonは、 “By the 1960s, ［...］ labor historians had embraced the new 
social history, putting everyday working-class life and culture at the center of historical analysis” 

（2）と述べ、1960年代ころから本研究領域がより包括的な労働者の生活の歴史（文化的側面）に着目
するようになったと指摘している。また、この領域が主として取り上げた「労働者」とは、主にアメ
リカ生まれの白人男性が主体となっていたこともあり、この反省から、昨今の労働者階級研究におい
ては、人種とジェンダーの問題が階級問題とかなり密接に関係付けられるようになっている。

（3）Social history （社会史研究）
　アメリカにおける労働者階級の誕生とともに生まれた白人性についてのDavid R. Roedigerによる
The Wage of Whiteness: Race and the Making of the American Working Class （1999） を典型とす
る、労働（者）と他の社会的文脈との関連を探求する研究領域。Roedigerの著書は、労働者階級の成
立の過程において、白人性がどのように形成されていったかを示しているという点で、ホワイトネス・
スタディーズの最重要文献の一つとされているが、労働者階級研究、あるいは階級の考察という点に
おいては踏み込んだ研究ができていないとして、特に労働者階級研究者からは批判も多い。Russoと
Linkonは、 “Thus, ‘working class’ came to be read as by definition white, male racist, and sexist, 
while issues of gender and race eclipsed attention to class consciousness and class organizing” （3） 
と述べ、本書が労働者階級の主体を白人男性に限定し、階級の問題が人種の問題へとすり替えられた
ことを指摘している。またFaueは、労働者階級に着目する社会史研究家の多くが人種・民族・ジェ
ンダーに着目する複合的な研究を試みたものの、彼らが人種とジェンダーを強調するあまり、それら
と同様に重要であるべき階級そのものへの関心がおろそかになっているという点を批判する。

（4）American studies（アメリカ研究）
　アメリカ研究は、1960年代にそれまでのアメリカ世論とナショナリズムの研究から、アメリカの社
会事象や国家的イデオロギーをより批評的に考察するアメリカ研究に転向したとRussoとLinkonは述
べている。ただし、同時期に発展し始めた文化多元主義の影響を大きく受けた結果、アメリカ研究は
人種・ジェンダー・セクシュアリティを中心に展開され、階級は副次的ポジションにあり続けた。
RossoとLinkonは以下のように述べ、アメリカのアカデミアにおける階級研究のマイナーさを嘆いて
いる。

Looking at university bulletins around the country, one might find hundreds of 
departments, programs, and courses in black studies and critical race studies, ethnic 
studies, gender and women’s studies, and sexuality studies but only three centers 
specializing in working-class studies, and relatively few courses in working-class history 
or culture. （5）

このように見てみると、これまでの労働者階級研究は、（1）のような実利的・実践的なものから、（2）、
（3）、（4）のように人種とジェンダーというスコープを通して労働者階級を考察するものが多く、現
代アメリカ社会（あるいはグローバリズムが拡大した世界）において問題とされる、経済的不均衡と
いう、階級（格差）の存在を批判的に考察する研究は、それほど多くなされてこなかったことがうか
がえる。
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Ⅱ．労働者階級研究の困難
　RussoとLinkonはこのエッセイで、労働者階級研究がなぜ流行らないのかということに関しても、
彼らなりの意見を述べている。上述した通り、階級や経済的不均衡、さらにいえばそれを再生産する
アメリカの民主主義と資本主義との関係という問題を直視することは、アメリカの国家的アイデン
ティティを脅かすことに繋がると考えられていることは、間違いなくその大きな理由として存在して
いる。それ以外にも、労働者階級研究が抱えるより実際的な困難を、RussoとLinkonは以下のように
総括している。
　まず、労働者階級研究は研究者にとっても学生にとっても、扱うのが難しい問題であること。つま
り、労働者階級出身者は、ことにアメリカにおいては貧しい自分の出自を恥じる傾向があり、他方、
富裕層出身者にとって労働者階級を研究することは、自分の特権を認めることにつながるのである。
前者に関しては、労働と富の蓄積というものが、個人の資質の証明とされるアメリカ社会の一般的傾
向に根ざしている。つまり、貧しさが、自分自身の人間的価値の証明となり、羞恥心と結びついてし
まう可能性があるのである。この辺りの機微は、後述する労働者階級出身の作家である、Raymond 
CarverやRussel Banksによる文学作品によく表れている。
　次に、労働者階級研究が持つ「白人性研究」というイメージに対する政治的な懸念が挙げられる。
労働者階級を研究することは、白人男性労働者の政治的苦境を不必要に称揚し、彼らの人種的ジェン
ダー的特権を不可視化することにつながるのではないか、という懸念である。この考え方は明らかに、
1960年代以降の文化多元主義的なアカデミズムの傾向が影響している。つまり、マイノリティや女性
といった抑圧された人々の研究にプライオリティを置くべきであって、彼（女）らを抑圧する立場の
白人男性を擁護することにつながる労働者階級研究は下火となってしまうということである。初期の
労働者階級研究の対象が白人男性に限定されていたという、負のイメージが残っていることが、この
批判の背景にあると思われる。
　RussoとLinkonはさらに、階級に着目することで非白人の一部が特権的立場にいることが明らかに
されることへの懸念が存在すると述べている（5）。このことも上述のアカデミアにおける文化多元主
義の影響という文脈で考える必要がある。マイノリティ研究の推進者にとってみれば、マイノリティ
の中に階級差が存在するということになると、それぞれのマイノリティのカテゴリーが一枚岩ではな
くなる。つまり、人種的闘争、あるいはジェンダー問題に関する闘争に置いて、抑圧される人々の連
帯と統合を阻害してしまうのではないかという懸念が生じるのである。

Ⅲ．新しい労働者階級研究
　以上、RussoとLinkonのエッセイを概観するかたちで、労働者階級研究の歴史的経緯と、アメリカ
のアカデミアにおいて労働者階級研究が抱える困難を紹介してきた。では、近年盛んになりつつある
労働者階級研究―RussoとLinkonが「新しい労働者階級研究」と呼ぶもの―の特色とはどのよう
な点にあるのだろうか。
　まず挙げられるのは、その学際性である。RussoとLinkonによるNew Working Class Studiesに代
表されるように、これまで蓄積されてきた各領域の研究を集め、それらを横断的に考察する研究アン
ソロジーが、近年多く出版されている。労働者階級に属する人々のエッセイや研究者による専門的な
論文、果ては大学における労働者階級研究に関する授業のシラバスまでを網羅した Janet Zandyの編
集によるWhat We Hold in Common: An Introduction to Working-Class Studies （2001） も、その代

54



県立広島大学人間文化学部紀要　13，51-62（2018）

表格と言えるだろう。
　次に挙げられるのが、階級に対する新しいアプローチである。マルクス主義や左翼系の研究者たち
の考える階級は全てに優先されるべきもので、人種やジェンダーなどの要素を副次的要素として扱う
傾向がある。それに対して新労働者階級研究では、様々な社会的要素は階級と相互作用的に結びつい
ているとされ、労働者階級の日常的経験のより包括的な考察を目標としている。

Some leftist scholars have argued that class should be the center of discussion because 
it was the most important category and it should supersede all divisions and provide a 
source for unity across boundaries of difference or location. In contrast, new working-
class studies puts class at the center because we see class as deeply interwoven with 
other formative elements of society―race, gender, work, structures of power―and 
because we see class as the element that is often least explored and most difficult to 
understand. （Russo and Linkon 12）

これと関連するのが、労働者階級とは何かという問いよりも、いかに階級という概念が形成され機能
するのかという問いを重視するという、新労働者階級における傾向である。従来の労働者階級研究で
は、労働者階級の定義は曖昧なものだった。Michael Zweigはこのことについて、収入線による階級
の定義はどこまでいっても恣意的で相対的なものにしかならず、不可能であると述べる。そうではな
く、彼は労働者階級を権力構造の中で捉え、労働の場において生産に関する決定権を有する人々を資
本家階級、権限を持たない人々を労働者階級として捉える方針を著書で打ち出している。さらに以下
のように述べ、労働者階級直面するさまざまな問題が、職場に限定されない、広範な社会における様々
な権力関係に存在することを指摘する。

Class has its foundation in power relations at work, but it is more than that. Class also 
operates in the larger society: relative power on the economic side of things translates, 
not perfectly but to a considerable extent, into cultural and political power. These forms 
of power in turn reinforce, adjust, and help to give meaning to classes. Our discussion 
of class will go beyond production, to search out its implications in the broader society 
as well. （4）

収入の多寡で階級を定義するのではなく、権力の有無で階級を決めるというZweigの視点もまた相対
的であり、恣意的ではある。しかしながら、彼の視点には一定の利点がある。それは、労働者階級の
置かれた状況の本質的な問題は、あらゆるものごとの決定に関わる権限に階級によって不均衡が生じ
ていること、つまり万人の平等を前提とする民主主義に関わる政治的問題として捉えられることが再
確認されたことである。
　以上のことをまとめると、新労働者階級研究とはつまるところ、労働者階級の労働と政治的闘争の
みならず、日常生活全般における権力関係に注目し、生活、言語、視点などに階級がどのように作用
するのかを問う研究領域だといえる。つまり、労働者階級を包括的に理解するためには労働や収入を
分析するだけでは不十分であり、労働者階級の、職場以外での生活様式、つまり彼らの文化にも目配
りをすることが重要なのである。
　このことにより、人種・ジェンダーと複雑に絡み合う労働者階級の日常的経験と、彼らの感情を包
括的に捉える重要性が確認されたといえる。そして、労働者階級であることの本質的・包括的な意味
を研究するツールとして、労働者階級表象研究の重要性が高まっている。それはつまり、文学や映画、
美術や音楽において、労働者がどのように描かれてきたかを通して、労働者階級の自己表現や、社会
やメディアによる労働者階級の捉え方を分析することで、労働者階級特有のセンチメントを言語化す
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ることを目指す試みである。

Ⅳ．アメリカ労働者階級文学研究のアウトライン
　上述のように、新労働者階級研究では、労働者階級の日常を包括的に分析するためのツールとして
文学や映画をはじめとする表象文化が重視されている。しかしながら、労働者階級文学は、従来の文
学研究においてはほとんど注目されてこなかった。今日においても、労働者階級の文学に関する研究
は、アメリカのみならず日本のアカデミアにおいてもそれほど数は多くない。冒頭で引いた田中久男
の言葉にもあるように、階級そのものが伝統的な文学研究の空白地であることに加え、労働者階級を
描いた作品というのは、作品そのものの数が少ないこともあり、文学研究における労働者階級のプレ
ゼンスが非常に低いのである。
　しかしながら、近年は労働者階級文学を集めたアンソロジーがアメリカで出版されるなど、労働者
階級文学をめぐる状況は少しずつ変わりはじめている。その背景にあるのが、キャノンの拡大である。
1960年代以降のフェミニズム批評とマイノリティ文学の勃興によって、従来は無視されてきた人種的
マイノリティの作家や女性作家たちの文学が、次々と再評価されるようになってきた。その流れを受
けて、労働者階級作家による、労働者階級をテーマにした文学が、学術研究の俎上に載せられるよう
になってきたのである。また、キャノンの拡大は、様々なアイデンティティを持つ作家の作品に関わ
るだけでなく、作品の形態における広がりも含んでおり、従来文学研究の主流であった詩、戯曲、小
説だけでなく、手紙、伝記、自伝、口承伝承など、さまざまな形態の「語り」を含むようになった。
2016年にBob Dylanの歌詞がノーベル文学賞を受賞したのは、文学ジャンルにおけるキャノンの拡大
を端的に示している。このことは、労働者階級文学研究において非常に大きな意味を持っている。な
ぜなら労働者階級の人々には、いわゆる小説や戯曲といった、伝統的な文学作品を書く時間もリテラ
シーもないことが多いからである。結果として多くの労働者階級文学研究は、彼らの経験や感情を伝
える様々なメディアに注目することが必要となっている。
　そのような流れの中で生まれた労働者階級文学研究は、初期の段階からジェンダーと人種を横断す
る研究領域として、労働者階級の包括的な理解にとりくんできた。労働者階級文学研究の基礎を築い
たとされる、Paul Lauterの “Working-Class Women’s Literature: An Introduction to Study” は、発
表された1980年の時点で、すでに女性による労働者階級文学に着目している点で画期的だったといえ
よう。その後も労働者階級研究では、マイノリティや女性による労働者階級文学の分析を通して、労
働者が日常的にどのような抑圧を受けているのかを分析してきた。労働者階級を研究するということ
は、階級のみならずジェンダーや人種を含めて考察することが重要とされているのである。

Ⅴ．Carver作品にみる白人労働者階級の日常
　しかしながら、人種・ジェンダーと階級を総合的に分析する重要性は、必ずしもマイノリティや女
性による労働者階級文学に限られるものではない。かつては特権階級だった白人男性による労働者階
級文学も、あらたなマイノリティ文学として分析の対象となりえるのではないだろうか。このことに
ついて、柴田元幸は、以下のように述べている：

80年代以降のアメリカ文学は、マイノリティの文学が前面に出てきたことが大きな特徴で
ある。[...] だが、もうひとつ、新たに表れたマイノリティ文学とみるべきなのは、白人で
ありながら繁栄から全く取り残された貧しい人々を描き、自らもそうした背景から出てき
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た、レイモンド・カーヴァーをはじめとする労働階級出身の白人作家たちの作品ではない
かと思う。（169-70）

また、三浦雅士は「文学と階級」と題されたエッセイにおいて、アメリカ文学における下層労働者表
象に関して、Carverを始めとするいわゆる「ダーティー・リアリズム」の作家たちの新しさを、以
下のように指摘する：

重要なのは、下層労働者の目で下層労働者を描いたということである。[...] むろん、これ
までも多くの作家が下層労働者を描いてきた。ヘミングウェイだろうが、フォークナーだ
ろうが、スタインベックだろうが、みな描いている。けれど、たいていは中産階級の視点
から俯瞰するように描いてきたといっていい。あえていえば、あたかも労働者を救済する
ように彼らは描いてきたのである。（91）

三浦は1991年の段階で、「資本主義は差異を食って生きると言う。[...] かつてアメリカの夢を支えた
のは西洋による日西洋の植民地支配だった。ほとんどの植民地が独立した現在、アメリカも日本も、
自国のなかに新たな植民地を作りださざるをえなくなった」 （94） と述べ、グローバル資本主義の進
展と、それに伴う国内における経済格差の拡大を指摘しているが、蓋し慧眼というべきだろう。そし
てそのような国内の植民地化の結果、人種的マイノリティだけでなく、かつて独立性と自立性をを象
徴し、経済的特権と結び付けられてきた白人男性の一部もまた、経済的劣位に置かれることになった。
　このことは、Roedigerなどによる白人性研究（ホワイトネス・スタディーズ）と関連している。彼は
19世紀から20世紀にかけてアメリカで白人性が形成される過程において、白人性がアメリカの美徳であ
る独立性・自立性と強く結びつけられたと述べているが（『白人意識の構築』74）、そのような、経済的
に精神的にも独立した白人という理想的なステレオタイプに対し、貧乏な白人はどのように対処したら
いいのかという問題は、アメリカにおいて長い間無視されつづけてきた。しかしながらConstance 
Penleyが述べているように、白人男性労働者階級の経済的苦境―それにともなう精神的苦悩―を表
象文化において分析することは、裕福な白人というステレオタイプからこぼれ落ち、アファーマティブ・
アクションでも救済されない白人男性労働者について、階級・人種・ジェンダーを横断的に考察するこ
とであり、新しい労働者階級研究が主眼とする研究領域と重なり合うところが多い。1

　上述の柴田が言うように、1980年代に活躍した短編小説家Raymond Carverの作品は、現代アメリ
カ社会におけるそのような白人男性労働者階級の文学の代表格である。1938年生まれの彼は、アメリ
カ北西部、ワシントン州ヤキマという田舎町の労働者階級出身で、父親は製材所で働く労働者だった。
Carverは高校を卒業してすぐ妻と二児をもうけ、父親と同じ製材所での仕事をはじめ、様々な低賃
金の仕事を転々としながら、育児と飲酒と創作活動のバランスを取ろうと苦闘した。非常に貧しい生
活を余儀なくされた彼は、アルコール依存症で生死の境をさまよったり、 2 度の破産を経験したりし
ている。彼は多くの短編小説や詩を残したが、特にアメリカ社会の底辺で生活する貧しい一般市民を
リアリズムの手法で描いた作品は高く評価された。
　“Bankruptcy” は破産手続きが済み、債権者からの取り立てを恐れる必要がなくなった労働者の安
堵を描いた詩である。

Twenty-eight, hairy belly hanging out
off my undershirt （exempt）
I lie here on my side
on the couch （exempt）
and listen to the strange sound
of my wife’s pleasant voice （also exempt） （Fires 61）
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この詩では語り手の安堵とともに、衣服やソファといった語り手の生活を構成する所有物が差し押さ
えを免除されたものであることが示され、彼らの生活が法廷や債権者の意向に依存する不安定なもの
であること、すなわち彼らが自らの独立性／自立性に不安を感じていることが読み取れる。破産申請
が通り、新たな借金の取り立てを恐れる必要はなくなったものの、自分がだらしない下着姿でソファ
に寝そべっている姿を自嘲的に描写する語り手から、新たな生活を再建しようとする主体的な意欲を
読み取ることは難しい。28歳という、本来であれば活力に溢れた働き盛りである年齢をわざわざ強調
している点からも、自分が白人男性のステレオタイプから逸脱していることをシニカルに眺める視点
が見て取れる。
　Carverの詩や短編作品では、貧困が引き金となって様々な家庭内の問題が連鎖的に引き起こされ
る様（あるいは、それぞれの問題が複雑に絡み合った状態）が描かれることが多い。“Bankruptcy” 
においても、語り手は妻の声をあえて“sound”と表現することで、人間的でこまやかな夫婦関係と
いうよりは、むしろそのようなヒューマニズムを削ぎ落とした、モノとモノの無機的な関連性を暗示
させる。そのような語り手と妻との間に、裕福な白人ステレオタイプとともに連想されるような幸福
な夫婦像を見出すことは困難であろう。この詩には語り手や妻の労働そのものは描かれていないが、
貧困にあえぐ現代アメリカの労働者階級が抱える無力感や閉塞感を含め、様々な日常経験に起因する
階級的心情を喚起するイメージがちりばめられているのである。
　このように、家庭内での出来事や個人的な日常を素朴な筆致で描くCarverの作品は一見非政治的
にみえるものの、作品を深く読み込めば、その日常的風景の背後に経済的格差を生み出す資本主義の
暗い側面が浮かび上がってくる。Carverとほぼ同年代の作家Russell Banksもまた、Carverよりも政
治的なメッセージを強く打ち出しながら、自助の努力が経済的成功に結びつくというアメリカの保守
的なスローガンに対するアンチテーゼを提示している。2  彼らの作品は、福祉支出の縮小と自己責任
を主眼とする1980年代のレーガノミクスの下で、労働者たちが勤労という美徳のみを頼みとして経済
不況を生き抜くほかなかった状況を示している。2000年以降注目されるようになったワーキング・プ
アと呼ばれる低所得労働者階級の人々と同様に、CarverやBanksが描く登場人物たちもまた、貧困を
構造的に生み出し、それを貧困層の責任として正当化する後期資本主義アメリカ社会の被害者だった
のである。彼らの作品は白人であるにもかかわらず貧しいという現代アメリカにおける矛盾を通して、
白人男性労働者階級や白人男性貧困層の経済的・精神的な苦境を描き出すという点で、人種とジェン
ダーを交差させながら階級を考察する新労働者階級研究の格好の題材であるといえよう。

Ⅵ．労働者階級研究の意義
　RussoとLinkonは彼らのエッセイの末尾で、労働者階級研究の意義について、以下のようにまとめ
ている：

New working-class studies is about working-class people, but it also involves working-
class people as full participants. Ultimately, new working-class studies is not just an 
academic exercise. Rather, we strive to advance the struggle for social and economic 
justice for working-class people. Put differently, those active in new working-class 
studies constantly ask ourselves two questions: For whom are we engaged in this 
work? What does it mean to be a socially responsible academic? [...][O]ur role must be 
not merely to interpret the world but to change it. （15）

労働者階級研究の意義とは、その研究が単にアカデミズムの中で流通するだけでなく、現実社会との
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相互作用の中で社会的・経済的公正に向けての活動を前進させることにあり、それはいわば、オーディ
エンスを強く意識した学術領域ということになる。このことは、労働者階級文学を読み解く際にも念
頭におくべきことであろう。RussoとLinkonのこの言葉は、現代アメリカ社会において貧困にあえぐ
登場人物たちへの同情と共感を読者に求めるBanksの長編小説Continental Driftのエピローグと強く
共鳴する：

The world as it is goes on being itself. Books get written―novels, stories and poems 
stuffed with particulars that try to tell us what the world is, as if our knowledge of people 
like Bob Dubois and Vanise and Claude Dorsinville will set people like them free. It will 
not. Knowledge of the facts of Bob’s life and death changes nothing in the world. Our 
celebrating his life and grieving over his death, however, will. Good cheer and 
mournfulness over lives other than our own, even wholly invented lives―no, especially 
wholly invented lives―deprive the world as it is of some of the greed it needs to continue 
to be itself. Sabotage and subversion, then, are this book’s objectives. Go, my book, and 
help destroy the world as it is. （410）

バンクスはここで、権力の不均衡と構造的な人間の疎外を生み出す後期資本主義社会への抵抗のため
に最も重要なのが、読者が創作上の登場人物に対する共感―ここでは主人公であるBob Duboisのよ
うな階級的、ジェンダー的、人種的危機に置かれ、破滅させられる人物への共感―を抱くことだと述
べている。
　つまり、労働者階級文学は作品自体で完結するのではなく、読者との相互作用にこそ作品の本質が
現れるといえる。Lauterは“Movements generate audiences; audiences foster writers; writers forward 
movements. The question of the relationship between working-class creativity and its audience, then 
is no settled matter but always, and necessarily, under construction.” （77）と述べ、労働者階級文学
の要諦は、オーディエンスとの相互作用に存在し、あたかも労働者たちが終わりの見えない道路工事
に従事するように、作品と読者との相互作用は絶え間なく続けられるべき営為だと主張している。フェ
ミニズムが女性作家の台頭を生み出し、女性作家の作品の読者たちが新しい社会の常識を築きつつあ
るように、労働者階級研究が学術的に認知されれば、社会との相互作用によって、文化的な潮流の変
化を期待することも可能かもしれない。

注
1 ．Constance Penleyは、一枚岩の白人ステレオタイプに “white trash” を対置し、貧しい白人が自

らの白人性の優越を信じられない状況に対する苦悩を抱えていることを指摘する（90）。Penley
をはじめ、Matt WrayとAnnalee Newitzの編集によるWhite Trash: Race and Class in America

（1997）におさめられた論考は、一般的に物質的特権と結び付けられる理想的白人像に自己同一
化することのできない貧困層の白人たちを注視することで、カラーラインと階級区分の同一化（同
一視）に抵抗する。その主張は、リバタリアン的な福祉政策のただなかでアファーマティブ・ア
クションからもこぼれおちる白人貧困層への社会的関心を喚起すると同時に、白人貧困層の存在
を起爆剤として白人ステレオタイプを動揺させることで、白人／非白人という硬直した人種観に
亀裂を生じさせる可能性を提示しているという点で、非常に有益なものといっていい。

2 ．Russell BanksのContinental Drift（1985）に描かれる白人男性Bob Duboisの貧困とその白人性
不安に関しては、拙論「白人性とアメリカの夢を超えて―Russell BanksのContinental Driftにみ
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る社会規範からの肯定的逸脱―」を、Carver作品における白人性と階級意識に関しては、同じ
く拙論「労働者階級とホワイトネス：カーヴァーの短編［ビタミン］にみる社会規範としての白
人意識」を参照。
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Abstract

The American Working-Class Studies:  
Its History and Future Prospects

Takeshi Kurihara

Since the 1990s, some anthologies and critical studies on American working-class literature 
have been published, including Laura Hapke’s Labor’s Text: The Worker in American Fiction （2001） 
and Growing Up Poor: A Literary Anthology （2002） edited by Robert Coles and Randy Testa. 
Nicholas Coles and Janet Zandy also published American Working-Class Literature: An Anthology 

（2007）. These publications coincide with the rise in the academic fields of American working-class 
studies, which can be attributed to the fact that more and more American citizens grew frustrated 
with the economic inequalities. The people’s longing for a more democratic economic system are 
reflected into the two bestsellers in the early 2000s, Barbara Ehrenreich’s Nickel and Dimed: On 

（Not） Getting by in America （2001） and David K. Shipler’s The Working Poor: Invisible in America 
（2004）. The entire social tendencies paved the way for the active social protests of anti-globalism, 
including Occupy Wall Street in 2011. In this paper, I will focus on the American working-class 
studies and the history of its development. In the course of analysis, I will also estimate its future 
prospect by examining how the studies of working-class and its literature influence and change 
the course of the modern society.

62


	00_人間文化学部紀要_目次_和文f
	01_嶋本文雄
	02_秋山伸隆
	03_杉山寿美_f
	04_森脇弘子03
	05_Steven L. Rosen_F
	06_栗原
	07_吉本和弘_f
	08_富田和広_F
	09_侯
	10_高松くわっくわっ！
	11_人間文化学部紀要_目次_英文_f
	空白ページ
	空白ページ

