
『フェミニズムとレジリエンスの政治 ジェンダー、メディア、そして福祉の終焉』 

を読んで―新自由主義とフェミニズム― 

 

先日、アンジェラ・マクロビーの『フェミニズムとレジリエンスの政治 ジェンダー、メ

ディア、そして福祉の終焉』（2022 年、青土社、以下『FPR』と略記）を読んだ。この本は、

主にイギリス社会における「新自由主義（ネオリベラリズム）」と「フェミニズム」との関

係性を、ポピュラーカルチャー・福祉制度の撤廃・「レジリエンス」批判といった様々な観

点から論じた著作である。新自由主義とフェミニズムとの関係性については、以前からちょ

こちょこ勉強していたのだが、今回、『FPR』を読んで、色々と整理された部分もあったの

で、忘れないうちにここで一度アウトプットしておく。以下では、「『FPR』を読もうと思っ

た問題意識」と「『FPR』の感想」の 2 つについて述べる。 

 

１． 問題意識：日本における新自由主義批判への不満 

 2022 年現在、日本の政治的言説空間において、いわゆる「新自由主義（ネオリベラリズ

ム）」に対する批判は、かなりの程度人口に膾炙したと思う。政党政治の言説空間に限って

も、新自由主義批判は野党1だけでなく、これまで新自由主義的政策を推進してきた（てい

る）自民党2からも発せられている。新自由主義が大嫌いな私としては、新自由主義批判は

大いになされるべきだと考えてはいる。しかし、今の日本における新自由主義批判について、

私は強烈な不満を抱いてもいる。というのも、現状の新自由主義批判は、「自己責任論」へ

の批判に終始することが多く、新自由主義を批判する上で重要な点がまるっと見過ごされ

ているからだ。確かに、自己責任論を批判することは必要だが、そのことに熱中するあまり、

新自由主義批判における他のクリティカルな切り口を無視してはならない。私は、新自由主

義を批判していく際に、以下の 2 つの視点が重要だと考えている。 

 

①新自由主義が資本主義の歴史的な一形態であること 

②資本主義がジェンダー秩序を必然的に伴い、その秩序は新自由主においても駆動し

ていること 

                                                      

1 例えば、日本共産党は https://www.jcp.or.jp/web_policy/2022/06/202207-

saninseisaku.html において、「新自由主義から転換」することを求めている。 

また、社会民主党は https://sdp.or.jp/principle/で「新自由主義の跋扈（ばっこ）を許して

しまった反省の上に」党の理念を決意している。 

2 例えば、岸田文雄は自身の論文において「新自由主義からの脱却」を標榜した

（https://www.nippon.com/ja/in-depth/d00804/）。 

https://www.jcp.or.jp/web_policy/2022/06/202207-saninseisaku.html
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2022/06/202207-saninseisaku.html
https://sdp.or.jp/principle/
https://www.nippon.com/ja/in-depth/d00804/


 

以下では①と②について簡単に述べる。 

 

①新自由主義が資本主義の歴史的な一形態であること 

 新自由主義はしばしば、ケインズ主義と対比される形で理解されている。そして、新自由

主義批判の文脈では、ケインズ主義的な立場に重きを置く結論が唱えられることが多い3。

福祉制度を切り崩し、労働力の流動化を進める新自由主義に対抗するために、福祉制度を充

実させ、労働力の保護を重視するケインズ主義が持ち上げられる、というわけだ。確かに、

福祉制度はこれ以上破壊されてはならないし、労働者の保護も当然今まで以上に行われな

ければならない。しかし、忘れてはならないのは、新自由主義もケインズ主義もともに、無

限の複利的経済成長を神聖視する資本主義の歴史的な一形態である、ということだ。私は、

資本主義という政治・経済的な社会制度を、「差別と抑圧・環境搾取・社会的不平等の拡大

を前提とするもの」として理解している。ここで詳細は書かないが、資本主義は根本的にと

かく問題含みだし、私はそんな資本主義がめちゃくちゃ嫌いである。このような資本主義が、

無限の複利的経済成長を追求する中で様々な問題を引き起こしてきた（ている）のは歴史的

事実であり、それはケインズ主義的な福祉国家体制においても例外ではなかった。ケインズ

主義的な福祉国家体制が、70 年代に環境問題・景気後退とスタグフレーション・元植民地

地域の成長に対する阻害など、資本主義体制に内在する諸問題に直面していた4ことを省み

るならば、私たちは、新自由主義との二項対立的な図式の中でケインズ主義を一方的に称揚

することは差し控えるべきだろう。私たちは現在、気候変動問題・長期的な景気後退と（特

に日本における）スタグフレーション・グローバルサウス/ノースの問題といったような、

ケインズ主義と同一線上の問題が相も変わらず繰り返される惨状を目の当たりにしている。

このような状況下では、新自由主義とケインズ主義は、二項対立的に理解されるべきではな

く、むしろ、根本的に問題含みである資本主義の諸類型として認識されるべきである。新自

由主義とは、資本主義の歴史的な一形態である。それゆえ、新自由主義に対する批判は、資

本主義批判としての視野を備える必要があるのだ。 

 

②資本主義がジェンダー秩序を必然的に伴い、その秩序は新自由主においても駆動している

こと 

 繰り返しになるが、私は資本主義という政治・経済的な社会制度を「差別と抑圧・環境搾

                                                      

3 例えば、以下の著作の主張がそれに該当するだろう。 

中野剛、『目からウロコが落ちる奇跡の経済教室【基礎知識編】』、2019 年、株式会社ベス

トセラーズ 

4 ダイアン・コイル、『GDP〈小さくて大きな数字〉の歴史』、2015 年、みすず書房、

pp.65-81 



取・社会的不平等の拡大を前提とするもの」として理解している。特に性差別について注目

するとき、資本主義は自らが成立・拡大・浸透していく歴史的なプロセスの中で、ジェンダ

ー的な秩序をその前提としていたことがわかる。例えば、資本主義は「市場」の外部に「家

族」を配置し、そこで家事・育児・介護などのケア労働が行われるべきであるとの規範とそ

の規範に基づく社会経済体制を創り上げてきた。マルクス主義フェミニストたちが正当に

も主張するように、「家族」におけるこれらのケア労働は、主に女性が担うべきであるとさ

れ、女性はケア労働ともどもその社会的価値を貶められてきた（ている）。そもそも、家事・

育児・介護といったケア労働は、それなしでは生活がなりたたない、人間にとって根本的な

活動である。しかし、資本主義は、人間にとって必要不可欠なケア的営みを、情緒的である

がゆえに「女性的」で価値の低いものとして扱い、それを「市場」の外部に措定することを

正当化するジェンダー秩序を生み出し続けてきた（ている）。この意味で、資本主義は性差

別的なジェンダー秩序なしには成立しなかったし、それは今においてもそうなのである。 

 このようなジェンダーを巡る秩序は、資本主義の一形態であるケインズ主義においても

当てはまる。例えば、戦後イギリスにおける社会保障拡充の指針となったベヴァリッジ報告

では、「男性が外で働き、女性が家を守る」という家族観が前提されていた5。また、戦後日

本の社会保障体制も正規雇用に基づく制度設計であった6が、この「正規雇用」自体が男性

的な稼ぎ手モデルを想定していたことは言うまでもない。一方、新自由主義においては、あ

からさまな性別役割分業ではなく、より巧妙なジェンダー秩序のレトリックが用いられる。

新自由主義下のジェンダー秩序では、女性も労働市場に出ていくことが称賛される。そこで

は、性差別的な社会制度が温存されたまま、女性も「男性と同じような働き手」になること

が求められるのである。その一方で、「家族」におけるケア労働の役割を女性に担わせるジ

ェンダー構造は手つかずのまま放置される。女性が労働市場に参入することで「家族」にお

けるジェンダー秩序は弱まらない。むしろ、事態はその逆である。新自由主義によって社会

的な紐帯が破壊されると、情緒的なつながりの社会基盤として、「家族」の価値がもちあげ

られ7、ジェンダー秩序が強化されるのだ。この結果、女性は「家族」と「市場」におけるダ

ブルワークに直面する。「能力重視」「自己決定」「主体性」などの様々な語彙を用いて、新

自由主義はこのようなジェンダー秩序を再生産する。そのジェンダー秩序の下では、人種化

された女性、移民の女性、白人女性、シスジェンダーの女性、トランジェンダーの女性、専

業主婦の女性、セックス・ワーカーの女性、自給・週給・月給・無休で労働する女性、失業

中・雇用形態が安定しない女性など、常に既に多様な女性8は、様々な差別と抑圧を被るこ

                                                      

5 志賀信夫、『貧困理論入門』、2022 年、堀之内出版、pp.70-80 

6 酒井正、『日本のセーフティネット格差』、2020 年、pp.1-45 

7 ケア・コレクティヴ、『ケア宣言』、2021 年、大月書店、pp29-30 

8 シンジア・アルッザ他、『99％のためのフェミニズム宣言』、2020 年、人文書院、pp36-

37 



とになる。資本主義の一形態としての新自由主義が、特有の性差別的なジェンダー秩序を備

えているならば、私たちは新自由主義を批判する際に、そのようなジェンダー秩序を常に視

界に入れる必要があるのだ。私は、日本における現在の資本主義批判は、この点を決定的に

欠いていると感じている。 

 

さて、①と②でざっくりと書いたような、日本の新自由主義批判に対する不満から、私は

『FPR』を手に取った。フェミニズムという運動の内部では、新自由主義が一部の「フェミ

ニズム」を取り込みながら、新自由主義固有のジェンダー秩序を創り上げていく構造を批判

する流れが存在する9。そのような批判においては、新自由主義が資本主義の一形態である

ことは明確に意識されている。『FPR』が上述したような新自由主義批判の流れにあるらし

いことを Twitter で知った私は「新自由主義とジェンダー秩序を考える上で参考になりそう

だ」と思い、ちゃりーんと大枚はたいて購入した次第である。 

 

2．ささやかな感想 

 

 結論から言うと、めちゃくちゃ参考になりました、はい。批判内容に関して繰り返すと、

『FPR』は、主にイギリス社会における「新自由主義（ネオリベラリズム）」と「フェミニ

ズム」との関係性を、ポピュラーカルチャー・福祉制度の撤廃・「レジリエンス」批判とい

った様々な観点から論じた著作である。取り扱われているトピックが多岐に渡っているた

め、研究者でもなんでもない一市民たる私にとって、議論の背景が理解しきれない箇所が多

かった感は否めない。にもかかわらず、日本の新自由主義とフェミニズムとのかかわりを考

える上で、重要な示唆はいくつもあったように思われる。本を読んだ直後の知識同士が繋が

っていく不思議な感覚は、放っておくとすぐにどこかに行ってしまうので、ここでは個人的

に気になったテーマを 3 つに分けて、『FPR』の備忘録としたい。3 つのテーマは以下であ

る。 

 

①フェミニズムの受容に関する日本とイギリスの相違 

②新自由主義批判におけるジェンダー的な視点の欠如 

③新自由主義における主体とケア 

 

 

①フェミニズムの受容に関する日本とイギリスの相違 

                                                      

9 この流れについて私は、『99％のためのフェミニズム宣言』（前掲）や『日本のポストフ

ェミニズム―女子力とネオリベラリズム』（菊地夏野、2019 年、大月書店）などの著作を

念頭に置いている。 



 『FPR』を読み始めてまず感じたのは、「しっくりこない」ということだった。何がしっ

くりこないかと言うと、マクロビーが述べているイギリス社会におけるフェミニズムの受

容が、日本社会のそれとうまく重ならないのである。別にそれはマクロビーの分析が不正確

とかそういうことではなく、単にイギリスと日本では、フェミニズムの受容の仕方に質的な

差異がある、ということなのだろうと思う。例えば、マクロビーは 1 章で、イギリス社会に

おける社会民主主義的なリベラル・フェミニズムが、ネオリベラリズムと結びついたネオリ

ベラル・フェミニズムに展開してきたプロセスを詳述しているが、このプロセスは日本社会

においてはおそらく当てはまらない。私見だが、日本では、フェミニズムの力は英米圏より

もずっと弱い。性差別に限らず、日本は未だに日常的に存在している差別がどれだけ深刻な

ものであるかという認識が社会全体で共有されておらず10、反差別規範が極めて脆弱である。

「リベラル・フェミニズムからネオリベラル・フェミニズムへ」という流れで説明できるほ

ど、日本社会にフェミニズムは根付いていない。日本では、性差別の存在も認めないまま、

インターネット上の言論によってフェミニズムに対する反感が生み出されている11ような

状況なのである。『FPR』の訳者である田中と河野は「訳者あとがき」で、「そもそものフェ

ミニズムの状況、置かれた状況が英語圏と大きく異なる日本においては、それ相応のポスト

フェミニズム12の定義とその言葉を使った分析が求められているだろう13」と述べているが、

そのような分析の必要性は、日本とイギリスにおけるフェミニズムの受容を巡る状況の相

違にもあるように思われる。日本の新自由主義批判においてはジェンダーの観点が欠落し

ているので、新自由主義とジェンダー秩序の絡まり合いに焦点を当てるためにも、日本の社

会状況を踏まえた語彙や議論が拡充される必要があるだろう。 

 

②新自由主義批判におけるジェンダー的な視点の欠如 

 日本の新自由主義批判にジェンダーの観点がないということはさっきも書いたが、この

傾向はどうやら日本に止まらないらしい。マクロビーは『FPR』で、世界的に影響力のある

二人のマルクス主義者、デヴィッド・ハーヴェイとヴォルフガング・シュトレークが、新自

由主義批判の文脈において、フェミニストの議論に感度が低いことを批判している14。私も

二人の著作は読んだことがあり、以前からジェンダーの要素が弱いと感じていただけに、マ

クロビーの指摘を読んだときは思わずテンションが上がってしまった。というか、今回『FPR』

                                                      

10 岩淵功一［編］、『多様性対話』、2021 年、青弓社、p.18 

11 菊地夏野、前掲書、p.80 

12 ポストフェミニズム論は、「フェミニズムの立場から現代の文化社会状況を批判的に考

察するもの」（菊地、前掲書、p.60）。 

13 アンジェラ・マクロビー、『フェミニズムとレジリエンスの政治』、2022 年、青土社

p.234 

14 アンジェラ・マクロビー、前掲書、pp.138-145 



を読んで知ったのだけれど、シュトレークって反フェミニズムの立場なんですね……。引く

わ……。とか考えながらシュトレークの著作を見返すと、確かにジェンダー的な観点を軽視

するような書きぶりがちらほらとあり、悲しいことに合点がいった。例えば、以下の記述な

どはそうだろう。 

 

―信じがたいことではあるが、最近の社会民主主義政党および労働組合の政治目標と

して掲げられた主題は、たとえば同性婚をめぐる争い、あらゆる事象の「ジェンダー化」

であり、さらには大企業で高学歴女性を取締役にすること（現在、シングルマザーが貧

困にもっとも陥りやすいことが問題とされているにもかかわらず）なのである。「責任

ある」政党によって民主政治から居場所を奪われた大衆にとって、彼らに関心を抱かせ

るほどの真面目な政策がどれほどあるというのだろうか？15 

 

私はジェンダーの問題は新自由主義（≒資本主義）批判にとって決定的に重要だと考えてい

るが、シュトレークはどうやら違うらしい。「成長鈍化」「格差拡大」「債務増大」などの諸

特徴から資本主義国家体制を分析・批判するシュトレークの議論には学ぶものが多かった

だけに、上述のような反ジェンダー的な態度は非常に残念である。一方のハーヴェイは、ジ

ェンダーの問題について、シュトレークほど頑固ではない。資本主義を分析した最近の著書

において、ハーヴェイは、「人種差別とジェンダー差別は長期にわたってあったのであり、

資本主義の歴史が極度に人種化されジェンダー化された歴史であることは疑うべくもない

16」として、資本主義の社会的再生産の議論でフェミニストの主張を検討している17（それ

でもやはり、経済地理学者のスーザン・ロバーツからは、フェミニズム的研究を軽視してい

ると手厳しい批判がなされているらしい18）。ただ、いずれにせよ、新自由主義批判のメイン

ストリームに未だにジェンダー的観点が薄いのは事実なので、繰り返しになるが、新自由主

義とジェンダー秩序を接続する語彙と議論はやはり拡充される必要があるだろう。 

 

③新自由主義における主体・依存・ケア 

 日本の主要政党が新自由主義に対する批判的な態度を（形式的なものも含むが）表明する

中で、右翼ポピュリズム政党である日本維新の会はその新自由主義的な姿勢を崩していな

い。維新の会の新自由主義的な特徴については枚挙に暇がないが、そのような特徴は政策思

                                                      

15 ヴォルフガング・シュトレーク、『資本主義はどう終わるのか』、2017 年、河出書房新

社、p.268 

16 デヴィッド・ハーヴェイ、『資本主義の終焉—資本の 17 の矛盾とグローバル経済の未

来』、2017 年、作品社、p.25 

17 デヴィッド・ハーヴェイ、前掲書、pp.239-259 

18 デヴィッド・ハーヴェイ、前掲書、p.404 



想における個人観について明確に現れている。維新の会の政策を具体化する国家ビジョン

である「日本大改革プラン」において、維新の会は、「個人の自由な選択と多様な価値観を

認め合う社会を前提に」、「自立する個人」の実現を理念としている19。この「自立する個人」

というモデルは、一見すると問題のないように思える。しかし、多くの論者が指摘する20よ

うに、これは新自由主義に典型的な個人観であり、「自由な選択」というレトリックで「自

己責任」のロジックを強めると同時に、人間にとって必要不可欠な要素である「依存」や「ケ

ア」を掘り崩す効果を持っている。新自由主義は、近代市民社会の成立に端を発する「主権

的主体21」としての個人モデルを徹底させることで、ある人の置かれた社会状況がその人が

「自発的に選択した結果」であるかのような幻想を創り出す。しかしながら、私たちの社会

状況は当然、自分自身の「自発的な選択」のみによって形作られてきた（いる）わけでは決

してない。例えば、私たちの誰一人として、自ら判断し行動できるようになるまで、他者の

ケアに依存しなかった者はいない。また、病気になったり、障害を持ったり、年を重ねたり

するなどして、心身が自由に働かなくなるとき、私たちは他者に（しばしば「絶対的に」22）

依存する。このような「ケア」や「依存」の一側面を見るだけでも、それが人間生活にとっ

てどれだけ決定的なものであるかが分かる。それにもかかわらず、「自立する個人」という

人間存在に対する粗雑な戯画化は、「依存」と「ケア」という人間的な生活において決定的

に重要な側面をきれいさっぱり捨象するのである。まるでそれらが存在しないかのように。 

 ところで、さきほどから何度か触れているが、フェミニズムの一部は、新自由主義と結び

つきやすい傾向にある。というのも、フェミニズムは伝統的に女性の自立・自由を志向する

側面が強いからである。デヴィッド・ハーヴェイが指摘するように、「個人的自由を神聖視

する政治運動はいずれも、新自由主義の囲いに取り込まれやすい23」。それはフェミニズム

                                                      

19 https://o-ishin.jp/policy/pdf/nippondaikaikaku_plan_202109_fix.pdf、p.67 

20 新自由主義と「自立した個人」との関係性については以下の著作を参照。 

広瀬吉徳+桜井啓太［編］、『自立へ追い立てられる社会』、2017 年、インパクト出版会 

エヴァ・フェダー・キテイ、『愛の労働あるいは依存とケアの正義論』、2010 年、白澤社、

pp.195-230 

新自由主義と「ケア」との関係性については以下を参照。 

ケア・コレクティヴ、前掲書 

21 例えば、J.S.ミルは『自由論』（2020 年、岩波文庫）において次のように述べている。 

 

本人だけにかかわる領域では、本人の独立は、当然のことながら絶対的である。個人
．．

は、自分自身に対しては、自分自身の身体と精神に対しては、主権者である。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

（傍点

は引用者） 

22 エヴァ・フェダー・キテイ、前掲書、p.13 

23 デヴィッド・ハーヴェイ、『新自由主義』、2007 年、作品社、p.62 

https://o-ishin.jp/policy/pdf/nippondaikaikaku_plan_202109_fix.pdf


においても例外ではなく、「自立する個人」という新自由主義的モデルを引き受けたフェミ

ニズムは、「ネオリベラル・フェミニズム」として、家父長制の論理と構造を再生産するこ

とになるのである。マクロビーは『FPR』で新自由主義とフェミニズムの関係を論じる中で、

ジュディス・バトラーを援用しながら上述したような個人観を批判している。ネオリベラル

的なフェミニズムにおける自己について、マクロビーは次のように述べる。 

 

彼女たちにとって、自己とはすなわち関係性や脆弱性や依存を忌避する
．．．．．．．．．．．．．．．

、達成可能にみ

える力を含意するものなのだ。（傍点は引用者）24 

 

ネオリベラル的なフェミニズムにおける個人は、能力主義を含意する一方で、ケア的な関係

性や脆弱性、あるいは依存に対する忌避感がつきまとっている。新自由主義と共謀した「フ

ェミニズム」のそのような傾向は、日本においても（イギリスとは社会状況が異なってはい

るものの）見られるようになっている25。 

「自立する個人」を前提にした新自由主義とネオリベラル・フェミニズムに対して、私た

ちははっきりと NO を突き付ける必要がある。そして、その際に重要なことは、人間存在

を「自立する個人」から、「依存」と「ケア」を常に前提とするような存在として再構成す

る、「人間観の転換」であるだろう。これは一筋縄ではいかない作業である。というのも、

「依存」と「ケア」を備えた人間は、生産性向上を至上命題とする資本主義にとって都合が

悪いからだ。「依存」も「ケア」もまったく生産的なものではない。だからおそらく、新自

由主義（≒資本主義）は、あらゆる魅力的なレトリックを用いて、自由を目指す私たちの抵

抗を懐柔し、さらにはその懐柔の暴力性を隠蔽しようとするだろう。加えて、「ケア」とい

う考え方そのものが持つ危険性の問題もある。というのも、先述したように、「ケア」は歴

史的に「女性的なもの」として扱われてきたため、「ケア」の重視は、場合によっては既存

の性差別的な構造を反復することになりかねないからだ。「女性的な」情緒的側面を美化す

るきらいがある日本においては、とりわけその懸念は強まるばかりである。しかし、それら

の問題点を考慮してもなお、私たちが差別的な論理と構造を排し、新自由主義（≒資本主義）

と決別しようとするのであれば、「依存」と「ケア」に基づく人間観への転換は不可欠であ

                                                      

24 アンジェラ・マクロビー、前掲書、p.122 

25 例えば、以下のような記事においては、能力主義的な女性のリーダーシップ像が打ち出

されるなど、ネオリベラル・フェミニズム的な要素が現れている。

（https://www.vogue.co.jp/change/article/women-leaders-yukiko-taniuchi） 

また、現在は削除されているが、2021 年に NIKE が YouTube で公開した「New Girl | 

Play New | Nike」は、女性のアスリートを多数出演させた上で、女性に対し「あなたは何

になりたい？」と呼びかけるなど、こちらも能力主義的な傾向が確認できる。 

 

https://www.vogue.co.jp/change/article/women-leaders-yukiko-taniuchi
https://youtu.be/JI1zJ6-SYhU
https://youtu.be/JI1zJ6-SYhU


るように思われる。新自由主義とは異なる社会を構想しようとする私たちは、もはや「自立

する個人」などではない。そして、そのような「私たち」が構想する社会の倫理は、マクロ

ビーが言うように、「社会的価値のあるケア労働のための訓練を提供し、メリトクラシーの

神話に異議を唱え、女性だけでなくすべての人のための生産的で、再生産的で、補償的な新

たな社会投資の時代を支持し、ポピュラーな道徳による差別的な論理に異議を唱えるもの

となることだろう26」。 
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