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概要
米国では監獄と収監人口がなぜ増えつづけるのか？ バランスを欠いた人種構成比、巨大産業と
結びついた懲罰、拡大再生産される人

時勢に便乗した連れ小便の様な「中京都構想」は、童話名の如きの「尾張名古屋共和国」、ビジ
ネス手法の「中京都ＨＤ」と経て掛け声倒れ、鳴かず飛ばず。愛知の両人の ... 原発推進では国
民の生活が第一だ、或は消費税増税では国民の生活が第一だと。欺かれた国民、「柳の下に何
時も泥鰌は居らぬ」ぞ、だ。“脱原発・反消費税増税党”と即物的な党名では駄目だったか。連呼
でも効果がある。名は体を表すだ。7月11日22:47 「余に問ふ .. 加えて、米国追随の軍産複合体
の利権構造の防衛か。7月1日22:13 まるっきり.

2015年4月22日 . 前回の報告文を書いたあと、産獄複合体についてもう少し詳しく書くようにと言わ
れた。前回も書いたように、このテーマについてまだ調査を始めたばかりだから心もとない。ただここから
話を始めたほうがいいと思うのは、アンジェラ・ディヴィスの『監獄ビジネス グローバリズムと産獄複合
体』（岩波書店2008年）の第二章が「奴隷制・公民権・監獄問題」にあてられていることである。産
獄複合体をめぐってはKevin Wehr and Elyshia AseltineのBeyond the Prison Industrial
Complex(『産獄複合体を超え.
2011年12月17日 . アメリカ南部黒人地帯への旅－－黒人運動の源流をたずねて－－』（新日本
出版社、1993年） 『公民権運動への道――アメリカ南部農村における黒人のたたかい』（岩波書
店、1998年） 『二次大戦下の「アメリカ民主主義」――総力戦の中の自由』（講談社選書メチエ、
2000年） 訳書 『アメリカの歴史』(本田創造監訳、共訳、全6巻、三省堂、1996年) 『アメリカ南部
に生きる――ある黒人農民の世界』（共訳、彩流社、2006年） アンジェラ・デイヴィス著『監獄ビジ
ネス――グローバリズムと産獄複合体』（岩波.
書評：アンジェラ・デイヴィス『監獄ビジネス』 · 1 users · www.linelabo.com. 監獄の時代の後に来
る、監獄のない将来の社会にむけて あばかれたアメリカの産獄複合体の現実は、日本も無関係で
はない 書評：アンジェラ・デイヴィス、上杉忍訳『監獄ビジネス グローバリズムと産獄複合体』 2009
年7月 前 田 年 昭 編集者，アジア主義研究 『図書新聞』第2925号 2009年7月11日付掲載 軍
産複合体は知っていても産獄複合体とは聞き慣れない。本書によって，アメリカで監獄の建設と運
営.
Material Type, Books. Publisher, 東京 : 成文堂. Year, 2008.6. Language, Japanese. 目次.

Other titles, title page title:Criminal conspiracy cases in the United States of America. Size, xiv,
578p ; 22cm. ▽Hide book details. 5F 326/953/17. Volume. Location, 5F. Call No. 326/953/17.
Barcode No. 1006389397. Status. Comments. ISBN, 9784792318079. Printed. ▽Hide details.
Notes, 名城ロースクール・レビュー (3号-7号) に掲載の「いわゆる『共謀罪』とコンスピラシー」ほかを
大幅に加筆修正した.
2013年3月12日 . 著者アンジェラ・デイヴィスの名前は72年に刊行された「もし奴らが朝にきたら」で
知っていた。というか思い出した。なにしろ35年前である。そんな著者の新作だが感心した。アメリカ
の監獄のことは問題になっているとは聞いていたがこの本を読んでよくわかった。というか監獄そのもの
を理解した。結論である監獄廃止も意外にも冷静かつラディカルなものと理解できた。例により岩波
だから苦言をふたつ。１は高い、こういう基本図書のような作品は安くしなくてはいけない。２つ目は
日本語タイトルがおかしい。
2013年5月11日 . . 産業界と刑務所とが結託した ｢産獄複合体｣(Prison Industrial Complex)に
反対する人びとからは監獄廃止運動まで起っている。 これが、犯罪対策に重罰主義で臨んだ国の
実例だ。 我が国の刑務所行政は、これほど悪くはないが、かといって、受刑者人口の半数以上がリ
ピーターという状態が長年にわたって収まらないのでは、矯正処遇を見直す必要があるだろう。 ☆米
国の刑務所についは、Angela Davis：Are Prisons Obsolete? 2003．(上杉忍 訳 「監獄ビジネス グローバリズムと産獄複合体」)と、.
軍隊 。 病院 。 監獄 。 学校 。 そして 図書館 · 日記. アンジェラ・デイヴィス『監獄ビジネス/グロー
バリズムと産獄複合体』上杉忍 訳 図書館に返却する。 いまだに国家が好きだったり 国を信じて権
力に依存するひとたちの中には 警察や検察 裁判および刑務所が「正義の味方」だと 考えている人
がいる それらの … はてなブックマーク - 軍隊 。 病院 。 監獄 。 学校 。 そして 図書館. 軍隊 。 病
院 。 監獄 。 学校 。 そして 図書館 · 2014-08-14.
社会保障の基本原則を踏まえ、制度理念や政策意図の変貌を歴史的、構造的に分析。 ◇アン
ジェラ・デイヴィス著、上杉忍訳（2008）『監獄ビジネス――グローバリズムと産獄複合体』岩波書
店。200頁、2415円。９月26日刊行。 ◇〔出版社HPより〕近年，米国で急拡大する監獄の民営
化とその歴史的背景とは何か．劣悪な囚人労働の実態，建設業やハイテク監視機器企業など各
種産業と監獄の利益共同体の形成，輸出される経営モデルまで，矯正とビジネスが結びつく構造
を分析する．監獄ビジネスにおいて人種差別や.
2014年8月18日 . アメリカのスキッド・ロウについて語るということは、アメリカで突出している産獄複合

体について語ることだろうと思います。プリズン・インダストリアル・コンプレックスと言います。1980年代
以降の社会というのは、日本も含めて全世界でそうだと思いますが、貧困は犯罪としてみなされま
す。ということは貧困者、経済的困窮者というのは監視の対象です。それが可能な社会や国家がで
き上がっています。刑罰国家、監獄社会ができ上がっているのですね。そうして、そういう刑罰、監獄
社会をビジネスにする.
2016年5月23日 . 劣悪な囚人労働の実態，建設業やハイテク監視機器企業など各種産業と監
獄の利益共同体の形成，輸出される経営モデルまで，矯正とビジネスが結びつく構造を分析する．
監獄ビジネスにおいて人種 . 合衆国内の収監者激増と厳罰主義，監獄ビジネスへの巨額な資本
流入は，1971年にニクソン政権が提唱した「麻薬との戦争」の全面展開後に現実化しており，1980
年代以降に顕著である．軍需生産が一時的に減少 . 監獄ビジネス―グローバリズムと産獄複合
体』アンジェラ・デイヴィス ; 上杉忍 訳
タイトル, 監獄ビジネス : グローバリズムと産獄複合体. 著者, アンジェラ・デイヴィス [著]. 著者, 上杉
忍 訳. 著者標目, Davis, Angela Yvonne, 1944-. 著者標目, 上杉, 忍, 1945-. 出版地（国名コー
ド）, JP. 出版地, 東京. 出版社, 岩波書店. 出版年, 2008. 大きさ、容量等, 157p ; 20cm. 注記,
原タイトル: Are prisons obsolete? ISBN, 9784000224871. 価格, 2300円. JP番号, 21498674. 別
タイトル, Are prisons obsolete? 出版年月日等, 2008.9. 件名（キーワード）, 刑務所--アメリカ合衆
国--歴史. Ajax-loader 関連キーワード.
2014年2月28日 . Committee on Internal Security of the House of Representatives, Gun-Barrel

Politics: The Black Panther Party,. 1966-1971, 92d Cong., 1st sess. (Washington D.C.:
Government Printing Office, 1971). Matthew J. Countryman, Up South: Civil Rights and Black
Power in Philadelphia (Philadelphia: University of. Pennsylvania Press, 2006). アンジェラ・デイ
ヴィス（上杉忍訳）『監獄ビジネスグ
̶ ローバリズムと産獄複合体』（岩波書店 2008. 年）. John
D'Emilio, Lost Prophet: The.
和書、電子書籍、電子洋書、洋書、洋古書、雑誌、海外マガジン、DVD、CDを1000万件のデー
タベースから商品を探し購入できます。 1500円以上の購入で送料無料！
著書：『アメリカ南部黒人地帯への旅—黒人運動の源流をたずねて』（新日本出版社、1993年）、
『公民権運動への道—アメリカ南部農村における黒人のたたかい』（岩波書店、1998年）、『二次
大戦下のアメリカ民主主義—総力戦の中の自由 講談社選書メチエ』（講談社、2000）、『アメリカ
の文明と自画像 アメリカ研究の越境 第１巻』（上杉 忍、巽 孝之 編著、ミネルヴァ書房、2006）、
『監獄ビジネス グローバリズムと産獄複合体』（アンジェラ・デイヴィス著、 上杉 忍 訳、岩波書店、
2008）、『歴史から今を知る 大学生のための.
2008年10月27日 . トスキナア』も創刊から4年を数えた。適宜挿入されるコラム「風のたより」はアナ
キズム関係新刊紹介をはじめとして、貴重な情報がぎっしり。 ［2008年10月／A5／142頁／
￥1,500+75］ 編/発=トスキナアの会 （発売元=皓星社）. 目次：大槻憲二と伊藤整とアナキズム
(曽根博義)／松井不朽――名古屋経済界の異端児「天皇とタバコは日本を滅ぼす」(マックス中
川)／遠藤斌さんの思い出(小松隆二)／ボロテン『スペイン内戦』刊行に寄せて 上(大澤正道)／
向井孝覚え書き 下(西村修)／[資料]秋山清著作集.
仮に、増員されたとしても新採用職員での補充となるわけであり、現場のベテラン職員の不足は深
刻な問題になると思われる。ここ数年、既存施設では過剰収容状態を改善するために、施設を増
改築している事が多いのだが、職員数は変わっていない場合が多い。つまり、増えた被収容者を管
理する面では非常に厳しい職員配置状況であり、今後も刑務官のさらなる負担増が懸念される。
刑務所民営化の先進国であるアメリカでは、民営化によって利益を受ける集団（産獄複合体）が
形成され、集団の意を受けた厳罰化が.
2013年12月31日 . 監獄の時代の後に来る、監獄のない将来の社会にむけてあばかれたアメリカの
産獄複合体の現実は、日本も無関係ではない 書評：アンジェラ・デイヴィス、上杉忍訳『監獄ビジ
ネス グローバリズムと産獄複合体』 2009年7月前 田 年 昭
http://www.linelabo.com/angela_y_davis.htm ▽アンジェラ・デイヴィス『監獄ビジネス グローバリズ
ムと産獄複合体』上杉忍・訳、２００８年 頁１０１―― 司法省統計局によれば、２００２年、アフリ

カ系アメリカ人の収監者は全体として郡、州、連邦の収監者の最大部分を.
2008年10月19日 . ここに巨大監獄の新設工事需要に加えて、運営部門でのビジネスチャンスが生
まれた。 本書は、「自由の国」でなぜこれほど多くの人々が地域社会から隔離されるようになったの
かを検証する。邦題をみると「監獄ビジネス」のノウハウ書とも思うが、そうではない。刑務所をビジネ
スの対象と考える「産獄複合体」への痛烈な批判の書だ。原題を直訳すると「監獄は時代遅れで
はないか？」となる。 背景には有色人種への差別と貧困があるという。たとえば２０歳代の黒人男
性の場合、３人にひとりが収監体験者.
2014年1月8日 . 軍需複合体はもう戦争紛争の背後に大きな影響力ですが. 今度は犯罪の影に
刑務所産業複合体の影です。 故意に刑期伸ばしてるという指摘も。まさに現代の奴隷制度のよう
です。 刑務所産業複合体または獄産複合体という表現が使われ. れますがご存知でしょうか。 米
国の受刑者が民間企業の労働力として安価に使われ、. それによって企業が高い利潤を上げる体
制を指します。 以下省略して転載です。 昨年12月初旬、米司法省は受刑者数が. 過去10年で
27％も増加したと発表した。 米国の刑務所(.
首都圏のマンション新規発売戸数は２４２７戸で前年同月比５３．３％減となった。 . http
://blogs.yahoo.co.jp/guntosi/55191255.html ◇監獄ビジネス ――グローバリズムと産獄複合体 . 9
月／四六判／157頁／￥2,300+115］ 著=アンジェラ・デイヴィス 訳=上杉忍 発行=岩波書店 近
年、米国で急拡大する監獄の民営化とその歴史的背景とは何か。劣悪な囚人労働の実態、建
設業やハイテク監視機器企業など各種産業と監獄の利益共同体の形成 . http

://www.mosakusha.com/newitems/2008/10/15/post_58.html
岩波書店商品一覧110ページ目(リリース順)です。ブックウォーカー通販では、人気のアニメ、マン
ガ、映画のキャラクター商品、フィギュア、ゲーム、グッズなどを販売しています。
2017年6月18日 . . 的にどちらの差別や不平等にも反対するべきだと主張することは可能であるし、
根拠が怪しかったり明らかに虚偽な「結び付き」を主張するという傾向はよくわからない（ナオミ・クライ
ンが気候問題とその他の社会問題を全く根拠なく無理矢理に結びつけていることはジョセフ・ヒース
があれやこれやで指摘しているし、動物倫理の界隈でもたとえば動物の問題と障害者の問題とのイ
ンターセクショナリティを主張している人もいるのだが、これもスジが悪いと思う）。 監獄ビジネス―グ
ローバリズムと産獄複合体.
検索結果 0件. 該当する商品が見つかりません。商品は毎日増えていますので、これからの出品に
期待してください。 新着商品. チャンピオン リバースウィーブ バーガンディ XXL. ¥ 6,500. 6. (税込).
ヴェルサーチ キーケース《美品》黒 レザー. ¥ 4,900. 9. (税込). コート. ¥ 3,000. 9. (税込). 広島 エー
スJTB 旅の過ごし方BOOK. ¥ 500. (税込). ローズバッド ショートブーツ. ¥ 3,300. 13. (税込). ショル
ダーバッグ. ¥ 1,333. (税込). お値引き中！重低音の出方に驚き☆XXイヤホン. ¥ 2,000. (税込).
kashimura(カシムラ) bluetooth.
9 図書 監獄ビジネス : グローバリズムと産獄複合体. Davis, Angela Yvonne, 1944-, 上杉, 忍
(1945-). 岩波書店. 4 図書 アメリカの歴史. Norton, Mary Beth. 三省堂. 10 図書 アメリカ現代史
: 新しい資本主義とデモクラシーの試練. 中屋, 健一(1910-1987). いずみ書院. 5 図書 アメリカ黒
人の歴史 : 奴隷貿易からオバマ大統領まで. 上杉, 忍(1945-). 中央公論新社. 11 図書 歴史叙
述としての映画 : 描かれた奴隷たち. Davis, Natalie Zemon, 1928-, 中條, 献(1955-). 岩波書店.
6 図書 大恐慌論. Bernanke, Ben, 栗原, 潤,.
ニコニコ動画「【ゆっくり実況】1000人ぶち込む Prison Architect part1」で話題の「監獄ビジネス―グ
ローバリズムと産獄複合体」をニコニコ市場で購入！
2013年8月10日 . 勉強不足 勉強内容 勉強法 動機づけ 動機説 動物のからだのつくり 動物の行
動 動物反応 勘合貿易 勘定奉行 勘定書御用達 勘解由使 勝ち続ける意志力 募兵制 募金
勢力均衡 勤労の権利 勤労動員 勤続年数 勧農政策 匈奴 化学工業 化学繊維 化学調味料
化政文化 化石人骨 化石燃料 北アフリカ 北イタリア諸都市 北キプロス・トルコ共和国 北ヨーロッ
パ商業圏 北一輝 北京 北京原人 北京料理 北京条約 北京議定書 北伐 北大西洋条約機構
北山文化 北方戦争 北方民族 北方領土 北朝 北朝鮮 北条.
2012年5月3日 . K'sシネマで観てきました。 スウェーデンのTV局に眠ったままだったというテープ、それ

はアフリカ系アメリカ人たちによる公民権運動”ブラックパワー”を記録したテープでした、そのテープを
編集したドキュメンタリー作品。 プロデューサーにダニー・クローヴァー（『リーサル・ウェポン』シリーズの
ロジャー）を迎え、音楽はThe Rootsのクエストラヴ、監督はドキュメンタリー作家のヨーラン・ヒューゴ・
オルソン。 恥ずかしながらストークリー・カーマイケルやブラックパンサー党のことは聞きかじってた程度
だったのです.
貧困という監獄 : グローバル化と刑罰国家の到来 / ロイック・ヴァカン著 ; 森千香子, 菊池恵介訳.
2, bookplus, 死刑囚最後の晩餐 / タイ・トレッドウェル, ミッシェル・バーノン著 ; 宇佐和通訳. 3,
bookplus, アメリカ刑法学史 : 犯罪,法および学者たち / ゲルハルト O. W. ミュラー著 ; 斉藤豊治,
村井敏邦訳. 4, bookplus, 性表現の刑事規制 : アメリカ合衆国における規制の歴史的考察 / 三
島聡著. 5, bookplus, 死刑の大国アメリカ : 政治と人権のはざま / 宮本倫好著. 6, bookplus, ゆ
れる死刑 : アメリカと日本 / 小倉孝保著.
2008年9月26日 . 26日『監獄ビジネス――グローバリズムと産獄複合体』アンジェラ・デイヴィス 岩
波書店 2,415円 26日『聖地感覚』鎌田東二 角川学芸出版 2,000円 27日『廃墟ディズカバリー』
小林哲郎 アスペクト 2,310円 29日『倉庫――消えゆく港の倉庫 ヨコハマ・ヨコスカ』安川千秋写真
ワールドフォトプレス 2,730円 29日『小林多喜二と蟹工船』河出書房新社 1,575円 30日『野性の
アノマリー――スピノザにおける力能と権力』アントニオ・ネグリ 作品社 6,090円 30日『アメリカは、キ
リスト教原理主義・新保守主義に、.
監獄ビジネス－グローバリズムと産獄複合体 [単行本]の通販ならヨドバシカメラの公式サイト「ヨド
バシ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご購入でゴールドポイント取得！今なら日本全
国へ全品配達料金無料、即日・翌日お届け実施中。
2015年5月30日 . アンジェラ・デイヴィス『監獄ビジネス グローバリズムと産獄複合体』（Are Prisons
Obsolete?、2003、上杉忍訳、岩波書店、2008）を読み終わった。公民権運動の闘士で、自らも投
獄された経験を持つ著者が、監獄社会アメリカの問題を、人種やジェンダーに関わるものとして、正
面から取りあげた、監獄廃止派のマニュフェスト。（１）監獄はブルジョワ社会の成立とともに誕生した
特殊な制度であり、啓蒙主義者が死刑や体罰に代わるより人道的な処罰の手段を求めた結果
だったが、（２）アメリカでは囚人.
お気に入りリストに追加. Ｋ後継 流通革命・男たちのドラマ. 風間透／著 （本・コミック）. 販売価
格： 1,200円 （税込1,296円）. 12 ポイント. 5つ星のうち 0 （0件）. 本・コミック. お気に入りリストに追
加. 監獄ビジネス グローバリズムと産獄複合体. アンジェラ・デイヴィス／〔著〕 上杉忍／訳 （本・コ
ミック）. 販売価格： 2,300円 （税込2,484円）. 23 ポイント. 5つ星のうち 0 （0件）. 本・コミック. メー
カーに在庫確認. お気に入りリストに追加. 無法回収 「不良債権ビジネス」の底知れぬ深き闇. 椎
名麻紗枝／著 今西憲之／著 （本・コミック）.
2015年6月16日 . 数年前にアメリカでの刑務所民営化を背景にした上杉忍訳『監獄ビジネス―グ
ローバリズムと産獄複合体―』（原著：Angela Y. Davis, Are Prisons Obsolete?）が岩波書店から
刊行され、少し注目されましたが、映画にかぎらず、日本では刑務所が話題になることは通常ありま
せん。私も、日本に官民協働（PFI：Private Finance Initiative）方式による「民活」刑務所があるこ
とを知ってはいたものの、刑務所の実情や受刑者の健康と福祉については視野に入っておらず、した
がって問題意識を持つことすら.
2017年2月13日 . だが、白人貧困労働者の守護神・トランプ大統領が“反グローバリズム”を標榜す
る一方で、富裕層中心の減税や法人税引き下げることで、さらに所得格差が広がる恐れについて
の見解はどうなのか。 ストーン監督は、自身が ... ロビイスト集団が、クラ イアントである食産複合
体、医産複合体、軍産複合体、刑産複合体、教産複合体、石油、メディ ア、金融などの業界代
理として政府関係者に働きかけ、献金や天下りと引きかえに、企業寄りの法 改正で、〝障害〟を
取り除いてゆく。 コーポラティズムの最大.
楽天市場-「監獄ビジネス グローバリズムと産獄複合体」2件 人気の商品を価格比較・ランキング･
レビュー・口コミで検討できます。ご購入でポイント取得がお得。セール商品・送料無料商品も多
数。「あす楽」なら翌日お届けも可能です。
監獄ビジネス グローバリズムと産獄複合体 上杉忍訳 岩波書店. 「日数、月数、年数などで国家

の懲罰が計算されることは、資本主義的商品の価値計算の基礎として労働時間が機能しているこ
とと符合している。」 (p.43). bill_emmott ビル・エモット @20世紀の教訓から21世紀が見えてくる 鈴
木主税訳 草思社. 「世界が石油を使いつくしたために石油時代が終わることはないだろう。それが
終わりを迎えるのは、新たに安く、より受け入れられるエネルギー源が発見されたり、発明されたりする
からだ。」(p.371) とは2003年の.
アメリカ黒人の歴史 - 奴隷貿易からオバマ大統領まで (中公新書) · 歴史から今を知る―大学生
のための世界史講義 · 監獄ビジネス―グローバリズムと産獄複合体 · アメリカの文明と自画像 (シ
リーズ・アメリカ研究の越境) · アメリカ南部に生きる―ある黒人農民の世界 · 教室からの大学改革
―「自分探しの旅」を手助けする教育を目指して · 二次大戦下の「アメリカ民主主義」―総力戦
の中の自由 (講談社選書メチエ) · 公民権運動への道―アメリカ南部農村における黒人のたたか
い · 大恐慌から超大国へ (アメリカの歴史).
アグネ承風社. 4 図書 知られざる手紙 : 『ひとすじの道』返書. 丸岡, 秀子(1903-1990). 偕成社.
10 図書 日本の刑務所. 菊田, 幸一(1934-). 岩波書店. 5 図書 知られざる傑作他. Balzac,
Honoré de, 1799-1850, 私市, 保彦(1933-), 芳川, 泰久, 沢田, 肇(仏文学), 片桐, 祐(1958-), 奥
田, 恭士(1954-), 佐野, 栄一(1951-). 水声社. 11 図書 哺乳類型爬虫類 : ヒトの知られざる祖
先. 金子, 隆一(1956-). 朝日新聞社. 6 図書 知られざるデカルト. 所, 雄章(1927-). 知泉書館. 12
図書 監獄ビジネス : グローバリズムと産獄複合体.
2015年6月27日 . 図解 日米監獄生活マニュアル―ゴッドファーザーに聞く極限状況でのサバイバル
法 · 女囚監獄(ヘア無修正版) [DVD] · 元死刑執行官だけが知る監獄の叫び · 監獄の誕生―
監視と処罰 · 監獄ロック [DVD] · 監獄ビジネス―グローバリズムと産獄複合体 · ニッポン監獄事情
―塀の向こうの閉じられた世界 (平凡社新書) · 図説 世界監獄史事典 · 1000ピース 監獄ライフ
WITH フレンズ 31-351 · 図説 監獄の歴史―監禁・勾留・懲罰 · 十八世紀ヨーロッパ監獄事情
(岩波文庫) · 全国監獄実態 · 図説 世界の監獄.
監獄ビジネス : グローバリズムと産獄複合体. アンジェラ・デイヴィス [著] ; 上杉忍訳. 岩波書店,
2008.9. タイトル別名. Are prisons obsolete? タイトル読み. カンゴク ビジネス : グローバリズム ト サン
ゴク フクゴウタイ. 大学図書館所蔵 179件 / 全179件. すべての地域, 北海道, 東北地方, 青森,
岩手, 宮城, 秋田, 山形, 福島, 関東地方, 茨城, 栃木, 群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 北
陸・甲信越地方, 新潟, 富山, 石川, 福井, 山梨, 長野, 東海地方, 岐阜, 静岡, 愛知, 三重, 関
西地方, 滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 奈良, 和歌山, 中国・.
7,722 円(税込). 癒しのヴェルサイユ. 【単行本】 アンジェラ・イヴォン・デーヴィス / 監獄ビジネス グ
ローバリズムと産獄複合体 送料無料. 2,484 円(税込) 送料無料. ローチケHMV · 【送料無料】
本/おじいちゃんの桜の木/アンジェラ・ナネッテイ/アンナ・バルブッソ/エレナ・バルブッソ. 1,512 円(税込).
P最大5倍☆モバイ. [書籍]楽譜 輝く人 アンジェラ・アキ / ピアノ&ギター・ピース/ケイエム
ピー/NEOBK-768164. 648 円(税込). Neowing 1. 【送料無料】本/白雪姫/ジョゼフィーン・プール/ア
ンジェラ・バレット/島式子. 1,728 円(税込).
2013年3月14日 . まだ読みかけ） 以前、勝間さんはネットの匿名性（掲示板など）について否定的
な発言を繰り返していた人なので、自分とは価値観が違うなと思って、あまり興味がなかったのです
が、この本は出た当初から素直に面白そうと思って、古本価格が下がるのを待っていました。 死刑
制度は前から興味があったのですが、刑務所も相当面白そうだなと感じたので、「監獄ビジネス ～
グローバリズムと産獄複合体」と「逆パノプティコン社会の到来」という本をさっそく買ってみました。 けっ
こう楽しみ。 続きを読む ＞＞.
(41)アンジェラ・ディヴィス『監獄ビジネス―グローバリズムと産獄複合体』上杉忍訳、. 岩波書店、
2008 年参照。 (42)『無縁社会』（NHK「無縁社会プロジェクト」編著、文藝春秋、2010 年、138
頁。 (43)J・ロールズ『正義論』前掲、578 頁。橋本健二『階級社会―現代日本社会の格差を.
問う』講談社、2006 年、195-6 頁参照。 (44)アリストテレス『ニコマコス倫理学 上』高田三郎訳、
岩波文庫、昭和 46 年、57 頁。 付記. 本稿の最初の草稿は、総務省人事・恩給局主催「平成
22 年度官民交流セミナー（第 2. 回）超高齢社会の.
2011年10月12日 . ０．はじめに. 人は罪を犯せば何処へ行くのだろうか。多くの人が口をそろえてこう

言う、監獄だと。 我々は今まで死刑の廃止に関しては、さまざまな場所で議論を重ねてきた。 しか
し、監獄という制度の是非については考えたことがあっただろうか？この研究会にお. いては日本を含
む数か国の監獄の現状をのべ、刑事政策学において提唱されている新しい. 監獄制度を紹介す
る。そして監獄制度の存在の是非、さらにあるべき監獄制度とは如何な. るものか、考えていただき
たい。 なお、一般に「監獄」とは.
2009年1月15日 . 書籍情報 【監獄ビジネス―グローバリズムと産獄複合体】(#1456) アンジェラ・デ
イヴィス (著), 上杉 忍 (翻訳) 価格： ￥2415 （税込） 岩波書店(2008/09) 本書は、「現代アメリカ
の監獄制度の肥大化のメカニズムを解明し、歴史的産物と.
2014年7月6日 . 監獄ビジネス グローバリズムと産獄複合体』アンジェラ・デイヴィス：上杉忍訳（岩
波書店、2008年）／学術書。民営化という手法で成立したのが監獄ビジネスだ。犯罪率と関係な
くしょっ引かれている模様。これもショック・ドクトリンの影響だろう。 40冊目『「やさしい」って、どういうこ
と？』アルボムッレ・スマナサーラ（宝島社、2007年）／内容はいいのだが薄っぺらいスカスカ本。スマナ
サーラは積極的に出版ビジネスを展開しているように見える。 41冊目『偏愛マップ キラいな人がいな
くなる コミュニケーション・.
アメリカ. は，いわゆる三振アウト法を中心とする重罰化の副作用によって，刑務所. や少年院など
に収監されている人口が激増していることが主な社会問題と. して取り上げられている47）。さらに，
各州政府では，受刑者の激増によ. り州の財政に相当な負担が加わるようになり48），このような財
政問題を. 解決するために貧困層に対する福祉予算を削減するという現象をもたらさ. 47） アンジェ
ラ・デイヴィス著・上杉忍訳『監獄ビジネス：グローバリズムと産. 獄複合体』（岩波書店，2008年）98
頁。 48） 2009年 ₈ 月 ₅ 日付の.
ある日、道を歩いてたら突然手錠をかけられる、そんなカフカばりに不条理な世界を容易に想像でき
てしまったからだ。 個人的に注目しているアカデミックイベントの告知（貧困とタイトルにあるのだから
無料にしてほしかった・・・）。昨年出版されたアンジェラ・デイヴィス『監獄ビジネス グローバリズムと産
獄複合体』とロイック・ヴァカン『貧困という監獄 グローバル化と刑事国家の到来』（装丁は気流舎
図案室！）を読んでおくとよいかも。パネラーの森千香子さんはヴァカン本の翻訳者のひとり。 ピエー
ル・ブルデューの弟子である.
監獄ビジネス グローバリズムと産獄複合体 - アンジェラ・デイヴィス／〔著〕 上杉忍／訳 - 本の購入
はオンライン書店e-honでどうぞ。書店受取なら、完全送料無料で、カード番号の入力も不要！お
手軽なうえに、個別梱包で届くので安心です。宅配もお選びいただけます。
1970年代初頭、彼女の釈放を要求するFREE Angela の運動が巻き起こった。 カリフォルニア州立
大学、哲学助教授アンジェラ・デイビスが、ブラックパンサーとの関係を疑われ逮捕された。 米国年
表 その３１９６０年～２００７年 / Angela Davis /. 近年、本を出している。「監獄ビジネス グローバリ
ズムと産獄複合体」(2008/09). 北米大陸東岸に入植し、西部へ領土を拡張していったアメリカ人に
とって、黒人奴隷は人語を解する家畜であった。 これに対して、先住民(ネイティブ・アメリカン)は、駆
除すべき害獣であった。 これは、.
⑦監獄大国であるアメリカにおいて、監獄と収監人口がなぜこれほど増え続けているのか。 極端に
バランスを欠いた人種構成比、巨大産業と結び付いた懲罰、拡大再生産される人. 種差別や姓
差別、貧困の実態。その背景にある監獄制度の歴史的変遷をたどりながら、. 矛盾に満ちている
現状を突き詰めていきたいと思います。 ⑧文献研究. ⑨監獄ビジネス. グローバリズムと産獄複合
体. Page 2. ①コース 社会福祉. ②学籍番号 S ０６１００６. ③氏名 植村 公貴. ④所属ゼミ 新
庄 勝美. ⑤卒論テーマ 聴導犬について. ⑥選択.
Amazonでアンジェラ・デイヴィス, 上杉 忍の監獄ビジネス―グローバリズムと産獄複合体。アマゾンな
らポイント還元本が多数。アンジェラ・デイヴィス, 上杉 忍作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お
届けも可能。また監獄ビジネス―グローバリズムと産獄複合体もアマゾン配送商品なら通常配送無
料。
2015年6月27日 . 関連商品. 図解 日米監獄生活マニュアル―ゴッドファーザーに聞く極限状況で
のサバイバル法. 女囚監獄(ヘア無修正版) [DVD]. 元死刑執行官だけが知る監獄の叫び · 監獄
ロック [DVD] · 監獄ビジネス―グローバリズムと産獄複合体 · ニッポン監獄事情―塀の向こうの閉

じられた世界 (平凡社新書) · 図説 世界監獄史事典 · 1000ピース 監獄ライフ WITH フレンズ
31-351 · 図説 監獄の歴史―監禁・勾留・懲罰 · 十八世紀ヨーロッパ監獄事情 (岩波文庫) · 全
国監獄実態 · 図説 世界の監獄史.
著書：『アメリカ南部黒人地帯への旅—黒人運動の源流をたずねて』（新日本出版社、1993年）、
『公民権運動への道—アメリカ南部農村における黒人のたたかい』（岩波書店、1998年）、『二次
大戦下のアメリカ民主主義—総力戦の中の自由 講談社選書メチエ』（講談社、2000）、『アメリカ
の文明と自画像 アメリカ研究の越境 第１巻』（上杉 忍、巽 孝之 編著、ミネルヴァ書房、2006）、
『監獄ビジネス グローバリズムと産獄複合体』（アンジェラ・デイヴィス著、 上杉 忍 訳、岩波書店、
2008）、『歴史から今を知る 大学生のための.
2 Book 監獄ビジネス : グローバリズムと産獄複合体. Davis, Angela Yvonne, 1944-, 上杉, 忍
(1945-). 岩波書店. 8 Book 自己のテクノロジー : フーコー・セミナーの記録. Foucault, Michel,
1926-1984, 田村, 俶, 雲, 和子. 岩波書店. 3 Book 権力/処罰 : 1974-1975. Foucault, Michel,
1926-1984, 西谷, 修(1950-). 筑摩書房. 9 Book 臨床医学の誕生. Foucault, Michel, 19261984, 神谷, 美恵子(1914-1979). みすず書房. 4 Book 狂気の歴史 : 古典主義時代における.
Foucault, Michel, 1926-1984, 田村, 俶. 新潮社.
Trends, photos, videos, shopping, news, dictionary, related and similar topics of アンジェラ・デ
イヴィス - Angela Davis.
イラスト監獄事典 / 野中ひろし文・絵. 東京 : 日本評論社 , 1987.6. 図書, 所蔵件数: 1件. 配架
場所, 巻 次, 請求記号, 登録番号, 状 態, コメント . 十八世紀ヨーロッパ監獄事情 / ジョン・ハワー
ド著 ; 川北稔, 森本真美訳. 東京 : 岩波書店 , 1994.10 . - (岩波文庫 ; 青465-1). 図書, 所蔵
件数: 1件. 配架場所, 巻 次, 請求記号, 登録番号, 状 態 . 監獄ビジネス : グローバリズムと産獄
複合体 / アンジェラ・デイヴィス [著] ; 上杉忍訳. 東京 : 岩波書店 , 2008.9. 図書. 死刑囚の一日
/ 佐藤友之著. 東京 : 現代書館 , 1992.6. 図書.
渋谷のUplinkにてトークをする臨床心理士の信田さよ子さん。前作と同様、「早く見たい！」とプリ
ズン・サークル応援団に名乗りをあげてくれた。 ©out of frame. オーストラリアのブリスベンで開催され
た女性刑務所をめぐる学会にて「トークバック」の上映ワークショップ。右端に立っているのは応援団
の一人でもある活動家、思想家、大学教授のアンジェラ・デービスさん。「監獄ビジネス グローバリズ
ムと産獄複合体」（岩波書店）の著者であり、自身にも冤罪で投獄されていた経験がある。 ©out
of frame. 私にはお金はありません.
フランス出身で米国で活躍するロイック・ヴァカンが1999年に著した「貧困という監獄ーグローバル化と
刑罰国家の到来」(*1) は、米国と欧州の反応を題材として、こうした刑事政策上の一種の対立構
造を分析した作品である。 ... Angela "The Prison Industrial Complex" AK Press 1999、 「監獄
ビジネス―グローバリズムと産獄複合体」岩波書店、2008年、参照; Christi, Nils "Crime Control
as Industry"、日本語版「司法改革への警鐘」信山社 2002年; Willson, J.Q. and Herrnstein,

R.J. "Crime and Human Nature":.
新着図書情報/New Arrivals(2009-02-16). 立命館大学図書館（衣笠）の新着図書の中から10
件を週替りで紹介しています。 画像をクリックすると拡大画像が見られます。 書誌詳細の「和書コン
テンツ」には、要旨や目次が掲載されていますので、ご参照ください。 /We pick up and introduce 10
new arrivals every week. *イベント学のすすめ / イベント学会編. [書誌詳細/Detail
Bibliography]. *監獄ビジネス : グローバリズムと産獄複合体 / アンジェラ・デイヴィス [著] ; 上杉忍
訳. [書誌詳細/Detail Bibliography].
2 図書 監獄ビジネス : グローバリズムと産獄複合体. Davis, Angela Yvonne, 1944-, 上杉, 忍
(1945-). 岩波書店. 8 図書 自己のテクノロジー : フーコー・セミナーの記録. Foucault, Michel,
1926-1984, 田村, 俶, 雲, 和子. 岩波書店. 3 図書 権力/処罰 : 1974-1975. Foucault, Michel,
1926-1984, 西谷, 修(1950-). 筑摩書房. 9 図書 臨床医学の誕生. Foucault, Michel, 19261984, 神谷, 美恵子(1914-1979). みすず書房. 4 図書 狂気の歴史 : 古典主義時代における.
Foucault, Michel, 1926-1984, 田村, 俶. 新潮社.
2014年1月7日 . 刑務所産業複合体という言葉をご存じだろうか。獄産複合体という表現が使われ

ることもある。米国の受刑者が民間企業の労働力として安価に使われ、それによって企業が高い利
潤を上げる体制を指す。
3981, 大量破壊兵器 廃絶のための60の提言, 大量破壊兵器委員会, 初版 A5 カバー 帯 未使
用, 平19, 岩波書店, 1,000円. 3982, 監獄ビジネス グローバリズムと産獄複合体, アンジェラ・デイ
ヴィス 上杉忍訳, 第1刷 B6 カバー 帯 売上カード 小口少し汚れ、他状態良, 平20, 岩波書店,
1,400円. 3983, 新版 国家と個人 市民革命から現代まで, 田中浩, 第1刷 B6 カバー 帯 売上カー
ド 状態良, 平20, 岩波書店, 1,400円. 3984, ここに記者あり！ 村岡博人の戦後取材史, 片山正
彦, 第1刷 B6 カバー 帯 売上カード 状態良, 平22.
アンジェラ・デイヴィス『監獄ビジネス グローバリズムと産獄複合体』（Are Prisons Obsolete?、2003、
上杉忍訳、岩波書店、2008）を読み終わった。公民権運動の闘士で、自らも投獄された経験を持
つ著者が、監獄社会アメリカの問題を、人種やジェンダーに関わるものとして、正面から取りあげた、
監獄廃止派のマニュフェスト。（１）監獄はブルジョワ社会の成立とともに誕生した特殊な制度であ
り、啓蒙主義者が死刑や体罰に代わるより人道的な処罰の手段を求めた結果だったが、（２）アメリ
カでは囚人貸出制度が奴隷制に.
2008，上杉忍訳『監獄ビジネス グローバリズムと産獄複合体』岩波書店。）
Draffan，George，2003，The Elite Consensus，Apex Press． Durning，Alan，1992，How Much
is Enough？，Earthscan．（＝1996，山藤泰訳『どれだけ消費すれば満足なのか : 消費社会と地
球の未来』ダイヤモンド社。） Easlea，Brian，1983，Fathering the Unthinkable：
Masculinity，Scientists and the Nuclear Arms Race，Pluto Press．（＝1988，相良邦夫・戸田清
訳『性からみた核の終焉』新評論。） Fetzer，James（ed），The.
2008年11月11日 . 監獄ビジネス グローバリズムと産獄複合体. Are Prisons Obsolete? 著者：アン
ジェラ・デイヴィス翻訳者：上杉忍発行：岩波書店 二〇〇八年 この本をかいたデイヴィスは、 一九
七〇年代には国際的にしられた活動家だったらしい。 アンジェラ 当時の著者の勇姿。 その後も少
数者の立場から、 社会科学者として研究や政治活動をおこない、 一貫して戦闘的でありつづけて
いる。 ただ、ながい闘争の日々をへて、 かれら、かの女らの要求は正当だとみとめられ、 オレのしる
かぎり、すくなくとも建前では、
2016年8月31日 . 経済体制の再編成に伴って監獄が産業化している、つまり無償で人を働かせる
ことのできる工場になっているとの主張。それにジェンダー論を絡めている。何を問題視してるのかどう
もわからない。監獄が産業化されているのが問題なのか。ジェンダー化されていることが問題なのか。
そもそも大量収監が問題なのか。あるいはその全部なのか。アメリカの司法体制が機能不全に陥っ
ているって主張は昔からあるし近年でもされているけど、この本の訳者が言っているみたいに日本に
も当てはまるのかは疑問。
2014年9月9日 . ここ「ウォール街を占拠せよ」で、あなたが廃絶しようとしている産獄複合体につい
て、何か手助けできることがありますか？ . これらの全てが、監獄というものを、時代遅れの代物にす
ることに、役に立つことでしょう。 ... スペインのマドリッドまで」）という、まともにリサーチをしたとは思えな
い珍訳本を堂々と出版したり、今どき「ブラックパンサーのアンジェラ・デイビスを祭り上げたりして」（彼
女は、今でも現役の活動家であり、『監獄ビジネス――グローバリズムと産獄複合体』という本も出
している）などといった.
監獄ビジネス グローバリズムと産獄複合体/アンジェラ・デイヴィス/上杉 忍（経済・ビジネス） - 米国
では監獄と収監人口がなぜ増えつづけるのか？ バランスを欠いた人種構成比、巨大産業と結びつ
いた懲罰、拡大再生産される人種差別・性差別・貧困.紙の本の購入はhontoで。
4000224875, ｢監獄ビジネス」グローバリズムと産獄複合体, アンジェラ・デイヴィス, 岩波書店,
\2,484, 2008. 4877983813, ｢アメリカで、死刑をみた」, 布施 勇如, 現代人文社, \1,620, 2008.
4792318076, ｢共謀罪とコンスピラシー」, 小早川 義則, 成文堂, \8,640, 2008. 4841904840, ｢アメリ
カ刑法」, ヨシュア・ドレスラー, レクシスネクシス・ジャパン, \13,284, 2008. 4792317924, ｢未完の刑
法」ソビエト刑法とは何であったのか, 上田 寛, 成文堂, \6,804, 2008. 4876987432, ｢東アジアの死
刑」, 冨谷 至, 京都大学学術出版.
２０１５年１月の５冊. 『監獄ビジネス : グローバリズムと産獄複合体』 アンジェラ・デイヴィス著 上杉

忍訳; 『龍馬を読む愉しさ : 再発見の手紙が語ること』 宮川禎一著; 『バルトの楽園』[映像資料]
出目昌伸監督; 『スペインのBARがわかる本 : グラナダ・バルの調査記録報告書』 川口剛著; 『新
年の贈物』 トマス・ビュイック画.
2017年1月30日 . 大企業と刑務所の結託を「獄産複合体」と呼ぶこともある。企業によってはロビー
イングに多額の資金を割き、連邦議員と州議会議員に働きかけて「獄産複合体」の維持に力を注
いでいるとも言われる。 出典米多国籍企業をたっぷり潤す現代の奴隷制度 240万人の受刑者を
もっと増やせ、そして低賃金でこき使わせろ！：JBpress(日本ビジネスプレス). 探して追加|アップロー
ド. お気に入り詳細を見る. 獄産複合体とは？ 米国の受刑者が民間企業の労働力として安価に
使われ、それによって企業が高い利潤を.
仮に、増員されたとしても新採用職員での補充となるわけであり、現場のベテラン職員の不足は深
刻な問題になると思われる。ここ数年、既存施設では過剰収容状態を改善するために、施設を増
改築している事が多いのだが、職員数は変わっていない。つまり、増えた被収容者を管理する面で
は非常に厳しい職員配置状況であり、今後も刑務官のさらなる負担増が懸念される。 刑務所民
営化の先進国であるアメリカでは、民営化によって利益を受ける集団（英: Prison–industrial
complex, 産獄複合体）が形成され、集団の意.
4 イラスト監獄事典. 資料の種類: 図書. 出版年月: 1987年06月. 著者名: 野中ひろし／文・絵.
出版社: 日本評論社 . 9 監獄の誕生－監視と処罰－. 資料の種類: 図書. 出版年月: 1977年.
著者名: ミシェル・フーコー／[著] 田村俶／訳. 出版社: 新潮社. 10 監獄ビジネス－グローバリズム
と産獄複合体－. 資料の種類: 図書. 出版年月: 2008年09月. 著者名: アンジェラ・デイヴィス／
[著] 上杉忍／訳. 出版社: 岩波書店.
2011年11月30日 . 占める黒人の収監人口比は，39.4％（2009年），全人口の 16.3％を占める.
北海学園大学人文論集 第 50号(2011年 11月). 図２ 10万人当たりの収監人口. (国別，2008
年）. 図１ 全米収監人口. (1920−2006年）. 出所：http://en.wikipedia.org/wiki/Incarceration in
the United States http://en.wikipedia.org/wiki/Incarceration in the United States，アン. ジェラ・デ
イヴィス著・上杉忍訳 監獄ビジネス. グローバリズムと産獄. 複合体 (岩波書店，2008年）2-3頁。

Alan Elsner,Gates of Injustice: The.
2014年1月22日 . . の比喩として用いた。日本では、明治時代に、監獄・刑務所のシステムはフラン
スをお手本としたため、フーコーが指していっている監獄の小規模なモデルは犬山市にある博物館
明治村の明治の監獄の建築展示にもそれをうかがい知ることができる。 脚注 ^ a b c 『監獄ビジネ
ス』 45頁。 ^ 『監獄ビジネス』 46頁。 ^ N.P. Harou-Romain, Projet de pénitencier, 1840, p.8. 参
考文献 アンジェラ・デイヴィス 『監獄ビジネス…グローバリズムと産獄複合体』 上杉忍訳、岩波書
店（原著2008年9月26日）、初版。
2017年7月14日 . 肥大化する米国の「獄産複合体」 受刑者は安価で計算通りに働く労働力. 刑
務所産業複合体という言葉をご存じだろうか。獄産複合体という表現が使われることもある。米国
の受刑者が民間企業の労働力として安価に使われ、それによって企業が高い利潤を上げる体制を
指す。 business.nikkeibp.co.jp. 40金持ち名無しさん、貧乏名無しさん2014-01-07 18:55:40.
>>39. 日本でも受刑者に土木作業を . ソ連共産主義体制と同じです。 グローバリズムとは世界の
全体主義化であり共産主義かなのですね。
実際にあった事件や犯罪に関する新刊本・注目本などを週単位で紹介しています（更新は主に水
曜日）。 下記の☆の日付は更新日で、その日付は下（↓）が古く、上（↑）が新しい。日付の後ろの
(No. )は通し番号。 関連ページ・・・amazon. ☆2009.11.13 (No.100) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 『セレブ殺人事件 COLD BLOOD Documentary Series』 （中央アート出版社/単行
本/J・ロバート・ナッシュ/2009.11) ジョン・レノンが生きていたら、世界の音楽シーンは違っていたかもし
れない。“訳あって”非業の死を遂げた１１.
監獄ビジネス. グローバリズムと産獄複合体. 米国で拡大する民営監獄の実態を，人種差別や貧
困との関係，各種産業との利益共同体の構造から探る． 監獄ビジネス . 劣悪な囚人労働の実
態，建設業やハイテク監視機器企業など各種産業と監獄の利益共同体の形成，輸出される経
営モデルまで，矯正とビジネスが結びつく構造を分析する．監獄ビジネスにおいて . 軍産複合体の台

頭を思い起こさせるほどの規模で，監獄建設とその運営が，建設業から食品，保険医療設備にい
たる巨額の資本をひきつけるようになった．
死刑廃止論[編集]. 広義: 死刑を廃止する主張すべて。 狭義: （刑事学の領域）立法論的主張
としての死刑廃止論: （実体的デュープロセス）死刑を規定する法に対する違憲論. 論拠[編集].
死刑廃止論の論拠としては、大きくわけて、「人道的見地」からのものと、刑事政策的見地からのも
のがある。 人道的見地[編集]. 死刑は非人道的・非文化的で野蛮な刑罰との見解である。死刑
廃止論の根幹の思想ではあるが、巷間の死刑存続論と表裏一体であり、感情論の域を出ないた
め、水掛け論になるきらいがある。 刑事政策的見地[.
2014年6月29日 . 読み始める · どっこい大田の工匠たち―町工場の最前線 監獄ビジネス―グ
ローバリズムと産獄複合体 誰も言わない政党助成金の闇 「政治とカネ」の本質 カリスマ受験講師
細野真宏の経済のニュースがよくわかる本 世界経済編 · 円高の正体 (光文社新書) インフレどこ
ろか世界はこれからデフレで蘇る (PHP新書) 「10年大局観」で読む 2019年までの黄金の投資戦
略 生きる勉強 (サンガ新書) · メールで送信BlogThis!Twitter で共有するFacebook で共有する
Pinterest に共有.
2009年1月31日 . 監獄ビジネス―グローバリズムと産獄複合体. □ 書籍情報. 監獄ビジネス―グ
ローバリズムと産獄複合体 【監獄ビジネス―グローバリズムと産獄複合体】(#1456). アンジェラ・デイ
ヴィス (著), 上杉 忍 (翻訳) 価格： ￥2415 （税込） 岩波書店(2008/09). 本書は、「現代アメリカの
監獄制度の肥大化のメカニズムを解明し、歴史的産物としての近代監獄制度そのものが既に『時
代遅れ』になっていると断じ、その廃止の展望を模索したもの」です。 第1章「監獄改革か、監獄廃
止か」では、「死刑のない社会を.
パノプティコン、もしくはパンオプティコン(Panopticon)は邦訳すれば全展望監視システムのこと。
all「すべてを」(pan-)observe「みる」 (-opticon)という意味である。イギリスの哲学者ジェレミ・ベンサ
ムが弟サミュエルに示唆を受け設計した刑務所その他施設の構想であり、その詳細が記された『パノ
プティコン』が1791年に刊行されている。 目次. [非表示]. 1 概説; 2 脚注; 3 参考文献; 4 外部リン
ク. 概説[編集]. 功利主義者であったベンサムは、「社会の幸福の極大化を見込むには、犯罪者や
貧困者層の幸福を底上げすることが.
の後も、維持してきたのである。 監獄・産業複合体とは、「監獄関係者、多国籍企業、巨大メディ
ア、看守組. 合、議会・裁判所などが相互に共生関係にある複合体」（デイヴィス、２００８、. １１
５）である。それゆえに、監獄・産業複合体という概念について、「懲罰を個. 別の犯罪行為や『犯
罪抑制』効果との関係で近視眼的に捉えるのではなくて、 ... を支える軍産複合体と、産獄複合
体. （監獄・産業複合体）との共生的な関係についても指摘している（デイ. ヴィス、『監獄ビジネス
―グローバリズムと産獄複合体』岩波書店、２００８、.
監獄ビジネス グローバリズムと産獄複合体 アンジェラ・デイヴィス 著 上杉忍 訳 岩波書店 2008
157p 20㎝ 2，415円 326 橋の上の｢殺意｣ 畠山鈴香はどう裁かれたか 鎌田慧 平凡社 2009 318p
20㎝ 1，890円 329 人道に対する罪 グローバル市民社会が裁く 前田朗 青木書店 2009 280p 20
㎝ 2，625円 361 メディアリテラシーとジェンダー 構成された情報とつくられる性のイメージ 諸橋泰樹
現代書館 2009 253p 20㎝ 2，310円 366.021 反貧困と派遣切り 派遣村がめざすもの 湯浅誠 福
島みずほ 共著 七つ森書館.
2012年6月26日 . また、アメリカでは刑務所を民営化したことにより、刑務所ビジネスにより法律が経
営者の都合の良いように改悪され、囚人が増え、囚人の奴隷労働によって刑務所ビジネスはどんど
ん儲かり、一般人が更に貧困に陥った、という失敗例があります。 .. 強制（奴隷）労働」か？
http://www.jca.apc.org/cpr/nl8/iguchi.html 『監獄ビジネス－グローバリズムと産獄複合体－』アン
ジェラ・デイヴィス(岩波書店)の書評
http://booklog.kinokuniya.co.jp/nakayama/archives/2010/04/post_78.html 納入業者が不正.
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director of the Feminist Studies Department at the University of California, Santa Cruz and
was twice a candidate for Vice President of the United States on the Communist Party USA
ticket. From the description of Angela Y. Davis collection 1970-1984. (Unknown). WorldCat
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of three children.
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例外を除き、非衛生的で悪弊に富んでいたため、受刑者の人権を確保するための運動が行われる
ようになった。有名な運動家 . やがて、所内に近代的な工場を持つものや、金網のフェンスのみでコ
ンクリート塀のないもの、高層ビルディング形式のものなど、監獄のイメージを払拭するような刑務所
も誕生していった。 第二次世界 .. ビジネス…グローバリズムと産獄複合体』 上杉忍訳、岩波書店
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＝「今日の新自由主義的な文化や制度のもと.
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波書店、2008。 参加費：無料（会.
2017年12月22日 . 日本において死刑囚は刑務所には収容されず、死刑執行施設がある拘置所
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理論を現代. にどう活かすか」という課題について若干の考察を加えてみたい。 １． グローバリズムの
捉え方. 小幡道昭氏『マルクス経済学方法論批判―変容論的アプローチ』は、第一部「段階論批
.. 辺層（下層階級や移民）が標的で、貧乏人には福祉手当ではなく監獄をあてがう（貧困を. 犯罪
化する）方が国家予算を ... xlviii宮田律氏『軍産複合体のアメリカ : 戦争をやめられない理由』
（青灯社 、 2006 年）に. は、「産軍複合.
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例外を除き、非衛生的で悪弊に富んでいたため、受刑者の人権を確保するための運動が行われる
ようになった。有名な運動家 . やがて、所内に近代的な工場を持つものや、金網のフェンスのみでコ
ンクリート塀のないもの、高層ビルディング形式のものなど、監獄のイメージを払拭するような刑務所

も誕生していった。 第二次世界 .. ビジネス…グローバリズムと産獄複合体』 上杉忍訳、岩波書店
（原著2008年9月26日）、初版。
監獄ビジネス: グローバリズムと産獄複合体/. Kangoku bijinesu : gurōbarizumu to sangoku
fukugōtai. 著者： アンジェラ・デイヴィス. Angela Yvonne Davis; Shinobu Uesugi. 打印图书. 日
语. 2008. 岩波書店, Tōkyō : Iwanami Shoten. 6. Kangoku bijinesu : Gurōbarizumu to
sangoku fukugōtai, 6. Kangoku bijinesu : Gurōbarizumu to sangoku fukugōtai 著者： Angela
Yvonne Davis. 監獄ビジネス: グローバリズムと産獄複合体/. Kangoku bijinesu : Gurōbarizumu
to sangoku fukugōtai. 著者： Angela.
ディヴィス，アンジェラ（上杉忍訳）(2008)『監獄ビジネス：グローバリズムと産獄複合体』，岩波書.
店 del Carmen, R.V. & Vaughn, J.B. (1986) Legal issues in the use of electronic surveillance

in probation., Federal Probation, 50, 60-69. Delson, N. (2006) Using Global Positioning
System (GPS) for sex offender management. Forum, 18,(3),24-30． Association for the
Treatment of Sexual Abusers (ATSA). DeMichele, M. ＆Payne B.K.(2009) Offender
Supervision with Electronic Technology:.
拘置所と刑務所における精神科医療サービス : 米国精神医学会タスクフォースレポート / 米国精
神医学会 [編] ; 中島直 [ほか] 共同訳. 5, bookplus, 監獄と人権 / 日本弁護士連合会編. 6,
bookplus, 刑務所図書館の人びと : ハーバードを出て司書になった男の日記 / アヴィ・スタインバー
グ著 ; 金原瑞人, 野沢佳織訳. 7, bookplus, 監獄ビジネス : グローバリズムと産獄複合体 / アン
ジェラ・デイヴィス [著] ; 上杉忍訳. 8, bookplus, プリズン・ブック・クラブ : コリンズ・ベイ刑務所読書
会の一年 / アン・ウォームズリー著 ; 向井和美.
仮に、増員されたとしても新採用職員での補充となるわけであり、現場のベテラン職員の不足は深
刻な問題になると思われる。ここ数年、既存施設では過剰収容状態を改善するために、施設を増
改築している事が多いのだが、職員数は変わっていない。つまり、増えた被収容者を管理する面で
は非常に厳しい職員配置状況であり、今後も刑務官のさらなる負担増が懸念される。 刑務所民
営化の先進国であるアメリカでは、民営化によって利益を受ける集団（英: Prison–industrial
complex, 産獄複合体）が形成され、集団の意.

