
現代の国際関係 10 年度前期（3）イマドキの労働運動（5月 11日） 
担当：阿部小涼（あべこすず） 
http://okinawaforum.org/abksz/ 
kosuzu@ll.u-ryukyu.ac.jp（通常の連絡用） 
kosuzu@eve.u-ryukyu.ac.jp（課題の提出用） 
Office Hour 火曜日 4限 
（事前に e-mail でアポイントを取ること。） 

琉33  現代の国際関係      火曜3限  共3-104教室 

［お知らせ］ 
▼アセス準備書作成に指導助言した専門家１６名の公開を求める裁判の第５回公判 
 日時：５月１２日（水） １０時３０分 
 場所： 那覇地方裁判所 
アセス調査資料の膨大な不備、不足、取り違え、等が明らかになりました。 
環境調査を再度やり直さなければならなくなるのではないかと思っています。 
意見陳述は原告一人でありますが、 
閉廷後、いつものように内容説明が行われます。 
ぜひ傍聴をお願いします。 
 
▼5 月 15日 

 
▼5月 16日普天間包囲行動 
 
＜労働＞ 
（3）自由と生存！イマドキの労働運動 
 
■A Day without Immigrants 移民のいない日 
「アメリカで 100 万人の抗議行動」（英 BBC制作／NHK「BS きょうの世界」2007 年 5月 2日で放映／6
分） 
「移民のいない一日」（Democracy Now! Japan 版 3 分）"Over 1.5 Million March for Immigrant Rights 
in One of Largest Days of Protest in U.S. History," Democracy Now! May 02, 2006. 
[http://www.democracynow.org/2006/5/2/over_1_5_million_march_for] 

May Day 07 Immigrant Rights March Chicago (05'38) 
[http://www.youtube.com/watch?v=5_eiSXYDXlk] 

-参考：映画"A Day Without a Mexican" (USA/ 20004) 
 “A Day without a Mexican” trailer 
[http://jp.youtube.com/watch?v=4OLjHmpezCU] 



 
■Justice for Janitor ジャニターに正義を！ 
「市民的不服従：ロサンジェルス、ホテル労働者の闘い」（制作・著作 ビデオ塾 2005/12 分） 
 

 全米サーヴィス従業員組合(SEIU)がロサンゼルスで行った「ジャニターに正義を！」のキャンペーン
は、過去 20 年間において、ラティーノ労働者を巻き込んで最も成功した、大規模な組織化キャンペー
ンであった。そのようなものとして、この運動は意義深い強さを示すとともに、欠陥をも見せた。それ
らを理解することは、ラティーノ労働者に働きかけて、彼彼女らが組合を自分たちのものとして、組合
をリードしていけるようにする組合の取り組みを改善していくために、極めて重要である。SEIU が J for 
J のキャンペーンを開始したのは 1980 年代末であった。当時成長してきたビル清掃サーヴィス請負業
者の従業員として、ロサンゼルスのオフィス・ビルを夜間に清掃していた主に中米、メキシコ人労働者
を組織しようとしたのである。全国労働関係局が設ける少なからぬハードルに応じて選挙キャンペーン
を組織してみても、それが成功する見通しは少ないことが分かっていたので、オルグたちは直接行動、
公の力、攻撃的な労働者動員、コミュニティの支持、法律戦術、対企業戦略などによる戦略を編み出し
た。･･･ 
 
 ジャニターたちの戦術は、移民労働者たちの戦闘性を頼りにしていた。ローカル 399 のオルグたちは、
移民労働者を再三にわたって動員し、街頭に進出させて協約を勝ち取ったのである。オルグたちが当て
にしたのは、エルサルバドルやグアテマラでテロに堂々と立ち向かった労働者たちの伝統であり、体験
であった。オルグたちは、社会の富の公正な分け前を要求する権利があっても、それを手にするために
は闘わなければならないということを、すでにそれをメキシコで子どもの頃に学んでいた労働者たちに
訴えかけたのである。 
 組合員であるだけで、あるいはストライキに参加しただけで撃たれるような国から来た者にとって
は、仕事を首になるくらいのことではへこたれないだろう。中米からの移民たちは、私たちよりもはる
かに戦闘的な、組合員としての歴史を持っている。労働者が戦闘的になればなるほど、組合はより多く
のことをなしうるのだ。 
 
そのような体験からオルグたちが学ぼうと決意したことが、J for J キャンペーンのエネルギーと感動的
な成功に大いに寄与したのである。 
 J for J キャンペーンは、創造的な組織化、コミュニティとの本当の提携、とりわけ移民組織の中での
その真剣な追求、組織化の成功の結果として、組合が多様な侵入組合員を包括していくプランの必要な
ことなど、多くの事柄を教えている。1 

Justice for Janitors actions (1990 through 2006) (08'33) 
[http://www.youtube.com/watch?v=WKfQgUn7UNg] 

-参考：映画『ブレッド・アンド・ローズ』（ケン・ローチ/英・独・西/2000） 
 
▼Sí, se puede! スペイン語によるシュプレヒコールが象徴するもの 
▼米国における都市サーヴィス産業の拡大と非合法移民労働力 
▼ラティノスを取り締まる「移民法」と「国民」意識 

だが、ネイティヴィズムの強さという観点からすれば、1970 年代以降の、メキシコを中心としたラテ
ンアメリカ諸国からの非合法移民の急増がもたらした影響は計り知れない。ここでいう非合法移民と
は、基本的に違法な入国ないしオーバーステイで法に違反した者たちであり、いわゆる刑事罰の対象と
なるような「犯罪性(criminality)」を体現した存在ではない。にもかかわらず、かれらがアメリカ社会
に深刻な脅威をもたらす「問題」と捉えられたのは、陸続きの国境を大挙して渡ってくるのがラテンア
メリカ出自の非白人移民だと観念されたことと不可分である。･･･非合法移民を多く含む「非白人」の
新参者たるラティーノ住民は、非＜アメリカ人＞的存在にほかならず、それゆえに＜アメリカ人＞とし
ての国民性（ネイションフッド）を守るためには、非合法移民の流入やラティーノ人口の急速な拡大を
管理・統制せねばならないとの機制が見いだされるからである。その意味で、「非合法移民問題」の解
決に向けた移民法改編論議のなかでのせめぎ合いは、＜アメリカ人＞の境界をどこに引くかをめぐる攻
防でもあった。2 

▼移民取締強化の傾向 
 
 

                                            
1 ホセ・ラ・ルス、ポーラ・フィン「多様性の包括と真剣に取り組む：総合的なアプローチ」、グレゴリー・
マンツィオス編、戸塚秀夫監訳『新世紀の労働運動：アメリカの実験』緑風出版 2001 年、pp.213-215。 
2 村田勝幸『＜アメリカ人＞の境界とラティーノ・エスニシティ：「非合法移民問題」の社会文化史』東京大
学出版会 2007 年、p.4。 



■自由と生存のメーデー 
-フリーター全般労組 PAFF 
http://freeter-union.org/union/ 

-ガソリンスタンドユニオンGSU 
[http://freeter-union.org/gsu/]☜閉鎖された模様、トレース出来ず。 
サブプライムローンの破綻を理由にガソリンスタンドのバイト大
量解雇→ユニオン結成→ガソリンスタンド占拠 
[http://d.hatena.ne.jp/spiders_nest/20080325/1206447490] 

-水商売のひとのための労働組合「キャバクラユニオン」 
[http://profile.ameba.jp/cabauni/] 
「マヌケ★ディナーショウ」2010 年 4月 17 日 
http://www.mkimpo.com/diary/2010/manuke_dinner_show_10-04-17.html 
ジェロニモレーベル＆素人の乱 presents「マヌケ★ディナーショウ」 
後援：小市リサイクルセンター 
協力：杉並警察署のみなさん（オープニングアクト） 
 
 どうやら金持ちの連中は貧乏人から巻き上げた金で“ディナーショウ”なるけしからん遊びを行ってい
るらしい！ こんちきしょう！ ってことで、我々も金持ちをビビらせるようなディナーショウをやる
ことにした。ざまあみろ！ 
まずは、オープニングアクトとして高円寺からAsagayaLOFT/A まで前代未聞の『前座デモ』を敢行！
ディナーショウではライブも目白押しで、出演者はこんな感じ→ 
まず、騒ぎが巻き起こると真っ先に飛んで来る暴徒娘２人組＝えびのお寿司おねえさん！ 最近、夜中
に突如、高円寺駅前交番に押し入ってのゲリラライブ（曲は吉田卓郎）に成功したパンクロッカー労動
組合！ 京都でいろいろやらかしまくった挙句、この春、高円寺・阿佐ヶ谷界隈にバンドごと引っ越し
てくるというクレイジーバンド＝天使突抜一丁目！  
  
 そして、大阪から殴りこんでくる最強ロケンローラー＝ジェロニモレーベルが登場！  
 で、ライブだけじゃ終わらない！ ２月に行われた、反警察・高円寺ロックンロールショー（という
名のデモ）の報告をしつつ、来たる５月１日に控える新たな大騒動の計画発表などもあり！ いやはや、
こいつは大変なことになってきたぞ。 
 やいやい！ ディナーショウだディナーショウだ！ 金持ちのマネをするぞ！！ 
【出演】ジェロニモレーベル えびのお寿司おねえさん 天使突抜一丁目 パンクロッカー労動組合 
松本哉（素人の乱）他 
【ゲスト】杉並警察署のみなさん（オープニングアクト） 
開場 18:00 / 開演 19:00 
※16:30 より、高円寺ー阿佐ヶ谷間の路上にてオープニングアクトが行われます。 
【御代】 
当日￥980（飲食代別）＜貧者＞ 
当日￥25.000（※料金には、お食事（追加は別途）、税金、サービス料が含まれております。 ）＜セレ
ブ＞ 
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-07～サウンドデモ videopress  
[http://www.youtube.com/watch?v=ebbEXlWBJXA] 

▼BREAD & ROSES 自由と生存のメーデー10 
プレカリアート Z逆襲の棄民 パンドラの箱が開く 
http://mayday.geo.jp/ 
私たちが棄民である。はじめまして。お久しぶり。 
 
この社会が営々とつくりだす奔流。庭師、清掃、警備、テーマパークの芝生管理、型枠大工、畳職人、
キャスト、アイヌモシリから、介護、ダスキン、土方、塾講師、ニート、カヤック、かつて南米大陸へ、
ウェイター、パチンコ屋の並び、弁当工場、作家、台湾へ、校正、軽作業、重労働、ひきこもり、八百
屋、リネン、航空郵便、郵便仕分け、板金塗装、アクティビスト、いま南米大陸から、ガソリンスタン
ド、デザイン、リサイクルショップ、アニメーター、編集者、絵の先生、朝鮮半島へ、ＮＰＯ職員、交
通量調査、スリーパー、水道工事、派遣営業、ショップ店員、デリヘル、失業者、政党職員、大学院生、
カメラ助手、琉球へ、サクラ、寺の寺務、朝鮮半島から、レジ打ち、検品、運転手、ゲーマー、事務員、
中国から、カメラマン、パン職人、セクシュアルマイノリティ、ボーイ、バーテン、アンケート調査員、
セクキャバ、玄界灘を越えて、野宿者、新聞勧誘、キャッチ、生保受給者、プログラマー、菓子販売、
テレアポ、ＰＯＰ作成、ポスティング、コンビニ、ライター、駐車監視員。それが私たちです。 
 
ニューディーラーを超えて、パンドラの箱が開く。 
生存と尊厳の蓋。 

 
▼5 月の祝祭 

 5 月の連休はこの数年、祝祭の季節になりつつある。 
 ストリートには、大がかりなPA装置を積んだサウンドカーと呼ばれるトラックが繰り出し、DJが次々
とダンスミュージックをかけている。色とりどりの服装を身にまとった人々が集まるさまは、まるで仮
装パレードのようだ。ぬいぐるみや浴衣を着ている人もいる。コスプレを思わせる格好の人もいる。思
い思いの打楽器を打ち鳴らしているグループもいる。それがいつのまにか、トランペットやトロンボー
ンや自作の楽器と不思議なアンサンブルを作り始める。ドラムキットを台車に載せて、ドラムを叩いて
いるヤツもいる。エレキギターをかき鳴らす姿もある。 
 人々は、大きな横断幕やのぼりや、自作のプラカードを持っている。メッセージはこんな感じだ。 
 
 路上解放！ 
 貧乏人は戦うぞ！ 
 家賃をタダにしろ！ 
 チベット解放！ 
 警察は職質をやめろ！ 
 
 声を合わせてシュプレヒコールをするグループ。拡声器（トラメガ）を片手に一人好きなことを訴え
ている人。サウンドカーのすぐ後ろで踊っている人。プラカードのメッセージには過激なものもあるが、
殺気立っているというわけではない。雰囲気はいたってピースフルだ。音楽のビートが独特の祝祭的な
雰囲気を醸し出している。その多くは若い人たちだが、ちらほら家族連れの姿も見える。 
 これは、今年（2009 年）5 月 1 日のデモ「阿佐ヶ谷メーデー［A-MAYDAY］」のひとコマである。
このデモには、「毎日がゴールデン★言いっぱなしメーデー---貧乏人は増殖/連結する」というサブタイ
トルが付けられている。[中略] 
 こうしたデモは、やはり 5月の連休中に開催されている、労働組合を中心とした連合や全労連や全労
協の集会と比べると、その祝祭性という点で大きく異なっている。参加する人数こそ少ないものの熱気
では負けていない。独立系のデモの主張はさまざまで、まとまりがなく、中には実現できないような要
求も含まれているが、そこには独特のユーモアと切実感がある。なによりも自分たちが自分たちのため
のデモを組織しているという自主性がはっきりとうかがえる。3 

 
■インディーズ系メーデーからユニエクまで 
-素人の乱（高円寺北中通り） 
[http://trio4.nobody.jp/keita/] 
ECD×素人の乱('3"56) （素人の乱の予告編） 
[http://www.youtube.com/watch?v=U-5BYb9wAWo] 

                                            
3 毛里嘉孝『ストリートの思想：転換期としての 1990 年代』NHK ブックス 2009、pp.7-8。 



ECD"言うこと聞くよな奴らじゃないぞ"＠高円寺駅前 2007.4.15 （素人の乱での ECDレイヴ） 
[http://www.youtube.com/watch?v=8RtNZXBk8cs] 

-高円寺ニート組合 
 「家賃をタダにしろ！中野→高円寺一揆」 

「三人デモ」 
[http://www.youtube.com/watch?v=-5NXX5zs5k4] 

-フリーターユニオン福岡 fuf「われわれは社会のニョッキである」 
[http://fufukuoka.web.fc2.com/] 
☞資料配付「fuf 通信」 

-ユニオン・エクスタシー 
首切り職員村 スト初日 2009/2/23/ スト 3・4 日目 Part 2 
ドラム缶風呂編 
  [http://www.youtube.com/watch?v=5QhjLJhc9Uk]  
  [http://www.youtube.com/watch?v=2SZaT-4Y7oQ] 
 
■非正規雇用とユニオン 
-大学等非常勤講師ユニオン沖縄 
 [http://hjkunion.exblog.jp/] 
-関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼち 
 [http://jp.indymedia.org/botiboti/] 
-京都大学時間雇用職員組合Union Extasy 
 [http://extasy07.exblog.jp/] 
 
土屋トカチ監督『フツーの仕事がしたい』（2008 年／日本／DＶ／70 分／カラー）予告編 
[http://nomalabor.exblog.jp/] 
[http://www.youtube.com/watch?v=7ZzJi2ZencY] 
 
 
■いくつかの理論的支柱 
▼生存権 

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。（日本国憲法第 25 条第 1項） 
 
▼ベーシック・インカム／基本所得 

「全ての人は無条件で生活するためのお金を保障されるべきである」4 
「生きさせろ！」（雨宮処凜） 
 

▼保証所得 
 哲学的な横滑りをお許しいただけるなら、保証所得は、新たな存在論つまりマルチチュードの存在論
を政治的かつ社会的に表現することの必要性に由来している。困窮・不安定・失業・賃労働は、われら
がネオ・マルクス主義者によって定義された生産諸関係の限定から大きく溢れ出ていくこの「存在の生
産性」の否-認の帰結なのである。何よりも肝要なのは、不安定さや困窮に対抗する政治なのではなく、
共有財についての新たな構想なのである。この共有財が所有（物）の形態で資源化されるとしても、そ
の際の基礎は、もはや希少性にあるのではなく、知識と情動の生産のダイナミクスに固有の「相互照射」
にある、集団的所有と私的所有の対立をずらして再定義する協同にある。 
 保証所得は、組合の要求でもなければ、新たなレギュラシオンのためのスローガンでもない。反対に、
保証所得は、経済的なものと政治的なものを区別することの不可能性を表している。というのも、保証
所得が示す権利の新たな源泉とは、リベラリストにお馴染みの個人ではなく、社会主義者にお馴染みの
労働でもなく、マルチチュードだからである。保証所得はある一つの権利であるが、市民権が国民や国
家へと分かちがたい仕方で結び付けられているからには、この権利を市民権［=市民性、市民資格］に
導入することは可能であるにしても難しいことである。保証所得は、国民国家の権力をさらに弱め、こ
の権利と福祉の脱国民化に役立つとても優れた梃子なのである。保証所得は、資本主義的価値増殖の論
理から逃れるために、また、マルチチュードの独立と自律を肯定し、国家空間に関して構成的エクソダ
スの条件を肯定するために奪取されるべき武器である。このマルチチュードの新たな流動性という武器
は、惑星規模での感染に成功するなら効果的なものになりうるであろう。5 

                                            
4 「対談・ベーシック・インカムとはなにか」『VOL02』以文社 2007 年、p.5。 
5 マウリツィオ・ラッツラート著、中倉智徳訳「所得を保証すること：マルチチュードのための政治」『VOL02』
2007 年以文社、pp.24-25。 



 
▼生活賃金 living wage 
 まず、第１に、この運動が主に都市自治 

体に照準をあわせた立法運動として組織されている、ということである。もちろん、州や連邦政府の動
きを視野に入れていないわけではない。また、郡部に運動がないわけでもない。だが、都市自治体の行
政に当面の的を絞っているのは積極的な理由があってのことである。それが都市住民の声が届きやすい
ところにあるというだけではなく、今日の民主主義、地方自治のたてまえの下では、その行政に対して
影響力を行使しうる住民のルートが開かれている、ということである。州レベル、連邦レベルで強力に
組織されている財界団体の経済的、政治的影響力が、貧困層を多く抱えた都市地方自治体レベルでは、
さほど強力には組織されていない、という事情もあるにちがいない。ともあれ、この運動は、都市自治
体の議会や首長の動きに焦点を合わせ、自治体財政の支出、とりわけその公的契約のあり方に住民の関
心を呼び起こすという、世論組織化の運動として成立している。 
 第２に、この運動が貧しい人々の生存権を守ろう、という「社会的正義」の大義に共鳴する様々な
NGO 組織や民衆の共働として組織されている、ということである。ここに収録された論文の中に頻繁
に登場する「連合〔Coalition〕」や「連携〔Alliance〕」という言葉は、決して労働組合間のそれ、ある
いは組合と政党のそれ、というような意味で使われているのではない。地域レベルで労働、住宅、環境、
マイノリティーズ、高齢者問題などのテーマで動いている労働者、市民、学生、宗教家、法律家たちの
諸団体が、この運動の中で出会い、その交流を通してまた新しい団体、たとえば地域の「持続可能な経
済を考える」グループが生まれるというような、民衆の相互刺激、相互啓発の場として生活賃金運動が
組織されていることに注意すべきであろう。収録されている第２論文が明らかにしているように、労働
組合の既成の地域組織である AFL-CIO 地方労働組合評議会〔CLC〕が、この運動に貢献したところも
多いが、必ずしも積極的に関わらなかったところも少なくなかった、という。むしろ、この生活賃金運
動に一歩足を踏み出すことを契機に、既に組織された組合員へのサービスだけに専念しがちな伝統的な
「ビジネス・ユニオン」の体質からの脱皮が迫られる、といってよいであろう。6 

 
▼マルチチュード/プレカリアート 

 マルチチュードとは、「多数性」「複数性」「多様性」を表す語で、ネグリがマイケル・ハートととも
に提示した、グローバル化した世界の新しい政治体である＜帝国＞を構成する人々を指している。これ
は、近代的な国民国家の主権主体「国民」の代わりに登場した、新しいグローバルな政治主体である。
国民の概念が、しばしば外国人や移民、そしてある時期まで女性や子どもたちを排斥することで「ひと
つ」の政治主権を作り上げていたのに対して、マルチチュードは、そうした多種多様な人々を重要な政
治主体として位置づけなおすものだ。 
 マルチチュードとは、かつての伝統的なマルクス主義における対抗的な政治主体だった、工場労働者
をモデルとした労働者階級やプロレタリアートに代わるものである。ネグリによれば、新しいデモに参
加しているマルチチュードは、「中レヴェルから高レヴェルの教育を受け、知的労働に従事する賃金労
働者」である。今ではこうした新プロレタリアート、あるいは彼が「コニタリアート（認知労働者）」
と呼ぶ人々が、かつてであれば中流層が担っていたサーヴィス業や情報業、文化産業といった「非物質
的」な生産に携わっている。新しい形のデモは、このようなマルチチュードたちが、通常は労働の中に
回収されてしまっている自分たちのコミュニケーション能力を使っ
て作りだしたものなのでる。 
 こうしたマルチチュードやコニタリアートの議論に、日本のフリー
ターや派遣労働者の状況をあてはめるのは、それほど難しくない。実
際に 2009 年の「自由と生存のメーデー」は、「60 億のプレカリアー
ト」という別のスローガンを掲げているが、このことからも現在の日
本の状況とグローバルな問題が直結しているという意識をはっきり
と見てとることができる。プレカリアートとは、イタリア語で「不安
定な」を意味する「プレカリオ」と「プロレタリアート」を組み合わ
せて作った造語で、グローバリゼーションと新自由主義的な政策のも
とで、不安定で流動的な生活をすることを余儀なくされている人々の
ことを意味している。 
 もちろん、マルチチュードやコニタリアート、プレカリアートとい
った語は、それぞれニュアンスが異なり使われる文脈も異なってい
る。けれども、むしろここで重要なのは、旧来の労働者階級やプロレ
タリアートといった政治的主体が、経済的・社会的・政治的な変容の

                                            
6 戸塚秀夫「米国における生活賃金運動について：解題を兼ねて」ブックレット『労働運動の再構築は可能
か：米国における生活賃金キャンペーンと労働組合・コミュニティ』国際労働研究センター2001 年。
[http://www7a.biglobe.ne.jp/~ctls/booklet/kaidai.html] 



ために、新しい政治的主体に場を譲り始めているということだろう。単に政治的主体が変わっただけで
はない。「政治」という領域もまたラディカルに変化しつつあるのである。いろいろな場所で同時多発
的に生まれている祝祭的なデモはそのひとつの兆候なのだ。7 
 
 『＜帝国＞』という書物は、その＜帝国＞の圧倒的な権力のみを描いたものではない。むしろ逆に、
＜帝国＞的権力を構成しているものが、＜帝国＞が支配・管理している人びと、ネグリとハートの言葉
を用いれば「マルチチュード」にほかならないことを彬かにしつつ、それゆえに＜帝国＞そのものをマ
ルチチュードが乗っ取る可能性を示唆した、よく言えば希望の、悪く言えば楽観的な書物なのである。 
 序章でも簡単に述べたように、マルチチュードという語は、「多数性」や「複数性」を示している。
マルクスであれば「プロレタリアート」と呼んだ歴史の主体を「マルチチュード」と呼びなおすことで、
ネグリとハートは、男性中心主義的で、フォーディズム的な工場労働者を想起させるプロレタリアート
ではなく、人種・民族的により多様で、女性や高齢者、子どもまで含む広範囲なポスト・フォーディズ
ム的労働者を描こうとした。だがそれだけではない。西洋政治思想の中にいまだに根強く残っている「一
なるもの」への信仰を「多数性」へ置き換えることで、まったく異なる思考法を提示しようとしたので
ある。 
 マルチチュードはプロレタリアートのように「存在」しているのではない。「一なるもの」は、本来
多様でたえず生成変化しているものを、平べったい「存在」の中に閉じこめようとする。マルチチュー
ドとは、そうした「一なるもの」の存在の中に複数性が宿り、たえず生成変化し、ほかと関係を結んで
いこうとする動的な実践を含む名詞なのだ。8 

 
 
おまけ：ザ・ハローワークス『ペイデイ』より「HIGH & FAST」 
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