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戦後民主化 と第 二 期 労働組合組織化運動

(2)「 企 業 別 組 合 」 の 一 般 化
この時期 に組織 された労働組合 は、 のちに「 企業別組合」
と呼ばれ ることになるが、実際 には、複数事業所 を もつ大

(1)燎 原の火
第一期、第 二期 とは全 く異 な った環境 の下 で始 ま った。 日

規模企業 では事業所単位 の組織 が多 く、 この場合、
「事業所
別組合」 と呼 ぶのが正確で あ った。 しか し、事業所別 に結

本政府 は、 占領軍 の支配下 におかれ、 その もとで、 日本社
会 の民主化 が大 々的 に進 め られ た。 占領軍 が主 導 した 5大

成 された労働組合が賃上 げなど の要求 を 出す と、 それに回
答す る権限 は、事業所 にはない ことが多 く、事業所別組合

改革 の一 つが労働改革 で、 その主 眼は、労働組 合 の組織 を
拡大す ることであ った。戦時下 の抑圧 ですべ ての労働組合

同士 が連 絡 を とって要求 を調整 し、本社 と交渉 を行 う必要
があ った。 そ こで、企業単位 の労働組合 を結成す るか、 あ

が解散 させ られて いた状況か ら、突然、抑圧が解消 され る

るいは、事業所単位労働組 合が企業別 の連合会・ 協議会 を

とともに、戦後 わずか 4か 月 で労働組合法 が制定 され、 そ
の 3か 月後 には施行 され た。労働組合 を組織 す ることが 自

作 って、対企業交渉 を行 う方法が とられ る ことにな った。
『 全繊同盟史』第二 巻 によると、前者 の方式 を採 用 した例

由にな っただ けで な く、民主化 とい う至上命題 の下 で、強
く政府 によ って推奨 され ることにな った。

として、 日清紡、東洋紡、 日紡、富士紡 などの組合 があ り、
後者 の方式 を採用 した例 として、帝人、 日本 レ イヨン、敷

組織化運動 の成果 も凄 まじか った。組合員数 は、 1945年
8月 にゼ ロだ った ものが、 11月 には 7万 人弱、 12月 には38

紡、倉紡、大和紡、東洋 レー ヨン、鐘紡 などの組合 があ っ
た。 これ らの組合 は、 1946年 2月 か ら 8月 の間 に結 成 され

万人 を超え、1946年 1月 には90万 人、 2月 には153万 人 と急

ている。

角度 で増大 し、労組法が施行 された 3月 には、 250万 人を超
えた。産別会議、総 同盟 とい う二 つの ナ シ ョナルセ ン ター

企業別組合 とい う呼び方 が広が った もう一 つの要 因 は、
特定企業 の従業員 が職種や地位 を問わず、全員参加 の労働

が結成 された 8月 には380万 人に達 していた。 1948年 6月 に
は660万人を超 え、推定組織率 も50%を 超 え るに至 った。 ま

組合 (多 くの場合 に従業員組合 と名乗 っていた)で あ った
ことで あ る。 当初 は、現場作業者層 の労働組合 と、職員層

さし く嵐 のよ うな組織化であ り、
「燎原 の火」 と形容 され る

の労働組合 が並立 して作 られ ることもあ ったが、 この場合
に も、次第 に両者 が統 合 して従業員一 本 の組合 にな ること

1945年 敗戦後 に起 きた第二期 の労働組合組織化運動 は、

勢 いで労働組合 が結成 されて い った。 このよ うな状況では、
組織す る側 の動 きが間に合 わず、現場 の労働者 たちが、産
別 と総同盟 とい う二 大組織 の組織化努 力 とかかわ りのない

が多 か った。 そのよ うな一本化が あま り進 まず、並立 が続
いたのは、炭鉱 の鉱員組合 と職員組 合、生命保険会社 の社

ところで、 いわば勝手 に組織 を作 り、労働組 合を名乗 って
活動 を始 めた。 その 中 には、産別や総同盟 に加 わ って くる

員組合 と外務員組合 などに限 られて いた。
これ らの「 企業別組合」 は、多 くの場 合、産業別組織 に

もの もあれば、 そ うした全国的結集 に参加す ることな く、

参加 し、 その統制 の もとで運動 を展開 したか ら、 その組織
体制 の問題点 は、 当初、 あま り意識 され なか った。 しか し、

中立組 合 として活動 をす るもの もあ った。産別 が結成時 に
163万 の組織人員、総同盟が85万 の組織人 員を有 して い ると
されて いるか ら、 8月 時点 での二大組織 のシェアは、労働
組合 員全体 の65%に 達 して いた計算 になる、 しか し、 この
数字 には水増 しが あ るもの と思 われ、実際 の組織 人員が仮
に三分 の二で 166万 だ ったとす ると、 その シェアは、44%程
度 となる。 どちらの数字 が実態 に近か ったにせ よ、労働運

加盟企業別組合 の産業別組織 に対す る独立性 は高 く、産業
別組織 の統制力 は、 しば しば有名無実 の もの とな った。
「企
業別組合脱皮」 は、労働運動 リー ダーたちの共通 の関心事
とな り、学者 たちは、 なぜ企業別組合が この時期 に支配的
な組織形態 とな ったのか について、議論 を戦 わせ る ことに
な った。産業報国会 (事 業所全員 を単位産報 に組織化 して

動 の 中では、 これ ら二 大組織 に結集 す る労働組合 が 中心 的

いた)の 裏返 し説、大企業労働市場 の企業封鎖性説、労働

役割 を果 たす ことにな った。

市場 の半封建性説、 出稼 ぎ型労働力説 など、 さまざまな議

‑2‑

ず、越年資金要求 については、 時 の伍長全員賛成 であ った

論 が行 われた。

ので、休憩時間 を利用 して工 員全員 が地下 に集 ま り、岩本

(3)企 業 別 組 合 と 占領 政 策
労働運動実践者 の立場か ら、 この問題 について、強 い問
題意識 を も って疑間を提 出 しているのは、 日清紡労組・ 全
繊同盟 。全労 。同盟 と戦後労働運動 を代表す る リーダ ーの
一人であ った滝 田実であ る (滝 田、 1972:20‑22ペ ージ)。
第 一 に、 占領政策 についての疑 間である。
「 産業別 に統一
され た組織 でなければ、資本 と対決す る強 い姿勢 が とれ な
い」 とい うことを、
「 占領政策 を推進 しよ うとした人たちは
い
して
たはずで
ある。
十分承知
『 組織 は産 業別 が基 本 で あ
る』 そ うした強 い考 えは、私 の知 るかぎ り、 あま り耳 には
しなか った ことであ る。外形 は産業 別 の体裁 を と りなが ら、

君 がダ ンロ ップの例 を報告 して、 とにか く要求 しよ うとい
う話を しますが、仲 々岩本君 の近 くにみんな寄 って きませ
ん。会社 の幹部 が通 るたび に、 サ ッと柱 にか くれ る者、一
階 に走 る者、机 の下 に もぐる者、皆逃げ腰 の状態 で した。」
その後、近所 に住 む総同盟 の運動家 に相談 し、組合 を結成
してか ら要求を出すようにと指導 され、紆余曲折 をへて 1946
年 1月 25日 、労働組合 が結成 され る ことにな った。 占領軍
の民主化方針 や、労働組合法制定 の報道 など もな されて い
たが、現場 では、必ず しもす ぐにそ うした方針 を理 解 し、
信頼す るに至 ってはいなか った ことがわか る。
日本社会を民主化 し、三度 と対外戦争 を引 き起 こす よ う

その実体 は従業員 と企業 が優先 して い る。」

なことが ないよ うに しよ うとい う占領軍 の意図 は明確 に示

占領軍 は、 日本政府に、労働民主化策 として、労働組合
組織化 を強 く指示 した。 それに対応 した政府 の労働組合法

され、至上命題 とな っていた。 そのための 5本 柱 の一 つが
労働民主化 =労 働組合組織化 で あ った。 その ことが戦後 の

制定 プ ロセス も後見 した。 そればか りでな く、政府 に労働

労働組 合組織化運動 に与 えた影響 の大 きさは疑 う余地が な
い。 だが、 占領軍 は、 どのよ うな労働組合運動 の育成 を考

組 合結成 に直接関与 させ もした。 この結 果、塩 沢 (2004)
によれば、
「行政指導Jで 作 られた「 ポツダ ム組合」 が続出

えて いたのだ ろ うか。 ア メリカでの直近 の経験 が参照 され

した。労政事務所 の職員が会社を回 って歩 き、
「 占領軍 の命
令 なので労働組合 を作 るよ うに」 と社長 に指示 して いた と

たで あろ うし、 ア メ リカ風 の団体交渉 を基 軸 とす る集団的
労使関係 の確立 を 目指す のが 自然 な対処 で あろ う。 だが、

い う。労政事務所 は、戦 前の警察署 に置 かれていた労使紛

1945年 の労働組合法 の制定過程 にお いて、 GHQは 、基本

争対策部署で ある工場課 の後身 である。 1939年 か ら40年 に
かけて10万 事業所、480万 人を組織 した単位産業報国会 の推

的 に 日本政府が設置 した労務法制審議委員会 の手 になる法
案 を受 け入れ、 い くつかの干 渉 はお こな ったが、 ア メ リカ

進者 は、各地 の警察 であ り、担 当部署 か ら言 えば、 工場課
であ った ろ う。 つい 5年 前 に各工場 に産業報国会 を作 れ と

式 の労働組 合法制 を日本 で再現 しようとしたわけではなか っ
た。 ワグナー法 の核心 であ る交渉単位制 も、排他的代表権

指示 して歩 い たの と同 じ役所 の人間が今度 は 占領軍 の命令
で労働組合を作れ と指示 して歩 いたので あるか ら、人 々の

も押 し付けよ うとは しなか った。結果的 に、 で きあが った
労働組 合法 は、労働組合組織 の在 り方 に ついて、当事者 の

眼に、 これ ら「 ポツダ ム組 合」 が「 産報 の裏返 し」 と見 え

高 い 自由度 を認 め る法律 とな った。 そ して、 この法律 の下

たの も無理 か らぬ ことと言 えよ う。 まさか、 GHQ労 働課
が そ うい う政府 による上か らの組合組織化 を命 じて いた と

で、海運業や建設業 などを除 き、企業別組合 が一 般的 な組
織形態 とな った。

は思 えないが、地方軍政部 はど うだ っただ ろ うか。 あ るい

滝 田が考えたよ うに、 占領政策 として、産業別組合が労

は、 日本政府 の勇 み足か もしれな い。 ある意味で戦時中 の

働組合本来 の あ りかたであ り、企業別組合 は、御用組合 に

天皇政府以上 の絶対権力 を握 る占領軍 が指示 した労働組合

堕 す るおそれが あ るか ら認 めない、 とい うよ うな方針 を示

組織化 であ るか ら、政府 の下部組織 では、 そ こまでや らな
ければ身が危 ないと思 って いたか もしれ ない。
もちろん、戦前 に労働運動 の伝統 を もつ事業所 では、 そ

して いた ら、 ど うい うことにな っただろ うか。絶対的権力
者 の指示 であるか ら、企業別組合 のかわ りに産業別組合が
作 られ、各企業・ 事業所 には、 その支部 が作 られ ることに

の経験 を もつ活動家 を中′
に して 自主的 に労働組合を結成
とヽ
す る例 もあ った。 また、経営側主導で、外部 の干渉を受 け

な ったのではなか ろ うか。

る前 に組合 を結成 した例 もある。労働運動 の経験 の ない労

リカの経験 では、最初 の労使関係法制 であ る全国産業復興

働者 が労働組合 の ことを聞 きつ けて、 み よ うみ まねで組 合
を作 った例 も多 い。全繊同盟史 (第 二 巻32‑33ベ ージ)に

証 したが、結果 として、 それ以前 に存在 した従業員代表制

紹介 されている1945‑46年 の小泉製麻労組 の結成 のい きさ
つ は、興味深 い。
「十二 月 に入 りみ んななん とかせねば と話 し合 って いた
とき、 ダ ンロ ップ労働組合が越年資金 を獲得 した ことが新
聞 に大 き く出 ました。 その記事 を一様 に もちよ って組合作
りを話 し合 ったのが、 (中 略)時 の伍長 (今 の助手)数 名 で
あ ったが、組合を作 ることについては仲 々意見が まとまら
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これ は荒唐無稽 な想定 ではない。 ニ ューデ ィール期 ア メ
法 (Nationallndustry Recovery Act)で 団体交渉権 を保
と会 社組合 (company union)が 勢力 を拡大 し、 たとえば
鉄鋼業では、労働者 の90%が 従業員代表制 。会社組合 によっ
て カバ ー され る事態 とな った。 この事態 の背後 に会社側 の
策動 が あると考 えた ニ ューデ ィール推進者 は、 ワグナ ー法
によ って、全国労働関係委員会 (NLRB)管 轄 の下 での
多数決原理 による排他的交渉代表選 出 とい う枠組 みを採用
した。 NLRBは 会社組合 に対 す る会社 の承認 を取 り消 し、

交渉代表選挙 に よって「真正 の」労働組合、す なわち産業
別組合 の支部 が確立 され るとい う経過をたど った (仁 田、
1998)。

そ うしたア メ リカの歴史的経験を踏 まえれば、単に

「労働組合 を組織 せ よJと い うだけでな く、
「 どのような労
働組 合を組織 せ よ」 と言 わなければ、一貫性が なか った と

本労働運動 の先覚者 た ちが、組織 は こ うすれば強 くなるも
のだ と指導すれば、 白紙 のよ うな労働組 合 は、 その指導 の
色 に染 まっていったにちがいなか ったとも考 えられ るのだ。」
ど うして当時 の指導者 たちが そ うして くれなか ったのか、
とい う思 いがに じみ 出て い る。滝 田 自身、戦 前 の運動経験

い う批評 は十 分成 り立 ち うる。

は全 くな く、 ただの技術屋 であ ったのだが、 1946年 春 の あ

戦後民主化 は、軍事 占領 して戦 争責 任者 を処罰 す るだけ
で な く、社会 の在 り方 を根 こそ ぎかえて、民主 的 な社会 に

る日、 日清紡本社 に人事部長 の紹介 で来訪 した松岡駒吉 の
話 を聞 いて、諮然 として労働運動 に 目覚 め、 日清紡労組結

しよ うとい う「外 か らの、 Lか らの革命Jで あ ったが、肝
′
な「 どのよ うな労 働組合 か」 を明 らかに しな い、 にヽ
わば
とヽ
綱領 な き革命であ った とい うことになるか もしれ ない。 こ

成の中心人物 とな ったので ある (滝 田、 1972:204‑206ペ ー
ジ)。 あの とき、ど うして総同盟繊維労働組合 日清紡支部を

の不備 は、 1946年 2月 に来 日し、 7月 に報告書 を提 出 した
GHQ労 働諮問委員会 によ って早 くも指摘 されていた。同
委員会 の勧告 の焦点 は、 カンパ ニ ー・ ユニ ォ ン排除 のため
に支配介入 を排除 し、排他的交渉代表制 を採用す ることで
あ った (竹 前、 1982:252‑254ペ ージ)。 この勧告は、 1949
年 の労組法改正過程 に反映 され ることになるが、 す でに確
立 した企業別組合を基本 とす る日本 の労働組合組織 を抜 本
的 に変 え ることにはな らず、硬直的 な経費援助禁止 などに
よ って、労 働組合運動 をや りに くくさせ るとい う効果を も
つに とど ま った といえ る。
このよ うな事態 とな った背景事情 の一 つ は、戦 前 におい
て労 働組合法制が成立 せ ず、労働組合 を法認 した場合 に、
どのよ うな労働組 合運動 が形成 され るか、経験的に確認 さ
れて いなか った ことで ある。戦前 において も「 企業別組合」
(縦 断組 合 と呼ばれ た)は 存在 したが、 あ らゆ る種類 の労
働組合 が強権 によ って抑圧 されて いたために、大 き く広 が

ることはなか った。総同盟 など外部 の組合が働 きかけ、 ま
ず少数 の組 合員 を組 織 し、 それが従業員 の組織化 を進 めて
総同盟傘下 の労働組 合ない し、支部を結成す るとい うのが
一般的なルー トで あ った。多 くは事業所 。企業 単位 に結成
され た労働組合 も、企業・ 事業所名 を冠す るものは少 な く、

作 れ と指導 して くれ なか ったのか と、亡 き松岡に疑 間 を呈
して い ることになる。
実際、 その ような組 織 が作 られた例 もある。戦前総 同盟
の活動家 で、埼玉県で組織 化活動 を展開 して いた井堀繁雄
の指導 によ り、 1945年 秋 に、埼玉金属労 El」 組 合川 口支部 が
結成 されて いる。 もちろん、 日清紡労組結成時点で は、総
同盟 は結成 されてお らず、全繊 同盟 も未結成で あ った。 と
はいえ、 1946年 1月 17日 の拡大中央準 備委員会 (1945年 10
月10日 発足)で 、
「労働組合総同盟」 の名称 で活動す ること
を決定 して いた し、 さらに1945年 10月 11日 の第二 回中央準
備委員会 で「全国的 産業別組織」 を 日指す ことが確認 され
ていたか ら、松岡が強 くそのよ うな指導 を して いて もおか
し くはな い。
上記中央準備委員会で確認 された組織方針 は、
「 全国的産
業別組織 を究極の 日標 とし、 その助長 をはか るために」 さ
しあた り、
「原則 とし
「 企業場一 組織 とす る kそ の場合、
て都道府県 ご とに産 業別組合名 を使用 し、一企業場 の組織
の名称 は、 なるべ く支部 の名称 をつける」、
「 地方 の組織準
備委員会 をなるべ く都道府県 lll位 に設置す る」 とい うもの
であ った。上記 の埼玉金属川口支部 は、 この組織方針 に沿 っ
た組 織 であ った。地域支部 とな ってい るのは、地域 の鋳物
工を糾合 した組織体 であ ったためであろ う。組織化 が始 ま

地域名や、産業名 を名乗 ることが多 か ったG組 合役員 とし

る時点で、す でに して事業所単 位 の組織 を まず作 り、それ

て公然 化す ることは、対会社、対治安 当局 の両面 で危 険が

を全国的産業別組織 に結集 してい くとい う方針が立 て られ
ていた。 (総 同盟五十年 史 。第二巻 :39ペ ージ)戦 前 の運動

大 きか ったか ら、少 な くとも当初 は、総同盟 などの外部者
そのよ うな状況 の中で も、 1926年 、 1931年 と 2回 あ った

経験 を もつ総同盟 において も、事業所 ―括 の組織化方針 が
立て られて いた ことが 分 か る。金属関係 では、 それを産業

労働組合法制定機会 のいずれ かが現実化 して いた ら、 ど う
だ っただ ろ うか。労 働市場 の在 り方 か らして、戦後 におけ

H織 の支部 とい う位置づ けで組織す る当初
別組織 の県単 位糸
の方針 を貫 いたところ もあ るが、繊維 関係では、事業所 と

るよ うに、企業別組合 (縦 断組 合)が 一 般的 にな ったか も
しれ ない。 そ うな っていた ら、戦後 の労 立法 において、

い うよ り企業 一括 で組合 を作 り、 これを産業別全国組織 に

が 役員 として名前 を出す ことが多 か った。

411」

労 働運動指導者 は、 これを防止 す るよ うな条項 を挿入す る
ことを考慮 しただ ろ う。 占領軍 もそのよ うな状況 へ の対応
を考 えて労働民主化政策 を進 めたか もしれ ない。
輌)企 業 別 組 合 と組 織 者 側 の指 導 方 針 :総 同盟 の場 合
滝 田 の もう一 つの疑間は、戦後直後期 にお け る労働運動

直接結集 して い く方針 が とられ た。
これは、大企業 セ クターで賃上げ交渉 を行 った り、産業
復興 =企 業再建運動 を展 開 して い くときに、企業別結集 の
必要性 が高 か った ことか ら、 合理 的組織方針 であ った とも
言 え るが、 その際 に、全国繊維労働組 合企業別支部 に して、
産別本部 の統制力 を明確 に してお くことはあ りえたであろ
う。実際、総 同盟 の指導者 は、企業別組合組織 の あ りかた
に危機感 を覚 え、 なん とか産業別組合主導 の方 向 に舵 を切

指導者 の対応 に関す るもので ある。
「 占領軍 当局者 がその点配慮 が なか った とす るなら、 日

‑4‑

ろ うと努力 した。

か ら、総同盟 以 上に、企業別 の結集 を肯定的 に とらえ るも
のであ った (大 河内 。松尾、 1969:103ペ ージ)。 共産党 の

1946年 5月 27‑28日 に開催 された拡大 中央委員会 では、

産別整理方針 を提案 し、繊維 。金属・ 化学・ 炭鉱 の 4部 門
に産別 組合準備会 を設 ける ことを決定 した。 その提案理 由

幹部 か ら、企業別組合 の急激 な組織拡大 について、総同盟
幹部 のよ うな危惧 の念が示 され た例は見当た らな い。下 か

のなかで、「現下わが国労働組合 は終戦後急速 に組織化 され
たため、 その組織形態 をみて も統一 へ の動 きか らみて も、

ら自主的な動 きとして進 んで い る企業別組合結成を肯定的
にとらえ、 む しろ これを 自らの戦列 に糾合 して いこ うとい

あ ま りに も雑然 た るものが あ る。即 ち 自然発生的 に出来上

う姿勢が鮮明であ った。 その中で、企業別組合 に対す る強
い統制 力を もった産別組合組織、 ナ シ ョナルセ ン ターを確

が った工場別従業員組合 が多数 を 占めて いるので あるが、
(中 略)こ のよ うな情勢 の下 においては とうてい強力 な運
動 の展開 は、困難 な ことはい うまで もな い (中 略)わ れわ
れは全国的産男1単 一組合 の組織 を提唱 し、積極的 に、 これ

立 して いこ うとす る姿勢 は後景 に退 くことにな る。
総同盟関東金属労働組合 の組織化 に尽力 して いた明治以

を完 成 せ しめん とす る」 (全 繊 同盟 史第二 巻 :48‑49ペ ー

来 の古参社会主義者 である荒畑寒村 によると (荒 畑、1960:
530ペ ージ)、 神奈川 工場代表者会議 において、共産党 の労

ジ)こ とを表明 した。
続 いて 5月 28‑29日 に開催 され た全 国繊維産業労働組合

対部幹部 であ った伊藤憲一が「総 同盟 は二十万 の会員か ら
毎月一 円の会費 を集 め、 この二十万円が総同盟 のボスを養 っ

同盟組織準備会 で も、総同盟 の繊維関係担当 オルグ の富 田

くす るためには、余 りに微力 であ ります。 (中 略)団 体協約

て い る。然 るに、工 代会議 の会費 は一人十銭 に過 ぎな いJ
と非難攻撃 した。 会議 を傍聴 して いた総 同盟 の活動家 が
‐
「総 同盟 の会費 円 は、決定 だけで まだ実行 されて いない
ばが りで な く、本部費 はその うちの二 十銭 である。 だか ら、

の問題 にいた しまして も、給与問題 の解決 にいた しまして
も各会社 はある申 し合わせを して い ることは事実であ りま

会員が二十万 あろ うと二十万 あろ うと、 それで二 十万 円 に
なる訳が ない。悪 口 も攻撃 も、事実 に もとづ いてや った ら

す。 (中 略)資 本家団体 と団 体協約 を締結 しうる組織 と力を
必要 とす るので あ ります。
」 と経過説明 を行 っている。 だが、

ど うかJと 抗議 した とい う。総 同盟 と工場代表者会議・ 産
別会議 が企 業別組合獲得競争 を行 い、 しか も、一方が組合

準備会 が選んだのは、「全国的単一 の産別労働組合の強力 な
る組織 を理想 とし、 その方針 にむか って運動 を展開す るが、

費 の金額 を競争 の道 具にす るよ うな雰囲気 の もとで、 し っ
か りした財政的組織 的基盤 を有す る産別組 合・ ナ シ ョナル

現段階 では一大飛躍 で あ って困難 な諸事情 が あ るため暫定
的措置 として、連合会、連盟、協議会又 は同盟 の形態 を と

セ ン ター確立 を強 く訴 えてい くことは難 しか ったに違 いな
にヽ
。

繁蔵 (全 繊同盟結成後、総主事 に就任)は 、「一工場一会社
に分散的 に組織 せ られ、 あ るいは組織 され つつ ある現状 は、
それがいか に強力 な組織 とは いえ基本的労働条件をか くと

1946年 8月 19‑21日 に開催 された産別会議結成大会 で は、

り即時結成」す るとい う妥協的結論であ った (全 繊同盟史
第 二 巻 :53ペ ージ)。
戦前以来 の実績 を有す る総 同盟 の組織 化運動 の中 では、

規約第46条 によ り、会費 は、 5万 人以 下の組合 は一人 当 た
り20銭 、 5万 人超 10万 人以下 の組合 は10銭 、 10万 人超 の組

企業別組合 を産別組 合 に移行 させ よ うとい う努力は行 われ
たが、
「諸事情」 のため、実現 に至 らず、企業別組合 の連合

合 は 5銭 と定 め られた。平均値 が い くらにな ったか分 か ら
ないが、 おおむね上 記神奈川 T代 会議 の レベル と近か った

体 として産別組織が つ くられて い くことにな った。全繊同
盟史 には、諸事情 の内容 は、詳 し く書 かれて いな い。 直接

だ ろ う。水準が低 か っただ けでな く、組織規模別 の会費決
定 ル ール に も問題 があ った。 つ う、組織人員 の多 いほ う

組織化 に係 る事情 としては、鐘紡、東洋紡 ,敷 紡 など一 部
の大手企業 の労働組合 で当初全繊同盟 に参加 しない ものが

が 財政力が豊かであるか ら、 この会費決定 ルール は一見非
合理 的で あ り、 同額 にす るか、 傾斜 をつ け るな ら、逆 にす

=、

るほ うが合理的であろ う。 なぜ このよ うなルールが採用 さ

あ り、 1947年 3月 には、 これ ら 3組 合 で 日本繊維産業労働
組合連合会 (卜 1繊 連)を 結成す るなど独 自の動 きを して い

れたか、 当事者 による具体的 な理 由の説明 は 見当たらない。
推測す ると、次 のよ うな ことではないか と思 われ る。産別

た。 これが解散 して全繊に合流 したのは、 1948年 1月 になっ
てか らであ った (鐘 紡労働組合、 1977:2ペ ージ)。 そして、

1合 員 を有す る加盟組合 は、
会議結成時点 で、 10万 人以上 の糸
6組 合 で あ ったが、 この うち、全逓 (40万 人)、 国鉄東京

よ り基本的な背景事情 として、産別会議 との組織競合があ っ

(11万 8000人 )、 日本教育労働組合 (11万 7000人 )は 官 公労、

た ことが最大 の問題 であ っただ ろ う。

全 日通 (13万 人)も 、 それ 自体 が企 業別組合 で ある産業別
組織 であ った。 これ らの組 合 は、企業別組 合の連 合体 であ

(5)企 業別組合 と組織 者側 の指導方針 :産 別 会議 の場合
総同盟 とな らぶ全国組織 とな った産別会議 の組織方針、

る民間部門 の産業別組織 (た とえば全 日本機器 や全 日本化

とい うよ り、 それを実質的 に創 出 した共産党 の労働組合組

学 )に くらべ て組合費 の徴収 が容易 である。後者 では、傘
下 の企業別組合 か ら上納金を徴収 しなければ な らな い。企

織方針 は、や は り全国的産業別組合 の結成 を 日標 とす るも
のであ ったが、
「現在 すすんでいる各企業別、地方別労働組

業別組 合 は、産業別組織 に納入 人員 の切 り下げ (組 合用語
で はサバ 読み と称 す る)な ど、納入額 の抑制 を求 め、産業

合 をふ くめて これを促進 しつつ『 一企業 一組合 の上 にたつ
全国的 。単 一的産業別組合 の結成』 を 目指す もの とされ た

別組織 は全国組織 に同様 の処置を依頼 して くるか ら、実質

Э

的 な一 人当 た り組合費負担 は、 これ らの組織 では低 くな り
が ちであ る。 それでは、全逓 のよ うな大組 合で、 それ 自身
企業別組合であるた め徴 1又 能力 の高 い組織 の負担 が重 くな
ることになる。 それ は不 公平 だ とい う全逓 などの言 い分 を
いれて、 このよ うな逆傾斜 を つ けた会費 ルール を作 ること
にな ったのではないか。

を強 く主張 したためだ とされ る (労 働省、 1951:534ベ ー
ジ)。 産別会議書記局 の初期主要 メンバ ーの一人 であ った齋
藤一郎 によれば、
「準備会 の用意 した規約草案 では中央集権
って
いたが
組織 とな
、徳 田書記長 は労働組 合 を中央集権的
な組織 にす るときはボ スが発生 し、党 のい うことを きか な
い組織 になるとして 反対 し、 あ らため さした」 のだ とい う。

この推測 が正 しい ことを裏付 け る直接的証拠 はない。 た

「党 は単産 あ るいは単組 の党 グル ープをにぎ って さえいれ

だ、産別会議 の会費政策 が甘 く、加盟組織 に対 す る統制が
きか ない もので あ った ことは、規約第 45条 をみればわか る。

ば、 それだけで組合 を指導で きるもの と考 えた 」と、齋藤
は批評 して いる (齋 藤、 1956:64ペ ージ)。 当時 の共産党組

そ こでは、会費 を完納 で きな い場合 は、理 由書 を提 出 して

織 は、労働組 合の急激 な組織拡大 に歩調 を合 わせて急成長
し、強大 な組織 とな っていたか ら、労働組合 の組織 が 強 い

執行委員会 の承認 を得 ることが定 め られて いる。 このよ う
な条項 を作 った ら、素直に会費 を完納 しよ うと考 える組合

統制力 を持 たな くて も、共産党 の党内統制力 によ って これ

が多数 を 占めるはずはなかろう。実際の納入状況がど うだ っ
たか は、資料 も研究 もな く、 よ くわか らな い。 だが、 当時

を代替 で きると考 えていたのだ ろ う。
それ と同時 に、結成大会 の規約審議 では、 しつ こいほど、

の産別会議本部 の財政力が豊 かな ものでなか った ことは、
い くつかのエピソー ドか らも推測で きる。 た とえば、萩澤

「 加 盟組 合 の 自主性」 を強 調 じ、総 同盟 を念頭 にお いた
「 ボス化防止」 の主張が なされ た。規約案審議 の過程 で、

清彦 (の ち、産別民主化同盟幹部、弁護士、成曖大学教授、

「 産別会議 は各種産業 ご とに結成 され た産業別労働組合 に

中労委会長 )は 、東大法学部学生時代 に、
「法 律 がわか る

よる全 国的全産業的 な共同斗争 を 目的 とし、加盟単 一組合

人Jを 探 していた産 別会議書記局 に嘱託 として採用 され、

の 自主性 を拘束 しない」 ことが提案者側 か ら明 らかにされ
た。 この性格付けは、 1947年 7月 の第 2回 臨時大会 におい

組織部員 として勤務 し、組織化や争議 の相談 にあた ってい
た。主 な仕事 は生産管理が違法ではな い ことを組合 と取 引

て、規約第 2条 として正 式 に採択 され ることになる。す な
わち、
「 この組織 は加盟組合 の全国的 。地方的全産業的 に共

先 などに説明す ることだ った。労 働組合法 の解説書 も執筆
す るなど法規対策部的な仕事 を して いたが、 そ うした重要
な業務 をいかに有能 とはいえ、学生 アルバ イ トに任せてい

通 した利益 に基 いて一致 の行動 を とるための組織 である。

る状態 であ った わけである (萩 澤、 2011:8‑9ペ

ージ)。

単一 の聴涛克 己、事務局長 には電産協 の佐藤泰三が就 任 し

財政面 だけでな く、産別会議 の組織設計 は、全体 として

た。実質的 に産別書記局 を動 かす細谷 は、事務局次長 とい
う肩書 で活動す ることにな った。徳 田は、党組織 による労

緩やか な連合 体的性格 とされ、本部 の組織力・ 統制力が弱
い ものだ った。
産別会議結成時 に、 世界労連 や米国 CIOな

どを モデ ル

に、中央集権的組織 としよ うとい うア イデ アは、産別会議
準備会 を動 か していた細谷松太 (戦 前 か らの労働運動活動
家 で、産別会議結 成後事務局次長 )、 聴涛克 己 。小林 一之
(と

もに新 聞単 一 )ら には共 有 されていた。 1946年 6月

4

日に開催 された第 6回 準備会 に暫定規約案 が提 出 され たが、
その内容 と、 8月 結成大会 で可決 された本規約 には大 きな
違 いが あ った。組織面、財政面 で、後者 は、 本部 の統制力
の弱 いゆ るやかな連 合体、前者 は、 よ り強力 な集権的組織
を実現 しよ うとす るものであ った。 た とえば、前者 では、
執行機関 として役員会が 置かれ、議長、副議長 (3人 )の
ほか 、書記局を指導す る書記長 とい うポジシ ョンが設 け ら
れ ることにな っていたが、後者 では、 10名 の幹事会 とされ、

しか し、加盟組合の 自主性 は保証 され る。」議長 には、新聞

働組 合 コン トロール を確保す るとい う観点 とともに、全国
に膨 済 と沸 き起 こって きた企業別組合 の代表役員 たちの歓
心 を買 い、 自らの隊列 に糾合 してい くことを最 優先 して い
た。総同盟 を動 か して いた戦前以来 のプ ロの運動家 の指導
性 に対 して違和感 を もつ戦後派企業別組合幹部 には、 こ う
した下部組織 の 自主性 とい う呼びか けは、心地 よい もので
あ ったに違 いない。
共産党・ 徳 田の こ うした企業別組合 リーダ ーヘ の配慮 は、
たとえば、 1946年 2月 新聞単 一結成時 に、 その執行委員長
に、読売従組組 合長 の鈴木東民 ではな く、朝 日新 聞従組委
員長 であ った聴涛を選 んだ ことに も見て取 ることがで きる。
戦後労働運動 をキ ックオ フした読売争議 の指導者 であ り、
共産党員で もあ った鈴木 が 当然新聞 単一の リーダ ー となる
べ きところであ ったが、 そ うはな らなか った。読売従組書

業務執行統括者 は置かず、幹事会 の下 に事務局 を設 けて、
事務励長 を置 いたが、事務局長 自身 は幹事 ではなか った。

記長 で、共産党 フラクシ ョンのキ ャップであ った増 山太助

また、前者 では、会費 は、組合員一人当た り 1円 (月 収 200
円未満 の組合員 が過半数 を 占め る組合 につ いては、50銭 )

結成時 に、産別会議結成 とい うよ りは総同盟 に合流す るこ

の証言 によれば、聴涛 は当 時共産党員 ではな く、新 聞単一

とされていたが 、後者 では、上 に述 べ たよ うに組織規模 に

とに興味を示 していた。 そこで、徳 用は、鈴木ではな く聴
涛 を委員長 とす ることによ り、 これを共産党・ 産別陣営 の

逆比例 して 5銭 ‑20銭 とされた。
これ は、共産党本部 の徳 田書記長が産別会議 を、加盟組

側 に引 き寄 せ よ うとしたのだ とい う (増 山、 2008年 )。
産別会議 は、全国的産業別 単一 組合 の結集 体 となること

合 の 自主性 を尊重 し、 ゆるやか な会議体 にす るとい う方針

を原則 として掲 げ、産別 自身 の調査 では、旗振 り役 の新聞

‑6‑

単一 をは じめ、多 くの参加組合 が全 国的産業別単 一 組合 と
して分類 されてい る。 その中 には、全逓 や全 国通 のよ うに

争議 に際 して刷新派 を主体 に結成 された読売新聞 の組合 は
参加 したが、個人加盟原則 を崩 して団体加盟 を認 めるよ う

単 なる企業月1組 合を そのよ うに名付 けて い るだけの もの も

主張 した毎 日の組合 (1947年 3月 に産別会議脱退 と団体加
入を主張 し、新聞単 一 を脱退 して いた)は 、全新聞 に加入

あ るが、全 日本炭鉱労働組合 (全 炭 )や 全 日本機器労働組
合準備会 (機 器)の よ うに複数 の企業別組合を結集 した産
業 別組織 を単一 と呼 んで い る例 もあ る。 だが 、 これ らの
「単 一」組織 の実情 は、 ほ とんどが企業別組合 の寄 せ集 め
で あ って、産業別組織 の「支部 Jと い う名称 を与 えれば、
すなわち産業別単一組合が出来上が るとい うものではなか っ
た。
1946年 2月 9日 に結成 された「]本 新聞通信労働組合 (略

称新聞 単一)は 、個人単位 の加盟 を原則 とし、企業別組 合
を産別 単一 の支部 に組織替 え した もので、 モデ ル ケースと
して注 目 され た。新 聞単 一 が 規 模 が 小 さい に も関 わ らず
(産 別会議結成時点 で 3万 人弱 )産 別会議準 備会 の中心組

織 とな り、初代 の産別会議議長 を輩 出 (聴 涛)す

るに至 っ

しなか った。 1950年 6月 には新聞労連 が結成 され、企業別
組合 の連合体 としての産別組織 に移行 し、産号1単 一 の理想
は、 ここに潰 え ることにな った。
産別会議加盟組合 の うち、産別単一組織 の理念 にたつ組
織 に移行 し、産業 の背景事情 に も助 けられて実質的 に傘下
組織 に対 す る統制 力 を もつ産別組織 を確立 したのが電 産
H合 )で ある。戦争終結時 の電力産業
本電気産業労働糸
の産業組織 は、電力国家管理政策 の もと、民間電力会社 が
(日

保有す る発電設備を単一 の特殊会社 日本発送電 に出資 させ、
発電 を一元化す るとともに、全国 9配 電会社 によ り需要家
に西こ電 させ る体制 とな っていた。電力価格 は統制 され、全
国一律 とされ た。 日本 発送電が配電各社 に売 る日発料金 の

と考 え られ る。 もともと、産業別単 一組織 を 首唱 したのは、

決定 は、政策的配慮 を もって行 われた。戦後、 1947年 には、
日本発送電 と 9配 電会社 の間 で損益 をプ ール計算す る仕組

総同盟 であ り、新聞単一結成 は、一 面 において、総 同盟 の
組織方針を実現す るものであ った。 これ に くらべ ると、 3

みが確立 され、電力各社 の経営 自主性 は弱体化 され た。
電力各社では、 1945年 中 に職場 ご とに労働組合結成 の動

月以 降 に進展 した全繊同盟結成では、様 々な議論 はあ った
が、結局産業号1単 一 組織 は断念 し、 企業別組合 の産業別連

きが進み、 12月 には企 業単位 の結集 (単 一 組合 または連合
体)が 始 ま った。 1946年 1月 26日 には 2万 人以上 の組合員

合体を選 んだ。

を組織す る日発従組

たの も、 こ うした組織結成経緯 によるところが大 きか った

新聞単 一 は、 1946年 6月 に発生 した読売新 聞第二 次争議
(GHQ新 聞課 の介入 を き っか け とす る組合幹部解雇問題)

(日

本発送電従業員組合)が 結成 され

た。配電 各社 で も企業単位 の従業員組織 が結成 され、 その
上 に立 って、産業別単 一組織 の形成が模索 された。 1946年

6‑7日 に開催 され た単一 組合結成懇談会 では、 当面、

へ の対応 をめ ぐ って組織混乱 を生 じ、産別組織 として強力

3月

な闘 いを組織す ることはで きなか った。 1946年 10月 には、
いわゆ る産別会議十 月闘争 の一環 として、読売新聞争議支

協議会 とす る ことが決定 され、 4月 7日 電産協 (日 本電気
産業労働組 合協議 会)が 結成 された。電産協 では、常任協

援 を主 た る課題 に掲 げた新 聞放送 ゼ ネ ス トを決議 し、指令
を発 したが、 10月 5日 決行直前 にな って主要紙 の支部 はい

議会

ずれ もス ト突入 を回避 し、放送支部 (NHK)や 地方紙 の
ス トはあ ったが、新聞ゼ ネス トは失敗 に終わ った。産別単

(日

発 3人 、配電各 2人 )が 毎 月開催 され 、全国 に散

在す る組合組織 を統 合 して共 同行動 させ る組織運営上 の要
とされ た。戦後賃 金闘争史上有名 な電産型 賃金 を立案 し、

一組織 の建 前だけで組合員個人 の行動 を統制 で きるわけで

それを前面 に立てた1946年 10月 ‑11月 のいわ ゆ る電産十 月
遂行 した のは電産協である。名称 は協議会 であ った
闘争 をす

はな く、実質的 には同情 ス トとなる争議 の必要性 を組合員

が、強 い統制力を発揮 した。

一人一人 に納得 させなければ、新 聞 を止 め る ス トライキを
決行す ることはで きない。党 グル ープの ベル トを動 かせば
機 関会議 で賛成 を得 ることはで きるか もしれ な いが、実際
にス トを実行す る組合員大衆 の不安感 に直面 したときに、
「個
大多数 を納得 させ る組織力はなか った。朝 日支部では、
人加 入 の建前 か ら言 って職場 だけのス トに入 ることも可能
であ るとの意見が出て きて、東京印刷局 の一 部 だけの職場
ス トが言i画 されたが、業務局か らの阻止運動 によ って果 た
さなか った。J(全 日本新聞労働組合朝 日支部・ 全朝 日新聞
労 働組合合同馘首対策委 員会、 1953:12‑13ペ ージ)。
新聞 ゼ ネス トの失 敗 に加 えて 1947年 2・ 1ゼ ネス トの夫
敗 によ り、組織動揺が起 こ り、 1948年 には新聞単 一 は解散
し、全 日本新聞労働組合 (全 新聞)が 発 足 した。全新 聞 は、
個人加盟 の産別単一組織 とい う原則 を維持 したが、産別脱
退派 の主張 に配慮 して産別会議 には加盟 しなか った。読売
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そ うした運動 の実績 を踏 まえ、 1947年 5月 に単 一組合電
本電気産業労働組合 )が 結成 された。 日本発送電 と
配電 9社 の従業員 か らなるとい う組織構造 の特質 と、L記
のよ うな電気産業国家統制 の産業組織 の特徴 か ら、統一的
産

(日

組織運営 を成立 させやす い条件 を有 して いた とはいえ、他
の産別傘下 の産業別組織 (公 務員組合 など、企業別組合 =
産業別組織型 の組織 を除 く)と 比較す ると、比 べ ものにな
らない強力 な組織 を確立す ることに成功 した。 その組織力・
統制力 を端的 に示す のは、組合財政 の在 り方 であ る。
電産 の規約 51条 によれば 、組 合員 の支払 うべ き組合費は、
平均基 本給 の 2%で あ る。 全額 を中央本部 の勘 定 に入れ
(52条 )、 地方本部、支部、分会 に配 分 され る組 合費 は、本

部 か ら配 当 され る。組合費 の うち、本部費 として総額 の10
分 の 3以 内 と定 め (57条 )、 その中か ら闘争基金を積み立 て
ることとされた。支部・ 分会 へ の配分額 は、地方本部が決

める もの とされた (57条 )。 規約原案 では、本部配当分が 3
分 の 1と されていたが、結成大 会前 の 中央執行委 員会 で、

営化 。日発解体 と 9地 域電力会社 へ の分害」とい う電力再編
成 に際 して、 日発 とい うつ っか い棒 を失 い、地域利害 の調

224対 223と い う一票差で否決 され、本部 5分 の 1(関 東案 )、

整能力を欠 いた まま1952年 の大闘争 に突 入 し、組織 の動揺

4分 の 1(四 国案)、 10分 の 3(東 北案)と い う三 案 の うち、

を きた して、分裂 を生 じ、結局、一 部 を残 して 9電 力体竹」

東北案が採択 されたのだ とい う。河西 (2007年 )は 、
「 口で

に対応す る 9電 力組合 の連合体 (電 労連 )に 移行す ること
にな る。電産 の経験 は、 日本 におけ る産別単 一組織 の限界

は単 一 を唱えなが ら、組合費問題 をみて も、 その半数近 く
は地方重視 を考 えていた」 (27ペ ージ)と の コ メン トを残 じ

と企業別組合 の根強 さを労働運動関係者 に強 く印象 づ け る
もの とな った。

ている。
しか し、 1946年 12月 の賃金協定 で、基 本給 は、本 人給
(30歳 890円 )、 能力給 (400円 )、 勤続給 (平 均値不明)を

合計 した もので あ り、平均 1200円 程度 にな っていたはず で
あるか ら、 その 2%と いえば、 24円 である。 これ 自体、 当
時 の水準 でいえば、相 当高 い。 そ して %で 定 めているか ら、
イン フレ対応 で賃金 が上がれば、 自動的 に組合費 も上が る。
また、24円 の うち、本部費 10分 の 3は 、 7円 20銭 にな る。
これ は、当時 の他 の産業別組織 の財布 にはい った組合 費 の
水準 をは るかに超 え るもので あ った。
た とえば 、同 じ産別会議 の全電工 は、規約 57条 で、組合
費 を定 めて いるが 、総額 については記載が ない。傘 ドの分
会 (事 業所単位 )ご とに違 っていた と考 え られ る。本部費

2

戦 後 直 後 型 労 働 運 動 の 展 開 とそ の 解 体

(1)運 動展開を支えたもの
以上 みて きたよ うに、組織や財政 における体制整備 が進
んで いないのに、戦後直後 の労働運動 が数 々の大闘争 を組
織 しえたのは、 なぜだ ろ うか。 1947年 2・ 1ゼ ネス トは、
占領軍 が直接 介入 によ ってか ろ うじて抑 え込 んだが、文字
通 りの全国無期限 ゼ ネス ト突 入寸前 まで突 き進 んだ。
もちろん、敗戦国 に起 こ りが ちな ハ イパ ー インフレのた
めに、生活が困窮 して いたか ら、特段扇動 や統制 を行 わな

は一人 2円 である。都道府県支部費 は 1円 、分会費、支部

くとも下か ら運動が盛 り上 が り、運動指導部 は、傘下単組

費 は独 自に決 めてよい とな っているか ら、要 す るに事業所
別組 合が独 自に決定 し、 そのなかか ら、本部 に 2円 を上 納
して い た とい うことである。全鉄労 も本部費 2円 。全 日化

の脱落 を,と 、
配 す る必 要 が なか った とい う事情 はあ る。 しか
し、 2・ 1ス トの前段 の1946年 十 月闘争 において、組織力
´
不 十分 のために失敗 した新聞 ゼ ネス ト、強力 な組織 に支 え

は組合費 の金額不明だが、支部分会 の経費 は所属組合 が 負
担 (38条 )と い った具合で あるか ら、 い ったいど こが産別
単一組織 なのか、疑 わ しい ものばか りであ る。全 日本機器

に、闘争 には相手 があ るか ら、 い くら ドか らの盛 り Lが り
があ って も、 その勢 いを適切 な行動 に組織 しなければ、成

は、 その中で、規約43条 において、分会費 6円 、支部費 5
円、本部費 4円 と定 めているか ら、 一応末端 まで の組合費
を産別規約で定 めている。 だが、支部費、分会費 について
は、 それぞれの大会決議 で増減 で きるとされて い るか ら、
事業所別単位組合 の財政 自主権 が存在す ることは明 らかで
あ る。
これ らの偽装産別「単 一 J組 合 と比 較す ると、電産 の規
約 は、産別単一 の会計原則を明確 に定 め、 しか も、本部費
を抜 きんでて高 い水準 に設定 しているか ら、内部運営 にお

られた電産協 の闘争成功 とい う対照的 な例がみ られ たよ う

果 を得 られな い。
経営側が 占領軍 の経済改革 と戦争責 任追及 によ って弱休
化 して いた とい う事情 もあ った。経営者 の組織的結集 は、
占領軍 の意向で抑 え られ、 1948年 にな って よ うや く日経連
(日 本経営者団体連盟 )の 結成 が認 め られた ことに示 され
るよ うに、戦後 の労働攻勢 に、経営者側 は、組織的対抗力
を もたず、一方的 に押 され る状況 であ った。
2・

1ゼ ネス トに立 ち返 って考 え ると、 この闘争 が もと

いて さまざまな利害対立 が存在 したに して も、真iEの 単一

もと公務員 の賃上 げ要求か ら始 ま った ことが重要で ある。
戦後 の労働運動 において最 も戦闘力を もち、影響力を も っ

組織 と名乗 ることがで きる状態であ った。 このよ うな組織
力 を も っていたか らこそ、昭和 24年 の労組法改正 で、人件

ていたのは、電産 を除 けば、国鉄や全逓 などの公務員現業
組合 であ った。 の ちの公労協 の主力組 合で ある。民間産業

費 にかか る経 費援助 が 厳禁 され、 また、共 産派が レ ッ ド・
パ ージによ って追放 されたあ とも、民同派 の指導体制 の下

のよ うに傘下企業別組合 の足並 みをそろえ る苦労 もな く、

で、組織 を維持 し、 1952年 の電産炭労 の賃金闘争渦中 に分
裂 す るまでは、￨一 分 な活動力 を保 つ ことがで きた のだ と言

の最大 の被害者 で あ ったか ら、闘争意欲 は旺盛 であ った。
2・ 1ス ト中止後、 占領軍主導 で導入 されたベ ース賃金方

えよ う。

式 (今 日にベ ア=ベ ースア ップ の略語 で名残 を残 している)
において、民間 の業種 別平均賃金算定 に基 づ き、 公務員 の

ちなみに、全繊 同盟 の結成時 の本部会費 は、一 人当た り
50銭 で、 うち10銭 は総 同盟会費 であ った。結成 か ら数年 は、
組合費 の未納 のため、赤字決算 とな った ことを全繊同盟史
は報告 して い る。
このよ うに強 い統制力 を誇 った電産 も、 1951年 の電力民
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また、政府 の インフレ政策 の手段 としての賃上げ抑制政策

平均賃金 ベ ースが それ らの平均値 に設定 されたが、民間の
賃金統制 は、必ず しも強力 な もので な く、公務員 は政府 の
手 で硬直的 に統制 され た。物価 の抑制 には失 敗 し、 闇市場
での物 価 は高騰 して いたか ら、 公務員が怒 り心頭 に発 した

のは無理 か らぬ事態 であ った。
産業 は、甚大 な戦争被害 を受 けてお り、戦争経済 か ら平
和経済へ の移行 にともな う雇用保障闘争 も重要 な課題であ っ
た。 ここで も、公務員、 ない し公共部門労働者 は、重要 な
役割 を果 たした。戦後最初 の大規模 な解雇反対闘争 は、 1946
年 の国鉄 と海員 の争議 であ ったが、国鉄 は公務員、海員 も
船舶運営会 とい う戦時期 に設立 された特殊法人 の職員 であ っ
た。闘争 は、政府 の関連予算 カ ットに端 を発 した大量解雇

のほか、各行政官庁、地方公共団体 で も行政整理が実施 さ
れ た。 こ うした大量解雇時 には、労組法 の規定 に も関わ ら
ず、組合役員等 が狙 い撃 ちで解雇 され る事案 が 目立 った。
最後 の打撃 は、 1950年 6月 の朝鮮戦争勃発 を うけて、 占
領軍 の指示 によ り 7月 か ら始 ま った レ ッド・ パ ージであ っ
た。共産党員 またはそ の同調者 に対 す る「 企業 防衛解雇 J
は、新聞・ 放送分野 に始 まり、全産業 にひろが った。産別

た りえない状況 であ った。両 闘争 とも、途 中組合分裂が起

会議傘下 だけでな く、多 くの組合 で 中心的 な左派活動家 と
して活躍 して きた共産党系 の組合員 たちが有無 を いわせず
解雇 された。全国で 1万 人が パ ージ され た とい う。

こ り、混乱す るが、産業別組織 が企業別組 合の統制 を失 う
パ ター ンではな く、内部 の利害対立 (ベ テ ラ ン職員 と戦時

占領政策転換 によ って、 1946年 か ら1948年 にか けてあれ
ほど急拡大 し、大 きな力を振 るった労働運動が ガラガ ラと

徴用若手職員の対立 など)と 左右 の運動路線対立が絡み合 っ

に反対す るものであ った。敗戦 国政府 は、到底親方 日の丸

て生 じたものであ り、分裂 を抱 えつつ も、両闘争 は勝利を

瓦解 して い った。 1948年 6月 に667万 人、 1949年 6月 に も
665万 を記録 して いた組合員数がわずか 2年 後 の1951年 6月

収 め、解雇 を撤 回 させ ることに成功 した。
そ して、 なん とい って も強大 な権力 を有す る占領 軍 が労

には、568万 人 に激減 した。戦後労働運動 をけん引 した産別
会議 の組織人員 は、 1947年 11月 の第二 回大会 で公称 220万 人

働組合運動 の保護 ̀拡 大 を重視 し、時 々の行 きすぎにブ レー
キをかけはしたが、民主化 の担 い手 である労働組合をサポー

77万 人、 1950年 末 にはわずか 11万 人 に減 少 し、三年間 でナ

トす る姿勢を明確 に していたか ら、経営側 の反攻 も限定 さ

シ ョナルセン ターとしては、 ほぼ壊滅 した。

れた もので あ り、組合員 も自分 たちの運動 に対す る確 信 を

組織人員数 の減少だけでな く、残 存 した組織 内 において
も、組合員 の十気が減退 し、労働組合 へ の信頼感 は低下 し

失 わず、攻勢を続 け る ことがで きた。

とピー クを記録 したのち、 1948年 11月 120万 人、 1949年 11月

て、組織 の空洞化が進 んだ。 日本鋼管鶴 見製鉄所労組 の一

(2)占 領 政 策 転 換 と戦 後 直 後 型 労 働 運 動 の 解 体
占領軍 の方金￨が 大 き く転換 したのは、 1948年 で ある。
7月 には マ ッカーサ ー書簡 を発 して公務 員の争議権 を全面

「は
婦 人部員は、次 のよ うに当時 の状況を振 り返 っている。
た ら く者 が、 はた ら く場所 を とられて、一体 ど うして生 き

的 には く奪 した。 この措置を め ぐ って、労働民主化 の守護

ていけば いいのだ ろ う。組合運動 に口をは さむ と、 いつ ま
た、 あのパ ージがや って きて、 ひ っか け られ るか もしれ な

神 であ った GHQ経 済科学局労働課 のキレン課長 が抗議辞
任 して帰 国 して しまった ことは、 占領政策転換 の潮 目を示

い。 パ ージにかか るのは、単 にその職場 をやめ させ られ る
だけではな く、ど んな企業か らもしめだ され るその頃 の状

す もので あ った。 民間分野 では、 1948年 12月 に米国政府が
日本経済 の早期 自立 を求 め る経済九原則 を占領政策 の基本

態 だ った。私 も自分 の首 を心配 した。私 は党員 で もな く、
まして、 もしかす ると一緒 にや られ るか もしれ ない といわ

方針 とした。労 働民主化 よ りも、産業 の秩序 とインフレ経
済 の解消が優先 され ることにな った。 これに基 づいて、 1949

れて いた組合 の活動家 で もなか った。 しか し、 どんな人で
も自分 の身 を,こ ヽ
配 せ ず にい られ ないよ うな暗 い空気が会社

年 占領軍主導 で労 働組合法 が改正 され、 人件費 を中心 とす
る使用者 の労働組合 に対す る経費援助厳格禁止 や労働協約

中を覆 っていた。」 (鶴 鉄労働運動史 :267ペ ージ)産 別会議
の 中心組合 の一 つ として輝か しい戦歴 を残 す鶴鉄労組 に も

自動更新 の無効化 (解 雇防止 のための人事同意約款 が無 効
に され.た )な ど、 それ まで の労働慣行 を法律 で強制的 に転

組合不要論 があ らわれ、組合運動 は幹部 任 せの ものにな っ
ていた。 そ して、 1952年 9月 第 16期 の組合役 員選挙 には、

換す る政策が とられ た。労働組 合は大 きな打撃 を受 け、無

委員長 に立 候補 しよ うとす る者 が い ない状態 にな っていた。

協約 の労使関係 が広が った。
経済政策 では、 1949年 2月 に米 国 の銀行家 ドッジが公使
として看任 し、経済改革 を進 めた。赤字 財政 を禁 じ、企業
へ の補助金 。公的融資を停止 す るなどの財政金融政策 だけ
で な く、戦時以来 の統制経済 を解体 して市場経済 へ の一挙
的転換、 ポス ト社会主義経済政策にい うシ ョック・ セ ラピー

(3)抵 抗 と敗 北 、 そ して 外 か ら の 評 価
このよ うな占領政策転換 による労働運動 の抑圧 に対 して、
日本 の労働者 が抵抗 を示 さなか ったわ けではない。 さまざ
まな闘 いが行 われたが、 そのなかで、政策転換 に最 も激 し
く抵抗 したのは、 1948年 国鉄・ 全逓 の職場離脱闘争 であ っ

を断行 した。経済九原則 では、 その一つ として「 価格統制

た。 その口火を切 ったのは、国鉄労組旭川支部新得機関区

の拡大強化Jが うたわれて いたか ら、 それ とは全 く異 な る
政策 を実 行 した ことになる。 この結果、企業 の競争条件・

分会 の青年労働者 たちであ った。 この機関区 の管内 には、
悪名高 い狩勝 トンネルがあ った。 旧式 トンネルで、953メ ー

価格構造が激変 して倒産や事業開鎖が続 出 し、大量解雇が

トルの長 さを もち、 また勾配が急であ ったので、当時 の蒸
気機 関車 で これを乗 り切 ることは容易でな く、煙 に巻 かれ

行 われ た。解雇 は民間部門 だけでな く、公共部門 で も実行
された。国鉄 で 9万 5000人 、郵政 。電通両省で 2万 6500人
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て乗員 が窒息す ることもまれで なか った。分会 では、 1948

年 4月 よ リ トンネル改善 を要求 して 5月 3日 よ り三割減車
闘争 を行 って いた。 ところが、 マ ッカーサー書簡 に基 づ く

「事実 において 占領政策開始 の初期 の数 か年 を通 じて、
労働組 合活動 が勧奨 され、 その設立 や活動が保護 されて い

政令 201号 が 7月 31日 公布 され、争議行為が禁止 されたので、
分会 はやむな く減車闘争 を中止 して定数車 引 に復 した。 だ

た事実 は否定 で きな い。」 と指摘 した上で、「敗戦後 の 日本
の労働者 は、 いか ほど彼 らが インフレに追 われ、食糧危機

が、 その第一列車 で乗員 2名 の窒息が発生 した。憤激 した

や生活難 に当面 した として も、 ただそれだけの理 由では、
これ ほど まで組合運動 を推進で きた とは考 え られ ない。 ま

青年組合員 が職場 を離脱 して北海道各地 に飛 び、 オルグ活
動 を行 った。組合 の正規 の指 令 によらな い一種 の 山猫 ス ト
であるが、組合 が政 令201号 に対 してなん ら有効 な抵抗闘争
の方針 を示 せないなかで、北海道全土、 そ して全国各地 に
飛 び火 し、 ひろが った。国鉄職員局調 べ によ ると、国鉄 の
職場離脱者数 は、 1489名 、 うち復帰者 は481名 に過 ぎず、
1002名 が 免職処分 とな り、逮捕状 が 出 た もの1017名 、検東
者 584名 に上 った。 8月 中 の職場離脱 による列車運体 は、
2695に 上 った。離脱者 の多 くが機関士 など乗務員 であ った
ため、列車運行 へ の影響 は大 きな ものにな った。9月 2日

た戦後 の労働者 は、戦時中 の弾圧立法 が取除 かれ たとして
も、 ただそれだけで、か くも躍進的 な組合 の活動 を推 じ進
め、 これほど果敢 な闘争 を展開す るとは考 え られな い こと
であ った。 む しろ :ヽ 領政策 が 自生的 には機 の熟 して いた 日
本 の労働運動 に対 して、ど のよ うな態度を とったかがすべ
てを左右 した。」 (51‑53ペ ージ)と 断定 す る。 その証 明 は、
占領政策 が転換 したあ との手 のひ らをかえす よ うな労働運
動 の失速 と没落であ った。

にな って よ うや く国労各派 の指導者 による会合 が行 われ、

大河内 は、 さらに踏 み込 んでい う。「言葉 をかえ るなら、
時 の権力 に対す る抵抗力 において い ちじるし く卑屈 である

職場離脱防止 の方針 が確認 されて収東 に向 か うが、免職者
数 に示 され るよ うに、大 きな犠牲 を ともな う闘争 とな った

点 に、 日本 の労 働者、 とい うよ り日本人 自身 の、特殊性格
を見 出す ことがで きるのではないか。時 の権力 に弱 い とい

(法 政大学大原社会問題研究所、 1971:202‑205ペ ージ)。

だが、職場離脱 の闘 いは、組織 の総力を傾 けた ものでは
な く、 一部 の青年労働者 たちの突 出 した闘 いで あ った。犠
牲 は大 き く、勝 ち得 たものは乏 しか った。 それに続 く、1949
年大規模行政整理 に対 す る闘 いについて も、争議権 を奪 わ

う日本 人の事大思想 は、労働階級 の場合 にも、不幸 に して、
色濃 くあ らわれて い る。」 (54ペ ージ)
末弘や大河内 は、戦後改革 のなかで、民主主義 的 な社会
の担 い手 として登場 して きた労働組合 に大 きな期待 を抱 き、

れてお り、 また、松川事件 の よ うな奇怪 な事件 によ って闘

その健全 な伸張 を希望 して いたのだが、 それが打 ち砕 かれ、
運動 の指導者 ばか りでな く、担 い手であ る労働者 のあ りよ

う気構 えをそ らされ るとい うこと も起 きたが、 ほ とんど抵
抗行動 を組織す ることがで きない まま、ず るず ると敗北 に

うについて も疑間を いだ くことにな った。 このよ うな労 働
者 たちは、 自らの力 で労働運動 を再建 す ることがで きるの

追 い込 まれた。 こ うした急激 な運動低落をみた外部 の人 々
が労働運動 に強 い失望感 を抱 いたのは不思議 ではない。

か、懐疑的 な らざ るをえなか った と言えよ う。

代表的 な労働知識 人 の一人 で、 日本 における労働法研究
の創始者 の一 人で もあ り、戦後 は「労働委員会 の父」 とも

3

呼 ばれ た末弘厳太郎 は、 1950年 刊行 の『 日本労 働組合運動
史』序論第 3項 「組合 運動 の将来」 において、次 のよ うに
述 べ る。「 明治維新 このかた強力 に持続 せ じめ られた絶対主
義的政治 の もとに、習慣 づ け られ た 日本人一般 の 自治能力
の不足 は、 (中 略)見 逃す ことので きない最 も重要な因子で
あ る。 日本人 は敗戦 に至 るまで 自由を与 え られなか った。
自由の価値 を理解 しな いのみな らず、 自由の使 い方 も知 ら
ない。 自由の原理 の上 に、他人 との協力 によ って 自律的社
会秩序 を作 る能力 を も っていない。彼 らは一般 に上か らの
命令 によ って人 を動 か し、 また上 か らの指導 によ って動 く
ことに′
liれ ているか ら、労働者 が 自力 で組 合 の内部 自治 を
作 り上 げ る能力 を もたな い」 (4ペ ージ)。 末弘 の絶望感 は、
労働運動 の低落 だけでな く、 その昂揚 を作 りだ した共産党・
産別系 の運動 その ものへ の不信感 によ って も強 め られて い
た。
もう一 人の代表的労 4F」 知識 人 として、社会政策論 の代表
的研究者 であ った大河内一男 を取 り上げ よ う。大河内は、
その著書『戦後 日本 の労働運動』 (1955年 )に おいて、次 の
よ うに述 べ る。

日本型労働組合運動 の形成
第四期労働組合 (再 )組 織化運動
:

1949年 か ら1950年 にかけて沈滞 の極 みに落 ち込 んだ労働

運動 の再建 は、上か ら、 そ して下か ら動 き始 めた。

(1)総 評 結 成 と産 業 別 整 理
上か らの動 きは、 ナ シ ョナルセ ン ターの再編統 一か ら始
ま った。 二大 ナ シ ョナルセ ンターの一 方 であ った産別会議
が壊滅 したのだか ら、残 る総 同盟 が旧産別会議系 の組合 を
吸収 して一大 セン ター となるとい う道筋が当然考 え られた。
旧産別会議 の 中か ら反旗を翻 した細谷松太を リーダ ー とす
る産 別民主化同盟 (通 称民同)が 総 同盟 と合流 して新 しい
セン ターの担 い手 にな るとい う筋書 きもあ りえた。実際、
1949年 2月 には、総同盟、産別民 同、国鉄民同が呼 びかけ

て、全 日本労働組合会議 (全 労会議 )準 備会結成大会が 開
かれ、 日教組、全逓、炭労、私鉄総連、電 産、 自治労連、
全 EJ通 、 日放労 などが参加 した。大会では、前年 10月 の総
同盟第 3回 大会 で総主事 に選出 された高野実が経過報告 を
行 ってい る。産 号1民 同 は、 1949年 12月 全国産業別労働組合
連合 (通 称新産別 )を 結成 したが、組織人員 は公称 32万 人
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に とど まり、 それ も、機関決定 による加盟人員 は限 られて
いた。 (も のが た り戦後労働運動 史刊行委 員会編、 1997:
265ペ ージ)
しか し、労働戦線再編統一 は、 こ うした上 か らの イニ シ
アチブでは進 まなか った。重要 な動 きは、主要 な産別組織
の側 か ら起 きた。 1949年 11月 1日 に、私鉄総連 の提唱 で、

折 か ら、 1949年 3月 以降進 んでいた ドッジ 。ラインによ
る経済改革 によ って、石炭産業 で は、 7月 には補給金 が廃
止され、 9月 には価格統制 ほか、すべ ての統制が撤廃 され、
配炭公団は廃止 された。 市場 での 自由競争 の時代 にな った
ので ある。 この結果、生産条件 の悪 い弱小炭鉱 の多 くが市

炭労、全鉱、全 日通、硫労連 (の ち、合化労連 に発展)な

場 か ら退 出 し、大手 炭鉱間 の競争 は激化 した。 このよ うな
状況 に対処すべ く、大手炭鉱 は、企業別連合会 の組織 を強

ど、総同盟 に も産別会議、 ない し新産別 (産 別民同)に も
くわわ っていない中立系 の産別組織が集 まった。

化す るとともに、 それ らが共闘す ることによ って、労働条
件 を確 保 して い く必要 に迫 られ ることにな った。 この よ う

ここで、 と くに重要で あ ったのは、炭労 の動 きであ った
と思 われ る。戦後直後期 に、国内 エ ネルギー資源 としての

な事情 は、多 くの産業 に共通 して いたか ら、新 たなナ シ ョ
ナルセン ターの構築 は、 1産 業別整理」 と並行す るもの とな

石炭生産 を担 い、傾斜生産方式 と呼 ばれた経済復興政策 の
中で も重要 な位置 を与 え られて いた石炭業 の労働運動 は、

り、総同盟 を含 む労働組合組織 の全面 的再編成 を ともな う
もの とな らぎるをえなか った (炭 労 に関す る記述 は、隅谷、

統一的 な産別組織 をなか なか形成す る ことがで きなか った。
大 き く分 ければ、産別系 の組 合 (当 初全炭、 のち全石炭)、

1954年 を参照 した).

総同盟系 の 日鉱、 そ して、 どちらに も属 さない三 井鉱山 な
どの大 手組合 グル ープ (炭 連 とい う組織 を作 った)の 3グ

前後 にかけて、 その後 の労働運動 の中心 となる産業別組織
が結 成 されて い る。 同年 4月 には単 一 組織 と しての 炭労

ループに分 かれ、統 一行動 に困難 を きた して いた。 これが

1950年 7月 11‑12日 総評結成大会 が開催 され るが、 その

(日

本炭鉱労働組合)が 結成 され た。総評結成大会後、同

統一 に向か う実 質的 な動 きは、 1947年 10月 日本炭鉱労働組

年 12月 には合化労連 (合 成化学産業労働組合連合会 )、 1951

合同盟 (略 称炭労 )結 成 に始 まる。 これ は、炭連系 と日鉱
系組 合が共同で立 ち上げた組織で、当初 18万 人弱 の組織 で

年 3月 には、鉄鋼労連

あ り、共産党系 の全石炭 と拮抗する人員数を もつだけであ っ
たが、 1948年 6月 には中立 系 の組合 の参加 などによ り、 23
万人 を組織 す ることにな った。同月の第 5回 大会 で名称 を
日本炭鉱労 lla組 合連合会 (略 称 は炭労 )に 変更 し、協議 体
か ら連 合体 に強化 された。
他方、全石炭 は、 産別系 の運動が失墜 す る状況 のなかで、
組織低落が続 いていたが、 ついに1949年 3月 には 自ら解散
し、北海道 などの傘下 単組が炭労 に加盟 して い くことにな っ
た。 この結果、 炭労 とい う組織 において、実質的 な産業別
統一組織が実現す る形勢 とな った。 だが 、上記 の全労会議
準 備 をめ ぐる動 きについて、炭労 内部 での意見対立 が生 じ、

(日

本鉄鋼産業労働組合連合会)が

結成 され た。 だが、既存、新設 の産業別組織 の総評結集 は、
必ず しも順調 に進んだわけではな く、主要民間産別組織 の
うち、炭労 は結成大会 に正 式 メンバ ー として参加 したが、
1949年 11月 の統一準備会提唱組 合であった私鉄総連 は、 1950

年 7月 の第 6回 大会 では総評加盟 を決定 で きず、 11月 に臨
時大会 を開 いて、 よ うや く総評加盟 を決定 した。電産 は、
1950年 8月 10日 か ら民同派執行部が組 合員再登録 を行 って、

共産党系活動家 を排除 し、 また折 か らの レ ッド・ パ ージ も
あ って、 10月 末 に再建大会 を開 き、 ここで、産別会議脱退、
総評加 盟促進 を決定 した。
最初 の労 働戦線統一舞台 としての総評 が確立 したのは、
120万 人の加盟人員 を もって総評結成大会 に加わ っていた総

同年 9月 20‑24日 に開催 され た第 4回 臨時大会 は、流会 と
な り、 11月 18日 に再開 され た臨時大会 で、総 同盟系 の 日鉱

同盟 が組織 を解体 し (1950年 11月 第 5回 大会)、 傘下 の産別
組織、企業 。事業所別単組 が 直接総評加盟組織 となること

グル ープが全労 会議即時加盟、炭労 の組織単 一 化反対 を主

によ ってであ った。 しか し、総同盟解体 に反対す る勢力 も

張 して容れ られず、退場 して、組織 は分裂す るに至 った。
最 も重要 な争点 は、炭労 の単一化 (と い って も、現実 には、

あ り、総 同盟解体 を認 めず、少数勢力 とな ったが総同盟 の

事業所別組 合が炭労 の もとに、結集す るとい うことで あ っ
たが)で あ った。 つ まり、総同盟 の組織 としての 日鉱が解
散 して、傘下 の単組 が 同 じ立場 で、炭労 に加 わ るとい うこ
とを求 めるものであ った。 これを実行 しないと、単組 は、
二 重 に上部団体費 を払 うことにな るか ら、 日鉱 の傘下組合

組織 を継続す るとした。 ここに、最初 の労働戦線統一 は、
分裂 の萌芽を残 しつつ実現す ることにな った。
総評 は、 1951年 3月 の第二 回大会 で、総同盟総主事 だ っ
た高野実 を事務局長 に選 出 し、組織体制 の整備 も進んで、
活動力 を高 めた。 また、 GHQの 肝 い りで労働戦線統 一 を
進 めて きた総評 だが、朝鮮半 島で激 戦 が続 く状況 のなかで、

は、炭労会費 の値上げ を受 け入れ られな い。 そ うす ると、
それ以外 の単組 は、炭労組織強化 のために L部 団体費を̲L
げた い と思 って も実現で きな いわけである。総同盟 。日鉱

労働運動 において も国際平和 をめ ぐる対応 が焦点 とな り、
ソ連 を含む交戦 国 との全面 講不
Πや、再軍 備反対 などを求 め

は、企業別組合 ない し事業所別組合 を産業 ご とに網羅的 に

が運動 の活性化 につなが ったが 、総評結集推進勢力 であ っ

結集 し、その統一 行動 によ って企業 の枠 を超 えた労働条件
の標準化を 日指 そ うとす る運動 に とっての栓格 とな ってい

た民同・ 社会党内部 の亀裂 を も生 み、 ここに も労働戦線統
一か ら分裂 に向か う萌芽 が生 まれ ることにな った。

た。
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る平和四原則が総評大 会で可決 され るなど、政治闘争方針

ろ う (炭 労・ 電産争議 については、 ものがた り戦後労 働運

(2)産 業 別 統 一 闘 争
産業別整理 の第一 の 目的 は、企業別組合 を産業別組織 の
指揮 の もとに勢ぞ ろい させて統一行動 を と り、交渉力を高

動史 Ⅳを参照 )。
炭労・ 電産争議 は、 インフレが沈静す るなかで、相 当規

めて、労 働条件を標準化 しつつ押 し上げて い くことで ある。
総評結成後、最初 の試金石 とな った本格的産業別統 一 闘

模 の賃上げ を実力 で獲得 したので あるか ら、賃金闘争 とし
ては成功 した とい うことがで きるが、電産 の組織崩壊 とい
う副産物 の衝撃 が大 き く、総評労働運動 にとっては、深 い

争 は、 1952年 秋 の炭労・ 電産 の賃金闘争 で あ った。 この闘
争 は、労働損失 日数が石炭産業 だけで 1万 1000日 を超え る

敗北感 を ともな う争議 で あ った。 これを最 も深刻 に受 け止
めたのが、総評民間 の トップ リーダ ーで あ った合化労連委

戦後最大 の労働争議 で あ った。炭労 は、63日 間 の無期限 ス
トを実 行 し、政府が労働関係調整法第 35条 の 2に 定 め る緊

員長 の太 田薫 であ った。 1955年 に八単産 が集 ま って産業別
統 一闘争 を同一時期 に勢 ぞ ろい させ る春闘を提案 し、 引 っ

急調整 を歴史上ただ 1度 発動す るに至 った。緊急調整 は、
公益事業 における労働争議 が国民経済 の運行を著 し く阻害

張 ったのは大 田で あ った。炭労、私鉄、合化 が その 中心 で
あ った。太 田は、春闘呼びかけ に際 して「暗 い夜道 は怖 い
か ら、おてて つないで歩 こ う」 とい う名 言を吐 い た といわ

し、又 は国民 の 日常生活 を著 し く危 う くす るおそれが ある
場合、 これを50日 の間停 止させ るものであ った。電 産は、
発送電 のキ イポ イン トとなる職場 において部分 ス トを行 う
戦術 を とり、労働損失 日数 は、 それほど大 き くなか ったが、
16回 440時 間 の電源 ス トを実施す るなど、社会的影響 の大 き
い争議 とな った。
電産争議 は、電気経営者会議 との中央交渉 と中労委 あ っ
せんで 19%の 賃上げ を獲得 したが、最終段階で、企業別交
渉 に応ず る地方組織 が 出 た り、組合分裂 が発生す るなど、
1年 の電気事
組織 が大 き く動揺 し、実質的 には敗北 した。 菖
へ
の
・
再編成)と 、新
業再編成 (日 発解体 9地 域電力会社
たな電力料金規制体制 の もとで、 それ まで全国単一賃金体
系 を維持 して いた電産 の統制力が 保 てな くな り、争議後、
企業別組 合へ の移行 が起 こ り、電産 は、解体 に向 か った。

9電 力 の企業別労組 は、電力労連 とい う連 合体 に結集 して
い くことになる。
炭労 は、 1950年 に大手炭鉱労組 を結集す る産業別組織 を
確立 したばか りだ ったが、 よ く長期 ス トを継続 した。大手
17労 組 の うち、脱落 したのは、常磐炭鉱労組 のみだ った。

れて いる。
春闘 は、 なには ともあれ、多 くの産業別組織 が集 ま って
一 斉 に産業別賃金闘争 を実施 す ることによ り、賃金闘争 に
勢 いをつけ、単独闘争 の心細 さを解消 しようとい う現実的
必要 に応 じた もの として 出発 した と言 えよ う。 産業別統一
闘争 で賃 ̲Lげ 獲得 を した いと考 えて いた産別組織 は他 に も
多 か ったか ら、 1956年 以後、春闘 に参加す る労働組合 は増
加 の一 途をたど ったが、不参加 の組織 もあ り、 1959年 春闘
に至 って、 よ うや く鉄鋼労連・ 全造船 が参加 した。 この年
総評 と中立労連 が春闘共闘委員会 を組織 して統一的 に運 動
を進 め る体制 を整 備 し、闘争結果 としての賃上 げ水準 の平
準化 も進 んで、春闘相場 を軸 とす る賃金決定 メカニ ズムが
確立 に向か った。 そ して、 1964年 春闘 に際 しての大 田 (総
評議長)・ 池 田 (首 相)会 談 によ つて、官公労働者賃 Lげ の
民間準拠 が確認 され、 また、春闘 に不参加 であ った全労 。
総同盟陣営 が 同盟 として整理統合 され、春季 に賃金闘争 を
展開す るよ うにな り、 ここに全 国的・ 全産業的 な賃金決定
メカニズムが確立 され る ことにな る。

ス ト資金 の蓄積 もない状況 の長期 ス トであ ったか ら、組合
員 は、家族 ぐるみで アルバ イ トや 出稼 ぎをす るなど生活維

(3)職 場 活 動・ 職 場 闘 争

持 に苫闘 せざるをえなか ったが、炭労独特 の組織 で ある主
婦会 の活動 などに支 え られて、闘 いぬいた。最終局面 で、

ナシ ョナルセ ンターが再編成 されて労 働戦線統 一が 図 ら
れ、 また産業別整理 によ つて産業別組織 が確立 されて産業

強硬 に 賃 上げ拒否 を主張 して いた石炭鉱業連盟 の態度を崩
し、中労委 が 7%の 賃 Lげ などのあ っせん案 を出す ところ

別統一闘争実行 の条件が整備 されて い った。設定 され た統
一 闘争 の舞台 に向 けて企業別組 合の エ ネルギーが吸 い Lげ

まで こぎつけたか ら、実質的 には勝利 とい ってよい結末 に
な るところであ った。 だが、執行部 の妥結案 は、中闘で28

られて い き、運動 に活力 が加 わ った。 だが、 そ うした上か
らの動 きだけで、沈滞 しき った労働運動 が復権 に向か って
い ったわけではない。 産業別組織 を構成す る企業 。事業所

対 29の 1票 差で否決 されて しま った。闘争継続方策 に窮 し
た執行部 は、保安要 員の総引 き揚げを打 ち出 し、政府 の緊
急調整 を引 き出す ことにな った。 だが、中山中労委会長 は、
深夜 の第二 次 あ っせんで、5000円 の一 時金 を追加 した案 を

の組合 によ る職場 か らの活性化活動 が重 要 な役書1を 果 た し
た。 そ うした活動 のなかで、職場闘争 とい う用語が使 われ
るよ うにな り、導 きの糸 とな ったが、 この用語 は多義的 で、

示 したか ら、炭労 は これを受諾 して解決 す ることがで きた。
電産 と異 な り、炭労 は、常磐炭鉱労組 の脱退 はあ ったが、

産業や組合 によ って内容 が異 な り、時 には運動 に混乱 を も
たらす ことに もな った。

組織 を強化 しなが ら、闘争 を終 え ることがで きた。 しか し、
その後、電力産業・ 石 炭産業 の争議行為 を規制す るス ト規

職場 か らの企業別組合活性化 の事 例 として、 日本鋼管鶴
見製鉄所労組 を取 り上げ よ う。 1952年 9月 の役員選挙 で執
行委員長 へ の立候補者 が な く、混迷 が起 きた ことは、上述

制法 が成立 す るに至 ったのは、保安要員引 き揚 げなどの強
硬 な争議戦術が社会 に不安を与 えた ことが影響 して いただ
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した。役員推薦委員会 の努力 で、 よ うや く磯 田一吉 を委 員

長 とす る第 16期 執行部 がで き上 った。磯 田は、戦後鶴鉄労
組発足当時 か らの組合活動家 で、執行部 の常連 メンバ ーで
あ り、委員長経験 もある人物であ った。 だが、第 14期 (1950

して改善 してい く役害1を 果 た させ ることが 目指 された (369
ペ ージ)。
職場懇談会 で提 出 された問題 の多 くは、要員不足 のため

月 )に は役員 に選 出 されてお らず、組合運動 か ら遠 ざか っ

に休 みが とれ ないなど、要員 が らみ の もので、 それ らを東
ね、 また折か ら進 め られて きた経営合理化策 へ の対応 のた

ていたのを、推薦委員会 が説得 して復帰 させ たので あろ う。
磯 田執行部 は、定期大会 で(1)闘 争 貯金 の増額 (一 人 月

めに、 1954年 6月 には、「経営合理化 に関す る申入れ」 を行
い、 その一 項 として「職場 協議会」 をお くことを求 めた。

100円 か ら300円 へ)(2)ラ ジオ カー、映写機購 入 (3)職

この要求 は拒否 され たが、 7月 に「労使協議会分科会」 を

場常任 オルグ制 を提案 して承認 を受 け、動 き始 めた。主 た
る 目標 は、組合員 の声を組合本部が つか む ことで、 そのた

設 け ることにな り、 そのなかで、作業計画 や安全衛生施策、

めには、萎縮 していた組 合員 が 自由 に語 り合 え る雰 囲気 を
つ くる ことが必要 であ った。 まず毎月 3日 間家族寮 や社宅

説明 し、組合が質問・ 意見開陳を行 う制度 が発足 した。分
科会 で労 使 の意見が一致 を 見な い場合は、製鉄所 レベルの

で映画会 を開 いた。映画 は娯 楽 もので、組合員 の家族 が もっ
て いた「組合 とはなにか大声 でどな るところだ」 とい う印

労 使協議会 に付議 して解決 を図 る仕組みで ある (385‑386
ベー ジ)。 組合 は、職場懇談会 か ら労使協議会分科会 につな

象 を払拭 して組 合 との接点 を広げ ることを 日標 とした。 テ
レビなどない時代 であるか ら、映画会 は好評 だ ったが、 そ

が るこうした活動 を、協約闘争 として位置 づ け、労 働協約

年 10月

か ら1951年 8月

)、
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の なかで、次第 に映画 だけでな く、「 なぜ組合 の話 を しない
のか」 とい う意 見が出 され るよ うにな ってい った。
常任 オル グ制 は、常任執行委員 が担 当支部 を決 めて、一

あ るいは作業 の能率化 などについて、課単位 で会社 が毎 月

の実地適 用 と職場 での 仕事上 のルールの確立 に結 び つ けた。
職場 闘争 と呼 ばれ た運 動 のなか には、
「 職場 へ の二 権委
譲」 とい う表現 に示 され るよ うに、労働組合 の職場組織 が

週間最低 12時 間 その支部 で オル グ活動 をす る、 なるべ く多

独 自の決定権 を も って現場 で実質的 な争議行為 を行 う運動
が 展開 され る例 もあ ったが、製造業 の大規模 工場 などで展

くの組合員 の意 向を き く、 などの方針 が定 め られた。 もと
もとの機関構成 か らす ると、常任執行委 員会 に対 して最高

開 され た職場活動 は、基本的 に鶴見製鉄所労組 と同様、労
使協議制 の実質化 と呼ぶ べ き内容 の運動 であ った といえ る。

議決機関 として大会 (年 1回 の定期大会 プ ラス必 要 に応 じ
て臨時大会。大会議員定員500人 )、 中間議決機関 として代
議員会 (代 議員定員約 70名 )が あ り、 これ に加 えて諮 問機

)労

働 運 動 の 再 生 と定 着

この よ うに労働戦線統一 と産 業別整理 を導 きの糸 として

関 として支部長会議 があ った。 こ うした正規 の機関運営 か

進 め られ た第 四期労働組合 (再 )組 織化運動 は、折 か らの

らすれば、職場支部 か らの下部意見反映は、支部長会議 や
代議 員会を通 じて常任執行委員会 に上げ られて くる ことに

日本経済 の再生 と高度成長 に歩調 を合わせて、 労働組合 運
動 を 日本社会 に定着 させた。 1950年 に90万 人近 い大幅減少

な るが、 これに加 えて常任 オルグ制 を とることに したのは、

を記録 した労働組合員数 も、 1953年 よ り増勢 に転 じたが 、

末端組合員 の意見 をよ り生 の形 で吸 い上 げ よ うとい う執行
部 の意 向の あ らわれであ った。代議員 や支部長 には、職場

1948年 のピーク660万 人台 に戻 り、 これを超え るのは、 1958

の上位者 であ る職長 や組長 などが 多 か ったか ら、職場 内 の

年 (688万 人)に な ってか らである。回復 のかな りの部分 は、
雇用者数の増力田こよるものであ り、組織率は、1949年 の557%

秩序 と組合 の職場系統 が重 複 し、末端組合員 の生 の声 が伝
わ りに くい とい う事情があ った。 また、 1949年 労組法改正

に戻 ることはなか った。

によ り、使用者 による人件費等 の経費援助 が禁止 され、常
勤組合役員 の数が減少 した ことへ の運動上 の対応 とい う意

運動 によ り生み出 された企業別組合 リーダーたちの手 によっ
て進 め られた。 もちろん、高野実 など、戦前以来 の運動家

味 もあ っただ ろ う。
職場末端 か らの意見反映 とい う点では、 1953年 7月 か ら、

も重要 な役割 を果 た したが、大勢 としては、大 田薫や滝 田

常任 オルグを迎 えた職場懇談会 が さかんに開かれ るよ うに
な った こと も、職場か らの運動活性化 に結 び ついた。 その

再生 プ ロセスは、 基本的 に戦後、第二 期労働組合組織化

実 など、戦後派の運動家 たちが運動 の実質を作 り上げて い っ
た といえ る。戦後直後期 に大 きな影響を振 るった知識人 た
ちは、多 くは後景 に退 き、藤 田若雄 や清水慎三 ら学者 や評

なかでは、 た とえば、能率給配分 を決 め る個人点数 につい
ての不信感 が 出 され、不公平 な扱 いをな くすために点数 を

論家 として運動 に密着 してその課題 について分析 。発言 し、
影響 を与 えた知識 人 もいなか ったわけで はないが、基本的

公開すべ きだ とい う声が盛 り上 が り、 これを とりあげた組

には、現場 の運動家 による創意 工 夫 と実践 によ り、組合 員
の願望 をす くい Lげ て い った 自前 の運動で あ った と評価す

合の 申 し入れに応 じて、会社 が給料袋 に各 自の点数 を記入
して渡す ことにな った (368ペ ージ)。 組長 など役付工 は、

べ きであろ う。

こうした懇談会で の問題提起 は、職場 内での役 lNlと 一般組

組合運動 が 沈滞 し、物言 えば唇寒 し、 とい う気分が職場
に広が ってい るときに も「職場組合員 ひ と りひ と りの心 の

合員 との対立 を起 こしが ちな トピ ックであ るが、組合本部
が誘導 して、役 付 に、む しろ職場 の声 を会社 に向けて代弁

底 には、 かつての鶴鉄労働者 の、輝 か しか った闘 いの記憶
が、郷愁 のよ うに うず いて もいた。」 (鶴 鉄労働運動史 1270

一面 では、人事管理 の末端的 な役割 を果 た しているので、
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ペ ージ)あ るいは、 また、 1951年 10月 に実施 され た京浜工
業地帯 の労働者 50人 に対 す る面接調査 のなかで、労働者 が

ていたのだ ろ う。 そ して、再生 された運動 は、戦後直後期
の運動 のよ うに大 きな社会変革 へ の夢 に彩 られ たそれでは

語 った言葉「組合 を通 じてで なければ下 の者 の意志 を重役
や社長 に通 じることはで きない」
「 労務者 には労働者 の本拠

な く、現実的 な 目標 を掲 げ、働 く人 々の 日常 の営為 のなか
に位置づ け られ るものであ った。労働戦線分裂 の起 こ り、

がなければいけな い」 (氏 原、 1966:392ペ ージ)に 示 され
るよ うに、戦後直後期 の労働組 合運動 を経験 した労働者 の

産業別統一闘争 におけ る企業別組合統制問題、職場闘争 の
位置づ けをめ ぐる岨醸、未組織労働者組織化、官 公労働者
の争議権 など、 さまざ まな課題 を抱 えつつ も、 1950年 代 の

間 に、 自分 たちの意志 を代弁 して くれ る労働組合 が必要 だ
とい う漠然 として い るが根強 い感覚 が共有 されて いたこと

労働運動 は、 日本型労働組合運動 を確立 した とい ってよい。

が運動 家 による運動再生努力 を受 け止 めてい く土壌 とな っ
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