Research Institute for Labor Solidarity

２０１８年
３月８日

Weekly Report

国際総研ウィークリー 353
第

奴らはこうやって組合を破壊した
『甦れ！

労働組合』（社会評論社 2005 年 9 月）より
１９９１年にＪＲ総連加盟組織への分裂・破壊攻撃

第２章
第２節

安全をめぐる十五年間の攻防

がどのように行われてきたかを伝える資料です。

安全をめぐる分岐

すでに触れたように１９９０年秋、ＪＲ東日本
労使が開催した国際鉄道安全会議をＪＲ西日本は

ＪＲ総連を支持する組合員は５月２３日、ＪＲ西
日本労働組合（ＪＲ西労）を結成した。

ボイコットした。このとき経営側だけでなく、当

こうしてＪＲ総連への分裂攻撃が開始され、東

時まだＪＲ総連傘下にあったＪＲ西労組の大松益

海、九州、四国にも波及していった。分裂が起き

生委員長も、直前になって欠席を伝えてきた。井

た会社のトップは、当時「経営の全責任は経営者

手正敬氏は「イヌの子一匹出席させない」と豪語

が負う」（ＪＲ西日本井手副社長―当時）
「労使対等

していた。それから四ヶ月もたたない１９９１年

は労働条件についてだけ」（ＪＲ東海葛西副社長―

２月、ＪＲ西労組の第９回中央委員会冒頭の挨拶

当時）と口々に語った。彼らはＪＲ総連が安全問

で、大松委員長は突如「より安定した労使関係の

題に真剣に取り組む中から、経営へのチェックを

確立と西日本鉄産総連との統一をめざす」
「ＪＲ

強めたことに強い拒否反応を示したのである。つ

総連との関係断絶を提起する」「ＪＲ総連の役割

まり、このときの分裂の争点は、このような経営

と任務はもはや崩壊した」と発言した。組合分裂

側の態度に屈するのか、それとも労働組合の社会

の合図である。

的責務を果たすかの、労働組合の基本線に関わる

その場で直ちに五名の中央執行委員が大松発言

問題だったのである。

の撤回を求めた。受け入れられないため五名が退

福知山線事故をめぐって、鉄道の安全のために

席し、委員会は休会となった。続いて開かれた３

労働組合が経営をチェックすべきだという意見を

月３１日の再開委員会も同じように流会した。と

聞く。たしかにその通りなのだが、現在の状況下

ころがその直後、一部の役員と中央委員が中央委

でそれを実践するのは、それほどたやすいことで

員代議員会と称して「ＪＲ総連との断絶」を確認

はない。企業による組合分裂攻撃、破壊攻撃との

した。五名の中央執行委員は大阪地裁に「中央委

闘いを覚悟せざるをえないのである。その恐るべ

員代議員会決議等の執行禁止」の仮処分を申請し

き実態を明らかにしよう。

た。五名の側の正当性が明白であったため、大阪
地裁は４月２７日に
「断絶決議をしてはならない」

１

奴らはこうやって組合を破壊した

「中央委員代議員会は不法」との決定を下した。
しかし大松委員長らは５月１６日に臨時大会を強

ＪＲ西日本での分裂と同じ頃、ＪＲ東海でも組

行し、定足数に満たず不成立になったにもかかわ

合分裂が強行された。後の裁判で、関連する大量

らず、規約を無視し乱暴にもその場にいた参加者

の会社側文書のコピーが法廷に提出された。それ

だけでＪＲ総連脱退を決議した。
ことここに至り、 により労働組合を操るために、外からは見えない
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闇の中で企業がいかに暗躍したかが白日の下にさ

２４０名は「労使共同宣言に基づく協調的な労使

らされた。東京地方裁判所は２００２年６月に言

関係の更なる発展をめざす会」と称する組織をつ

い渡した損害賠償請求裁判の判決で次のように述

くり、ＪＲ東海新幹線鉄道事業本部の明石洋一人

べた。

事課長代理（当時）がその相談役となった。各部
署に散らばった課長代理が自然にそのような組織

確かに、本件送付文書の中には、原告佐藤

を結成したとは考えられず、人事部門の働きかけ

をＪＲ東海労組執行委員長から解任し、佐藤派

により「めざす会」がつくられ、明石人事課長代

の追い落としを図るための方策等が、具体的か

理がそのまとめ役に任じられたと見るのが自然だ

つ詳細に、組織的かつ用意周到に記載されたも

ろう。

のが多数あり、被告会社やＪＲ東海労組と無関

３月にＪＲ東海は明石氏の肩書きを組合員資格

係の者がこれらの記載内容を記載するのは困

のある総務課長代理に変更し、明石氏は「めざす

難ではないかと考えられること、被告中村は、

会」の会長に就任した。そして４月１日、
「めざ

現在被告会社の人事部長の要職にありながら、

す会」メンバーはＪＲ東海労組に全員が加入する。

自己の手書き文書は一切残っておらず、手帳も

そして６月に開催されたＪＲ東海労組大会で明石

一年毎に廃棄し古いものは存在しない等と供

氏は中央執行副委員長に就任した。３月まで人事

述するが、備忘のためを考えても、これらを全

課長代理の任にあった者が、わずか三ヶ月後に組

く残さないとする同人の供述はあまりにも不

合のトップリーダーとなったのである。一年後に

自然であること、対照文書について、原告佐藤

この明石氏によって委員長の座を追われることと

が供述するところと被告中村が供述するとこ

なる佐藤政雄氏は、ＪＲ東海本社の中村勤労課長

ろを比較しても、原告佐藤の供述のほうが理解

（当時） から「役員体制はこのようにしてもらい

しやすいこと、被告葛西や同中村の被告会社に

たい」と言われて悩んだが、会社を信頼してそれ

おける地位、被告明石が批判派であることから

を受け入れたと法廷で証言している。

すれば、被告明石ら批判派と通じた上、被告会

明石副委員長が加わったことにより、ＪＲ東海

社が組織的な意図の下に本件送付文書を作成

労組の執行委員会内で意見対立が顕在化してい

したのではないかとの疑念が残るところであ

く。ＪＲ総連が提起したスト権確立をめぐる議論

る。

や、湾岸戦争に反対する発言をした組合員を会社
が呼んで調査し出向を命じた事件、そしてＪＲ西

結局裁判では、
「写しの成立、写しに対応する

労組の分裂問題をめぐり、明石氏はＪＲ総連の考

真の原本の存在及びその成立を認めることができ

えと対立する主張を繰り返し、執行部内の対立は

ないから、真の原本の記載内容の実質的証拠能力

深まっていった。２００１年に入り、７月に予定

は認められない」などとして損害賠償は認められ

した大会に向けて運動方針案の審議がはじまる

なかったが、「本件送付文書」と呼ばれる一群の

と、佐藤政雄委員長らのＪＲ総連派と明石副委員

文書から、会社による支配介入の「疑念」が浮か

長らの会社派の対立が決定的となり、執行部原案

びあがった。まず分裂の経緯をざっと振り返って

がまとめられない状態に至ったため、佐藤委員長

みることにしよう。

は大会の延期を決定する。

分裂の準備がはじまったのは、かなり早い時期

これに対し、会社派は７月９日に「第七回定期

にさかのぼる。１９９０年１月、ＪＲ東海はＪＲ

大会の開催を請求する代議員の集い」を開き、翌

東海労組との間に「非組合員範囲の変更に関する

１０日には代議員１５２名の署名をもって臨時大

協定」を締結し、人事及び労務担当を除く課長代

会の開催を要求した。また、管理者による「自主

理に組合員資格を与えた。ＪＲ東海の課長代理約

研鑽グループ」が鉄道事業本部、支社、支店ごと
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に結成された。ＪＲ総連派はこれに対抗するため、 職場は絶対にＪＲ総連派につけないことを方針と
７月１７日、愛知県地方労働委員会に不当労働行

したのである。さらにその上で「問題は運転職場

為救済の申立てを行い、後に裁判で争われること

に手を入れるか否か？」だと問い、
そのメリット、

となる「送付資料」の一部を提出した。これに対

デメリットを比較している。デメリットとしてあ

し、会社派は「提出した会社資料と称するものは、 げているのは「運転職場は管理者といっても旧Ｄ
我々の検討資料であり、何らかの方法で佐藤一派

出身であり、会社の手の内はすべてつつぬけ（Ｊ

が入手したものと思われ、我々の運動に対する重

Ｒ西労組の例）」
「まさにＪＲ総連の言う支配介入

大な挑戦である」との緊急声明を出した。このよ

批判を真っ向から受ける可能性が大きい」という

うな経緯を経て８月１１日にＪＲ総連派はＪＲ東

ことだった。
「旧Ｄ」とは「旧動労」のことだろ

海労組を脱退してＪＲ東海労を結成した。

う。会社による労働組合への支配介入という批判
を恐れていることがうかがえる。
「ＪＲ西労組の

２

例」とあるのは、ＪＲ西日本がＪＲ総連脱退に向

指導とバックアップ

け現場に対応を指示した現場長会議の資料が流出
これらの動きの背後には、ＪＲ東海のきめ細か

し、公表されたことを意味していると思われる。

な指導とバックアップがあったと思われる。ＪＲ

続いて「３．現場管理者の組織化」として、
「７

総連派と会社派の対立が決定的となった時期であ

月初

名簿完了、７月中旬初会合開催予定」と書

る６月２２日から２４日頃に作成された「情勢分

かれている。この記述は、裁判の中でＪＲ東海が

析と当面の対応方」と題して「取扱注意」のゴム

自ら作成したものとして唯一認めた「
『管理者自

印がおされた文書がある。本文はＡ４判４ページ

主研鑽グループ』発足スケジュール」
「平成３年

という文書の内容と符合している。
あり、Ⅰ．これまでの経過、
Ⅱ．ＪＲ総連定期大会、 ７月１日現在」
「６．現業管理者への指導」という項目には「正

Ⅲ．東海労内の争点、
Ⅳ．当面のスケジュール、
Ⅴ．
危機（Ｘデー）への対応方、Ⅵ．最重要対策とい

常な業務運営確保のための指導文書

う六部構成になっている。佐藤委員長の追い落と

のアリバイ（支配介入をしないように指導したとい

し（Ｘデー）に向けた諸準備を記述した「Ⅴ」が

う痕跡を残すという意味で） 作りも兼ねて」とい

全体の半分以上を占め、それを補足した「Ⅵ」も

う記述もある。ここにも支配介入という批判を気

１ページ近い分量がある。これに若干の別紙が付

にしている様子がうかがえる。

属している。

会社として

佐藤委員長解任に際して各方面にどう働きかけ

原本を忠実にコピーしたものであるか、原本が

るかも細かに検討している。労働界では宮田義二

どういう性格の文書であるかは確かめようがない

氏、鷲尾委員長、山岸氏、得本氏、草野氏といっ

が、以下の内容から見る限りＪＲ東海の対応方針

た名前が挙げられ、宮田氏の項では「六・二四講

を討議するための資料であることは間違いない。 演終了後、人事部長・勤労課長から簡単な資料で
手書きの書き込みがなされており、なんらかの会

直接説明（Ｓ欠席、明石・山本を紹介して面識を作る）

議で検討されたものと思われる。

との記述がある。また鷲尾委員長の項の脇には手

「Ⅴ．危機（Ｘデー） への対応方」では、
「１． 書きで「春秋会」
「大学出」
「連合はさわらないわ
対応方」で、まず佐藤委員長解任までのステップ

けにはいけない」の書き込みがある。
「Ｓ」とい

を様々なケースを想定しながら検討した後、
「２． うのは佐藤委員長のことだろうか。挙げられた名
多数派工作の基本スタンス」として「絶対条件・
・
・

前は山岸章連合会長のほか、ＩＭＦ・ＪＣ系の連

運転職場以外は絶対に残す（車掌を含む）
」と書

合内有力幹部と思われる。なお６月２４日にＪＲ

かれている。つまり会社としては、ＪＲ総連派を

東海は宮田義二元鉄鋼労連委員長を招いて講演会

放逐するにあたって、営業や工務など運転以外の

を行っている。このほか、マスコミ、政界、官界、
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財界、鉄産労、国労などが対策をするべき対象に
あげられている。

３

企業が操る労働組合

「１１．怪情報」という項目には次のような記
述がある。まず「①総連攻撃」として「１）ＪＲ

ＪＲ東海のケースは、なにも特殊な例外ではな

東日本の労使関係に火をつける。→・総連の目を

い。これまでにも民間大企業で同様の組合分裂策

東日本に

・総連、ＪＲ東労組の動揺」「２）同

動が数多く行われてきた。その研究を行った山本

様の趣旨で、九州・四国にも火をつけ、反Ｄ・反

潔氏（後に東京大学名誉教授） は１９９０年に発

総連の動きを拡大させる」とある。実際その後の

表した論文で次のように書いた。

経過はこのような形で動いた。
次に「②佐藤氏攻撃」として「行動否定、人格

一般に考えられているような、経営対労働組

否定、佐藤氏＝カクマルのレッテル」
、さらに続

合の団体交渉・労使協議という図式で説明しう

けて「③旧Ｄ組織個人攻撃」として「同上 （彼

るのは、大企業における労資関係の実態のなか

らは恐ろしい人、とんでもない人、ついていけな

での、ほんの表層部分をなしているにとどまっ

い人と印象づける）
」
「④カクマル攻撃」として「松

ている…。そして、その表層の下では、会社内

崎・佐藤はカクマル。カクマルは怖い」とある。

「インフォーマル組織」
派閥、
、
組合内派閥、
左派・

さらに「⑤組織混乱文書」として「総連の皆さん、

中間派・右派各政党の企業内組織、さらに企業

他のメンバーと違い、鈴木君は総連大会でも発言

外の労働者教育・労務対策機関が、あるいはし

もしないし会社の批判もしない、立派な人です !!」

のぎをけずり、あるいは決定的支配力を行使し

といった例をあげている。これまで実際に出回っ

ていると考えられる…。このような水面下の動

たこの種の怪文書、怪情報は数え切れない。

きは、労働組合の分裂時や裁判事件などにおい

「Ⅵ．最重要対策」の「１．代議員の切り崩し

て、時として社会の表面に表われることがある

防止」には「地本内良識派が分担、鉄事本部の管

にしても、それは氷山の一角にすぎず、その全

理部長、人事課長と心的一体感（同志的信頼感で

（
「
『イン
体像が表れることはないといえよう。

つながるため最大限の努力）
」という記述があり、

フォーマル組織』に関する一考察」
『社会科

「３．鉄事・支社の役割 （６・２４ 午後の会議

学研究』第４２巻第１号１９９０年７月）

で徹底）
」には「良識派を全面的に支えてやる（頻

山本教授が詳細な調査を行ったのは東芝の事例

繁に会い話を聞いてやる。相談があったらすぐに答

えてやる。金銭的な負担をできる限り軽減してやる。 である。東芝に「扇会」という組織があった。東
ただし、足がつかないように最大の注意をもって）」 芝本社の勤労部が「生みの親」となって職場管理

「部下にやらせず、自ら率先して情報の収集、分

者教育を終了した「良識派」を組織し、
「育ての親」

析、具体的行動の決定、指導にあたり出る結果に

である労働者教育・労務対策機関「近代労使研究

ついては責任を負う」などと書かれてある。
「６・

会議」の協力を得て育成したものだ。山本教授は

２４

さらに次のように書いている。文中の甲電気、甲

午後の会議」というのは、２４日１６時か

ら開かれた人事担当部長・課長会議を指すようだ。 社は東芝を指し、Ｋ労使研究会議は近代労使研究
会議を指す。

「鉄事」というのは鉄道事業本部のこと。
表面に現れた明石副委員長を中心とする会社派
グループの動きの背後に、ＪＲ東海が作成した緻

その組織の中心には、職業的「労働コンサ

密なシナリオと、企業組織をあげた対応があった

「職場管理者教室」とその
ルタント」がいて、

ことが浮かび上がる。

卒業生によって構成される甲電気「扇会」を
通じて甲社の労資関係に密接不可分の関係を
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持っている。そこでは、
単に「健全派グループ」

そのシナリオを表舞台で演じる主役が、彼ら言う

のイデオロギー的覚醒がめざされているばか

ところの「良識派」
「健全派」であり、日本の現

りではなく、左翼分子との対決のための戦略・

在の大企業労組幹部は大部分その末裔たちによっ

戦術がねられてもいるのである。そしてまた、

て占められているといっても過言ではない。その

このＫ労使研究会議は、他方において、ＩＭＦ・

実態について、かつて青木慧氏が何冊もの本で明

ＪＣの中心的幹部とも友好的関係を維持し、労

らかにしてきた。
ＪＲ東海の委員長解任劇も数多い会社主導の分

働界の再編と底流においてつながっている。

裂劇の一つであった。ＪＲ東海では本社の人事部
東芝における「扇会」の労働組合に対する影響

門により、課長代理など非現業管理者と現場管理

力について、山本教授はさらに次のように述べて

者を軸としたインフォーマル・グループがつくら

いる。

れ、その主導する「良識派」が組合機関を握るこ
とを通じて、
「左翼分子」と目したＪＲ総連派役
員を排除したのである。

しばしば職場において職制であるばかりで

同じような工作が最初に見たＪＲ西日本の分裂

なく、組合の職場役員であり、
「二足の草鞋」
ないし「三足の草鞋」をはいている。そればか

劇でも行われたに違いない。さらにＪＲ九州や

りでなく、組合支部レベルさらには甲電気労組

ＪＲ四国でも繰り返されたのだろう。これらの会

全体においても「健全派グループ」として強

社では、こうしてＪＲ総連系の運動は少数派に追

い影響力を持っていると思われる。また逆に、

いやられ、経営側による社内の一元支配により、

甲労組の側からも「扇会」の会合での挨拶、講

物言えぬ職場がつくられたのである。

師としての発言、さらには機関誌への「特別寄

１９９１年１２月にはＪＲ総連を脱退したＪＲ

稿」等、
「扇会」ときわめて友好的関係を維持

西労組と五年前に国労から分かれた西日本鉄産労

していることがわかる。とはいえ、このよう

が統一した。翌９２年５月には東海、西日本、九

な友好的関係は、組合役員と「扇会」メンバー

州会社のＪＲ総連脱退組合と鉄産労（西日本はす

との間にかぎられている。何故なら、誰が「扇

でに合体）五組合がＪＲ総連に対抗する新たな産

「扇
会」のメンバーであるのかばかりでなく、

別組織としてＪＲ連合を結成する。その「結成趣

会」の存在そのものが、
一般組合員に対しては、

意書」には、ＪＲ総連に対して「連絡調整機関と

秘匿されており、秘密だからである。

しての使命を逸脱」
「加盟単組の主体性・自主性

「扇会」という一般組合員に秘匿された非公

を無視」
「中央集権的、全体主義的な独善的体質」

然の「インフォーマル・グループ」によって

といった非難が並べられ、自分たちの運動理念と

主導された「健全派グループ」が組合機関を

してはただ「自由にして民主的な労働運動」だけ

にぎっていくこと、さらにはそのようなイン

が掲げられた。

フォーマル・グループの活動に支えられ「健全

ＪＲ東海の分裂劇で主役を演じた明石氏はその

派」が会社「職制」と「一体」となって活動す

後ＪＲ連合の会長となり、ＪＲ西日本の分裂劇の

ることは、労働者の自主的な組織としての労働

主役・大松益生氏は京都駅ビルの専門店街を経営

組合の健全な発達と矛盾する…。

する株式会社京都観光デパートの監査役に就任し
た。

日本の大企業経営者は、労働組合破壊の手法を
何代にもわたって伝承し、ときどきの強い力を
もった組合に対し分裂・破壊工作を行ってきた。
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