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日本教員組合運動史研究(1 ) 

一一 1920年代の動向一一一

A Historical Study of the Teachers' 

Union Movement in Japan ( 1 ) 

- the Tendency in the 1920 s -

同
保
再究研史

野
一
向

正

概 要

本論文は，日本における教員組合運動の生成，発展過程の通史的叙述をめざした研究の一部であり，今聞は 1920年

代の動向に限定した。

第一主きでは，教員組合運動のM芽的状況を 1919(大正18)年に成立した啓明会の活動を中心に論じた。すなわち，

(1)で，啓明会の思想的特徴と組織の実態を分析し，教員組合運動的方向へ転換する内在的可能性について検討した。

この節は，全体の論文構成のなかで序論的位震を占めることから，望書約的に叙述した。 (2)で，啓明会をふくむ当時

の教員の階級的・政治的闘争を直接的・間接的に規定していた俸給生活者組合運動の発展段階を分析し，教員組合運

動成立の主体的条件と可能性を検討した。

第二宝きでは，階級闘争の全体的高揚にもかかわらず啓明会の衰退と弾圧による俸給生活者組合運動の主主折という状

況のもとで，教員組合運動が文学どおり「自立的」発展の道を歩まざるをえなかった必然性とその歴史的過程を解明

した。
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第一章労働運動の高揚と教員組合運動の

胎動

(1) 民本教員組合啓明会の衰退ω

元老弁上撃が， r大IE新時代の天佑j とその本心をは

しなくも諮った第一次世界大戦は，財閥に莫大な利益を

もたらした。産業資本・金融資本の集積・集中がすす

次

(2) W教育新潮』の理論的役割

(3) 教育文芸家協会から教文協会へ

(4) エドキγテノレγ加援の援史的意義

(5) 小学校教員連盟の結成

(6) 会図的教員組合へ

み，資本輸出は資本輸入念うわまわった。独占資本主義

はほぼ確立した。しかし，大戦中投機的になされた過剰

生産，過剰投資は，日本資本主義の構造的脆弱性を白日

のもとに繰らした。異常なまでの物倒上昇，賃金切り下

げ，倒産・閉鎖による失業者の増大は，tE民の経済生活

を深部から揺るがした。広範な勤労人民は，自然発生的

に生活防衛問争へと立ちあがった。教員もまた例外では

なかった。 1919(大正8年)の後半には，教員の自発的な
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日本教員組合運動史研究 (1)

闘争と組織が全国的にひろがり，し、くつかのところでは

要求を実現させるまでにいたった。 1920(大正 9)年8

月，政府は，小学校令施行規則改正によってわずかに賃

金を値上げするという蹴縫策を構じた。

しかしながら，当局の懐柔政策と権力の直接的干渉，

弾圧が強まるなかで，関争は急速に後送し.1920年の中

墳にはほとんどの組織が消滅状態となった。教員の闘争

と組織が，全体として，短命に終ったのはなぜで‘あろう

か。まずなによりも，労働運動の政治的・組織的カ震が

微弱であったことにもとめられよう。臼本の労働運動

が，大衆的規模に発展してきたのは，米騒動 (1918年)前

後からであって，当特はいまだ自然成長約段階にとどま

っていた。それは，労働運動を政治的に指導する前衛的

労働者政党が誕生していないことにあらわれている。労

働組合運動も組織率が5%にいたらないほど低く，その

主導権ii.議会劉争はもちろんあらゆる政治闘争を否

定し，もっぱらゼネラノレストライキや「夜接行動jを主

張するアナノレコサンジカリストににぎられている状態で

あった。Jiの革命的主体を欠いた労働運動が，教員運

動・俸給生活者運動を指導することはおよそ不可能であ

った。また，教員選動自身も，過去において組織的闘争

の経験をほとんどもっていなかった。そうした遼動の未

熟さは，教員層に根深くある小ブノレジョア的動揺伎と場

隠して，運動の持続的展開を間難にした。それに天皇制

権力の威嚇と圧迫が加重されたことはし、うまでもない。

こうした全面的後退のなかにあって，組織をさとうじて

保ちえたのは感明会のみであった。しかも，啓明会は，

迂余曲折をへながら 1928(昭和3)年春まで喰ーの教員

組織として存在した。ここから，われわれは，主に，啓

明会の運動・思想の分析を媒介に.1920年代教員運動の

膝史的特質を解明することになる。

まず，草書明会の歴史的経過を概観するにあたり，関本

洋三三氏の論文から引用したい。

「啓明会の歴史は三つの時期に区分することができ

る。第 1期は 1919年春から 1922年8月までの約 3年

間で啓務会が日本教員組合勝明会として労働運動に総

織的に漆繋した時期である。この甥はさらに組織の性

格・運動方針を次第に明確にしつつ労働運動化の方向

を強めながら，社会運動全体の書道揚の波にのって発展

する 1920年夏頃までの『上昇期』一一組織人員 1500

から 2000といわれるーーと，運動全体の退潮と啓務

会の内部矛慮そして弾圧によって解散寸前にまで凋落

する『下降鶏』一一組織人員 350から 360に激減して

いるーーにわけることができる。この『下降期』は同時

に次の第2期への転回の準備期で、もあった。第2期は

1922年 9月から 1925年春までの約2年半で，労働組合

同盟会からの脱退によって労働遼動との組織的関係を

断ち，運動方針を社会教育活動に転換することによっ

て，会の再建を意図しこれにかなり成功した持期で、あ

る。これは下中が『中輿の期』と呼んだように，活動

は多面的であり，思想的には次第に階級的に深化しつ

つあり，優れた活動家・理論家が集ってきた時期で、あ

り. 1923年には組織人員も 1300と犠大している。運

動としては次の期により明瞭にあらわれる『農村志向

』と『鰭級的立場』の問題がすでにあらわれはじめて

いたところで，労働運動におけるアナ=ボノレの思想的

抗争と類似の隠皇室が発酵していた時期である。この時

期の後半において遂動が次第に衰微していく中で，こ

の思想的なちがいが遂動方針の転換をめぐるちがし、と

なってあらわれてくるが，ボノレ派の『総合再建』口

『労働運動との綴織的連繋回復』の路線は実現できず，

f社会教育団体としての再建~ =w農民文化遼動重視』

のアナ派の路線によって啓明会の運動再建が行われる

ことになった。第3燃は 1925年春から 1928年4月の

自然解散までの約3年間で『衰滅の過程Jである。 1925

年 3}iの f新方針』決定によって『一般社会教化』の

図体として運動することになったが，やがて下中ら会

の主流が『農民自治会』の運動に没入しはじめ，会は

急速に凋予察する。 1925年5月には会員が 850名いた

が， 翌 年 10月頃には 300名事重度に減少してしまい，

f教員組合』を改めて『教化運動車生明会』となった。

この期には屡々再建の試みがなされたがそのいずれも

が失敗し，遂にその陵史的生命を終るのである∞J

さて.啓明会が.1920 (大正9)年後半や関東大震災を

利用した 1923(大正 12)年の政治的反動をのりこえ組織

を存続しえた基本的姿函はどこにもとめられるであろう

か(3)。

第一に，運動自擦の特異性が考えられる。啓明会の指

導的イデオローグ下中弥三郎は，論文「教員組合の慈差是，

目的」仰において啓明会の基本理念を説明している。

「啓明会が，教育者の思想運動を襟淫して，その発会

式を挙げたのは大正 8(1919年)の 8月であった。啓

明会が教員の思想運動を襟務して立ったのは，それが

単なる向職組合として自己階級の利益を擁護し，地伎

を向上せしめんとする以外に，別に一個独自な社会教

育的目的を有していたからである。

啓明会が，この独自の立場を切にする為に，従来，

『教化運動』の誇を汚い来ったので、あるが，此の教化

運動なる諮が如何なる意味をもって居るかは就ての，

私一個の考は w教育的社会改造選動』の別言であ
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るJ(傍点一引用者)

さらに， I社会改造」の三つの方策として， I政治的社

会改造運動JI産業的改造遂動j とならんで「教育的社

会改造運動」をあげ，その1言、味するところを詳しくのべ

ている。

「我等の所謂『教化運動』は，在来の，伝統的な一部

特権階緩の為の教育から教育事業を引離して，教育の

実質を全然他の立場に鐙き換えること， .TlPち教育事業

のすべてを民衆の上に完全に立脚せしめることによっ

て，社会改造の自的を実現しようとするのであるo

『教育の民衆化』によって，改造運動の三がーを担当

しようとするのが我々の『教化運動』なのである。…

…会人類愛の精神に立脚し，社会総改造の非常時に

際し，真に教育者としての使命を果さんが為に，此の

裂なる事業に参加せんことを希ふ我等は，間違った伝

統的教育英のままの枝葉的改良を念とするの徒労を己

めて，一途その根本的改造に害事進せざるな得ないので

ある」

かくして，下中は， r教化運動」を三方面のなかで「共

の最も根本的究極的なもの」とし，その実際のおいそFと

して「教員組合j啓明会があたると結論する。彼のいう

「改造運動の三三方面」は，マノレタス主義があきらかにし

えた階級闘争の三つの形態一一政治闘争，経済爵争，イ

デオロギー闘争一一ーを，アナロジカノレにというよりむし

ろ怒意的に解釈したものと恩われる。それは政治闘争の

規定的意義を見失なっている点で、観念的社会理論であ

り，改良主義的イデオロギーの独特な形態である。

しかしながら， I社会改造」そのものを直接志向した

湿想主義的な運動目標が，イデオロギ…的に未分化なま

ま政治的・社会的関心を強めつつあった教員の小ブルジ

ョア的意識にくいこんでいったのはたしかであった。事

実， ~客明会は，その「思想運動」的立場から，精力的に

種々の社会体制・教育政策批判をおこなったが，そこに

は教育現象の階級的矛盾にたいする鋭角的危批判と暴露

があった。それは，感性的・主情的であるがゆえに，混

象的にはむしろ急進主義的なものとなっt;:.o I学習機J

論， I教育自治J論〈めの主張がそれであり， 1920 (大正9)

年 2}jの熊谷大会では「校長公選論jの決議としてあ

らわれてくる。経年明会の運動は，教員のイγテリゲγチ

ャ的資質からくる政治的敏感さに郎底的に依拠し，それ

をエリート主義的啓蒙遂動の方向にひき込もうとするも

のであった。それには，資本主義社会の階級的本質とそ

の変革の展望をはじめて解明した科学的社会主義理論

が，労働組合運動においてさえ十分な地歩を留めていな

い当時のイデオロギー状況を考慮しておくことが必要で

あろう。

また啓明会が，教員大衆の経済的・日常的要求をめざ

した本来的な教員組合運動の方向を白から拒否して(6)，

C思想運動」の道を選んだことは，労働総合運動との

組織的関係を一義的なものとしなかったことを意味して

いる。たしかに，下中は，論文「教員組合の意義，目的」

で， r教員組合と労働組合Jの同質性や「労働組合との

連絡の必要」を強調している。実際にも， 1920 (大正9)

年の第一回メーデーへの参加，労働組合同盟会への加騒

などの具体的な行動がみられる。しかし，それは，彼が

「ざをき産業運動は，そのままで一種の民衆教化運動であ

る」というように「教化運動jへ収;敬していく観念的な労

働組合識であったし，労働組合運動との接点もただアナ

ノレコサγジカリズム的潮流にのみもとめられたにすぎな

い。それゆえ，アナノレコサγジカリズムが溺落するにし

たがって，啓明会が労働組合運重古から離脱したのは必然

的であった。皮肉にも労働組合運動からの離脱が，下中

「怒論Jの労働遂動による検ffiFを思避させることになっ

た。むしろ，実践的運動から遊離することによっての

み，草寺明会はそのユートピア的「思想、運動」の組織的生

命を保ちえたのである。

第二に考えられるのは，指導者下中の存在であろう。

すでにのべたように，啓明会の運動自擦とイデオロギー

は，下中自身のそれであった。それらは，下中の意識の

内閣では徹底的に信念化されていた。それゆえ，啓明会

全体がさまざまなかたちで破綻と危機を迎えたとき，そ

れらをのりこえる基本的原動力となったのは，下中のイ

デオロギー的信念とそれに傾倒した人有の協力であっ

た。勝明会の運動自擦が，教員大衆の則自的意識の否定

的側面に迎合するものであり，しかもその「自由連合」

的組織構造が，教員の感性的認識を各自の政治的主体的

実践を媒介に理性的なそれへ発燥させないという本質的

欠焔をもつがえに，彼らが啓明会運動の規定的推進力に

はなりえなかったげ〉。勝明会は，その思想と組織におい

て自主主的発展の内在的契機をもつことはできなかった。

それは，とりもなおさず啓明会が下中の「私党的集団J<8)

的性格を鉱大再生産ぜざるをえなかったことを意味して

いる。下中の存在なくして啓明会の運動と組織は考えら

れなかった。

さらに，溺次的な要因として，草生明会が一貫して全国

的規模の活動と組織化を蚤視し，機関誌発行・普及をお

こなったことが指擁される。仁思想運動Jをすすめるう

えで機関誌の発行は当然のことであるが，これが地方に

数在していた先進的教員とサークノレを結集ずるうえで少

なからぬ役割を果した。
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1922 (大正11)年を画期として階級闘争は新たな発展

段階に入つため。 1922年には，一方において，日本の金

融独占資本家階級の結集体，日本経済連援が誕生すると

ともに，他方で，前衛的労働者政党である日本共産党が

7月 15自に結成された。また， 3月全国水王子社， 4}j尽

本農民組合が創設された。大日本労働総同盟友愛会は日

本労働総問践と改称し，労資協諦主義から脱皮した。学

生運動では，東大新人会.E界大文化会などが活発に政治

活動をおこなうなかで， 11月に社会科学研究会の連合組

織日本学生漆合会が発足した。婦人運動では，前年4月

にプ戸レタリア婦人組織赤j閥会が生まれた。さらに 1923

年4刃包本共産青年同盟が結成された。労働者階級のみ

ならず，人民言語階層が組織的に結集して闘争を展開しう

る膝史的段階にいたった。罰的意識的な闘争の戦線と規

模は飛躍的に拡大された。

こうした階級闘争の全人民的規模への発展が，教員の

政治的意識の党濯をうながしたことは疑いえない。それ

まで悩々に模潔をつづけていた先進的部分が，啓明会を

拠るべき唯一の教員組織として認め，結集してきたのは

当然のことであった川}。彼らが，啓明会の理念， 良線

にどの程度共鳴したかについては資料的に瞬らかではな

いが，少なくとも絵明会が当時一定の大衆的実体をもっ

た骨佳品の教員組織として機能していた事実が彼らをとら

えたことは否定できないであろう。

かくして，階級闘争の前進と新たな教員の大量加入に

よって，勝鈎会は，思想lとして階級的方向へ，また組織

形態として教員組合的方向へ転換する可能性を学むこと

になった。

労働戦線におけるいわゆる「アナ・ボル論争Jは，

1922 (大正 11)年に大阪でひらかれた日本労働組合総連

合結成大会において最高潮に達し，以降，アナノレコサγ

ジカリズムは急、速に退潮をみせ，階級的左翼的潮流が次

第にその政治的・組織的影響力を強めるようになった。

「アナ・ボノレ論争Jは，時期がし、くらか遅れるが勝明会

内部にも投影した。 1924(大IE13)年8月， 啓明会の専

従になった関根悦郎は，邸中惣五郎とともに，溶明会を

教員組合として再建することを下中に相談している(11)。

それは，同年 10月 16日東京支部会において， r地方幹

事設援J問題をめぐる下中・邸中論争として表面化し

た(12)0 岡本氏の分析によれば， r凶中の見解は積極的な

オルグ活動の必要さを組織上の地方幹事設鐙論として展言語

したもので，それを突きつめていくと中央祭機的な指導

体制への婆求となり，地方会主主を読者から啓明会の活動

に結びつけるという組織の行動化を要求するJ{lめもので

あった。それにたいし，下中は，一貫して地方支部の独

自性，自発性を重視した「自由連合j的組織論を主張し

た。論争は結論がでないまま打ち切られた。実際の運営

は，ひきつづき下中の路線でおしすすめられていった。

関根らの見解が，実現されなかったのはなにゆえか。

そもそも関根らに，下中「理論Jを克服しうるほどの体

系をもった教員組合運動論が矯築されていたので、あろう

か。関根が，下中などのアナーキズム的傾向との対比に

おいて，相対的にマノレタス主義的立場を代表していると

いわれているので，ややくわしく彼の教員組合論を検討

してみたい。彼は， 1925 (大正 14)年 10月に平凡社から

刊行した『教育の社会的基礎』のなかで，教員組合論に

ついて言及している。

「教員組合は， ~pちその団体的教育改造運動である。

教育者が，その綴分的自覚と，階級連帯の感情を以て

相互に協力し，団体的勢力を以て教育の総織及内容を

改造しようとする。それは数て教員組合と呼ばなくて

もよいかも知れない。然し，労働者の労働組合と相応

した歴史的名称で、あ仏教員組合と称する所に自ら独

自の性演を持っている物故，現在に於てはかかる教育

者の団体を教員総合と呼ぶことが妥当であるJ(14) 

彼は， 1rillU的教員総織との比絞で，教員組合の本質的

指標を「完全なる自治組織Jであることにもとめてい

る。それは， r教育自治」論の前提となっている。

「教員組合は，教育者各自の意志に基づき，教育者自

身の発意によって成立し，従ってその組織は， .!lま努の

予を離れた完全なる自治組織でなければならない。会

員各自は総てその中に於て平等である。規約組織号事は

会員の窓五士、に童基づいて決定され，役員は会員相互の公

平なる選挙による。かくして棄の自治組織は実現され

るのである。そこに会員の意志は充分発現され，団結

は重量潤になり，大なる実行能力を主主ずるJ(15) 

「教育者が真に教育の改造を望むならば，教育者は教

育上に於て，自の意志が完全に行われなければならな

い。 ~pち教育自治の実現であるJ (16) (傍点一引用者)

彼が構想する「教育自治J論は，今日いわれている学

校教育における「教育の自立役j論， r教育の中立性J

論とは異なり，社会変革の決定的モメントとして位置づ

けられているのが特徴的である。

「この教脊者の団体的努力は，努力の対象たる教育に

よって，社会主主活全体につながり，随って教育の進歩

改議は社会生活を進歩改善寄せしめるものである。

教員総合の重電機目的は，教育自治の実現による社会

的，全人類的文化の実現である。それによって，更に

社会全体をも改善しようとする。それは教育本来の極

自であり，使命である。か Lる教育本来の商尽と使命
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を尽さんとするならば，教育者は先ず自律的団体たる

教育組合を組織すべきである。

教員組合の窮極目的は以上の如くであるが，その発

生の当初としては，教育の直接生活問題，即ち，地位

待遇の改善向上の要求に即して起ることが自然であ

る。

啓明会の運動は，種々の関係から，大なる発換をな

すに主主らなかった。然し我が教育界の一部に組合主義

思想、を哀したことは，主主義ある結果と見る惑が出来

る。今や教育界には大小様々の団体がある。之等の団

体にして，一度組織を変え，教育者の自治が笑現され

るならば，教員総合としての運動に進み得るのであ

る。それは教育者の自覚の遅速の問題であり，将来こ

の穆の運動が必ず起らねばならぬのであるJ(17) 

以上の引用からわかるように関根が提起する教員組合

論は，すでにのべた下中のそれとさしてかわらない。社

会改革の原動力として「教育自治」を強調し，その「教

育自治」を実現するための組織的母胎に教員組合をすえ

ている。下中「理論」と異なるのは，関根のそれが，当

時風擁したプロレットカノレト諭た理論的基底にしている

点で，政治的労働者教育への方向性を内包していたこと

である。下中らが没階級的「農民自治j論に傾斜してい

るのとは対称的で、あった。関根が， Iプロレットカノレト

は，現在の教育の根本的，徹底的改造を意味する。それ

と同時に最も端的に社会の改造を目的とするものであ

るJ(18)と肯定的に評締しているのにたし、し，下中は， Iプ

ロレット・カノレトという語が新教育のー標語として取扱

われるようになった。すると『それを解説して，プロレ

ット・カノレトはマノレキシズムのプロパガンダであるから

いけない。教育はプロパガンダではなし、』という人があ

るo 私も事実そう思っておる。教育がプロパガンダであ

ってはならないと信ずる。その，意味合いで，私はポーノレ

夫妻によって提唱されるような意、味でのプロレツト・カ

ノレトを教育だとは思わないJ(19)と否定している。この遠

いこそ，後に両者に代表されるこつの潮流が訣別してい

くその分岐点であった。関根にせよ下中にせよ，彼らの

いう「教育j概念、が，狭義の教育をしめすというより広

義の意味，すなわち労働者農民にたいする啓蒙的教育活

動を指していることは明らかである。

したがって「教員組合jの概念も啓蒙運動的組織の意

味であることはいうまでもない。当特としては，プロレ

ットカノレト的労働者教育か「農民自治」的教化運動かの

室長異が次第に顕著化してきたとはいえ，戦略的に「教育

改造Jを媒介に「社会改造Jを展主還する点では一致して

いた。このようにみたとき，関根らの見解が，下中「潔

論jを本質的に批判するものではなかったし，それゆえ

組織論的対立も戦術的レベ/レに栢対化されていたといえ

るであろう。せいぜい，下中らの極端なアナーキズム的

組織言語にたいし，相対的意味で対極の位置をしめていた

にすぎないのではなかろうか。関根の遂勤理念と「教員

組合j論から考えて，その組織論が労働組合運動におい

て階級的潮流から提起された民主主義的中央集権的組織

論に匹敵するような恩論的骨格をもつまでにはいたって

いなかったといえる。

このように関根らの援起が教員組合論としての実質を

欠いたものであったがゆえに， I方向転換Jv土実現され

なかったわけで、あるが，向時に，啓明会が唯一の教員組

織として一定の燦史的役割を楽し，今後もなお泉ずであ

ろうという脊定的苦手鯨と判断が彼らのなかで強く働いて

いたことも大きな要因であったと思われる。 1928(昭和

3)年4月に論争が再燃したとき問中惣五郎が解体不可論

の立場合とっていたことはそれをあらわしているといえ

るであろう。

さらに，彼らの努力がし、わば幹部関の「潔論」闘争に

終始したことも特徴的であった。草書明会の「自由連合j

的組織構造が，組織構成員である一般教員の意識・要求

を発展的に反映しえないものであるがゆえにそれは必然

的であった。

1922 (大正 11)年前後の労働組合運動における「アナ・

ボノレ論争Jがみせた対立の深刻さ，激烈さにくらべ，啓

明会内部のそれはあまりにも微鼠的であり，組織的対立

の兆候さえみられなかった。あえていえば，真の意味で

「アナ・ボノレ論争J的実体はなかったとさえいえるので

はなかろうか。かくして，客観的条件の成熟と労働運動

の高揚に逆行して，藤明会t土いよいよそのアナクロユズ

ム的体質を強めていった。それゆえ，啓明会は自己崩壊

的様相を主義しながら衰微していくのである。そこには，

解体の原因を単なる権力の弾圧，あるいは教員大衆の非

綴織性，小プノレジョア意識などに還元できない体質的欠

陥があったことは明白である o啓明会に象徴される 1920

年代教員選動の援史的特質が如実にあらわれている。そ

れは，また，他方で労働運動の政治的・組織的力量の水

準にも規定されていたのである。

次に，教員運動にたいする労働組合運動の規定的関係

を解明していきたい。

(2) 俸給生活者組合運動の動向と教員

当時の左翼的イデオローグは， Iまぼ共通して，教員層

念階級規定として「新中間階級」に，階層規定として俸

給生活者震にふくめてとらえていた。実際の労働組合運

n
t
 

F
D
 



日本教員組合運動史研究 (1)

動もまた，その実践的立場，総織論的妥当性はとかも

し同様の認識にたっていた。それゆえ，労働組合運動

の教員運動にたいする規定的関係を明らかにするには，

俸給生活者総合議動の実態分析を媒介としなければなら

ない。まず，俸給生活者論の態論的特徴と水準について

ふれる。理論上の動向をとくに主重視するのは，現実の運

動，笑践が，科学的態論とそれを指針とした怠的意識的

活動を欠いては，正しく前進しないからである。 1中間

階級」論， 1知識階級J論が盛んにいわれだしたのは，

1923 (大正12)年以降である〈問、そのなかには時局論的

風俗論的な論評も少なからずあり，漫言命展関のある俸給

生活者論はほとんどみあたらない。ましてや俸給生活者

選動論はきわめてすくない。ここでは， Il'マノレタス主義』

誌 1924(大正 13)年8月号の林房雄論文「俸給生活者と

無産階級」と同じく林の論文「我国に於ける俸給生活者

の遼動J(Il'マルクス主義~ 1925年3月号)をとりあげた

い。当時， Il'マノレタス主義』誌は，再建まもない日本共産

党の事実上の玉虫論的機関誌で、あったから (21)，林の見解

が，個人の責任で望書いたものとはいえ，一応マノレタス主

義陣営の理論的立場を代表したものとみなしえよう。と

りわけ彼には，日本労働総同盟大会におけるサラリーマ

γ.ユユオγ加盟問題やコミンテノレγ第五回世界大会の

動向に刺激された実践的な問題意識があった(22)。

彼は次のようにし、う。「中間階級をわけて日中間階

級と新中間階級とし，手工業者，小薦人，小農業の純粋

の意味のプチ・プノレジョアを前者に入れ，俸給生活者を

後者に入れるJ(23)両者の根本的違いは，問中間階級が

「早期資本主義時代の遺物であって，近代的資本主義の

発展と共に次第に排除され，):Eし下げられて行く階級

でありJ，1資本主義の進行と共に滅亡するj階級である

にたいし， 1新中間階級は，大企業の出現と，近代的国

家組織の複雑化と共に発生し，発展し，社会的重姿を増

して来たもので， 1日中跨階級が『遺物』であるに反し，

これは全くの新興分子で，特に大企業組織とは切り離す

ことのできない関係をもっ仰)Jとしている。このことか

ら，結論的に， 1要するに若々の問題となるのは，俸給生

活者としての新中間階級であるゆりとのベる。彼の見解

には，当時支配的であった 11日中間階級一路没落説jが

みられるが，ここでは関わない(26)。

f新中間階級Jの構成要素として， (1)俸給生活者(被

使用人，官吏)(2)自由職業者(開業医，弁護士，著述業，

芸術家等)をあげ，教員は俸給生活者にふくめている。さ

らに，彼は，俸給生活者を次のような二関的性質をもっ

た存在として定義づけする。「俸給生活者とは資本家の

掌中にあって，資本家の一般使命たる利潤の作成と無産

階級の圧伏の遂兵となる無産階級である (27りこれには，

「新中間階級」が，発生約にみて著しく官僚的，管理者

的側面をもっていることにたいする事実認識とともに，

経済的機能と政治的社会的機能の相対的区別がないとい

う欠陥が指檎されよう。これは，国家権力の暴力装援で

ある軍人，警察官をも，留保条件なしに俸給生活者層に

ふくめている見解にもつながっている。マノレタス主義学

説の紹介，解説，翻訳が理論活動の主重要な内容を占めて

いた当時の状況のもとでは，経済学的分析に終始したこ

とはさけられなかったように思われる〈向。こうした弱点

をもちながら，彼は，独占資本主義・衛問主義的段階に

おいて，俸給生活者がプロレタリア化し，その遂動が労

働運動に接近する現実的可能性を明確に指摘している。

論文「我が留に於ける俸給生活者運動」では，日本の

現状についてふれ，官公吏，警察官，会社員の動向とと

もに，小学校教員や啓明会にも言及している。小学校教

員の遂動に関して次のようにのべている。

「我国の小学校教員数は，統計によると，約十八万人

であって，その俸給額は，文字通りの薄給である。大

戦後の物価騰資にうもづ苦しんだのも彼等であって，当

時(大正8年)，東京市の某小学校で三十名ばかりの教

員が f日本飯の会』なるものを作って，毎日経叙だけ

は，外国米の代りに，日本米を一人一合二勺，それに

沢庵閉片づつをそえて，学校で炊事して会食すること

を申し合せた，と言う悲惨事さえある。

大正八年を期として，小学教員の増俸運動被選挙権

要求遼動等が社会の表面に現れて来，各種の形式に於

て教員共済組合が続々として成立した。東京，京都，

岡山，呑JII.熊本，長崎，広島を始め，先づ都会に，

次いで農村にも， Il'会員相7i.の協力により，教育者た

るの使命安全うし，併せて会員各自の生活を向上せし

める』ことを目的とする教員会が生れ出た。この教員

会，教員共済組合は，始めは学校，町村，等の小区域

を単位とするが，それが次第に，郡，県，地方，そし

て全国へと総合提携の範協が拡大して行く傾向があ

る。将来の教員運動の基礎をなすものは，この共済組

合に外ならないであろう。(政府もまたこの組合に着

目して， Il'教員互助組合案Jを出して， 中間階級政策

の主主を霞こうとして懸る。)

全国的な教員団体としては，大正十年に， Il'教育擁

護同盟~ Il'臼本教脊者協会』が設立され，単なる経済的

要求以外に，政治的な要求をも綱領の中に掲げて居る。

然し要するに，現在としては，我国の教員選動は，

労働総合の勝芽としての共済総合の範顕に.u:り，当局

の圧迫，及び政府の諸施設，増俸等の効果によって，
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まだ殆んど階級的色彩を帯びて際ず，その要求も徴湿

なもので，待遇改答の要求も，各地に常例的に関かれ

る教員会議の席上で，他の議案と共に提出され，討論

されるにすぎない状態にある。だが，我々としては，

かのブラシスの労働総同盟 (C・G.T)の加盟組合た

る小学校教員組合も，その始めには単なる微温な共済

総合であったことを記憶して霞けば充分であろうj<四}

啓明会については俸給生活者組合とあわせ別項とりあ

げている。

rs・M.U一一俸給生活者組合は，大正八年九月，

当時の形勢に乗じて，堂々労働組合主義を標箆して，

設立されたものである。会員六百二十名，その後に設

立された， S.M.U全国タイピスト組合， S・M.U

全国通信従業員組合と連立して，会員一千二百名，大

いになすところあらんとしたが，猛烈なる官覧表，資本

家の圧迫と，一般俸給者の無自覚よりして，形勢利あ

らず，会員僅かに数十名に減少したとさえ伝えられた

が，その後運動方法を改めて，消費組合，共済，職業

紹介，日用品の廉売，等の手段によって会員せと集める

ことにし，大正十一年には，実費診療所を開き機関雑

誌『俸給者Jを発行したりして，緩々今日に三さって居

る。殆んど向じ時期，同ーの趣旨に於て設立された教

員組合『啓明会Jもこれと障害々向様な運命をたどっ

た。

西欧の先進国の例を学んで最初よりツレード・ユニ

ォγズムを擦践した S・M.U及び啓明会の運動は，

我閣に於て未だその機が熟しなかったことと，官憲，

資本家の猛襲とによって，勢力をなすに至らず，一種

の単なる先駆運動の如き綴を塁して来たが，かかる組

合が，すでに我国に存在して闘争して来たと言うこと

は，その成功と失散とを関わず，我国俸給生活者運動

の前途に，非常なる好影饗を与えるであろうことは論

を待たぬ。

S ・M.U及び啓明会の活動分野は，我国に於ては.

将に来らんとする段階である。従来の不振は憂うるに

よEらぬ。今回の日本電機の争議に於ても， S.M・U

の会員の活動著しかったと関く。彼等の活動はこれか

らである。教てこの運動を別項に抜き出した所以はこ

こにあるj<30)

彼が，啓明会を小学校教員の運動と反別してとりあ

げ，しかも俸給生活者組合運動の f先駆運動jと苦手備し

ていることは興味深い。啓明会が，社会的に無視しがた

い運動として展開されていたことを示すものであろう。

林の認識全体についていえる特徴は，よくいえばオプテ

イミズムであり，悪くいえば客観主義的な態度である。

統一戦線的観点から，俸給生活者運動をどのように組織

するかとし、う実践的な意識が欠けている。それは次のよ

うな表現にあらわれている。「労働階級が，俸給生活者

の協力を過大視することは，勿論多くの危険を伴うが，

これをど過少視することは，甚だ賢明ならざる行き方であ

る。むしろ，彼等をその奴隷状態より解放することは，

労働階級の歴史的任務の一つであると言っても，決して

過震ではないのである似)J俸給生活者腐は，必ずしも社

会変革の主体勢力の不可欠な構成要素として位霞づけら

れていないのである。

彼が， 1924 (大正 13)年2月の日本労働総向波大会に

神戸連合会が S・M.U(俸給生活者組合)加入の提案を

した事笑，何年 10月総同盟関西岡援会大会で「俸給生活

者解放案」が決議された事実を熟知し，しかも，コミン

テノレγ第 5回世界大会におけジノヴ{CX-ブやタララ・ツ

ェトキγの「知識階級Jに関する積極的発言(32)に触発さ

れて論文を執筆していることを考慮するならば，その認

識が現実の運動の発展や客観的情勢に少なからず立遅れ

ていたことは杏めない。しかし，それは，蒋建過程にあ

った共産党の組織的影響力がきわめて微弱で，労働総合

運動において主導的地位を確立していないことや，とり

わけ，革命の戦略が不篠定であったことに規定されてい

た仰〉。

その理論的定式化は，いわゆる「二七テーゼj含また

なければならなかった。コミンテノレγの「日本問題にか

んする決議」は，明確に規定している。「日本革命の推

進力は，プロレタリアート，農民および小都市ブルジョ

アジーであり，なかんずく，主としてプロレタリア{ト

と農民であるJ(34)と。

実践的指針となるべき遼論の不務確さにもかかわら

ず，現実の俸給生活者運動は，着実に前進をみせていた。

次に，俸給生活者組合運動の歴史的経過を概観し，その

なかにおける教員組合運動成立の可様性を検討する (35)。

1919 ~ 20年にかけて，数多くの自主的教員組織が生

起したように，俸給生活者組合運動も教員の隣争をつつ

みこむかたちで高揚した。それらの多くは，経済的姿求

をごと台iこしたもので，ね瓦扶助的な性格をもっていた。

しかし， 1921 ~ 21年になると大きく後退し，解体状態

になった。このように，俸給生活者が，独自の鰭騎的闘

争をおこすにいたった背景には，大学・専門学校出身の

技術労働者，害事務労働者，公務労働者，あるいは婦人労

働者が急速に増大し，一定の均質な社会的階層が形成さ

れたということがある。

俸給生活者組合運動が，再び胎動をみせたのは， 1924 

(大正 13)年である。 1924年2月， 日本労働総同盟大会
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において神戸連合会が， rサラリーマン (S・M ・U)認

容の件」を提案したことに端を発している。その理由は

次のようなものであった。

「今や我閣の無産階級は其の解放運動の戦線を純筋肉

労働者の組合運動のみに委し得ない。彼等はI!l十ぶ『働

かざるもの喰ふべからず』と云ふが如く， w虐げらる

るものは起たざるべからず』と。階級戦線の拡大は精

神労働者に迄及ばねばならぬ。此に於て革命的労働組

合を以て任ずる我が総同践は，今後の運動進展の上に

於て充分なる考慮を致さなければならぬ。………否等

は総ての虐げられたる同志と共に!日来の感情を捨てて

戦線のー兵卒たらむ事を期するが放に，此の精神労働

者の間結を望む事切である。然るに現今一部の遂動家

は此の意見に対し，時期尚早なりと云ふ者あると開け

ども，苦手人は今や茶の機会に遭遇せるが放に，敢て止ヒ

の叫びをj二ぐるものである。大正 12年9月1日関東

に於ける大震災は多くの教訪11を寄人に与へた。特に此

の際奇人に感銘を強からしめたるは，俸給生活者の悲

惨の度の杏等純筋肉労働者よりもより大なりし事であ

る。彼等の多くは失業した。市も彼等は王子生の習慣及

び体質の関係により，杏等筋肉労働者の如く直ちに織

に従事する事不可能である。

・・・・・・・是れに依って茶の主義溜を祭ずる時如何に彼等

の生活茶のものが不安なるものたるかを知ると共に，

彼等の多くは此の一大天災を車長期として，非常なる党

躍をなせる事を知る司王が出来る。俸給生活者は，立ま

に問題つつある。吾等ーは:Jl!:等の兄弟を導かねばなら

ぬ。(36)J 

しかし，大会では，代議員のインテリゲンチャにたい

する感情的反携を利用した右翼翼社会民主主義幹部の妨努

によって，提案は暗礁にのりあげた。結局，提案者は採択

の見通しなしと判控訴して保留した。これにたし、し，同年

10月総同盟関西同捜会は，総同践に反省をもとめる決議

を採択し，声明を発表した。 f吾等は主主に，わが総i奇麗の

主義綱領を承認せる銀行，商応，工場，学校，号事におけ

る下級事務長，及び頭脳労働者E遺体の加践を認容するこ

とを声明すると共に，自覚せる俸給生活者諸君が，一切

のブノレジョア観念を脱して，我等と共に，無産階級の解

放に努力せられんことを望む。J(37) 

こうした下部組織の突きあげのなかで，翌 1925(大正

14年)の総向盟大会は， 質疑討論することなく満場一致

で「サラリーマγ ・旦ユオγ認容の件」を可決した〈向。

総向践の方向転換は，俸給生活者組合運動にとって画期

となった。まず神戸地方の先進的俸給生活者は， 1925 

(大正14)年6月24日神戸サラ担{マジユエオγを創立

した。この組織は，階級的立場にたつ俸給生活者の罰的慈

識的努力によって結成されたもので， 1919~ 1920年時

の自然発生的な相互扶助的組合とは皇霊的に異なってい

た。神戸サラリーマγユニオンは，俸給生活者総合運動

の先駆となった。同年 10月， 大阪非筋肉労働組合が成

立した。ほぼ悶じ頃，神戸労働学校出身の俸給生活者に

よって神戸一般労働組合がつくられた。京都にも，京都

キネマ従業員総合が結成された。東京方面においても，

東京無産俸給者組合主葬儀会が， 11月12日にどラまきの

主主伝活動をすすめ， 28臼野坂参三ら 20名参加のもとに

関東然皮俸給者組合を結成した(39)。その創立総会では，

(1)既成問種団体(市箆職員i湾志会，日本工人倶楽部，逓

友同志会，啓明会， シンガーミシγ従業員団体等)との

援携， (2)無産政党への加躍，が決定された(的。

11月2913，上記の組合が結集して，全国俸給生活者

組合協議会が発足した。創立協議会においては， (1)労

農党に対する態度， (2):全国総迷合に対する態度， (3)機

関紙の発行，などが討議され，宣言，綱領，規約を発表し

た〈的。委員長に関根悦郎が選出された。全国俸給生活者

組合協議会は，俸給生活者組合運動における階級的潮流

の全鴎的連絡機関としての性格をもつもので，ここにゆ

るやかではあるが，全国的単一組織の足場がつくられた

のである。同時に，その政、治的立場，方針からいって労

働組合遂動の友翼的潮流の有カな一翼合担いうる可能性

をもっていた。それは，第一次農民労働党結成の直前で

もあった。

1926 (大lE15)年5月2日，神戸において， 大阪非筋

肉労働組合，神戸 S・M.U，関東無産俸給者組合の代

議員が出席して，全国俸給生活者組合第2間協議会が関

かれた。機関紙『俸給生活者』の発行，労働幾民党の支

持，俸給生活者を労働組合法の範践に入れることを可

決するとともに，日本俸給生活者組合聯盟結成を決め

た(42)。綱領は次のようなものであった。

r1. 近代社会の発達に伴ひ俸給生活者の勤労は震鏑

関係によって支配せらるるところの純然たる震綴労働

のー形態たる性質を有するに至ったものである。放に

警等は斯の虫日き明白なる意識の上に立ち，自立的努力

によって麗鋳条件を維持改善し，生活の安定と向上を

計り合理公正なる社会生活を実現せんこと会期す。

2. 因襲的心理と屈従的態度と小プノレジ玄ア個人主

義と利己主義とは俸給生活の麗傭条件を低下せしめ，

その生活状態を墜落せしめるものである。放に吾等は

是号事の弊風を一掃し協隠の努力と団体的精神とによっ

て共通の利容を擁護し共同の目的を達成せん毒事を期

す。
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3. 現代社会の中には俸給生活者と向ーの社会階級

に属し若しくは俸給生活者と共遜の利害関係を有する

多くの婆言葉がある。放に俸給生活者の組合は，狭院な

る職業的偏見と空慮なる自負心とに捉われず，広く是

等の要室長と提携協力して共通の利害を促進し，共同の

目標にi匂って努力ぜん惑を期す。J(43)

聯躍の結成は，連絡協議機関から全国的連合体への組

織的発践を意味している。その組織体制は，全国大会を

最高決議機関，中央委員会を執行機関とするもので、あっ

た。同時に組合の基本的組織単位は職場の分会におき，

その集合体として産業別，地域別の支部をおいた。近代

的労働組合にふさわしい民主集中制の隊員IJにしたがった

組織形態であった。連盟発足後，各地に新しく組合がつ

くられた。 1926年2月札幌， 8月横浜， 10月川崎，それ

ぞれサラリーマンユニオγがうまれた。

1926 (大正 15)年 12月11日， 東京でひらかれた日本

俸給生活者組合聯盟第1回大会では，加援7組合から代

議員 57名が出席し，労農党支持を決めた。中央委員長

には上村進が選ばれた〈的。

1927 (昭和 2)年 10月16日，大阪市中央公会堂で開催

された第2回大会は，俸給生活者組合運動の発援にとっ

て重要きな意義をもっていた。関東，京都，大阪，神戸の

ほかに， )11崎，横浜，名古震，盛関の組合代表が出席し

たことは運動のひろがりをしめすものであった。さて，

大会に課せられた重要な任務は，組織形態を産業別，職

業別に改編すること，問符に地方評議会を設立すること

にあった。これらの組織方針は決定され，それにともな

って規約が抜本的に改正された。名称もまた日本俸給者

組合評議会となった。産業別，綴業別組織改編の方針は

産業・職業単位に独自の闘争と組織を発展させ，それを

つうじて広範な未組織労働者を獲得することをめざした

ものであった。すでに，荷量H 月単位組合として最大の

組織成員を有していた関東俸給者組合は，産業別組織改

編に若手していた。機関紙『俸給生活者~ (第6号 1927

年4月 15日発行)は， その毒事情を次のように説明して

L 、る。

「資本の客観的状勢と，会無産階級運動の内的発展と

そして俸給生活者組合そのもの L成長と，俸給生活者

群の自覚は，特に関東俸給生活者組合の最近の大飛践

となって漢はれ，従来の各職場分会単位の活動では組

合員大衆の意志を本官官に反映するにも，本部の統治j指

導を全組合員に徹底するにも非常の不便と故障を生ぜ

しむるにヨさった。主主に於いて，大会を前にして念、逮一

種の産業別による支部の確立を計画し，本月上旬，出

版，主芸術，公庁，保険，合同の 5支部を成立せしめ，従

来の分会は，各々その支部に整理統一し，各支部は総

会，委員会，拡大委員会，専門部の各機関を持ち，本

郊の統制の下に，自立的活動を為すこと与なった〈均。」

そしてこの関東俸給者組合の場合，大会決定にしたが

って 1927(昭和 2)年 12月 15日，潟東出版俸給者組合，

関東金融俸給者組合，東京一般俸給者組合へと本格的に

改組した仰〉。神戸サラリーマγ ュュォγも， 12 Jヲ18

日，その第2回大会で組織改編を決め，金融支部，官公

庁支部，工業支部を発足させた(47)。俸給生活者組合運動

は，飛躍的発展をめざすための組織的基盤をほぼっくり

あげた。

以上の概観からいえるように，当時の俸給生活表組合

運動は， 1925 (大正 14)年6月24認の神戸サラ1)-"" 

γユニオン結成以来 2年半の関に，着実な前進をみせ

てきた。しかも，階級約立場を堅持しつつ。この婆閣は

なにか。いうまでもなく，慢性的な恐慌，不況による生

活の食関化と，それにもとづく自然発生的関争の頻発化

が基底的条件としてあった。しかし，ここでは主体形成

の特徴に校目したい。すなわち，俸給生活者組合運動の

主体が，当証寺の階級約な政治運動の発展と不可分なかた

ちで形成されたという事笑である。俸給生活者組合運動

の扱い手になった部分のほとんどが，政治研究会に所属

し，しかも政治研究会が俸給生活者組合運動の発践にー

廷の指導的機能をはたしていたことがそれをしめしてい

る。俸給生活者組合運動の当事者はいう。

「かく全国的に俸給生活者の組合運動は短日月の間に

起ったが，これと共に合せて考えられるのは十三年六

月に成立した政治研究会の運動である。政治研究会の

構成には所翁街頭分子即ち俸給生活者の前衛分子が多

数参加していた。以上起った俸給生活者の組合も茶組

織のJ二に政治研究会と多少の協力と援助した毒事があっ

た(48)J 

ここで，政治研究会について必裂な限りでふれてみた

い。政治研究会は， 1924 (大正 13)年6月28日に政治問

題研究会が発展的に改組したものである。創立委員によ

る「声明」は， r無産F皆級政党組織への一つの準備階

段として，広く全間同感の土の協力にまち，あらかじめ

これに必要なる調査と研究を遂げ，あまねく然霊長民衆の

政治的教育と団体的訓練とを促さんとする仰)Jとうたっ

ている。「普通選挙」実施をお前にして，単一「無産政

党」結成の動きが活発になるが，白からその運動の一翼

をま包おうとするものであった。創立さ包初は， ブエピアγ

主義，右契約社会民主主義，マルクス主義など雑多な怒

想潮流が混在していた。会員は急速にふえ，機関誌『政

治研究~ 19245f.1l月号によれば 1000名余に，翌1925
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(大正 14)年3月の日本労働総同盛大会では3∞0名を越

えたと報告されている。これは，自らの結集，依拠すべ

き大衆的組織体をもたない進歩的イ γテリゲγチャ，知

識人，俸給生活者が，続々加盟してきた結楽である。逆

に，労働級合，農民組合は，接近することを極力ざけて

L 、Tこ(50)。

政治研究会が窃確に左翼化するのは， 1925 (大正 14)

年6月28日本労働組合評議会中央常任委員会が傘下組

合員の研究会への積緩的加入を決定した以降である〈向。

10月713の臨時大会では，評議会出身者，学生社会科学

連合のメ γパーが多数を占めるにいたった。動揺した右

翼的幹部は自ら中央委員を苦手し，かわって階級的部分が

指導部を構成した。 このとき，政治研究会は， 80余の

支部， 6000名の会員な擁する一大政治組織となってい

た{向。研究会は，評議会，水平社，共産青年間駿など

とともに， 1"無産政党j 結成のために活動をつづけ， 評

議会のイニシャチブでつくられた無産政党組織準備会地

方協議会においても，全国各地で主導的役割を果してい

た〈向。政治研究会は，一定の大衆的政治行動力をそな

えた組織であった。

すでにのべたように，政治研究会には俸給生活者が少

なからず入っていたが〈判，彼らは研究会の活動をつうじ

て自己の政治的能力と階級的観点を鍛えていった。彼ら

は，狭隆な階層的・職業的利害にとらわれることなく，

大局的見地から俸給生活者組合運動の組織化にとりくん

だ。その活動は，事実上， 1"下からの統一戦線j 運動の

一翼をになっていたと評価されよう。いわゆる「新中間

階級Jの組織化が著しく遅れ，それゆえそれが労働運動

の重要な課題のひとつとなっていた当時としては，大き

な意義をもっていた。

政治研究会の分析からいえることは， 1925 (大正14)

年に入ってから，俸給生活者の先進的部分は政治研究会

を拠点に，一方で「無産政党」実現に努力を重ねつつ，

他方で同年後半より俸給生活者の組織化にエネノレギーを

傾注してきたということである。

さて，このような俸給生活者組合運動の階級的・組織

的前進のなかで，教員組合遂動成立の可能性はなかった

であろうか。きわめて限られた資料から断定することは

避けたいが，可能性がまったくなかったとはいし、きれな

い。たとえば，政治研究会と啓明会との問には一定の接

触がみられる。問中惣互王郎が，研究会に加わり本郷小石

JII分会の委員をつとめている (55)。また，下中の場合，研

究会の創立主主でしかも『政治研究』の編集人であった島

中雄三から入会合懇議された事実も指摘される(向。た

だ，彼は辞退しているが。さらに，俸給生活者組合運動

そのものとの接近についていえば，関根悦郎が全国俸給

生活者組合協議会の委員長に選ばれ，関中惣五郎も同様

の遂をたどっている(57)。しかし，これらはあくまで彼ら

の個人的行動にとどまり，啓現会としての組織的関係に

までいたってはいない。その事情はすでにのべたところ

である。すなわち関根をふくめ啓明会の教化運動的「教

員組合j言語は，俸給生活者組合遂動に合流していく内的

必然性をもつものではなかった。ただ，関根の場合に

は，政治的労働者教育への志向性をもっていたので，政

治研究会，俸給生活者級会運動はいささかも矛盾したも

のとは感じなかったのではあるまいか。そして，彼は，

1925 (大正14)年暮より， rr無産者新隠』の編集に専念

することになり (58)，君事務会から完全に離れていった。い

ずれにせよ，啓明会の内部において方向転換を現実化し

うる主体が有力なかたちで形成されなかったといえるで

あろう。

それでは，俸給生活者組合運動の側は，啓明会にたい

しどのような態度をとっていたで、あろうか。 1925(大正

14)年 11月結成の関東無産俸給者組合が， 1"既成同種団

体」との提携を決め，そのなかに啓明会をふくめている

ことは注自に値する。ただ啓明会の運動目標，組織形態，

構成などについてどのように把握していたかは不明で、あ

る。左翼陣営の壊さ明会認識の特徴は，俸給生活者組合運

動一般の範鶴でみており，教員組合運動としての独自

性，特殊性に義gしていないことである。それゆえ，せ

いぜい俸給生活者組合運動の先駆的形態として評価され

るにとどまっている。草生明会の教員組合的転換を促進す

る運動組織論が労働組合遂動の叙uに成熟していなかった

ことをしめている。運動組織論の欠如は，後に教員組合

選動の発展に否定的影響を与えることとなったのであ

る。

次に，俸給生活者組合運動そのものから教員組合が分

化する可能性はなかったかについてふれてみたい。まず，

俸給生活者組合における教員の組織化の穏度が問題にな

るが，それを明らかにしうるだけの十分な資料はない。

ただ，日本俸給生活者組合聯践の当事者が次のように議

いていることは手がかりになるであろう。「その(聯盟を

さすー引用者)組織率を綴業別に云えば，新潟，雑誌記

者，会社員，銀行員，官公吏，工場従業員，教育，自由

職業者(文士，医者。弁護士，小菊人)のl震になる (59)J。

また， 1927 (昭和 2)年に笑擁された関東俸給者組合の

サラリーマγ 「勤務調査」は， 注留されてよい。(60)要

求項目は 32に整理されているが，そのなかはに教員の

要求とみられるものが少なからずある。

1. 官公私立学校教員初任給の同額食金要求
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1. 代用教員の差別撤廃

1. 師範卒業生の義務年限の撤廃

1. 教員転免権濫用絶対反対

1. 教員思想調査反対

1. 校長公選

1. 官公吏級務規定の撤廃

教員が組織されていたことは，以上のことからだけで

も明らかであるが，実数はごくわずかにとどまったよう

である。すくなくとも，職業別符編成への移行におい

て，独立の部門や支部をつくりだすほとやの安定した組織

勢力にはなっていなかったといえる。教員はもとより，

全体としても組織実数はそれほど多くなかった。当時の

俸給生活者組合は，政治研究会における活動などによっ

て政治的経験を芸蓄積してきたもっとも自覚的な分子と組

織によって構成されており，いまだ大衆性をそなえては

いなかった。いわば運動の中核部分が結集した段階にあ

った。この点では，自然発生的関争と綴織を直接の土台

として成立した遂動体とは組織的性格が異なっていた。

それゆえにこそ，政治的路線と組織方針が，当初から戦

闘的であり，原則的でありえたので、ある。こうした事情

にくわえ，教員の組織化を間難にしたのはその合同労働

組合的形態であった。日本俸給生活者組合聯援の場合，

f加援組織は殆んど総ゆる俸給生活者及びこれに類似し

た分子を以て構成された合問組合の形をとって居。，職

業別又は産業別の組合はな(61)Jかった。そのため，教員

の階層的・独自的要求を基礎にした大衆濁争を多極的に

おこし，それをつうじて組織を拡大することは容易で、は

なかった。これは教員にとどまることなく飽の織業にも

いえることであった。一般的に，俸給生活者は，工場プ

ロレタリアートとの対比において，相対的に均質な社会

階隠せと形成しているといえるが，その内部機成は必ずし

も単一ではない。労働内容，賃金水準，生活様式は，織

業ごとにそれぞれ違っており，それに対応して闘争対

象，闘争目稼，闘争形態，組織形態は異なってくる。と

りわけ，自然発生的要素が規定的な運動の端緒的段階で

は，それらはいっそう不安定性と多様性をおびざるをえ

ない。極端な不均等発展をみせる。これらのことは，一

定の発展段階で組織形態を産業別，車造業別へ分イじさせる

ことを要求するのである。その窓味で，日本俸給生活者

組合理誇短から日本俸給者組合評議会への移行過程におい

て，職業別総織改編の方針が提起されたのは必然的であ

った。それによって間接的にせよ教良部門成立の可能性

が拡大したかにみえた。

たしかに，客観的な事態は，労働組合的綴織原則にも

とづく教員組合の結成を求めていた。それは，啓明会の

破綻によっていよいよ明白となっていた。啓明会は，

1927 (昭和2)年 11月従来の方向から再び転換し，教員

組合として符生をはかろうとしていた。『教育溺報~ 11 

月5日号に， I日本唯一の教員組合殺現会は新時代と共

に魁生したノjの見出とともに，1.校長公選 2.治警

第5条撤廃 3.義務年限撤廃 4.教員転免権濫用抗議

5.代用教員，女教員の差別改養 6.試験制度合理化

の要求項目を発表した。反襲撃は皆無に近かった(62)。それ

は，殺明会が， I会員の自主的努力によって教育の本義

に徹し，よって以て社会の根本的改迭を行うJ(規約第2

条)といった啓蒙的・教化運動的性格を依然として払拭

しないこと， Ir教育週報』紙上から呼びかけて「申込み

はハガキ」で受けつけるという教員組合の組織方針とし

てはあまりにも非現実的，前近代的で、あったことに起閤

していると思われる。教員組織として歴史的役割を来し

てきた啓会務は，ここに名実ともに崩壊した。

かくして，潜明会の破産によって教員組合結成の現実

的可能性は，俸給生活者組合運動にのみ残された。すで

にのベたごとし独自的な組織理論が欠如していた状況

のもとで，教員総合の自立化は容易に見通されなかっ

た。が，同時に，俸給生活者総合運動の全体的進展が自

然成長約とはし、え，その条件と基盤を拡大することも事

実であった。

しかし，この可能性も， 1928 (昭和3)年 3月15日の

いっせい弾圧によって断ちきられた。総選挙における日

本共産党の公然たる大衆活動と f無産政党Jにたいする

労働者・農民の熱い支持に驚樗した問中義一内閣は，第

55特別議会のE霊前3月15日未明一道三府二七県にわた

り，共産党，労農党，評議会，無産青年同盟などの戦闘

的活動家 1568名を逮捕した。 484名が治安維持法違反で

起訴された。共産党は綴織の 9割以上を彼接された。さ

らに追いうちをかけるように 4月10日労農党， 評議

会，全日本主義康青年同盟の三団体が治安警察法第8条の

名をもって解散を命じられた。翌年4月 16日の弾圧を

ふくめ一連の凶悪な政治 表治安維持法違反検挙者

的弾圧が，日本の革命関 と起訴者

争はもとより労働組合運

動にも壊滅的打撃を与え

たことはいうまでもな

い。同年 12月25日，非

合法複にもたれた日本労

働組合全題協議会準備会

に結集した組合数は 56

年度

1921i年

1927 

1928 

1928 

1930 

1主主1

1932 

19;03 

1934 

検挙者数

3.426 

4，942 
乱124

1仏372

12，960 
16.138 

5.027 

起訴者数

38 

11 

530 

344 

1i54 

1，295 
b08 

113 

5L8 

であったが，直接代表者 n=J本の歴史』下新日本

を送った組合の擁した総 出版社52.83Aより
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合員数は 6，500名にとどまった。評議会は，弾圧以前の

緩感時に59組合約3万9千人を組織していたといわれ

ているから，打撃がいかに大きなもので、あったかがわか

るであろう。評議会との提携のもとに，前進してきた俸

給生活者組合運動もまた痛手を受けた。むしろ，遂動基

盤がもともと脆弱な俸給生活者組合運動にとっては決定

的でさえあった。日本俸給生活者組合評議会は，中央指

導部ならびに地方組織ともその笑体と機能をなかば失う

のである〈向。その回復は遅々とした。 IB評議会加援の戦

闘的労働組合は，全協の発足にともなって活動を蒋関

するが，俸給生活者組合の結集はほんの一部にとどま

り〈叫，全体としては， 1930 (昭和5)年6月日本労働組合

全国協議会一般使用人組合が結成されるまで実質的な窓

自がつづく。ただ，社会民衆党の影響下にあった全国俸

給者協会と日本大衆党系の全俸給生活者組合が，その間

際をぬって微々たる動きをしめずにとどまるのである。

〈師〉もとより一般使用人組合発足の時点、では教員はふく

まれていなかった。かくして， 1927 (昭和 2)年， 1929 

(昭和4)年の連続的恐慌のもとで，広範な教員は，組織

的に結集することなし首切り，賃金切り下げ，未払い

などの集中攻撃にその身を曝らすことにたるのであっ

Tこ。

く註〉

(1)本論文における啓明会の分析と評価は. 1930年代教員組合遂動と

の迷統校(非連続位〉を一義的に号自らかにする箆:味から，教員組合

運動(史〉的観点から限定しておこない，かつ叙述も婆約的なもの

にした。全体の機成のなかでは序論的な位鐙をしめている。

それゆえ俗別的な教育忠怨・イデオロギー，あるいi主組織的実体

につし、ては捨象した。その点については，河本洋三三氏の研究「宇苦闘

主義教育に対する批判の運動と 4怒怒一一大正期教関遂童話史研究…J
(f東京大学教育学部紀婆第B巻J1963年〉を参照されたい。なお，

E芽明会の分析に関しては，関本氏の研究成果に負ラところが多い。

(2) f東京大学教育宅号待宅宅B巻J19邸年 149~ 150廷

(3) 特定の運動体の隆史的継続を評価する場合，総織的存統自体が抽象

的に問題にされるべきではなく，さしあたり運動体の戦略的・戦術

的居様，組織形態(指導体制・遂営形態をふくむ). 組織成員数，

闘争目擦，形態・戦術などの総体的把握のなかで佼設づけられるべ

きであろう。

(4) f近代日本数手著書告書長2 社会漆動と教育』所収 溺土社 19日P年

210 ~ 225頁

(5) さしあたり，志摩隊伍 f日本の教郎ーーその歴史的考聖書伐の一一

教育労働運動と教育研究遼動について一一Jf歯民教育研究所論瀦

8現代日本教締論』日本教職民組合 19i16年初日貨 104頁を参照さ

れたい。

(6) 下中は，論文「教民総合の蕊豪華，目的」のなかで，次のよラにのベ

ている。

「夜明会の使命が教化遼動にあり，教化運動の悶擦が社会改造に存

する以上，教育者の利益擁護や地位の向上ゃを決して軽視するわけ

ではないが，さりとて.之等の事柄をそのや心自擦として底らない

ことは勿論である。若L.望書明会が，是非第二重量的の問題に対して

考える場合があっても，それは暴資，大事の前の小事で，究緩濃怨

を実現する手段としてであることを忘れてはならぬJ
(7)一般会員は機関誌読者がほとんどであり，受動的な谷在であった。

(8) 岡本洋三鶏掲論文:166.177頁。
(9) 犬丸事章一 fコミ YデノレYS本支部の成立J~f関際労働遼霊訪の援史と

現状』労働旬報社 1970年 49:i'l:参照。

(10) 詞本洋三前掲論文 155頁

(11) 筒上 166頁
(12) 隠上 156 :i'l: 

(13) 同上 156 :i'l: 

(14) 関根悦JlH教育の社会的基礎』平凡社 1925年 380:i'l:

(15) 隠上 381 ~ 382主主

(16) 向上 391頁

(17) 同上 393主主

(18) 岡上 395 ]託

(19) f万人労働の教育J192吉年『近代日本教育論集 2社会連働と教事ぎJ
所収 243:i'l: 

(20) 1921年から 1930年にかけて主要な雑誌， 研究誌に掲載された関係

論文と著著書は以下のとおりである，

1921年

山川均「中産階級滅亡識H改造J1日 5月号

佐野学 f社会の進化と中間階級H持率欽J3月号

島中雄三三 f中間階級の社会遂動j向上

沖野岩三虫H俸給生活からJJl(格生活へJ湖上

下中弥三郎「教師も労働者であるJ隠よ

北沢新次郊「知識階級と労働遂働j同上

仁保書量松 f社会運動に対する知識階級の使命j向上

192吉年

大内兵繍「俸給生活者の波滋とその運動Jf大原社会問題研究所

ノミ Y フレツト ~8号

i1JJII均f頭脳労働者と総合運動H磁蒋く人J1自号

池回総産主「中間階級の本質と使命Jfエコノミ ;;qJ1月日日号

佐聖子学「中間総級的社会議義論H解放J2月号

IdJ上「社会革命と知識機級j向上4月号

有感裁郊「知識階級と含」、もの」向上

山本主主治 f王手fまな自称知事費総級JJ母上

平林初之総「知識階級の分解」問l上
新村出「知識階級存在の倒錯J向上

長谷川如是閤「知的生活の隷属と反抗」河上

山111均 f無康階級と知識分子J問上5月号

1924年

権問保之助「東京市に於ける少額俸給生産者語宣言十の一線型Jf大
源社研雑誌J2巻2号

言ま木節ー「知的労働者問題H社会政策時報J42号

林S善雄「俸給生活者と車量産隠級Hマルクニえ主義H月号

関根悦郎「知識階級の党縫H文化i璽綴H 月号

1925年

河津議 f俸給生活者間勉JW経済学論集J4'"普1号

猪俣津南織 f無産政党と中腹階級H政治研究H 巻 1号

林E幸雄「我図に於ける俸給食活者の運動Hマルクス主義H 月号

緒方緩雄 r~操業婦人の考察H社会事業研究J 13巻 10号

1926年

権問保之助「労働者及小額俸給生活者の家計状態比較Jf大原社

研雑誌J4巻 1号

手雪野君主吉「中間階級論H社会関lI.!i講~J7券

樋口弘 f俸給生活者組合遼織の現状JI河上

関上 「日本俸給生活者怒合理時飽H解放J12月号

1927年

上村進 f俸給生活者組合運動H太陽p 月母

小池四郎「俸給生活者若手のi支務と東主主J湖上

安部磯雄 f俸給生活者の解放運動ょに於ける地位と役l'lUJ隠上

1928年

溺間一『ナ'79ーマ Y物議』東洋経済新報出絞部

関」ニ 『統;y-'79ーマシ物言語』岡上

サラ 9 ーマ Y隠盟『ヲナヲ F ーマyと労働遼霊訪』サラ 9-"'Y~塁盟
関上 『ナラ 3ーマy諸君へ』 岡上

日本俸給生活者総合勝盟『俸給生活者に訴ふ』

潟地敏子「鋒入俸給者の悶盤を提唱すH綴人運動H 巻 4号

滝野学寄「知識階級の根本問題H社会科学J11月号

問所輝明 f小市民と無産政党」向上

カヲアキー「インデ5グY ナヤ諭J向上

務付綴三 fイシテ Fグシチヤとプ口レタ 9ア階級意識j向上

隠橋重量含 f幕末の下級武士と今日のプチ・プノレJ湖上
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i/-r Jレマ 0.'rプロレタ 97後衡としての有識者j隠上

森LU鉄:::orイo.':r9グ0.'7-ヤ問題J関上

チエトキ 0.' r有識者向燈j関上

1929年

小池四郎『俸給生活者;論』資惑溺議務

前回一『職業締人物議』東洋経済新社出版社

山JII菊栄 f現代理費業婦人論H中央公論~ 1月努

大宅壮一 F就戦重量と知識鴻級の商速度的夜務J向上五月号

発話量ロ時次郎 f俸給生活者数の激増と新中腹隠級政策の必要J
『財政経済時報~ 16巻4号

米弘厳太郎 f減俸問題の教書IIJW改造~ 12月号

1930年

青野季吉『ナラ PーマY恐怖持代』先進社

1匂坂逸Il~，鳥海Z喜助訳編 F イ Yテ 3 グYチヤ2 大衆公論社

村島帰之 F無力なるうすラリーマY群JW大大阪H 巻自号

井上摩:::ÕJl~ r俸給生活者の失業問題Jf湾上

江口漁「教育労働者の組合結成JW中央公重量H 月号

河野容「俸給生活者大衆議J照上 11月号

緒方康雄「知識階級失業者の音問H役会政策時報~ 12月号

(21) 渡部議通・滋回EE兵徽綴 rs本社会主義文献解説』大月蓄霊感 1958年

158頁
(22) 林E幸雄 f俸給生活苦苦と無産階級Hマルクス主義~ 1924年8月号

225 -226資

(23) 隠上 227]1( 

(24) 関上 229頁

(25) 同上 230]1( 

(26) この点についていえば， 'if野李古「中間階級論Jr役会問題議燦』

はより厳需に規定している。

(27) 林房雄磁掲論文 231頁

(28) rマルク :::<=vーユy主義の原型重論を模索していたIII持の段階で

は，これに答えるものとしては，レーニyよりもむしろ，ローグ，

ヒルブアデイ yグ，プハ-90.'などの干帝国主義の経済学的基礎づけ

を直接の対象としたものをより援要視したのも，ラなずかれる事情

にあったj守慶典郎『日本マルクス主義理論の形成と発展』資木警

腐 1967年 45頁

青野季ぢ F中間階級論jには，プハ 90.'W転月予期経済学~ (1925 

年訳)の影響事が在意〈みられる。

(29) rマルクス主義~ 1925年弓月号 52日 53J'{ 

(30) 関上 55日 56頁

(31) 隠上 58 ]1( 

(32) 林11，論文「俸給生活者と無産階級Jにおいて，次のよラなジノグ

イエブの発舎を51P号している。

「一つの新しい問題が主主々の誠にある。郎ち知識階級に対する共産

主義務の態度如何の問題である。多くの思々に於て，知識階級はそ

の経済的条件よりして，現在の社会制度に対して，程度こそ奥れ，

鋭い反対状態にある。世界の各領一一独逸，日本，勃抑j，仏潟西

等一ーにあっては，知識隊級の大部分が重量閣に圧迫され，略奪的帝

関主義政策の影響をラけて，十字路に立ち，革命的労働運働に隠傍

を持たざるを得なくなって居るHマルクス主義~ 1924年8月号

225 ]1( 

G訪 中林野二郎氏は，論文「統一戦線の鐙史J(r労働運動史研究 48 号~ 17 

日間賞)において， 議命党の路線穣立と統一戦線の発展の高高速に

ついてふれられているが， これは霊主要な問題提起であろ告。

(34) 日本共産党中央委員会出版部『日本共産党綱領築~ 1964年 21 ]1( 

(35) 戦欝の俸給生活者組合運動に関する研究はほとんどなく，聖子関iE穣

「戦穏におけるナラ 9-マyの組合運動J(W銀行労働調査!狩報J
111日 120，122， 124， 125， 128， 129号 1960年 1月号ー 1961年8月

号〉ひとつにとどまっている。

(36) 罰本労働総限強出版部綴築 rs本労働総局援策十三年大会議事録J

聖子BliE穂官事掲論文より湾引用

(37) 資聖子季吉 W-;-ラPーマY恐怖時代』先進社 1930王手 218]1(よりi'Itll
用

(38) 野田iE穂氏は，総開墜の方針転換'の大きな要因として 1&24 (大iE

13)年7日 9月におきた日本電気の争議を指摘している。〈鵡掲論

文『銀行労働調査時事U11若手予 1960年 5月号江戸 12]1() 

(;59) r日本労働王手鏡』大正 15年度絞 247]1( 

(40) 問上 284頁

(41)機ロ弘 f俸給生活者組合遼動の現状JW主士会問題講1!If~第 7 巻 1926年

(4わ 『艮本労働年緩』悶狗2年度!波232頁

(43) 樋口弘「日本俸給生活者級合聯盟Jr解主主~ 1926年 12月号より汚

ヨi用
(44) r日本労働王手主主砲事02年度版 280]1(

(45) 野田鶴掲論文『銀行労働線変時報~ 115号 1960年 7月号 41]まより

再引用

(46) 岡上『銀行労働務主主時報~ 117号 1960年 9月号 32頁

(47) 岡上 33 ]1( 

(48) 樋口筒掲論文「俸給生活組合運動の現状J
(49) 協調会『綬近の社会運動~ 1929年 543]1( 

(50) 大野節子 f初期の政治研究会と無産政党総織問題Jr大際社会問題

研究所資料室報JNo. 1571969年 12月五日 5]1(

(51) 大原社会問題研究所綴『日本労働組合評議会資料その-~ 63]1( 

(52) 関本渡『日本社会主義政党論史序説J法律文化社 1968年 175頁

(53) 関本宏「無産政党形成問麹と統一戦線JW，統一戦線の幾史』労働匂

報社 1百68年 46、-47]1( 

(54) W現代史資料 1自社会主義運動 3~ みすず警務 1965 年 129， 196， 

383]1(参照

また，大野節子氏の研究〈菰掲論文〉によれば， 1925年4月時の会
長の階層構成は次のとおりである。いわゆる俸給生活者綴の占める

製合が高いことに注意。

東 京 地方

労働者 39.2 14. 9 

Z華民 36.4 

学生 14.7 2.4 

会主士箆教師】

医師官公)j!1
29.1 13.4 

著述書室紀者 i
弁護士F

E車工業 2.2 7.4 

その他不明 12.2 23.7 
(55) 井里子)11潔， )11合軍軍綴『日本教育運動史 1J三一番勝目的年 20m

(55) 渋谷定締「非政党問践の立場H下中弥三郎事典』平凡社 1965年

354 ]1( 

(57) (55)と隠じ

(58) r現代史資料 20社会主議選動 7~ みすず議書房 1968 年 463， 491:!l{ 

(59) 樋口繭掲論文「日本俸給生活者組合理罪捜J37:!l{ 

(60) 日本俸給者組合評議会『戦線情報~ No 31927年 12月29日野間蔚

掲論文『銀行労働繍査時報~ 116芳 1950年 8月号 10頁より湾引用

(61) (59)と同じ

(62) 上自唯JlH教員・教育運動J(r教育新潮~ 1928年2月号 38]主)に

よれば， (入会の通知JI土 f十六枚の葉著書Jにとどまった。

(63) r現代史資料 1自社会主義漆動 3~ 129， 191， 192， 193， 196， 242 

250， 299， 373， 383， 392， 496， 517頁

(64) 渡部徹『日本労働総合王室勤災』脅木議ra1954年 102資 金協関東

地方協議会に俸給生活者総合評議会が加わっている。

(65) 野間繭掲言語文 F銀行労働調査待報~ 118号1960年 10月号 12-13 

支参照

第二軍教員組合運動の形成

(1) ブロレタリア文化運動と義足間人

実 体 あ る 教 員 組 合 的 組 織 を も っ て い な か っ た と は い

え，教員の左翼化と自然発生約抵抗は底流としてひろが

っていった。 1927(昭和2)年から 1928(昭和3)年にか

けて階級闘争は新たな段階に入るが，それは教員の意識

を そ の 深 部 か ら 揺 り う ご か さ ず に は お か な か っ た 。

中国革命の前進に恐怖した日本帝国主義11，中国侵略

にたいする衝動的野望をたぎら4きた。 1927(昭和2)年 3

月末，~民革命家は，上京・南京を占領したが，それに
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たいし寧音11.右翼は，者機内閣の軟弱外交が「居留民の

生命財産jを危うくしていると攻撃した。その背後には

在筆紡綴資本，三井物産などの圧力があった。間flの議

会における片岡蔵相の失震をきっかけに，中小銀行の休

業・倒産がつづき.4月には台湾銀行が倒産の危機に瀕

した。それは金融恐慌の導火線となった。枢密院は，若

槻内閣の緊急、勅令案を~定することによっの内閣官更迭

し，対中国政策を転換させようとはかった。 4月20日，

問中義一内閣が成立すると，ただちにそラトリアムが実

施された。そして発足後わずかにして山東省への侵略を

決定した (4月288)0 6 月 27 日 ~7fl7 臼， 日本帝国

主義者の最高幹部はいわゆる東方会議を開き，中国侵略

の戦略「対支政策綱領Jを決めた。かくして，中関侵略

の第一歩がふみだされたのである。翌年4月188. 再

び山東出兵が強行されたばかりではなく 5月3臼「済

梅毒事件J. 6 月「満~H茶重大事件」と腎険主義的侵略が拡

大されていった。

この侵略行為にたし、しただちに反対劉争が組織され

た。 1927(昭和2)年 1月30日には， 会間無産団体代表

者会議は f対支券子渉」を決めた。問中内閣が成rrした

翌日の 4月21日.r対支非干渉開盟準備会jが結成され，

労働農民党，日本労働党，社会大衆党による共同闘争の

可能性が生まれた。これは，社会大衆党の脱落と日本労

農党の動揺によって一時的なものに終った。労農党は，

ひきつづき評議会，臼農とともに「対3df干渉会関問

滋jをつくって果敢な闘争を組織した。この中国侵略反

対闘争は，分裂によって広範な人民の政治的力量を十分

に結集しえなかったとはいえ，誕生まもない「合法的j

労働者農民政党がはじめて指導した政治闘争として磁期

的な意義をもっていた。それは経済的要求を土台とした

労働争議，小作争議とは質的に区別される。さらに，広

範な労働者，農民，勤労市民，知識人，青年を政治闘争

にまきこんだのは，翌1928(昭和3)年2月の第一間

f普通選挙」であった。斜度的にみて，矯人に選挙権をみ

とめないなど身分的，特権的なものであり，しかも想像

を絶するような野蛮な強圧・干渉にもかかわらず，労働

者・農民などのすくなからぬ部分が，その政治的怒忠、を

表示しうる機会をかちとったことは，階級塁塁争を新たに

きりひらくものであった。労産量党2名をふくむ「先器産政

党jの代表8名を国会に送った。得票は47万1千葉で

あった。労働者，農民がいかに熱烈な支持と期待をよせ

ていたかをしめしている。

中国侵略にずこいする反対闘争.r普通選挙J闘争は，政

治闘争の規模と範囲を大きく拡大するものであった。こ

れは，ジャーナリズムをとうしたマノレタス主義怒恕・理

論の普及，プロレタリア文化・芸術運動の商協とあわせ

て多くの人々を政治的に教育し，階級闘争への自覚的結

集を促進したことは明らかである。

教員がこうした階級翻争の前進のなかで政治的意識を

急速に高めていったのはさ当然であった。前主主でのべた

「啓明会第二次笈設J(W教育逓報~ 1927年 11月5日号)

をめぐって渓瀕されたいわゆる「教育の政治化問題論

争Jに現験教員の鋭利な怒識が反映されている。小学校

教員本庄慾努はいう。

「あの力，あのカを暇燃に擬してjsる者に立!喜びて，断

然其の背後に引き鎚られて行くべきであるか?乃至

は，プロレタ担アの我々に於てなされる一切の抗争に

没入して教家なる小天地に於て，そのあらゆる機会を

利用し，自分遠の理想へ小さき子供を連れ込むべきで

あるか。真実ならざるものと，主主笑なるものとの中間

に，灰色の身を爆している。それで許される時では既

にない。そうして，若し革命が当来されるならば，唯

物史観を口にする教資家の，その足許から革命の燐火

は上げられねばならぬ。あまりに後方に見棄てられた

るが主主に，そうして此の立場のない教育従業者である

が放に，彼等が教育従業に忠実ならんとすれば，必ず

其処に爆発の根源を見出さるべきであるのだ。然るに

古往来今，幾多の革命に於て，私達は真実なる丸心的

な教育従業者を見出し兼ねるのだ。その結論として，

私浅は支配階級の奴隷とならんか，プロレタザア解放

戦に突進せんかとする，其の二途を示されているので

ある。

私達は，それらの意味に於て，何が真実であるかの

議論は，最早や問題たり得ないのである。そうして，

そんなものは奥もちならぬのである。彼等によってな

された実践により，その雲散せざる思想、のために示さ

るべき兵象的なるものを求めるのである。

啓明会は未だに{同等の仕事も私達の前に渓閉しな

い。最も有望に見られた町一…あの第二次宣言言の堂々な

るを見よ。一一それにして，侭が為されているのか。

その他等々に於て，何がなされているのか。権力と圧

迫と御都合とにより，生命さへ剥奪された小学校教員

の友達を，私は何人も見て来た。滋代に呼吸した繰

り，誰がそれを運命と云って，死ぬことが出来るか。

そうして，このことは，最卒や諸君の足許に来ている

のだノ〈勺(傍点一引用者)

新たな階級的教員運動の胎動は，論者本庄をふくむ現

戦教負によって盟葬儀されていた。義足同人の活動がそれ

である。さかのぼって 1927(昭和 2)年4月頃，東京青

山部範学校出身の小学校教員，本庄健男，渡辺雪雄，塁手
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津一農民松永寅平，佐藤孝次郎，深谷初太郎，鳥居吉久，

上ノ;坊仁，小林茂，佐野五郎らによってつくられた，そ

して階級的立場宏志向したものがわりに多い文学問人総

織であった向。同人雑誌『義足』は， 5号まで発行され

たといわれのいるがめ，これまで、発掘されたのは第 5~ー

だけである向。その無署名巻頭論文は，彼らの基本的立

場をしめしている。

「現主主プロレタリアの要求を完全に満足せしめ，砂く

とも僕等13身の認識の不足を描破し，プノレジ翠ア組織

の真相会曝露する。…....・H ・-僕等は文芸の内容に対し

ては砂くとも現存プロレタリア運動を認容するj

義足同人の活動は，プロレタリア文学活動をめざした

ものであり，文学活動を媒介に「プロレタリア運動」に

主主献しようとするもので、あった。彼らは，一様に，教員

の社会的，政治的動向に深い関心をもっていたと忠われ

るが，この段階では，教員組合の組織化については意識

的で、なかった。義足同人自体，権力の二度にわたる発

禁，圧迫などによって，それ以上の組織的発援をみせな

かっため。

しかしながら，その後，同人の少なからぬ部分が教員

運動のおい手となっていった。その有力な契機となった

のは教育ジャーナリスト上関唯郎との接触であった。上

聞は，すでにマノレタス主義的立場に移行しつつあり，啓明

会の下中弥三郎，大西低ーらに代表される農本主義的ア

ナーキズムとその運動組織論にたいし批判的で‘あった。

当時，彼は啓明会にとどまり，問中惣五郎らと協力し

て，階級的教員組合として:再建することを模索していた。

しかし， 1928 (昭和 3)年4月14日の啓明会再建をめぐ

る会合が失敗に終ると，会内部での努力がもはや不毛で

あると判断した。そのような状況にいた上回が，本庄ら

の動向に関心をもったのは当然であった。上回唯京日は，

すでに上問Et三郎らとともに，教育雑誌出版社日本教育

学会発行の『教育新昔話~， w毒事ーの教育Jなどを責任編集

していたので，本庄らにその誌面を提供した。上回唯郎

と!日義足同人との関係は，すでにのべた「教育の政治化

問題論争Jをへて，一層緊密なものとなり，次第に教員

の組織化について一致した構想をもつまで、にいたった。

ただ，作家的能力をもっ本庄の場合， 1928 (昭和 3)年

の前半は，ブ，01"レタリア文学運動に専念した。すでに，

本庄は，山田清三郎との偶人的な関係で， 1927 (昭和 2)

年 11月結成の前衛芸術家同盟(略称「前芸J)に参加して

おり伶，機関誌『前衛JJ1928年4月号に「北の開墾地J

を発表していた。さらに， i労芸jをのぞく左翼的文学

運動の統一組織である日本左翼文芸家総連合の創立大会

(1928年3月13日)に，蔵原惟人，山田清三郊， )11口浩，

本荘可荘，石間茂らと参加しているばかりではなく〈川

ひきつづく 3月25Sの全日本実農産者芸術遼箆(略称「ナ

ップJ)創立大会にも出席している。 プロレタリア文学

活動における活援は，彼の思想的立場をたしかなものに

した。『教育新潮JJ5月号に発表した短編小説 iAB C 

其の他の道」のなかには次のような表現がみられる。

「香川県だけでも勝たせたいなあー落としたら，一

体，誰が怒いんだ。えJ..，おいノ」

「農村青年はトロッキーの何が誤謬であり正しくない

か，ユミ γタγの真実についても理解な持っている

のだ」

こうした活動が，彼らの政治的視野をひろげ，左翼的

動において果すべき自らの階級的任務について確信をあ

たえたものと思われる。同時に，それは，端緒的とはい

え教育運動とプロレタリア児童文学運動の協力関係を形

成するうえで大きな役割を来した。すなわち，本庄が

『教育新潮~ 1928年2月号に創作「かげゑれんあいjを

発表したあと， w尋ーの教育~ 4月号に「少年の抗議Jを

惑いたが，この月には，大河原浩が「海へ行く鱈の子J

を『尋問の教育』に裁ぜている。それ以降，大河原，猪

野省三，模ヌド楠虫~，土方定ーがのべ 9 本の創作童話を

『尋ーの教育』から『尋問の教育』までに発表してい

る(8)。これは， w教育新潮JJ6月号における石間茂，梶本

楠郊らの特集「プロレタザア蜜認論」の特集とともに，

プロ Vタリア児童文学者の統ーを促進していった。こう

した雰濁気と条件のもとで，アナーキズム的傾向の小)11

未明らをふくめた新興重量話作家連盟が， 1928 (昭和 3)年

10月13S結成されるにいたる向。

かくして，教員運動の萌芽的組織が形成されたわけで

あるが，それが労働組合運動と蕊接のむすびつきをもた

ずに，プロレタリア文化運動の影饗下で胎動を開始した

ことは，当時の政治情勢と労働運動の主体的力量からい

って決して偶然で、はなかった。蔵原惟人は， iナップJに

ついて次のようにのべている。「ナップはただ日本文学・

芸術界に大きな影響をもっただけでなしそれに所属す

る各団体の雑誌，出版，公演，講演会などは，当時共産

党がまったくの非合法の状態におかれており，左翼労働

組合が半非合法状態にあったなかで，ひろい大衆からの

受けいれられ，大衆へのプロレタリア思想、の普及と務蒙

に大きな役割をはたした。『戦旗』その他の出版物，文

学作品，左翼劇場の公演，ナップ講演会などを通じ，は

じめて進歩的，革命的な思潮に接して，運動にはいって

きたものは，中央でも地方でもその数はきわめて多かっ

k.(10) oJ 

こうしたプロレタリア文化運動の発展が，全体とし
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て，教員の滋識変革を促し，教員組合成立の基底的条件

を嬢成したことは否定できない。しかしながら，教員の

闘争が，左翼的労働組合運動との総織的連繋をもたずに

自然成長的に進んだことは，その発段過程へ不可渡的に

試行錯誤的な刻印をおすことになった。

(2) W教育新潟Jの理論的役割

上回唯郎らの構想、にもとづいて， Ir教育新潮~ 1928年

2月号から，左翼的傾向の論文が多く掲載された。綴斡

雑言己を担当していた上回もまた，次のように読者へ呼び

かけた。

「嵐がどんなにあれ狂ったか。赴任一転任一退職一教

員任免権がどんなに乱用されたか。そしてそれにどう

抗していったか。それらの情報を本誌は渇望するいり。J

『教育新潮~ 5月号では， r教員組合を結成せよノ」の

表題のもとに特集がくまれた。大森長男が「教員の政治

的進出jを，問中惣五郎が「教員組合運動私見jをいて

いる。大森は， r普通選挙」ポの小学校教員の社会的政治

的地位を明らかにすることによって，教員宅ピ「無産者教

員Jとみなし，教員組合運動への参加を呼びかけた。問

符に，当時啓明会内部のマルクス主義的部分によってす

すめられていた再建運動に期待しつつ， rアナーキスト

派jの参加を，後らの「自由連合J論を根拠に排撃した。

問中惣五郎論文「教員総合運動私見」は 5月号・ 6

月号に，次のような構成で脅かれた。

1. 教員組合運動の意義

2. 教員組合の必然性

3. 教員総合の反援性

4. 教員組合の可能性

4. 教員組合の組織

6. 教員組合遂動の方向

7. 結諮

彼は，"iず「教員組合の必然性jの壌において，教員

の経済的規定をおこなっている。工場労働者との同一

位，差異性の抽出を基軸に分析している。その比絞にお

いていくらか機械論的な倶"頭もあるが，結論として，教

員を「生産手段を有しない」点と， rその労働力の売る

ことによって生活する方法以外に方法が無いj点在理由

に賃金労働者と規定している。同時に， r学校は悶家の

経営である」ことから「営業労働者jと特殊的に把握し

た。 f教員総合の反媛性Jの項では，教員組合運動上の困

難点について言及している。それは主要な瀦争対象の分

析でもある。

「教員の組合運動を妨げるものは，彼等の俸給の出場

所が，国家と自治体の二つに分割されて居ることであ

る。彼等は盟警官吏として国家に服従すると同時に，地

方自治体の意向にも相当考慮する必要がある。上司の

機嫌を取りつつ，地方自治体の評判も勘定の中へ入れ

て援く用意がし、る。官吏であり，公変である。従っ

て，彼等が組合を結成した焼の要求の相手が，常にー

似の資本家相手では無くて，国家や自治体である処に，

要求貫徹の困難と，要求提出の遅疑心が伴うのであ

る。従って組合は，経済関争の場面よりも政治的場磁

の方が広いことになる【12)oJ 

この指摘は，のちに提起する全国単一教員組合論の前

提となっている。そして「教員総合の組織jの壌では，

兵体的な組織形態が検討されている。はじめに，教員に

たいする行政的統制・支配の構造をあきらかにし，次に

それとの弱遼で金問的単一教員組合結成の必要性と学校

が教員組合の単伎であることを強調している。

「教員の上に蔽ひかぶさって来る者は，校長，町村，

府県，国家の四段階であり，此中，絞も日常生活と直

接関係を有するものは，学校であり，最大関係を有す

るものは関家であると云うことになる。」

「そこで，吾々の運動は，学校内のこと，町村への要

求，府県への要求と別れて居るものの，その総ては文

部大阪一一関家と云う中心点に集中されるべき性質の

ものである{向。」

「斯うした単一の卒業と組織とを持つ小学校教員の組

合は，その対続的のものとして，矢張り，単一の組織

と事業を持つ方が適当である。其の意味で，教員組合

は，全国的に統一した-{闘の大教員組合を結成すべき

ものであると信ずる。勿論，初期に於いては，組合結

成の可能性あるものを刺激し，或は既成教員総合と連

絡を耳支って進むべきであるが，機ては合隠し，或は支

部組織として単一組合とすべきものであると思う。地

方的教育が充分に実現され得る践には，今の教員組合

は，地方的各種の組合安持っかも知れんが，現在の教員

運動としては，全額的単一組合であり従って中央に磯

悶たる統制jを必要とするもので無ければならぬJ'14)。

その組織過程に関しては，教員の「封建的Jr毒事大約j

意識と闘争対象の差異(関家一府県一市町村)な考慮に

入れて，地方的教員組織の段階的結成をもff定しなかっ

た。

田中論文は教員組合運動議として願期的な内務をもっ

ていた。教員を賛金労働者として規定したことは，機械

的類推による一面性があるにぜよ従来の教員組合論にみ

られないもので‘あった。従来の多くは，賃金水量襲・生活

水準の低落傾向を根拠とした「無産者J規定にとどまっ

ていた。それらは，実感的な状況分析に終始して，科学
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的な厳密さを欠いていた。問中の提起は，下中弥三郎や

関根悦郎らの組合論に全く欠けていた経済的側面の分析

をはじめておこなったものであった。また，彼が闘争対

象の特殊性を分析し，そこから全国単一総織の必要き性を

結論として導きだした点も新たな成果で、あった。とりわ

け，その組織論戦術識は，教員の怒識形態や行政的支配

の特徴分析とあわせてすぐれて実践的なものであった。

これらの分析的な態度は，溶明会時代にえられた具体的

経験の蓄積によるものと怒われる。この論文は，のちに

組織論的指針として一定の役割を果すことになった。問

時にまた田中論文にみられる限界についてもふれておか

なければならない。それは，教員の経済的分析にのみ傾

斜して，労!織内容の社会約機能とそれに規定された教員

組合運動の特殊性についてなんら究明されていないこと

である。経済主義的欠陥がみられることである。政治的

自由の確保や政治闘争についても若手ふれてはいるが，

全体として「組合主義的政治」の範留を出ていない。こ

うした欠陥は， I官業労働者j 規定につながるものであ

った。教育労働の社会的機能を霊視し，それを基礎とし

た教員組合運動論とはいえなかった。それには，教育労

働者イγタナショナノレ(エドキγテノレγ)の紹介をまた

なければならなかった。

f教育新潮』の理論活動のなかで，さらに注目される

のは， 6月号に発表された国際的教員組合運動の紹介論

文である。仲宗根源和が， I教脊労働者間際同盟」を，山

村桃代が「ライプチヒに於げるェドキγテノレン大会概要

(ー)Jを脅いている。仲宗根は，創立直後の日本共産党

に入党した人物で(15)，1925 (大正14)年は『労農露西亜新

教育の研究』を著わしている。彼は，論文で，階級的視

点から国際的教育運動の潮流を二つに大別し，それぞれ

の政治的性格と動向についてふれている。山村論文は，

当時開催されていた教育労働者イ γタナショナノレ(エド

キソテノレン)第5回大会の概要，とくに fェドキγテ/レ

γ教育週間のプログラム」とェドキγテノレγ規約を資料

的に紹介したものであった。このZ ドキンテノレγ規約の

紹介は，教員総合運動の基本方向をしめすうえで大きな

役割jを果すことになった。

このような『教育新潮』を利用した理論・宣伝活動を

背景に，教員の組織化が具体的に務手されていった。

『教育新潮』読者会がつくられ，その主催で 5月20S

浅野研真，田中惣五郎を講師とした会合がひらかれた。

5月号綴韓雑記は教員組合結成をよびかけた。

「教員組合を結成せよ〆

これは現下の教育界に適切なるスローガンだ。

そこで教育の階級性が強調されるだろう。 Fもうも

うたる滋明会(教予言総合)~への大きな綴ともなり待

ょう o

j舌凝な活動が読者のあしもとからわきたってくるだ

ろう。

教員組合を給わ成ょせノ

われらは無雑作に自家首されてはならない。いやもっ

と，われわれを，子供をそこねているものにむかつ

て抗議をしなければならない。

教員組合を結成せよグj

(3) 教育文芸家協会から教文協会へ

1928 (昭和 3)年9月23日， w教育新潮』教育批判会主

催で(16)，教育文芸家懇談会がもたれた。そこでは， r教
育文芸家の地位J，I教育文芸家と社会思想Jなどについ

て議論され，最後に，渡辺雪雄が「教脊文芸家協会jの

設立を提案した。その提案は満場一致で採択され，準備

委員として渡辺雪雄，上回唯fts，大島敬司，河野慶彦，

佐野敏ーが運ばれた。オブザーパー格の出席者には，池

間穣生，為藤五郎，石田)支，中震{信，本部一決らがし、た。

教育文芸家協会の創立大会は，新興童話作家連盟発足

の翌日 10月14Sに開催された。出席者は 21名で，神

奈川からは持丸輔夫が参加していた(17)。

創立宣言は次のようにうたわれた。

「人間を圧搾している教員組織と，そこにはえたカピ

と雑草と，それらの中で我らはゆたかな人向性を潟撃

する。我ら教育者の手に托された児愛は日々，その純

哀を殺され，我ら教育者はその発ラツさを奪いとられ

つつある……・・我らはそれらの教育の反動化，機械化

に抗するに，我らの持っている文芸を以ってする。我

らの文芸を一つの力にまで仕上げようとする。せばめ

られてゆく教育者の路に立って，せばめつつあるもの

に抗し，その路をより広潤にみちびくための一つのカ，

それこそ我らの文芸にもりたてねばならない。わが教

育文芸家協会は，その首途に際しかく笈言ずる{向。J

創立笈ぎは， r文芸Jを「教育者の路」を「より広群!

にみちびくための一つのカj と限定してとらえているよ

うに，文芸活動を自己目的イじすることなく，文芸活動を

媒介に教育の変革をめざす立場を明確にうちだしてい

る。しかしながら，教育文芸芸家協会は，その運動白旗j，

組織形態からみて，教員総合としての本質的徴表をそな

えていなかった。きわめて変則的なものにとどまった。

それは，一衝でプロレタリア芸術運動に強い関心をもっ

た教員によって構成されたという事情を反映している

が，他面で文芸活動を媒介としたほうが教員を組織する

うえでより効果的であるとし、う判断があった。上回目径郎
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は次のようにしづ。

「教育者がイシテリゲγチャである以上その階級層に

一番よくむけられていた無産芸術運動の波紋をした L

かに浴びてたであろう。いやインテリゲシチャであっ

たからこそ，そこに一番よく彼の生きる路を見出した

であろう。(地方に於ける文芸運動の大部分が青年教

育者によって，またそれを中心にしてなされている事

実を認め得られるであろう。)でなければ彼らは急、速度

に，それに背をむけなければならなかったのだからo

彼らの階級的自覚は無産者芸術運動(文芸運動)に

よってよりよくなされてゆくであろう。

勿論告量産者芸術遂動はそれ自身独自になりたってゆ

くもので、はなく，日本に於ける無産階級漆動を総体と

しての，その一部としてである以上，単iこ無産者芸術

遂動のみに依ってなされた階級約自覚というものはあ

り得ない。

ただ彼らが，インテヲゲンチャ(現在に於て)であ

る放に，彼らの接する溜がより多くそこに(芸術運動)

あり，政治的にも経済的にも手出しのできない彼らの

路をそこに見出してゆこうとするのは決して然環な話

でなくむしろ当然とすべきではなし、か。…・

彼らは詩を創作を議認を一一そしてそこにみた階級

的立場を一一そしてそれと彼等の学校と子供とをみた

とき，彼らは彼ら自身の手で，彼らの学校を子供を，

生かしめずにはおかないであろう。

そしてますます彼らは彼らに向つてなげつけられて

いる詩に，創作に，童話にかじりつくであろう o

彼等自身の芸術をそこに合流させるであろう。

彼等は，彼らの『学校』がし、かなるものであるか，

f子供Jがどんな自にあわされているか，彼らの生活

がどこに向けられねばならないか，彼らは彼ら自身の

芸術を武器号として彼らの死線を拡大してゆくであろ

う。

彼らが現在，一番多く接している菌，自由に接しう

る，部，その薗により多くの団結の可能がみられ，そ

の簡を端緒として闘争場面が広められる。一ーその他

の衝では闘争をおまれている教育者である故に尚更，

その函~一一文芸をいとぐちとして教育者運動が渓裂

されるであろう (18)oJ(傍点一原文)

上回の発言は，教育文芸家協会の存在と活動を対外的

にアピーノレしたものではあるが，同時に，彼の教員組織化

にかんする基本的な構想、をあらわしている。文芸活動を

教員組織化の有力な武器として重視する見方は，ひとり

上沼のものというより，活動家全体に共滋したものであ

ったといえよう。すでにのべたように，政治的な閉塞状

況のもとで，プロレタリア文化運動がもった影響力の大

きさを考えるならば必然的であったと思われる。実際

に，教育文芸家協会の変則的な性格，形態が組織的拡大

のなかでその限界をあらわすことになったとはいえ，教

育文芸家協会結成そのものの意義は大きかった。それは，

教員の組織を主主要な目標としている点と，当時の進歩的

教育ジャ…ナリストと協力している点において，義足尚

人とは明磯に違っていた。教育文芸家協会は，教員組合

結成への組織的端緒となった。

かくして. 1928 (昭和 3)年は，政治劉争の新たな荷揚

のなかで，教員の自覚的部分が，自らの依拠すべき教員

組織の結成をめざして自然成長的な模索をつづけた年で

あった。本庄は. 1928 (昭和 3)年をふりかえって次のよ

うに概観していた。

「大正八年の労働運動界に，重大な;意義を示したもの

は，教員組合啓明会の遼動である。その運動の実践

を，正しく検討することによって，其後の無産階級運

動の過緩と照応された今日の姿を，最も明僚に真突に，

しかも明への今日として見究むべき持であった。

教員組合啓明会の運動は，どうなって来てゐたかと

云うならば，それは有名無実であって往年の中堅幹部

が，各々其の部箸に落ち着くことにより，没落するも

のは没落し，進出するものは，階級戦の先頭にまで出

てゐたのだ。だが，数千の会員を擁してゐた啓明会

は，その跡をついだ人々により，啓明会の名の許にと

にかく日中吟してゐた。それが.1927年末，教員界の無

産運動としての立場合自覚することにより，第二次宣

言として発表した数項の政治的要求項自がある。けれ

どもそれは単に退役教員によって発表せられたのみで

あって，その反響は少ないのに，気を腐らしてゐた待

であった。それは大正8年と昭和2年の待代の距離に

あったのだ。啓明会の遂動が，教員組合の，真実なる

組合として発展しなかったの宏批判せずして，今日の

散に再び組合であらねばならぬと考へたことは，多か

れ少かれ，誤謬であったのではなからうか。一般労働

階級の特種性と，教員の特種性との，霊安強附会によっ

て，又，労働組合の現在の努力に舷惑せられて，組合

論に到達したのは止むを得なかった。併し乍ら，それ

は獲に研究さるべき又批判さるべき問題で充分にあり

得た筈だ。.

・・・・・・中略・..

・H ・H ・..只一つ，直接教育界に持ち来らされる言論とし

て，教員を教育労働者の自覚にまで貢献した雑誌『教

育新潮』を，本年度の他下的教育労働者の重大なるも

のとして記録しなければならない。
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一般教育思想の紹介的批判であった雑誌『教育新

潮』が， 1928年の初頭より，教員約友奨;の方面にカを

入れて来た，その活躍ましい転向と，月を遂ふて問題

として来た記事とを改めて読みかへすことは，本年度

に於ける教育的左翼運動の足跡を辿ることである。 i可

証寺に編斡者が，そのスローガγとして掲げた毎月の中

心記事は，明らかにさ至難な教育左翼の，この国の，し

かも此の資本末期の，正にJ帝国主義時代に入り来った

1928年の姿であらねばならなし、。

.....<=t密書・・.. 

教育文芸家協会は，機関誌を持って世の中に現はれ

た。何協会が本生存線尾の教員遂動であったとしても，

次に来る日のためになすことが多々あるにしても，指

導者逮の窓食する方向に足立立が繍ふかefかは未だには

かに云はれない。これは，今春以来の観念的運動から

それを地上の実際運動に持ち来らすことの出来なかっ

た一つの，要するに変形的な綴念運重主である。実践の

後に於て存在性ははっきりするであろう。比絞的著名

であり得ても，教員左翼の運動に影饗する所は如何な

る程度のものか，それは疑問を挟まないわけにも行か

ない。だが教育文芸家協会より全無産階級文化戦線に

送り出した，新興章話作家連盟は，その反資本主義的

結集の下に，着々仕事を突現しつ Lある。その組成員

逢を考慮に入れることは，これ叉，一つの強き味方で

あらう (20)oJ 

教育文芸家協会は， 発足してまもなく， Ir教育新潮』

『尋ーの教育』などをつうじて関心をもっていた東京府

下， )11崎・山梨・埼玉の教員が加わり， 40数名の規模に

なった。南多摩地方の「分教場jグループ，野津一郎，

増淵穣，町田知機，山口近治，新井信夫，萩涼由太郎ら

が前後して運動に参加した。協会は，しばらくの間，内

部的な研究会・討論会を重ねていた。しかし， 1929 (昭

和4)年に入っから全国的様相をおびてきた教員の首切

り，給料の切り捻て，遅延といった客観的情勢の変化

ム矛盾の鋭い東京府下，)I!碕，山梨，埼玉などの農村

地帯の教員が参加してきたことによる主体的条件の変化

は，文芸サークノレ的組織形態の限界を切らかにしていっ

た。組織の非実践的な，行動力の乏しい形態について

は，圧倒的多数の共通認識となってきた。

1929 (昭和4)年3月9日の例会において，ヌドttと協議

した渡辺雪雄が提案した「教育文芸家協会の任務の再吟

味及び問題の提出(21)Jはそれな反映したものであった。

提案は次のような骨子であった。

1. 教文協の過程の批判

2. 教文協の現在に於ける状態の批判

3. 日本の客観一般情勢

4. f3本の組合運動の控室史課税

5. 外国組織の主脈(エドキγテ/レン)の現状

6. 結論として態度の決定及び問題の提出

総織形態転換の必要性が，会内部の「質的変革jと情

勢の厳しさにたいし「今迄の形式では抗争力を持ってい

ない」という理由から強調されている。この提案で注目

しなければならないことは， Ir教脊新潮』に発表された

問中惣1i郎論文を「指導理論j として評価している点、

と，エドキンテノレYの動向に関心をはらっている点、であ

るo これらは突践的指針としてうけとめられていたとい

えよう o

教育文芸家協会は，次第に行動的になってきた。それ

は，会員であった河野慶彦，八田信の強制転任反対闘争

を組織的にとりくんだことと， i希薄な資力」にもかか

わらず4月訪日付から月 2回発行をめざして機関紙を

発刊したことにあらわれている。強制転任反対関争では，

f全国の小学校教員諸君に訴ふjという搬文を対外的に

出した。『教育文芸家協会ニュース No.1~ では，ブラソ

スの作家アナトーノレ・ブラ γスとアメリカの社会主義者

アプト γ ・シγクレアの言葉を掲載して，その簡潔主義

的立場を表現した。 ニュース第2号 (5月5日付)は，

「全国的不意転に抗して，教員の生活権を擁護せよノ」

の見出しでだされた。 5月12日には， i不意事正教員懇談

会Jがひらかれ， 19名が出席した。そこでは，大阪で首

切られた教員が経験を報告した。

しかし，闘争の一定の進渓にもかかわらず，それらは

すべて個別的なものにとどまり，影響範屈も明らかに地

域的限界をもっていた。全間的に展開されている自然発

生的闘争にたいして主観的に意欲を燃やしたが，実際に

はなんら指導できなかったばかりでなく，実態さえ的確

につかめない状態であった。

当時の客観的条件と自然発生約闘争はどのようなもの

であったろうか。不況による経済的矛震は農村部におい

て築中的にあらわれたが，それは市町村財政とりわけ教

育費の削減となって現象した。必然的に，教員の祭金値

下げ，支払遅延が断行された〈均。

1928 (昭和3)年に顕著になりつつあった「不払い問

題jは， 1929 (昭和4)年に入っからもいっそうその範関

と規模が拡大した。「教員初任給引下げ秋83，思想議毒事

大もうけJ(Ir教育週報~ 1929年 1月26臼号)， i小学校

教員の俸給領下げ滋賀J(向上 3月30日号)， i俸給不

払J(向上， 6月 15日号)， i俸給不払長野J(同上， 8月

10日号)と全国的に蔓延し，ついに9月にはいって，マ

スコミが、教員「不安j時代来る、といっせいに1宣伝す
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るにいたったので、ある〈向。

こうした教員の経済的貧困化が，中箆侵略反対闘争な

どの政治闘争の高まりのなかで，教員の階級的覚醒を促

していった。教員の最も先進的分子は，教員の闘争がま

だその組織的実体を形成していなかった段階では，個々

に政治運動，労働総合運動，プロ V タリア文化運動など

に身を挺していった(24)。そして，次第に，教員自身によ

って構成された社会科学・プロレタリア文学に関した自

主的サークノレの結成へとすすみ，さらには， ilr切り，強

制配転，食金値下げにたいする備別的経済闘争へと教員

組合運動としての突笠を務苦手約にはらんだ段階へと発展

してきた。

5}jに，教育文芸家協会がその名称を教文協会と改め，

f教員組合の結成へ.ノJのスローガンのもとに様々な闘

争をくりひろげたのは，そうした客観的情勢に呼応しよ

うとしたものであった。組織勢力も漸増し，地方支部

が，東京，手t;sま，八王子，大森，京橋，本所さらにJIII崎，

山梨，大阪などにもつくられるにいたった。この頃，持

丸締夫の手づるで111~奇の伊藤信雄(当時岡本姓) :が教文

協会へ加わり，神奈川には，伊藤を中心に高木紀議(鎌

倉)，中村武敏 ()II~奇)らによって支部が設立された。

教文協会特代の特徴のひとつは，劉争内容が多様にな

ったことである。強制自己転，免職問題にとどまらず，ほ

とんどの教員が視学，校長の命令的，官僚的学校管理に

不満をもっているという判断から， 1"官制講習会強総出

席反対j，1"王子教員の代表者会議開催j，1"休暇問題j(W教

文エユース No.1~ 7月初日発行，同 No.2発行日時

不苦手):などの婆求実現にも努力をはらった。 これは，組

織土層大と儲争経験の蓄積によって，教員の実態について

より認識が深まった結果であろう。

(4) ヱドキンテ)¥..ン加盟の歴史的意義

教文協会のはたした歴史的役割のなかで、なによりも高

く評徹されるのは，教育労働者イ γタナショナノレ(エド

キンテノレン)への加盟であった〈向。これは在仏の浅野五時

主主を介してなされた。プロレタリア国際主義の立場は，

すでに『教育新潮』時代から理念的に域かわれていた

が，ここに組織的に確認したのである。

その実践的影響はきわめて， 1"これ以後の， わが国の

教事苦労働者運動に対し基本的な方向を示したものとして

最も重要な意義者とが26)jつものであった。当時の活動家

は，継承すべき教員組合運動の伝統や浬論的遺産をほと

んどもちえず，しかも左翼的労働組合遂動との綴織的逮

繋を欠いた状況のもとで，文学どおり孤立的模索を余儀

なくされていたが，エドキγテノレγの運動理念によって

はじめて「資本主義下の教育労働者の任務とその劉争方

向を関篠にすることができ(27)jたのであった。且ドキγ

テノレγ規約第一章緒論は，次のように教員の社会的任

務・役割を定式化している。全文を引用する。

「第一条 資本主義の支配する留では，どこでも，資

本主義が科学をば少数の人のみが近づき得る商品と化

した。かくて労働階級は組織に対して，また経済，国

家，および教脊の管理に対して，必要なる知識を獲得

するの可能性を有するところの人々の部類から自然に

除外されるにいたった。

第二条資本主義社会の学校は，何よりもまず所有

者階級の利益を顧慮する。却ち一方，ブルジョア社会

を指導する能力ある特権者の，特殊の!習を形成し，こ

の機構の機能を強間にし，その権力を尊敬せしむるこ

とを臼的とし，他方民衆の巨大な多数を知的奴隷群の

状態に11::.め資本主義の夜目的道具とすることを目的と

ずる。

第三条 かかる社会においては，男女教員は，ただ

に，青年の優秀なる教化の担当者たり得ないのみなら

ず，彼自身，ブノレジョア社会に何訣し知的屈従に陥

り，資本及びその国家のそF先たる官僚的役人，薄給の

傭人iこ転化する。

第四条 教育労働者の物質的立立に精神的に惨めなる

状態からの解放は，学校そのものの資本主義による奴

隷化よりの解放，その人類全体のための文化工場への

転化と有機的にむすびついている。ただ社会革命のみ

が自由な学校，自由なる教育家をつくりだすことを

得，同時に勤労大衆を解放する能力を持っているので

ある。ただ労働階級のみが，現在の教育方法の変革に関

して，真実にして不変なる興味を抱いているのである。

第五条かくのごとし教育労働者の物J質的精神的

改善のための翻争は，資本主義の内部で何等かの特機

を獲得せんとする闘争形態のもとでは，決して効楽唱ど

あげうるものではなくして，世往，組織された労働者階

級との協力による社会の変革のための積極的関争の形

態においてのみ有効でトある。

第六条従って教育労働者の闘争は，決して単なる

経済的利益の獲得のため及び狭隆なる職業的利益のた

めに遂行されるものであってはならぬ。それは叉，学

校における資本主義的イデオ戸ギーの陥葬に対する闘

い，::t.として排外主義的，帝国主義的戦争の礼譲に対

、する闘い，学校の宗教化に対する鴎い及び人種立立に国

民性のいかんを関わざる労働者大衆のソリダリテのた

めの闘争でなければならぬ。

教育労働者の闘争は，凡ての教育施設を労働大衆に
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解放せしむるごとき，教育そのものの根本的変革のた

めの潟争と結合されていなければならない。それは最

良の科学的教授法の適用と，凡ての児童の栄養並に保

護の無料給与のための闘争で、なければならない(28)J 

ここでは，資本主義社会における学校教育の階級的・

社会的機能との関連で教員の独自に果すべき社会的役

割・任務が明確に定式化されている。これまでの教育労

働者概念が，経済的規定にとどまってその特殊な社会的

機能を解明するまでにいたらなかったが，エドキソテノレ

γの理念はその点を克服するものであった。

ここで，エドキγテノレγの歴史についてふれておきた

い〈目、エドキγテノレγの理念的起源は，第一次世界大花;

に一貫して反対したブラシス教員連盟の 1919年ヅ{ノレ

大会における決議「戦争反対を目的とする教脊イ γタナ

ショナノレの原理」にもとめられる。受1920年，ブラシス

教員連盟は， r反帝国主義的・共同戦線的・階級関争約」

綱領を掲て，教育イ γタナショナルの創立を決定した。

ブラ γス教員連盟のよびかけにもとづいて， 1922年8

月， 5ケ演の組合代表と数ヶ閣の偶人加盟者の参加のも

とで，教育イγタナショナノレ創立大会が開催された。第2

回大会は， 1924年8月にブリュセノレでもたれた。ここで

は， r階級劉争および戦争反対のための，学校闘争的基

礎だけでなく，教員の権利および利主主擁護のための，労

働組合的基礎に立つ組織綱領」が決定された。同時に，

名称宏教育労働者イ γ タナショナノレ(ェドキγテノレγ)と

改めた。 1926年第4回大会(ウィーγ)には， ヨーロツ

パのほとんどの留から代表が参加したといわれている。

規約が最終的に確定されたのはこの大会である。

第5@l大会は， 1928年4月，ドイツのライプチッヒで

開催された。この大会には，フランスに留学していた平

野義太郊が日本代表として出席し， r緩東に於けるプロ

レタリア児童」を報告した(80)。大会の特徴は，従来のそ

れとは異なり，各国の代表が， rプロレタワア教育学」に

関して自由に報告し，意見を交換したことであった。報

告集『新興教育学(81)~によれば，報告項目は次のように

分けられる。

fプロレタリア児童の状態」

「教育の目的」

「学校制度の組織J

「教科目と教授法」

「生徒関の訓練j

さらに，同年 11)もェドキγテノレγは次第に強まって

きた帝国主義的世界大戦の可能性を警戒して「新帝国主

義戦争の脅威に抗争せよ〆」という反戦テ{ゼを発表し

た。以降，発援をつづけ，第7回大会 (1932年)では，

30数ヶ鼠， 130万の教育労働者を代表する組織にまでい

たるのである。

教文協会は，エドキンテノレン加盟によってその思想的

立場をより強国なものにしていくが，それはとりもなお

さずマノレタス主義渡論への接近でもあった。「教文協会

テーゼ(82)Jは， r行動目標のマノレFス主義的規定jの必

要喜性を確認し， r行動の全目標jを「全思的関争に於け

る教育戦線の一翼を分拐するものJと規定した。さらに，

f活発な理論闘争」をめざした「教文協会研究コース」

が決められ，そのテキストには， ~~想から科学へ~ (エ

γゲノレス)， ~P怪物史綴~ (ブハ-1)ン)， ~帝国主義論J ~背

教者カウツキー~ (レーェγ)，~無産者政治教程J ~レー

ニ γ主義の基礎』などがあげられている。

教文協会の漫論的立場はし、よいよもって鮮明なものに

なるが，現突には， r教員大衆の指導部J(教文協会テー

ゼ)という自負と意欲にもかかわらず，その組織的力量

が客観的'情勢に著しく立遅れていたことは否定できなか

った。この点では，教育文芸家協会時代と基本的事情は

かわっていなかった。教文協会のサークノレ約組織形態

は，全国的規模で教員を組織するためには重大な制約と

なっていた。

(5) 小学校教員連盟の結成

教文協会の組織的限界は， 1929 (昭和4)年9月におこ

なわれた東京府下南多摩郡七生村潤徳学校教員場淵穣，

浦辺史の強制転任反対劉争の教訪1¥によっていっそう歴然

となった。

浦辺it，1926 (大正 15)年4月から，潤徳小学校に勤

務し，成城学関の「新教育」に学んだグノレープ学習などの

実践や学級自治会指導を積極的におこなっていた〈向。

増淵は， r短期現役兵」をおえ， 1927 (昭和 2)年9月間

校に赴任するが，浦辺の意欲的な実践に共鳴し，協力し

て学級自治会，学校自治会の指導をおこなった。しか

し，間年4月に議任した校長は，これ'-a:敵視し， 8月初

日突然二人に転勤を命じた。二人は八王子支部の組織と

相談して強制転任反対繍争をおこなうことを決めた。そ

して始業式である 9月1日，全校生官前に，強制転任の

事実を曝露した。とくに高等科生徒は校長の横暴な態度

に激昂し，六年生をふくむ 70数名が援業を放楽して言葉

山にこもった。生徒はストライキ委員会をつくり整然と

向盟休校にはいった。しかし，ストライキ5日自に父兄

の一部が，視学・青年団などによる切り崩し工作のため

動揺をおこし，ストライキは急に坐折して，闘争は敗北

におわった。

生徒はもちろん父母の問に一定の信頼と支持をえなが

qo 
m
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ら，なぜ、この闘争が敗北におわったのか。増淵がふりか

えって次のようにのべていることはまったく正当で、あっ

た。

強制転任反対闘争は，1同連議(小学校教員連盟一引用

者)の多摩分会の指導のもとにー遊間にわたって最も努

敢に関われ三日間のストさえ敢行し，小教遠野寺代の代表

的闘争の一つであったが，それも遂に，その職場の教員

と児童だけの観争に終って，それ以上の発展をみること

ができなかった。

それは，基本的には，いまだプロレタリアートの前衛

党並に革命的労働組合，農民組合などとの組織的なつな

がりがなく孤立化されていたところに最も大きな組織的

欠陥があったとみるべきである川リ

すでに，この段階で，教文協会メ γパー有志によって

非公然組織小学校教員連盟への結成準備がされており，

それがこの闘争を指導した。増淵・ 1常辺の勇敢な闘い

は，教文協会の教員組合的形態への発展を促がす君主要な

契機となった。 1929(沼和4)年 10月， 小学校教員逮販

が公然と結成される。

小学校教長連盟宣言は次のようにいう (36)。

「現代教育の持つ最大の罪惑は，その対策を流転し推

移して止まざる現実の社会生活から，完全に切り離す

ことによって発源ずるものである。あらゆる偶像、と既

成的観念とが破りがたき防皇室となって，今や教育を全

く現実を離れた幽境を密閉し尽した。この教育によっ

て利せられるものは，ただ社会が永遠に静止する芸評を

欲するものと一致するものであって，現実を導いて燦

史の推移せんとする必然の法則に従わんとする最大多

数の民衆にとっては，それは一つの総ちがたき鉄鎖と

なるであろう。

見よその閥境に発生する無限のかびと雑草と疲労と

を/

我等は文化の最前線を歩み，それを最も正しく批判

し，又最も正しく導びかねばならない役割を担うもの

である。ざれば我等は現在の教育機構に対して鋭き批

判の線を集中し，そこに現在教育改造の叫びを挙げる

であろう。常に少数表の意志によって統制せられて来

た教育機構を，高まりつつある民衆の意志にまで結び

つけねばならぬ。我等はいつまでも少数者の意志によ

って偶像を背おわされて居てはならない。特殊な綴念

のぬ織であり宣伝屋であり御用開きであった。きれば

我等はひしがれた教育者自身の生活を明るみに出さね

ばならぬ。なぜならば，最大多数の民衆要求は我等の

要求であり，経済的にも河ーの地歩におかれて居るが

故に〆

我等は教員大衆の総集力によって，我等の生活を圧

迫するあらゆる不合理と不正義とに抗争せんとする。

加し我等は団結の力によって教育の徹底的改造を企関i

する。全国の教員結集せよ /(37)J

宣言は，その抽象的・腕臨的表現のゆえに，教員組合

の役割，教員の任務，労働者階級の指導性などに関し一

義的規定性を欠いている。そればかりではなく，教員組

合の成言語はどこにもみられない。これはなぜであろう

か。当時ーの活動家が，治安当局の弾圧政策にたいしきわ

めて楽観的であったことを考えるならば，必ずしも紡織

上の戦術的配慮が働いていたとはいえない。むしろ，直

接的には教育文芸芸家協会・教文協会時代の文学サークノレ

的残浮が依然として払拭されていないことを示している

のではあるまいか。究極的には，教員組合遂動の戦略的

展望が不明確であるところに起関していると思われる。

すなわち，組織論上の自然成長性である。一方，綱領・

スロ…ガγは，個々にまだ概念的なものもあるが，全体

としてはある程度体系的なものになっている{向。

連盟は，事実上の組合的形態をめざして， 11月下旬

に，組織体制!の拡充，整備をおこなった。また，機関紙

発行の方針を決定した。総織体昔話としては，中央組織で

ある議記局を中心に，組織部，調査部，出版部，教育部，

財政部が設置された。支部組織として，夜原，八王子，

大森， )11約，本所，京橋，山梨の 7支部を発足させた。

)lli碕では，教文協会時代から伊藤，中村らが結集してい

たが，中村の茅ケ崎松林小学校転任を機会に，松林小学

校にいた黒滝チカラを介して「望洋会Jグノレープとの遂

絡がとれた。

連践のi活動のなかで劃期的なものは，教員消費組合の

結成であった(39)。連践は， 11月7日教員消費組合をつく

ることを決議し，発起人に有馬顔写，主主JII豊彦，野口援

太郎らを決めて準備にはいった。 12月1日，東京教員消

費組合創立大会がひらかれた。本潟が会長に，資)11，野

口らが理事に選出された。創立されてまもなく，品JII，

大森，手Z原などに支部をつくって活動したが，城南地区

の加入者が多く，組合員は 300名ぐらいになった。「組

合は校長，祝学，警警察の圧迫にもかかわらず大衆の絶大

な支持を得てその後，約二年有半にわたり教員大衆の生

活を守ってよく闘いぬき，その階級的自覚のため多大な

主主献をした(40)oJ 

連盟は，支部強化と拡大をZ重点的におしすすめていっ

たが，ある幹部のきわめて偶発的な不注意をきっかけに，

1929 (昭和4)年 12月末から翌年1月にかけて， 東京の

中心メンバー数名がつぎつぎと逮捕された。検祭主当局

は，いまだ実践の段階に釜らないという判断から刑事事

叩 74-
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件としては処罰の対象にしなかったが，東京府学務当局

は3月，現毅教員 12名を免職に， 1名を休職に， 13名を

護資， その他戒告で合計40余名を処分した。 この弾圧

によって，東京の中心メ γパーは教寝から追われ，逮盟

は決定的打撃をうけた。不当処分をうけたメ γパーは，

八王子支部の三名古ピ中心として，処分反対闘争にたちあ

がった。彼らは東京府にたし、し，行政訴訟をおこなうと

ともに， 4月27日「教員解職真相発表演説会Jを開催し

てその不法な弾圧の実態を笈伝した。この集会には，現

職教員，父母など500名余の人身が参加しTこ(41)。同時に

また， w戦旗』誌をつうじて，円、学校教員は教員労働者

の組織を持たう」のよびかけがなされた(42)。

(6) 会盟的教員組合へ

連盟自体の総織的再建はなされず，自然消滅していっ

たが，従来の連盟指導部にかわる八王子支部の三名，山

口近治，増淵穣，町田知機を中心に，教員総合の再組織

が急がれた。 1930(昭和5)年5}j25(:1， 全日本教員組

合準備会が発足した。この過程で，教文協会以降に新し

く参加してきた部分が，主導的役割を来すようになっ

た。文学サークノレ的組織形態、から脱皮する主体的条件が

形成されつつあった。

全日本教員組合準備会は次のように自らの任務，課題

を規定した。第一に，全国的教員組合の創設をめざし

た。規約芝草案にあらわされた組織原刻は，民主集中制に

もとづく全関単一組織で、あった〈刷。第二に， I全国的な

教員組合がある程度結成されれば解散するものとして出

発した〈州。J

組織形態は，小学校教員連鼠以来当局の監視と圧迫が

極度に強まり，しかも左翼的運動にたいし弾圧がつづい

ていることを考慮して，非公然が強く主張された。結局，

非公然では活動形態が潜行的，手工業的になって大衆化

が著しく関雑であるという判断から， I合法的jな公然組

織にすることに結着がついた。しかも， I合法性」をひろ

げ，大衆的活動を広範に展開するため，知名度の高い教

育学者，ジャーナ Fストさと表看板にすえることになっ

た。当時，出版事業に専念していた下中弥三郎が委員長

になったのもそのあらわれである。プロレタリア科学研

究所の山下徳治，浅野研真，さらに志塩箆，上田茂三郎，

池田穣生らも新たなメパンーとして加わった。

笈言は， I侮蔑的環境Jのなかで「忍従」を強いられ

てきた教員が， I産業界の深刻なる不況Jによって「一

個の賃銀労働者J化したことを明らかにし，その「意気

地なき存夜jを解放するのは， I官製教育会」ではなく，

「われわれ自身の手」であるとのベ， Iここに断然教員

組合を提鳴」した。しかも，その形態は，これまでの「部

分的JI分散的」なものではなく， I集中され組織され団

結した」ものでなければならないとした師、

綱領草案は，教員の「生活権の擁護伸長，立立びに社会

的地伎の向上jをめざしたものであった。

1. 転免権の濫用絶対反対

2. 初任給引下げ賞与茶の他諸手当削減反対

3. 昇給期の確定公示及びその履行

4. 性別資格別による待遇の差別撤廃

5. 強制出費絶対反対

6. 講習会強制出席反対

7. 教員の住宅を保言正せよ

8. 消費組合運動への積極的支持参加

9. 政党加入擦の獲得

10.言論集会結社の自由獲得

準備会綱領には，小学校教員連盟の綱領あるいは，ス

ローガγとの著しい違いがみられる。たとえば， I教脊

機会均等JI現今教育制度」批判「反動教育の爆露J(連盟

綱領)， I無産児童量収容所を設立せよ」円、学校の兵営化に

反対せよJI軍国主義教育を小学校全学科より排除せよj

(連盟スロ…ガγ)のような，いわゆる教育制度・教育内

容に関するものが欠落していることである。経済的姿求

がとくに強調されているのは， 1929 (昭和4)年金融恐慌

によって深手羽化した教員の窮迫を主重視したからであろ

う。同時に，経済的要求を中心にすることによって，主主

震の猟EEと圧迫をできるだけ回避し， I合法的」活動の

隔をより拡大しようとした戦術約配慮もあったと思われ

る。

準備会の主要な活動内容は， (1)講演会の開催及び機

関紙発行等による宣伝啓蒙(め個人的会員の獲得増加

(3)一般宣伝機関の利用 (4)音楽会，演劇，峡磁等によ

る運動基金の募集，とされた〈的。とりわけ，講演会活動

が震祝されたた。たとえば， 6月28日，東京丸の内持率

新報講堂で，池田種生，山下徳治，浅野研Jj;，私回雨雀ら

を講師に「教育問題批判講演会jを開催した。 7月24日

には，長奇玉浦和において「教育批判演説会Jな聞いた。

浦和の聴衆のなかには，演説をきいて組合結成を決意す

るものもいた。

いずれの講演会の場合にも，フ。ロレタリア科学研究所

(略称「プロ科J)の協力をえられた。プロレタリア科学研

究所との提携は，教員総合遂動にとって重姿な意義をも

っていた。摺級的教育思想，科学的教育環論の形成には，

専門的研究者集団の協力が不可欠であったからである。

「プロ科」は，国際文化研究所を発展的に継承して，

1929 (昭和4)年 10月13白に発足した。「言語科学のマノレ

戸
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クス主義的研究・発表Jを目的にもつ，当時の進歩的・

良心的研究者を広範に結集した自然科学と社会科学の研

究者組織であった。社会科学部門が大勢を点めていた

が，教育部会も研究所発足のときから活動していた。

1930 (昭和5)年 5月 11日のm2図研究所総会で， 教育

部会は. ~ïïíîの研究課題として次のように提案してい

る。

1. プノレジョア教育の実際とその理論的批判

2. プロレタ担ア教育運動の促進とその理論的研究

3. ソヴエート教育の爽際及その理論的研究

4. 教育の政治及び絞済的との制約の問題

5. エドキγテノレγとの連絡の問題

6. 全国的プロレタリア教員向盟促進の問題

第 6~資は，全日本教員組合準備会の動きに対応したも

のであった。

にもかかわらず.I合法的j 場面を利用した活動は，

しばらくして権力の子渉に直濁してゆきづまりをみぜ

た。こうした状況な判断して，指導部は非合法活動への

移行を決めた。かくして. 8月下旬非公然組織日本教育

労働者総会準備会が設立された。

当時の情勢は，いよいよもって全国単一組織の結成を

婆求していた。そのことを最も端的に示したのは新潟教

育労働者組合の誕生であった。新潟の小学校教員山本五

一，石間喜四治は. 1930 (昭和5)年 1.2}j領より下工

作をすすめ，県下初等教育研究会を機に. 6月5日12名

参加のもとで組合組織準備会を. 6日夜創立大会を開い

た。綱領・政策・スローガンは，その階級的立場を明確

にしめている〈向。綱領には. I我等は無産階級運動の一

翼として教育労働者の解放を期すJ.I我等は青少年の反

動的教育に対して反対せんことを期すJ.li帝国主義戦争

に反対すjがうたわれた。政策・スローガンについても，

政治的要求が定式化されているばかりでなく，その具体

性，体系化の程度は，小学校教員連盟や念日本教員組合

準備会のそれを凌ぐものであった。そこには前衛党の指

導があったと恩われる〈拘。新潟の動きは，東京を中心と

した組合運動と全く無関係なまま終始した。これは，強

砲な統一的指導部をもっ全国単一組織結成の必要性と緊

急性を示すもので、あった。

教員意識の急激な変化は，これよりまえ 1929(昭和4)

年 12月の新興綴方研究言語欝会(主催文菌社『綴方生活Jl)

にも反狭していた。この講習会には，山口，大分，愛知日，

熊本などの全国各地から教員約 180名が参加した。村山

俊太郎，早船主五男，今井孝幸次郎.JII口半王子らが教育実践

を報告している。第三日践が終ったあと，会員の希望に

よって，三つの部会.1. 綴方とプロレタ Fア意識 2. 

指導系統案 3. 実際指導上のこまかな問題，がもたれ

たが，ほとんどの教員は「綴方とプロレタリア意識j部

会に集まった。司会者のひとり志援箆は次のように嘆じ

ている。

「正直にいえば，冬のあれでは僕らのもっている思想、

と聴講者の思想、にかなり腐りがあることを感じた。-

…僕らが議締として招かれて行く時には，少くとも或

る意味で，僕らの方が時代の先駆者のような風がある

のが普通だったが，ところが今度のあの会ではみんな

がはるかに新しくて，ずっと向うへとび出していた。」

「腹を立てるよりむしろ恐怖を感ずる……・・・ただ待代

が遼び去るのだ。・…・いつまで、も古い者がそうもちこ

たえられるというものではない。そこにいっともな

く，新しいものが生れて来るものだ榊)oJ

地方的・分散的活動では，長期にわたる閤難な劉争に

たし、し用意周到でしかも系統的な方針・計画をもちえな

い。とりわけ天皇制権力の凶主義な弾圧のもとでは，組織

活動の拙劣さは，運動の持続を困難にした。金問的単一

組織の結成は， こうした地方的活動の限界を克服し，

「多くの確関さJと継承性を保障するものであった。そ

の客観的，主体的条件は全く熟していた。

く詮〉

(1) r教育時論~ 1928年4月25日号
(2 ) 斉LU邸範学校符代tこ尚人必「現主主J(プ日シト絞〉 があった。これ

が「義足J給成の土台になったと思われる。
本庄は，すでに 1925年山l3li費三郎総築の『新興文学』に小品を

投稿L，入選したことがあった(山部昭次「本庄陵努年譜，研究文
献目録Jr文学~ 1自57年10月号 52災)。これは本E主のf号、怨、形成の
一端をしめすものとして注目される。

(3) 木戸若雄氏の研究によれば.1927年12月に， w義足Jが改革毒されて
『文芸行滋』古書 8 号として発行された a教脊持論~ 1969年5月
号)。

(4) 水戸主主雄 rw主主足』の英樹Jni，fh1教稼史料研究J第8号民i苅教育史
料研究会 1968年 5~8~ 

(5) r義足」同人は1928年1月「宵年数腎家述¥Y.!Jに改組したとい号説
があるが，後料的に滋J認されてL、ない。

(6) 山間清三郎 fプ口レタ Hア文学史下巻』理論社 1954年 170頁

(7) 河上 157頁

(8) 菅忠、道・烏錨f寄縦『日本児霊童文学大系 (3H三一言害防 1955年
440日 444~ 

(g) w教育週報J1928王手 10月初日号
(10) rナYプ総成前後JW文化評論~ 1968年5月母 13 :g 

「ナアプjの機関誌『戦旗』が，ラちつづく発禁処分にもかかわ
らず，発行部数の増大をみせたことは.いかに多くの人々 のあいだ
に浸透し，支持されたかをしめしてLる。 (W助言書プロレタ 3ア文学
運動上』新日本出版宇土 19fi7年 165 ~ 167資)。

1928年 5月創刊号 7，0∞部

B月第 2号 7，300器1 発禁
7月第五号 7，000郊

8月第 4号 6，300部i

9月第 5号 7，000部

10月第 B号 8，000部

11月第 7号 8，000部発禁
12月第 B号 8‘200部発禁

1929年 1月第 9号 10，000部

2月第 10号 10，0001事発禁
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五月第 11号 10，∞D郊

4月第 12l5' 11， 500部発望書

5月第 13号 12，000部

日月第 14号 12，000部発禁

7月第 15号 13，000部

8月第 16号 14，000書官 発禁

百月第 17号 15，000害事 3盗塁罪
10 月第 18号 16，口00部 発聖書

11月第 19号 17，000部

12月第 20号 18，000 部

1930年 1月第 21号 20，000部

2月第 22号 21， 000部発禁

2月増刊第 23号 制百数不明発禁

5月第 24号 22，000部発事専

5月域型j第 25芳 郎数不号君主E禁
4月第 26管 22，000部

また， w唱え旗』の付録として f少年旗戦』が， 1929年 5月から発行

された。これは，少年間の発展に一定の彩饗をあたえた。

(11) W教育新潮JJ1928年 4月号

(2) 阪上自月号 14 ]:l[ 

(13) 阪上 1自頁

(4) 向上 20 ]'( 

(15) 信夫清三郎 F大工Eデモグラ V一史』沼本評論校 1954年 65自主主

(16) W教育i毘報JJ1928年 9月 29臼号による。この『教育新詩型』教脊IJt

事J会l主，さきの『教育新潮』読者会と間ーのものと思われる。

(17) W教育遜報JJ1928年 10月初日号

(18) 附上 1928年 10月27日号

(19) W教資時論JJ1928年 10月 513母 19日 20j;{ 

(20) 附上 1928年 12月初日号江頭額二のペジネームで「昭和三年教育

労働者運動」と題している。

(21) W新興教育』復刻版第8巻に収録されている。

(22) 1928年についてだけでも『教育週報』は次のよ告な報滋をおこな

っている。

「小学校教締の俸給八カ月も不払い秋田県の校災等県庁に筒情J
α月初日号)

「役割・代用一千;gの大盤茸g，新潟l取の英断J(3月3日号)

f三時町村が教民の俸給不払，秋自照で繁くべき事実J(5月 12日号)

「俸給不払統出すJ02月 15日号〉

(23) W教育i園報JJ1929年 B月 713号， 14日号， 21 13号参照

(24) 次のよう5な事例がみられる。

「訪問議検束されて免職一変名して労農党の詰電話Hこ出てH教育忍報J
1百27年 10月22日号

「選挙運動で小学校教民の免職一長野県の労燦党員二人JW教育 i器

報JJ1928王手2月 11日号

また沖縄では 1929年頃小学校教員相当数が沖縄青年連盟や社会科

学研究会に加入していたといわれている。

(25) エドキ Yテノレシ機関誌 UTeachers'internatimal No. o" に掲

裁された激文 rl3本の親愛なる闘志、諸主主ノjのなかには「吾々は数

カ月瀦に教育文芸協会なる臼本ーの間体加盟塁を得ているj とある
ママ

(Wプ口 VタDア科学JJ1930年 5月号 113頁)。おそらく教育文宗

家協会時代に加盟申諮したのが，教文昔話会持代に承認通知ができた

と思われる。

(26) 犠副社機「数手苦労働運動小史 2 W小学校教民連lIi1JJについてJW明る

い学校』第4号 1947年 54 ]:l[ 

(27) 河上 55 ]'( 

(28) 品川上 54~ 55]'( 規約は 1924年にプヲユセメレ大会で採択された後

1926年の?イ-0/大会で修況をラけているが，緒論の大綱はほとん

どかわっていない。『教育新潟JJ1928年 5月号に山村桃代によって

紹介されたのは修正前のものである。ここでは，修正された結論を

引用した。

(29) エドキ γテノレシについては， 五十胤良雄氏の『額程表教育論 j事説』

(現代評論社 1自69年)が詳しい。本論文のエドキ YTノレシの援史

に関しては，この審議に負告ところが多い。

(30) 平野義太郎 fエドキ Y"!Tノレン・ライプチツヒ会議に参加してJW日

本教育運動史第2巻JJ93日 97]ミ
(31) 大会における報告の全容は， "壁際教育労働者逮駿綴『新興教宵学』

(浅野研奨訳，刀江参院 1931年〉にi収録されてしる。

(32) 文部省学生部『プ口レ夕日ア教育2重要語上JJ1933年 8日 7頁

(33) W教予言評論JJ1970年 2月号 80~81頁参終

(34) JIIIll由太郎「学校自治会の自主化H新興教育JJ1951年 12月号参照

(35) 泌総溺掲論文 54頁

(36) W忠、怨喜善資資料第八軽IJJ(130真)によれば，佐野五郊の起草となっ

てしもる。

(37) 池民主重生「プロレタ Fア数予言の足跡(1)JW教鯨の友JJ 1958年 9・

10月号 157日 158頁

(38) 鱗銭は次のよラなものであった。

A 教員自主綴の石室立

B 教湾機会均等

C 現今教育制度批判

D 下級教員の生活改議

E 教員任免縫活Lf詰反対

F 反動教育の暴童書

G 教主主義務年限撤廃

また，7.口ーガYは以下のとおりである。

A 教員の住宅を係議せよ

B 教員の任免縫を校長より!f，!j撃せよ

C 小学校教員に副業主と与えよ

D 義務年阪を徽母音せよ

E 私立学校制度を確立せよ

F 無産児童霊収容学校を設立せよ

G 小学校の兵営化に反対せよ

H 寧悶主義教育を小学校全学科より排除せよ

I 小学校教員に陸自を与えよ

J 反動教脊を撃破せよ

K ~出府採就職の自由を与えよ

L 小学校教員俸給の全額閤庫負担を保i正せよ

ci世間稜生「プロレタ 3ア教資の足跡(1)J W教師の友JJ19，，8年 9・

10月 158頁〕

(39) 生活協同組合巡動は労働運動の不可欠な構成部分であるが(芝郎進

午『社会観入~~JJ 弘文堂新社 1964 王手 125 系)，教員総合遼動におい
てもまた，その発展段階を磁iする指擦としてとらえる必要がある。

(40) 増撚繭持論文 55頁

(41) 山口近治「非合法教員組合i筆致の追憶H教予言運動史研究』第 12号

教育i璽動史研究会 1百70年 107頁

(42) 八王子結城八郎なる名前で発表されているが，内容から判断して八

王子支部のメンパーが投機したと恩われる (W戦旗JJ1930年 7Jl号

169 ~ 171頁)。

(43) W全日本教員組合準備会会報』第 1号 1930年 6Jl10日発行

(44) 増減様「教育労働遂動小史5日本教育労働者総合と新興教育研究

所H切るい学校』第 5号

(45) (43) とliiJじ

(46) 同上

(47) 文部省恩怨局[思怨、宮司王詮資料第 15輯Ji61日 62頁

(48) E日中惣五部「新潟の人々JW新教の友』第5号新教懇話会 1960年

46頁

(49) W量産方生活JJ1930年 5月号『学校教育空白本の教育主量産JJ:明治関

1957年 215頁より丙51用
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