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経済学研究 36-1
北海道大学 1986.6 

職場組織と経営民主化運動 (2)

一一ー戦後初期労働運動の実体一一ー

小路行彦

目次

課題と方法

一経営民主化運動の生成と構造

(以上第35巻第4号)

ー経営民主化の実態

経営民主化または職場民主化は，次の三つの

ことが問題にならなければならないし実際に

問題となっている。第一は，経営組織における

労働者の位置，意思決定過程にどのように係わ

っているかということ。第二は， 自分たちの上

に立に役職者に，誰が，いかなる基準で選ばれ

るかということ。第豆は，一人一人の労働者が

その技能に応じて， どのようにして"、かなる

評価を受けるかということである。

これらはそれぞれ，経営協議会， I職長」を中

心とした人事問題，格付による加給配分制とい

う賃銀問題で具体1的に問題にされている。以下

では，これらを個別に検討し，経営民主化問の

実態を明らかにする。

39)戦後初期の労働運動がスローガンとした「民主主
義j，[""民主化」という言葉の内容と形式の問題性
については， 栗田健「戦後民主主義と日本労使関
係j (長州一二編『現代資本主義と多元社会』所
収， 日本評論社， 1979年)が鋭く分析している。

また， 同「企業別組合の機能とその基盤j(W研究
資料月報~ 306号，法政大学大原社会問題研究所，
1984年4月)では，日本の労働者は「民主主義」
を共同体の論理から引き出したと述べているが，
これは最近の共同体論の成果にも繋がる注目すべ
きもので、ある。

たとえば，経営改革とならんで同時期の社会改
革であった農地改革， その歴史的前提をなす小作
争議は， [""地主をして部落の規範に従わせようと

1 経営協議会

①経営協議会の文脈

経営協議会を問題にする際に，初めに留意す

べきことは，それが創設された問題状況と経営

協議会がいかなるものとして社会的に認識され

ていたかであろう。

初めに，問題状況による経営協議会の性格に

一言しておけば，資本家，労働者の生産意欲が

ポイントになっている。すなわち，資本家の生

産サボに対抗して，生産管理争議から経営協議

会の創設に進んだ例，逆に，労働者が労働意欲

を喪失している状況に対処して，経営管理層が

労働者統合策，労働の目的体系創出策として経

営協議会を設置した例の二つに分類できる。

前者と後者では，経営協議会設置の経過は全

く反対であるが，戦時中の管理体制に対する不

満が強く，管理層による一方的・一元的な経営

の運営は不可能であったという点では共通で，

ともに経営協議会の設置が必要であったのであ

いうものj (斉藤仁「農地改革論の問題点j，日高
晋他編『マルクス経済学理論と実証』所収，東京

大学出版会， 1978年， 300頁)であったとすれば，
それは，社会運動の起点に「部落的共同体秩序」
のあったことを示すものである。また，本稿の内
容でいえば， 経営民主化運動のエネルギーは，そ
の担い手の複雑さに対応して多面的であるが， 主
な一つには， 戦時動員による職場の昇進・昇給序
列がくずれたことへの反発(後にみる三級官問
題)があった。つまり，二つの社会運動の型には
共通性があり， [""年功秩序」と「共同体秩序」の
回復が， 運動の起源となっていたといえる。 な
お，このような「民主主義」を「階層性民主主義」
と解読する栗原彬「日本型管理社会の社会意識」
(見回宗介編『社会学講座12社会意識論』所収，

東京大学出版会， 1976年)をも参照。
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る。それ故，こうした問題状況とは呉質な，経

営者の戦争責任を追求して生産管理争議をおこ

ない，争議の妥結で経営協議会を設置した例で

も労使の力関係の桔抗点で経営協議会が成立

しているとはいえ，基本的な構図に変わりはな

いのである。

次に，経営協議会の社会的な観念の推移をみ

ておこう。以下に掲げる「経営協議会」構想に

関する年譜は，大宮工場で経営協議会が創設さ

れるまでの主要な構想と実際に締結されたもの

を示したものである。国鉄と埼玉県内に関する

ものを入れたのは，大宮工場への影響を考えた

ためである。

1946年10月までの「経営協議会」構想の推移

(1945年〉

12月12日 読売争議妥結， 1新聞民主化の基盤=経

営協議会獲得の意義」発表

(1946年)

2月 商工省・厚生省共同草案「工場委員会制

度要綱(仮称)J

2月8日 長谷川浩(日本共産党中央委員)1経営管

理についての二，三の私見」

同 国鉄労働組合東京地方協議会，争議戦術

として経営管理の方針を決定

2月19日 総同盟「労働協約基本案」

2月27日 国鉄総連合，国有鉄道運営参加の方針を

決定

5月29日(詰工省企画室「経営協議会設置要綱(案)J

6月13日 政府「社会秩序保持に関する政府声明J，

「経営協議会」に関する書記官長談」

6月25日 加藤製鋼所(JII口市)， 生産管理争議妥

結， 1経営協議会」設置

7月16日 関東経営者協会「経営協議会に関する諸

意見J

7月17日 中央労働委員会「経営協議会指針」

注:(1)については，増山太助『読売争議1945/1946J1

(亜紀書房， 1976年)を参照。ここでは， 1経営協

議会は経済民主主義化の重要な手段J(185頁)と

規定している。 (2)，(3)， (4)， (7)， (8)については，

森五郎『経営協議会論一理論と運営一JI (中央労

働学園， 1948年)を参照。ここで森氏は「経営協

議会」の性格を三つに分け， (2)，仰を「資本家的

支配のもとで，労働の協力を求めるという資本専

制関係緩和型J(80頁)， (3)を「労資の社会的関係

を，対等的抗争と見J(83頁。以下，強調符のつけ

方は。。。は原文のもの， ・・・は引用者のものであ

る)、るもの， すなわち， 1経営協議会」を「事業

経営の最高決定機関J(85頁)とし， 1労働組合が

『経営の主体』で，資本家はそれに『参加JIL， 

決定事項の業務執行者J(86頁) と労資の力関係

を逆転させたもの，仏)を「労資の社会的関係を，

対等的協力と見るJ(81頁)もの，すなわち， 1産

業民主主義の本質である労資対等関係の実現J(83

頁)を具体化するもの， とそれぞれを把握してい

る。 (8)の中央労働委員会「経営協議会指針」は，

「これらの代表的見解を中心とする成立期半歳の

経験の上に，二十一年五月末以来の新状勢に立っ

た労資両階級聞の力関係の均衡点として成立した

代表的基準J(86~87頁)で， 1産業民主化」に沿

ったものであるとする。 (5)に森同書が記していな

いのはこの案が公表されずにおわったとされてい

るためか。この案の全文と性格分析は，中島正道

「戦後激動期の『下からの経営協議会』思想ーイ

デオロギーと労働組合に関する一考察J (清水慎

三編著『戦後労働組合運動史論=企業社会超克の

視座=J1所収， 日本評論社， 1982年)を参照。同

案は「経営民主化の色彩はきわめて稀薄でJ(139 

頁)， 1工場事業場における生産作業の合理化」

(138， 164頁)に重点がおかれている一方で， 1ド

イツワイマール憲法第一六五条における経営労働

者協議会規定および一九二O年経営協議会法の影

響はきわめて顕著J(139頁)といわれる性格のも

のであった。 (6)は埼玉県下に大きな影響力を及ぼ

したもので，政府が先に発表した「経営協議会に

関する書記官長談」の争議防止機関としての経営

協議会に対抗するものとなってし、る。しかし経

営協議会の意味づけを「従業員の総意を経営に反

映し企業の正当にして能率的なる運営J(埼玉県

労政部労務課『埼玉県労働運動史(戦後編)J11968 

年， 45頁参照)としているのは注目に値する。

この「経営協議会」構想の推移のなかで提起

された経済体制構想とこの中での役割， この意
キ戸

味での経営協議会の意味づけは，その鍵概念だ

けで示せば， r経営合理化J，r経営(又は産業)

民主化J，r産業社会化」といえるであるう。こ
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れらについて詳論することが ζ こでの課題Jでは

ないのでJ叫，注目したい問題点だけに言及して

おけば，一全体の流れは「産業民主化」の性格の

ものに向つでいったこと， ζ のなかで， r経営合

理化」は46年2月の商工省・厚生省共同草案

J工場委員会制度要綱(仮称)Jの一段階で既に

文面土は消えていたが， Cの案の基になった商

工省の「工場(鉱山)委員会制度設置要綱J

(H}46年2月J以下西暦は46年と略記する)で

は，経営協議会は「生産作業合理化の方途J41)

と規定されていたことである。そして，経営協

議会の性格づけが「産業民主化」に向った段階

でも，この「経営合理化Jは伏在する形で残っ

たと思われる。たとえば， r経営民主化」と並

んで「経営の合理化J.(日本コロンピア， 46年

4月17日)42)， r企業の合理的運営J(共同印刷，

46年5月25日)43>， r企業の正当にして能率的な

る運営J(加藤製作所， 46年6月25日)州， r産業

平和の確保及び経営並びに労働の能率増進J

(武田薬品工業， 48年 8月28日)45) を規定して

いる例がみられるのである。それも「産業平

和・労使協調Jの意味あいのものから主観的に

はζーのような意味あい占は正反対のものにまで

及んでいることが注目される。つまり，労使協

40) 森五郎『経営協議会論一理論と運営ー~ (中央労
働学園， 1948年)が古いがよく整理されてし、る。

41)中島正道「戦後激動期の『下からの経営協議会』
思想ーイデオロギーと労働組合に関する一考察」
(清水慎三編著『戦後労働組合運動史論=企業社会
超克の視座=~所収，日本評論社， 1982年， 161頁〉
なお， 同論文も小島慶三『日本経済と経済政策』
(通商産業研究所， 1957年) よりヲ開したもので

ある。
42)労働省『資料労働運動史(昭和20・21年)J1(労

務行政研究所， 1951年)69頁。
43)向上， 666頁。
44)崎玉県労働部労政課『埼玉県労働運動史(戦後

編)J1 (1968年)45頁。加藤製鋼所は従業員数267
人の川口市の鋼鋳物業である。また同様の見解は
日本鋼管鶴見製鉄所労働組合執行委員長林武雄氏
によっても表明されている。林武雄「経営参加と
労働組合の立場J(W日本能率』昭和21年7月号，
日本能率協会)参照。

45) 労働省労政局『労働協約集第一輯~ (1948年)
119頁。

調であれそうでないものであれ，経営協議会の

意味づけには，時代思潮で、あった「経営(産業)

社会化Jに加えて，顕在的，潜在的なものも含

めて「合理的・能率的な運営」が労資双方にと

って，その理念の具体化が焦点であった。

さて，本稿の対象である大宮工場の「経営参

加」構想にはいかなる思想が表明されているで、

あろうか。経営協議会の全体の文脈の流れはこ

れまでみたとおりで，犬宮工場のそれもこの中

に組み込まれていったことは確かであるが，既

にみたように，大宮工場の職場闘争は早く，読

売第一次争議中の45年11月25日である。全体の

動向に組み込まれた46年10月26日の経営協議会

は次項で分析することにして， ここでは経営参

加への自生的な観念が表明されていると思われ

る「争議」直後の構想を検討することにする。

大宮工場の自生的職場運動 (r争議団」まで)

が掲げた当局への要求は， r給料即時五倍増

額」・「八時間労働制」・「職場幹部の更迭」・「物

資部運営の明朗化」であった。前の二つは労働

条件に係わるもの，後の二つは経営の民主化に

係わるものである。この経営の民主化に係わる

要求は，問題点への直接的な改善を要求したも

ので，経営組織にどのように労働者が係わって

いくかとし、う組織そのものへの改革的視点は含

まれていなL、。それは要求の中に，労働者の団

結権に係わるものが含まれていないことからす

れば当然であった。そしてここに， 自生的運動

の「自生的」たる理由もあるわけである。

経営体の骨格が崩壊し労働者の労働意欲の

喪失に憂慮するだけで経営体の再建の手掛りを

掴めないでいた経営管理層にとって，棒心層の

労働・生活環境を反映した自生的な運動は，ひ

とつの手掛りであったと思われる。「労働者組

織」の結成は，経営から意織の離れた労働者を

も組織化し必然的に経営問題に取り組まなけ

ればならないことを意味するからである。現場

管理者の「労働組合」への参加は，個人的な様

々な動機を超えて， こうした問題状況の直接的

な反映であった。それ故，大宮工場の「経営参
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加」や「経営協議会」は，下職場民主化運動」の

流れの上にも，経営管理層の経営体再建の意図

の土にもあったといえよう。

しかし，局面をリードしたのは形式的には労

働者側であった。すなわち，経営組織の改革に

係わる運動思想が初めて表明されたのは， r争
議」が妥結して「従業員組合」が結成 (12月5

日)された後に起草された「従業員組'合規約

(案)J(12月25日)においてであった。そこで，

その個所を含め次に「規約(案)J全文を掲げ，

その内容を検討することから始めよう。

労働組合の要件

1.組合員は手弁当によって支持される力強い自主的

組合たること。

2.組合の生命は団結権にある。

a最も活動的な権利は罷業(ストライキ〉権である 0

4団体交渉権，団体協約権は労働組合の平時に於け

る当然の権利である。

従業員は原則として労働組合員たること。

組合を公認し団体交渉権を認めること。

ら経営の営利より国家的に進展せしめんため組合の

企業参加権を認めること。

6.官吏服務規律によって下級官吏を働かしてみるこ

と。

組合は自主的に共済設備を設置し真実を教える教

育機関・病院・託児所・図書館・消費組合・労働

銀行を作り福祉増進を図ることω。

戦後初期の段階で，組合の活動領域を共済設

備・教育機関・病院・託児所・図書館・消費組

合・労働銀行と規定したのは珍しく，ひとつの

自立的な労働社会を構想したものとして注目に

値するが，これは以後，社会の民主イι産業と

経営の民主化の時代思潮のなかで，運動の中心

に据えられることも，具体化されることもなく

労働者の意識から消えてlいったことに触れてお

きたい。

さて，ここで問題とすべきは， r企業参加権

を認めること」が， r経営の営利より国家的に

46)国鉄労働組合大宮工場支部三五年史編集委員会
『国鉄労組大宮工場支部三五年史Jl(1983年)45~ 
46頁(以下， Ii'三五年史』と略記する〉。

進展せしめんため」とL、う理由から主張されて

いることである。この一文は「営利(を〕より

国家的に」と「営利より国家的(な事業)に」

の形式上は全く相反する意味に理解する余地が

ある。企業の営利性を国家を媒介として促進ま

たは規制しようと意図したもので， どちらにせ

よ「企業参加権」の意味づけは，国家によって

媒介されるものであった。

次に問題を苧んでいるのは， r官吏服務規律

によって下級官吏を働かしてみること」であ

る。これは， r労働組合の要件」という「規

約(案)Jの中に含まれているものとしては，相

当に異質である。この案文が争議団の中心メン

バーと職場長層の一部によって起草されたこと

を考えると，先に触れた経営管理層の経営体再

建の意図が組込まれたものとみることができる

だろう。この点は措いても，重要なのは既存の

身分制を保持し，下級官吏を「労働組合Jの掌

握のもとに働かせるとL、う意図の存在を加味し

て， [""営利より国家的に」の意味も理解されな

ければならないことである。つまり，これらの

発言によって理解できるのは，労働者の下級官

吏化を是認L，これに依拠した「労働者組織」

の形成と活動の方向づけ，意味づけをしたとい

うことである判。

この「企業参加権」の意味づけは，労働者も

経営の重要な構成要素であることを制度的に認

めさせていくという限りで， r民主化」という

言葉で表現できるものであるが，ここではま

た，身分制を保持しているという点で[""民主

化」とL、う概念には合致しないものであった。

この意味吃「産業民主化」や「経営民主化」

が，時代の思潮になる前に示された「企業参加

47)この時期， 労働者の下級官吏化への要望は強いも
のであったことが報告されている。たとえば， i第
三回労務法制審議委員会J(45年11月15臼)， i第五
回労務法制審議委員会J(45年11月21日)(その議
事録は労働省，前掲書所収)で， 運輸省鉄道総局
勤労局長は「鉄道のような大きな官業で， 労働者
という意識をもっていない， 市も国の最近の情勢
から見て， 全部官吏待遇者として使えという要望
が多いJ(731頁)と述べている。
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権」には，歴史過程を反映した「非合理的Jな

観念・意味が付加されていたのであり，この観

念から「企業参加権」が発生していた。しか

し，これが歴史的に存在した限り， r非 合 理

的」と分析されえても現実に根拠をもつもので

あったとすれば，これを保持して反省していく

こと以外に生産的な歴史の歩みはなかったよう

に思われる。

ところで， ζ うした国家を媒介とした思想48)

は，総同盟の「労働協約基本案J(46年 2月

19日)にも， r労働と産業の社会的， 国家的意

義J49) の表現でみられるものであった。しかし

この問題は既に示唆しておいたように，戦時労

働体制の過程で進んだことのうちに，その根拠

を見出さなければならない。

すなわち，戦時労働体制の理念的な目標であ

った「労資一体産業報国・勤労報国」は，労働

の国家性を主張することによって労働の客観的

な目的体系を個人から国家に吸い上げ， これに

よって労働者の労働意欲を掌握し，生産増強を

48) r労働の国家性」は労働組合法制定のためにつく

られた「労務法制審議会」 σ労務法制審議会議事

録」は労働省，前掲書に所収jで議論になってい

る。労働組合法の基礎理念に関連して議論された

もので， 産業報国会の勤労観から主張する者(三

村起一住友鉱業社長)， これには反対しながらも，

国民経済的視点から勤労の国家性を主張する者

(柱泉化学工業統制会理事)など， その理論には

微妙な対立を示していた。この時期まだ元総同盟

会長である松岡駒吉も「労働の国家性」を問じよ

うに発言の骨子においていた。しかし それは

「労働者を歎繭するものだと言わざるをえないよ

うな出発点をした産業報国会J(697頁)に繋がる

ものではなく， r日本における労働憲章とでもい

うような大文字を使って人権の尊重を条文に規

定J(698頁) とか， r労働の文化史， 殊に労働が

自然に能動的に働きかけることなくしては総てを

創造し得ない所の労働の創造性と云うものを大い

に強調致しまして， 唯抽象的に労働が神聖である

と云うことを言うばかりでなく， もう少し具体的
に其のことを明らかにしてはどうであろうか」

σ01頁)などの労働に関する基礎理念と共存する

ものであった。問題は，松岡においては国家と社

会は区別されることなく， 同一視されているとこ

ろにあるのである。

49)労働省，前掲書， 77真。

図ろうとするものであった。このもとで，労働

者が労働の国家性に値してどれだけ保護・優遇

されたかは別として，社会的に労働の地位が高

まったことは意外にもよく指摘されることであ

る50)。つまり，労働は国家を媒介にして，資

本直接的には資本の意志の執行機関である経

営管理層との権威格差を縮めることになってい

たのである。

このように分析してくると， r経営民主化」

が時代思潮になったあとの大宮工場の「企業参

加J，r経営協議会」の追跡は，それ程実りある

ものとはいえないことが予想される。新たな理

念がこれを支える解釈可能な経験を欠如してい

る場合，実りのない営為に終わることがほとん

どだからである。ともあれ， どのような理念の

具体化が図られたか次にみることにしよう。

②経営協議会の性格

経営協議会は「労働協約」の締結によってそ

の具体化をみたのであるが，その具体化の試み

は経営の主導のもとに， 46年 3月時点で既にお

こなわれていた。設立された「経営協議会」の

前史として，この試みからみていこう。

労働組合ノ工機部運営参加ニ関スル件(案)51)

大宮工機部ノ経営ヲ明朗民主化シ其ノ生産能率ノ

向上ヲ図ル為下記各委員会ヲ設置ス

記

1. 生産委員会

第1条本委員会ハ大宮工機部ニ於ケル工事予定及

実績ノ;検討並翌月ノ工事消化方針等ニツキ

協議スノレモノトス

第2条本委員会ハ関係課係長，職場長及労働組合

側代表ノ各委員ヲ以テ組織ス，委員長ハ調

査課長ヲ以テ之ニ充ツ

50) 小関智弘『大森界隈職人往来~ (朝日文庫， 1984 
年)54~55頁参照。

51)この案は， 国鉄労働組合東京地方本部(清水慎三
監修) w国鉄労組東京地方本部20年史~ (労働旬報
社， 1971年)にも紹介されている。ここでは，こ
の案を「大宮工機部労働組合が決定したJ(99頁)
と説明を加えているが， 案の内容や次にみるこの
案の変更案の内容の変化から考えて， この案の起
草は管理者側の主導によるものと判断される。
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第3.条本委員会ハ毎月 1回之ヲ開催ス，但シ委員

長必n要アル場合又ノ、委員ヨリ要求アノレ場合

ハ随時之ヲ開催ス

2. 施設委員会

第1条本委員会ハ大宮工機部ニ於ケル設備，機

械，器具等ノ改良補修其他旋設上ノ作業条

一件改善ニ関スノレ事項ヲ協議スルモノトス

J 第2条山本委員会λ関係課係長，職場長及労働組合

側代表ノ各委員ヲ以テ組織ス.委員長ハ調

査課長ヲ以テ之ニ充ヅ

第3条本委員会ハ毎月 1回之ヲ開催ス，但シ委員

長必要アノレ場合又ハ委員ノ要求アル場合ニ

ハ随時之フ開催ス

3. 人事委員会

第1条本委員会ハ大宮工機部ニ於ケル従業員ノ待

遇，任免，賞罰等ニ関スノレ事項ニツキ協議

スルモノトス

第2条本委員会ハ関係課係長，職場長及労働組合

側代表ノ各委員ヲ以テ組織ス委員長ハ総務

課長ヲ以テ之ニ充ツ

第3条本委員会ハ委員長必要ノ都度之ヲ招集ス，

但シ労働組合側委員ノ要求アル場合ハ随時

之ヲ開催ス

注:下斉藤鉄郎ノートJ(国鉄労組大宮工場支部蔵)

よりヲ問。活字で印刷されたこの「運営参加二

関スノレ件(案)J は， 張られているページが，

46年3月18日のページと 3月20日のページの間

にあることから 3月18日ないし19日に発表さ

れたものと考えられる。

この「運営参加ニ関スル件(案)Jが，管理者

の主導によって起草されたものであることは，

その内容から明白である。全体が「生産能率ノ

向上」に向けて編成されてあるからである。

提出された(案) (以下，第一構想と呼ぶ)

は非常に簡単な構成である。「生産委員会」・「施

設委員会J・「人事委員会」の三つの委員会があ

るばかりで，通常の「経営協議会」にある労使

が最終的に協議する場は設けられていない問。

52) この時期， こうした構成をとっているのは，総同

盟の「労働協約基本案」であった。それは.r労
務委員会」と「生産委員会」の設置を指示し.r生
産委員会」は労資委員の他に r労資双方に於て

'各委員会は当局側の生産・施設・人事の最高

責任者と労働組合側委員から構成されている。

これは通常の意思決定機構を構成するメンバー

に労働組合側委員が加わった形で，特に労働組

合側の委員を明記Lていないところをみると， • 

労働組合側も関係課係長，職場長と同様の資格

で一人参加するもののように判断される。それ

故， これは当局の意思決定機構とは別個に労使

によって構成される経営協議会を作ろうとする

ものではなかったと考えられる問。

先に紹介したように，森五郎氏の分析に従え

ば， この時期経営協議会は「資本専制緩和型J，

「対等的協力による産業民主主義型J，I対等的

競争による産業社会型」の三つの型が鼎立して

いた。大宮工場のこの構想をこれに従って分類

すれば， I資本専制緩和型」であり，常識的に

いえば，労使協調を構想の根底においたものと

いうことができょう。しかし，この構想に示さ

れた経営体観，労使関係観には，これらのイデ

オロギーをまとった概念では覆い隠くされてし

まう経営体の論理問とでもいうべきもの，具体

承認せる技術者を以て構成J(労働省， 前掲書，

78頁)するのが特長であった。

53) こうした経営協議会を典型的に代表しているの

は， 加藤製作所(千葉県) の例である。「労働組

合」の要求によって46年 1月25日に成立した生産

協議会は， その規定において「工場経営の最高方
針を審議決定するために経営者代表及び従業員代

表を以て構成すJ(労働省，前掲書.665頁)とさ
れ， r名称は生産協議会であるけれども， 実体に

於ては経営に関する最高審議決定機関たる性質を

持つものJ(同) であった。この事例がどれだけ
社会的影響をもったか不明であるが，大宮工場の

構想にはこの影響が読み取れるといっても内容上

は問題ないであろう。
54) r労使協調」はイデオロギーで， r経営体の機能論

理」はイデオロギーではないと，言い換えると，

「経営体の機能論理」担う技術的理性は， r中立
性」をもつものと単純に考えているわけではな

い。だが，両者は次の点で区別されなければなら
ないものと考えている。すなわち，前者は現実的
に根拠のある階級対抗日 これに基づく階級闘争イ
デオロギーへの対抗として， このイデオロギーが

発生してくる労働者の存在条件を無視して，歴史
的に主張されてきたもので， この点でイデオロギ

一概念に付きまとう「虚偽性」・「利害関係性」を
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的にいえば，組合は労欝を代表し，統括するこ

とで経営を欝戒する要議，意題、決援機構の中に

位置をtきめるべきものとする担点がみられるの

である。これには「労縁組合j の盤絡が欝錯し

ているとみることも可能である。「労機組合J

は職場長のリ…ダージジブも日働いて結成されて

いたから，これは「上からの続織化J~こ妥当す

るものであり，この一環として「労働組合j の

経営協議会への組み込みもあるというのであ

る。経営協議会は努欝者側の搾し上げによるも

のであったが，構想、の陀容は管理者錨によって

されたものであった。ここに形式的には

f下からj と「よからj の対説関係は存在して

いるが，問題はこの構造の中にも示されている

経営体のあり方に関する…般的なものの検出で

ある。それが状況の中で付与される意味は，こ

では重要なことではない。

ところで，この構想では調査課長が委員会連

営の中心になっている。これは，戦前の「現業

委員会J55)の経験を発展的に継承したものと思

払拭することができ?ない。これに対して，後者警は

資本家・経営者・労働者をも問時に内在的に拘束

していく会箆約的なや立約機能として抽出できる

…簡をもつものである。しかし，これ安担う技術

約理伎は， マノレグ山ゼがいうように「技術段体が

とりもなおさず〈自然と人間に対する〉支配でめ

ち，方法的で，科学的で，計算された計算づくの

交配j て、あるが故に， rそれ自体イデ;;;tロギーj

〈へルベルト・ γ ノレターゼ

O ・ジュタマー綴・出口勇議監訳 Fウユ…パーと

現代社会学』下，所j札木鍵払 1980年， 35頁)"C' 

あると考えられるべきで詩うろう。たお， このぷに

ついては間警におけるラインハルト・ベンディッ

グスのマルクーゼ批判， 主主びにマルク--li報告を

論じた山之内務 F務代社会の歴史的{立総JI (日本
苦手議払 1982年)の第4霊堂「くウェ…バー・シン

ポジウム〉とマノレグ}斗ぎの問題提起Jを参照。

55)認さ集委良会は鉄道子以下の現業従務員から選ばれ

t::現言葉委員と著事務所長・工場長がさヨる議長，

から指名された参与から構成される。参与には各

掛主任{税課長}がさ当り， 現業委員の資議に対応

ずるものであった。詳しく比率忠言幸三郎 f国鉄

現言震をふる33年JI(交通協力会， 1952匁)を参照。

なお， 間警察ではE託業委員会の参考案合ホイットレ

官業応用組織索としているが，

「プ胆ジプの劉有鉄滋現業接客員会制度を参考J(星

われる。構想は援史的経験さと改革する形で提起

されていたことも大きな特散であった。

さて， との提穏を受けて3月25日には組合執

行委員会で論議されている。ここで議まったも

のは，当局案さと執行委員会で修正したものかi

事鳥との交渉で、修正さなれたものを報告したもφ

か不明であるが，次のようなものにたつで"い

た。 4

1. 

2: 

ア.工事告f溺ニ関スノレ事項

イ.

ウ.業務理主義ニ関スノレ事項

部課長 § 

組合側 15

(1) 喜芸員計箇ニ澱スノレ毒事築 部謬長 6 

(2) 給与品関スノレ事夜 組合側 15

伶) 任免賞罰ニ関スノレ事項

(4) 

(5) 茶ノ他労働条件品関スノレ家主庭

3. 物資毒事逐営委員会

注 :i斉藤鉄郎，/-トJより引用。 46年3}125院に

開かれた執行委員会の記録である。

全体の構成に大きな変化はみられないが，

二，さの修正によって経営協議会の性絡に根本

的な変誌のあることが読み取れる。

修工E案(または第二構想と呼ぶ)では，前案

における「生産委員会」と f擁設委員会Jは

「生産委員会jに統合ち九「人事委員会jは

名称は同じでも 1華客員計蹄ニ欝スノレ事項」 と

f長率生議利ニ関スノレ事項jが加わり，人事問題

のみならず労鶴条件全殺に保わるもρた協議事

項とするに至っている。加えて， 1物 資務 違営

委員会jが第五の委員会として繰り込まれ (1物

資部選営委員会jは「争議J終了後独自に創設

されていたL 当時の特殊事情を反映さぜてい

るc 生産開題に関することではなく労樹条件に

野守之助『鼠鉄労働事務』勤者ま書房季 1952年λ
「独逸に喜怒擦やって懸る組合斜度と云ふものを語審

議李J(ll.口j乱綴「鉄道溌業努負会制度i工藤義修

綴『鉄道と文化』所収， 鉄選遊友会主状態 1936 
年}と諸説がある。



保わる内容が増え，しかも， r物資部運営

という当時の労{勤務にとって一番関心のあ

るものとはいえ，一時的なものが独立の委員会

と怒れている ζ とは， ζの修正が組合側の主張

によるものであることを示している。それ故，

委員会の人員構成子部課長札組合側15J も

組合側の援によるものと考えられるのである

が，このことからは，管理震が構想したものと

は築費な，部課長による総合側への説明という

性殺令甑濃くした経営協議会像が浮び上がって

くるのである。

この善寺期社会的に影響力のあった，

藤生省共同草案 f工場委員会制度饗鱗(低称)J

も総同盟「労韓協約基本議室j も労資冊数を規定

しでいた中で，伺故大宮工場では組合側の多数

を構観したので、あろうか。考えられる譲治は，

46年 2~27尽に欝鉄総連合は f懸有鉄道運営参

加Jの方針を決め， これをうけて当局も

していたからゆ央で、議論さ

れたことが襲警したことや562，委員長斉藤鉄郎

が中央で欝保ナる個人〈特に米弘厳太郎)57; か

ら受けた影響などである。

この修草案が最後のもので，これに基づいて

級営協議会が発足したのか，吏に修正が施

て発廷したのか不明である。しかし，次欝にみ

るように，生護委員だけは各職場から選出され

ているので，この修正案かそれに近いもので成

立したことは確実である。成立した経営協議会

はこれも次節でみるように， どれだけの

もったものか不明なの汚点うるが， ここの点とも

係して， 10月26日「労欝議約Jの調印にともな

って，新たに成立した経営協議会はIB絞営協議

会との継承については何ら触れられずに，以下

56) 蕗折~経て一年後に結ばれた磁鉄労働協約による
経営協議会規郊に基づいて， 各所で創設された経

営協議会は全て組合側多数であったく東京大学社

会科学研究所編『戦後労機総合の爽態』日本評論

払 1950年.253支参照〉。国鉄労働協約を斡旋し

た中央労働員会も含弘 どの組織がこの点の原案
の持、主であるかは不明である。

57)斉藤鉄路と末弘厳太郎は戦前からの知り合いであ

ったという(~三五年史Jl 44J'{参照〉。
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のように規定されている。と'いっても，その内

容はこれまでのこ二つの案の複合・継承は明白で

あった。

多量研者詳済霊童22 (:詑〉

労働条件に関する議項。

人惑に関する毒事項。

業務に関する事項。

その他協議会で，必繋と器ゐた善事

項。

工機部災及び組合札協議会の決定な尊

重宝しその内務の爽現に努力する交に径

ずる。

協議会は，工機部長の選定した委員及び

組合の選出した委員で構成する。委員数

は，総務十名，後者二十名を様準とす

る。

委員の伎期は，一年とする。工機部長又

は組合が必要きとするときは，任期中でも

こことができる。

毎年二同工機部奨金丸これを

招集する。但し二仁機部長又は組合の要

求あるときは蕗持にこれた開く。

エ磯部長は次の事項について，協議会に

幾示し説明言とする。

事業の…殺計画に関する事項。

若手業の絞的内容に関する考察項。

協議会に，議長及び副議長を霊童く。議長

及び副議長は，会議録にこれを選出す

る。

協議会弘次の委員会会緩く。

大宮二ζ磯部緩営協議会銭烈

第一条大宮工機部経営協議会(以下協議会と称

ずる)は，昭和二十一年十月二十六白締

結の労働協約第二条に基いて，ご仁機部内

にこれ安置く。

協議会は，工機認の絞営に，従業主義の総

意を反題発して，その民i史的運営を図仏

関鉄の健全な発達に寄与することを図的

とする。

協議会は，工機部の経営に関して，次の

喜善療を協議する。

エ機部の組織及び経営方針に関す

二
一
一
一
間

第 二条

第三条

第凶条

第五条

第六条

窓際七条

第九条

第十条

第八条
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業務制度，工事計画及び業務能

率の向上並びに事故防止その他

業務改善に関する事項。

一厚生委員会

物資部消費組合，食糧増産，勤

労用物資及び福利厚生等に関す

る事項。

- 教育委員会

教育に関する事項。

前項の各競委員会に，必要により分科

委員会を設けることができる。

第十一条委員会は，工機部長の選定した委員及び

組合の選出した委員で構成する。委員数

は，協議会で定める。委員の任期につい

ては，第六条を準用する。

第十二条委員会に委員長を置く。委員長は委員の

互選とする。

第十三条委員会は，委員長必要に応じこれを招集

して，所掌事項に関する審査研究を行

ふ。但し，工機部長及び組合双方の同意

により，委員会の決定を，協議会の決定

にかへることができる。

第十四条協議会の議長は，その決定事項，懸案事

項その他重要な協議事項を記録し，適宜

な方法で，工機部長及び組合に報告す

る。

第十五条協議会の議事に関しては，前各条による

外協議会でこれを定める。

第十六条協議会並びに委員会に関する事務を処理

するため書記を置く。書記は工機部長が

これを任命する。

附則

この規則は，昭和二十一年十月二十六

日から，施行する。

第四条及び第十三条の決定とは，協議

会並びに委員会で協議成立し，双方の機

関の同意を得たものをいふ。

注:鈴木安久三編『国鉄労働組合大宮工場支部35年

史資料』より引用。

以上の経営協議会(以下，第三構想と呼ぶ)

の特質に影響のあったものは， これまでに工場

内で立案された二つの構想に加えて 3月末以

降10月26日の聞に発表された主な経営協議会構

想で、ある，商工省企画室[経営協議会設置要綱

(案)J と中央労働委員会「経営協議会指針J

が考えられる。

第一構想は「経営合理化」に重点をおき，

「労働組合」も参加した自律的な意思決定機構

を構想したところに特徴があったが， この視点

は，第三構想において(専門)委員会の設置と

その性格に継承されて白いると考えられる。委員

会の設置は他の企業の事例においてもよくみら

れるのであるが，ここでは，委員会は「所掌事

項に関する審査研究を行ふJと規定されてい

て，経営協議会の問題別の小委員会の性格を大

きく超えているのである。しかも，経営協議会

は年二回の開催で、しかなかったから， 日常的に

は委員会の比重が相当に大きいものであること

になる。また， I工機部長及び組合双方の同意

により，委員会の決定を，協議会の決定にかへ

ることができる」や Iヱ機部長及び組合は，

協議会の決定を尊重し，その内容の実現に努力

する責に任ずるJは， よくある規定であるが，

以上の文脈の中では，経営協議会の核に委員会

をおき，この委員会の自律性を保障した規定と

理解できるのである。

第二構想は労使の合意に力点をおいた「経営

民主化」案に傾斜したものと考えられるが，こ

の視点は，第三構想において「協議会は，工機

部の経営に，従業員の総意を反映して，その民

主的運営を図り，国鉄の健全な発達に寄与する

ことを目的とする」の経営協議会の本質規定に

継承されている。これに沿った具体的な規定は

「生産委員会」や「人事委員会J等の各種委員

会方式ではなくて，経営協議会が「管理者側

10，組合側20Jの構成で設置を決めていること

である。開催を年二回と決めていることは，前

期，後期の業務の変わり自にその期の業務計画

を説明することに重点がおかれているが故の規

定で，これだけでは，経営協議会は定安した着

実なものではあっても，形骸化しやすい，非日

常的なものとなるであろう。
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に以上説明したように，ニつの構想の融合はほ

ぼ， T皇室繋合理化」と「経堂員会:1tJの融

いじ譲合と概括するこど訟できるだろう。そし

て，企画室 f蓄を鱗j と中労委 f指針j の影響も

「緩繋合理1tJと r経意発主北j の対抗関係の

場で発揮されてし この点に注目し?に欝者

の童手響な{闘車誌にみていこう。

企画室 f饗鶴J-では「企業運営の民主化

主場事業場における生漆作業の合盟イヒ~~霊る

として58)J緩営協議会の制度が構想されてr い

る。ここには， 1民主化Jも「合理化Jもとも

に合支れているが，全体として「民主北Jの接

点は薄。9h生産協議会と労働協議会のこ二つの

経営協議会による生産体制の確立という観点が

強いのである o i経営協議会は企業寝聞に対して，

当該企業のー鍛卒業方針及び経理に隣して必罫

と認める改善意見を提出することを得ると共

に，企言案審の諮問にrc;じて謁査，立案並び意見

の提出番r行ふものとするJ60
) の規定は，

主義の仁委員会は，委員長必要に応じこれを紹然

しで，所掌事撰に関する審議主研究を行ふJのや

にさ色かされている O むしろ，企画家 f要鱗j

が f全議有者に対してJの， i念護者の諮問に応

じて」の慈晃であるのに対L，犬宮構想では経

営{国U，i信機組合j1JlJl憾表に対して中立的，そ

れ敢に自律的な興需となっている。また，

協議会への工機部長と企業者の報告・説明事項

(大震第八条，企隣室第六条〉ーは字句そのもの

をで全く同一で，ここから，大宮工場で競則を

作成する鐙織で企画室主「要額j右下敷にしたこ

とがわかる。このことは斉藤鉄郎委員長が金

58) 中島正道，言ul1詩論文 (164~167頁〉に念文紹介さ
れているので参照していただきたい。

59)蕗:ζ毛主食菌室「栓滋協議会談際要綱(索)J

2え・分析したものは管見の限り中島正道，
文が主なものでるる。「民主化J(J)観点が薄いと
いう点についても悶論文を参照。また，この犠の
構想への露義務の当時の見解そ示すものにs 霊長林敬
三 f労資関係言語.iI(経営評論社γ1949若手)がある 0

96~99頁参照。
60)企郎議「要鱗j 五条。中島JE議室， 主主掲論文， 165 

賞。

「要綱J全文を46年6月6自のノート

~寧じ，注議議酔に傍総合t引いて研究している

ことからも，害義付けることができる o しかも，

f繰りに西ドイツの経営協議会な

というから，企画議 f要

じて「労働組合j

られる o

「指針J62? との喜善連はどうであ

ろうか。J!jL生大院の諮障により答申された「指

針jは， i産業民主化J，i経営民主化jの 離を

最終的に確定する端緒まとなしたものである。た

だ r指針jは，経営協議会の本議をこのように

したあと，権隈などゑ体的なことはこ

と事業の特殊詮，組合の実力により議室定め

るべ、きだとしていたので，その影響力の中心は

経堂協議会の本鷲確定にあったといえるだろ

う。それ故， この影響を具体的に指議すること

は， i指針jの性格上できないがz 第三構想は，

第ニ二構?患の中に結果として含まれていた委員会

構成人数から窺える労使の区別と併王子の認識，

すなわち f経営民主化Jの線私先に説明じた

ように，性格規定の条項と経営協議会本会の設

ょっ℃具体化じたと考えられる。

以上のように，企闘議「要鱗j と中労委「錯

針j払大宮第一・第三構認と重なりながら，

第立構i慢を構成していたことがわかった。再考

の中心内容をともに含んでいるので，形式的に

はどちらが主要な原案となったかは断定しづら

いが，内務上からいえば，読者は後者を超えた

内線であるから，読者が核となった構想である

といづてよいだろう。この立認「合理化Jの意

味する内容に係わっている。当時使われた「合

理化」は多義的かつ駿昧であったが，主には，

これまで護及してきた3意思決定機構の再編

61)大宮工機部従業員組合の初代書記長を勤められた
滋野安三氏からの私信(19館長手lJJ17日〉によ

~o 

62)や炎労働委員会「経営協議会捻針Jの全文は労
働守弘前掲書， 804~806支を参照していただきた
い。「指針j の全体的な評価は，線五郎，
中島正道急務掲論文言ピ参照。
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「労働組合」も含めた経営問題の迅速かつ強力

な決定機関の設置(生産能率の増進は結果とし

て含む)から，経営規様の適正化(過剰人員の

整理の体良い表現)まであった。前者の意にお

ける「合理化」は， i民主化Jを前提にしてい

て実は i民主化」が労使の併存・対立を前提

とした制度であるとすれば，その前提を抗い流

してしまう内容を含んでいる。

このように大宮工場の「経営協議会規則」を

分析してくると，一つの問題が発生しているこ

とに気がつく。我々は第一構想を「経営合理

化」の内容で管理者側が起草したものである

と，第二構想を「経営民主化」の文脈で組合側

の修正になるものと読解した。ところが，第三

構想では「経営合理化」に力点のある企画室

「要綱」に，少なくとも委員長斉藤鉄郎が関心

を示し， この方向で起草されることに影響があ

ったと考えられる。一方，工機部長をトップと

した経営管理層が，中労委「指針」の出た段階

で経営協議会をし、かなるものと考え，第三構想

の作成に臨んだのかは不明であるが，国鉄全体

としては，中労委「指針」に依拠したことはい

うまでもない。それ故， これまでの「経営合理

化」・経営管理層， i経営民主化」・「労働組合」

の連関は，第三構想において，この連闘が双方

において入れ替わったとはいえないまでも，部

分的に連関が錯綜して成立していたのである。

内容と連関の錯綜は何を意味していたであろ

うか。

実は次にみるように，第三構想の運命は政令

201号以前の47年 5月6日に尽きていた(経営

協議会は国鉄労働協約に準拠してその後も続い

ていた)。これは鈴木貞工機部長への当局の注

意によっていたというから問，中労委「指針」

に基づいた国鉄労働協約・経営協議会規則との

63)星野安三氏からの私信による。労働協約の中に
「経営協議会なるものが規定されておりました
が，やがて退職に際して，後任者にその苦杯を引
き継ぐことはできないと w何としても廃止した
い』とのことで，相談を受けた」という。

異同，すなわちs 企画室「要綱」の影響を問題

にされたものであろう。我々の分析によれば，

現場管理層は企画室「要綱」を認め，経営の再

建を考えていたし，またそれが彼らの意識を反

映したものであった。しかしこれは当局=国

家官僚の意志によって改変されてしまったので、

ある。

「労働組合J側の転換が何によってもたらさ

れたのかは確定しがたい。それは，委員長斉藤

鉄郎だけの転換だけだったかもしれないし，そ

の場合は個人の内面の変化を説明するのは難し

いからである。時f'Qは「民主化Jに流れていっ

ている中で， i合理化」を企画したのはワイマ

ールの経営協議会法への憧僚が斉藤鉄郎のみな

らず両者にあったとも考えられる。ともあれこ

こで重要なのは，それが第一構想から第二構想

で修正を経たあとも大宮工場における経営協議

会構想の基底であったこと，それ故，この構想

がある状況の中で経営体再建の必然策であると

考えられたことである。

最後に，これまでの分析を踏まえて再度，

「民主化」と「合理化」の概念に反省を加えて

おきたい。

我々もこれまで，職場改善運動を「悪質な」・

「不正な」幹部の追放などに留意して， i職場(経

営)民主化運動」と呼んできた。それは，当事者

が「民主化運動」と呼んだ訳ではなく，我々が

そのように命名したのである。この仁民主化」

は当初「明朗民主化」と使われていたように，

「明朗化」と類似の内容と理解されていた。す

なわち，不正のない，誰もが平等に取り扱われ

るの意味である。しかし，時代思潮となった

「産業民主化」・「経営民主化」の「民主化」は，

こうした日常的で具体的に考えられることから

離れた体制的な概念であった、。それは，労使の

併存と両者の対等な協議の制度であり， ζれを

支える大仰な思想であった。このように考えて

みると，初期の「明朗民主化」は「経営民主

化」とは次元を異にした具体的な観念であるば

かりか， i合理化」 とも接続しうる， 経営構造
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的に発生した観念聞を含んでいたと思われるの

である。

③経営協議会の実態

経営協議会の「民主化」視点と「合理化」視

点の内容と両者の関連の推移を規約(構想)の

分析を通じて解明してきた。以下では，これら

の試みがいかなる内実を確保しえたかを検討

し二つの視点の帰結を解明することが課題で

ある。しかし，検討できる事実はこれまでもみ

てきた「鋳物支部現場委員会議事録」と他に

客車支部現場委員会議事録」中の関係記録だけ

なので，分析は不十分なものである。

まず， この記録を以下に掲げる。

鋳物支部経営協議会に関す'.)r議事録」

(1946年〉

4月11日 Fチ三村氏ヨリ経営協議会設置ト其ノ内

容ノ説明アリ，工事計画ユ関スル，施設

改善ニ関スル，業務改善ニ関スル，其ノ

他生産向上ニ関スノレ事項等ニ付テ組合側

ヨリ委員ヲ選出シ其ノ協議会ニ送ノレ

11月12日 経営協議会委員選出ノ件…・・13日迄ニ職

場ノ意考ヲ本部へ

12月3日 中央委員会報告(程塚委員ヨリ)経営協

議会役員ノ件

(1947) 

1月14日 経営協議会開催ノ件…・・・議題ニ関シテ16

日中ニ程塚マデ

64) r明朗民主化」を，情実を混じえずに能力に応じ

て機能的に決定し，運営すると解すると，これは

産業化過程とともに進む官僚制化がおし進める

rJiザッハリッヒ』な処理J(M・ウエーパー・世

良晃志郎訳『支配の社会学111，創文社， 1960年，
93頁)を要求したものと理解することになる。

r~合理化』にも接続しうる経営構造的に発生し
た観念」と表現したから， この理解につなげたも

のということにもなるが， また「明朗民主化」に

はこの側面を含みつつも， 労働者の主観的な感情

が含まれていると考えられる点，留意が必要であ

る。この主観的な感情は職場で、の生活のうちに形

成されてくるもので，暗黙の合意や既存の慣習が

公的な場面でも守られているかどうかなどを，重

要な要因としていると考えられる。何が明朗で民

主であるかは， この労働者の相互主観が実質をな
すといえよう。

2月13日 経営協議会実施ニツイテ…"15日9時ヨ

リ， クラブに於テ開催

4月26日 4月23日中央委員会報告，労働協約ノ改

正並ユ一ヶ月延長ユ付交渉委員ヲ決定

ス

5月6日 大宮工キ部労働協約ニ関スノレ覚書，下記

ノ通リ約一ヶ月トス， (部長鈴木貞退官

ノタメ) 1. 大宮工キ部労働協約ハ昭和

22年4月2日限リコレヲ廃棄スル 2. 

今後労働協約を締結スノレマデノ暫定措置

トシテハ国鉄労働協約ニヨル外下記事項

ヲモッテ覚書トスル

12月4日 中央委員会報告，労働協約再締結ニ付テ

ハ白沢，小峯，橋本，吉田ニ一任

12月19日 中央委員会報告，厚生委員会報告(以下

略……小路，以下同様)

注 :W鋳物支部現委員会議事録』より抜粋。

客車支部経営協議会に関す'.)r議事録」

(1946年)

4月11日 工機部経営協議会中生産委員会委員ハ第

二関係ヨリ 3名， C. G.~B2 ヨリー名宛選

出スノレ， 12日朝マデ

4月15日 生産委員，前場丑松氏ユ推薦

4月19日 委員会，生産委員前場丑松氏ニ決定

(1947年〉

6月19日 経営協議会提出議題ハ各委員ガ20日16時

迄ニ提出，分会長，副分会長，協議委員

ノ佐々木委員トノ 3名ニ依リ審ギ決定提

出スル，本部へノ提出期日ハ21日迄

6月21日 経営協議会提出議題客車分会

1.木工道具ヲ整備強化セラレタイ (上

廻リ木工関係〕

(途中略)

12. 出勤カードノ紙質選択ニツイテ (C)

以上取纏メ分会長本部へ提出

7月14日 特殊作業ニ就テ，生産委員会ガ研究シテ

各々ヨリノ調査報告ヲ検討，中委会ニ提

出殆ンド原案カ、通ノレ Cグ分会ヨリ出シ

タノモ大分通過、ンタ，経営協議会ガ今週

ヨリ持タレル， ソシテ前ニ提出シタ議題

ヲ審議サレル，労働協約書作製，拝見ノ

上意見ヲ出シテ貰ヒタイ，各自研究シテ

クレ
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9月19日 本部分会長会議，職場長組合員加入ニ就

テ 9月1経営協議会デ決定

12月26臼 厚生委員会報告，作業服， 1301着配布ス

ノレ

(1948年〉

1月8日 拡大委員会，報奨金分配について，職場

分配を如何にするか，方法， 具体策審

議，方法，生産委員会及中委会決定の線

で大体の分配要領を行ふ，格付級別は不

変

7月12日 現委会，経協会の提出議題の件
〈不明不明〉

1. チングジャッキの (途中略)

5.客車職場立屋雨漏り個所修繕
{不明) ママ

9月 第5回斗争委員会，厚生委員会の報告

12月21日 現場委員会，厚生委員会決定，軍手配布

について

(1949) 

2月18日 現場委員会，厚生委員会の石齢配布方法

報告，承認

注:r客車支部現場委員会議事録J(国鉄労働組合大

宮工場支部蔵)より抜粋。ただし資料名は内

容から判断して「鋳物支部現場委員会議事録」

にならって筆者がつけたものである。原資料は

A4版の大学ノートに記されたものだが，表紙

が失なわれているため資料名が判読できなし、か

らである。なお，資料は46年4月6日の客車支

部結成大会から始まり，途中の無記入期間を含

んで， 49年3月30日まで続いているものであ

る。また，資料抜粋中， 48年 1月8日より送り

がなは，平がなに変更しであるが，これは，資

料に従ったものであるO

「議事録」の検討に入る前に，前の節も踏ま

えて大宮工場における経営協議会の時期区分を

おこなっておきたい。

第一期経営協議会 (49年 4 月 ~10月)第一・

第二期構想又はこれに準じ

たものによって運営。

第二期経営協議会 (46年11月 ~47年 4 月)第

三構想によって運営。

第三期経営協議会 (47年 5 月 ~48年 7 月)国

鉄労働協約に準じて運営。

第四期経営協議会 (48年 8 月~?)政令 201

号後の無協約状態下の「経

営協議会」とひとまず呼ん

でおく。

第一期経営協議会に関する記録は特に少な

い。鋳物・客車支部ともに 4月11日に生産委

員会の設置が現場委員会に報告されていること

と，客車支部において生産委員が選出されてい

ることのこ点である。鋳物支部では，委員が選

出されたという記録はない。これだけの記録か

ら多くを引き出すことは無理で、あるが，我々が

前節で検討した第一・第二構想の特質とかかわ

る事実は示されている。

まず初めに，鋳物職場では，経営協議会の現

場委員会への報告あるいは提案を職場長がおこ

なっていることである。この時期，職場長も組

合員であったが，特に組合の中央委員で、も現場

委員でもなかったから，この報告は組合中央委

員会の経路ではなく，管理系統の経路でおこな

われたことがわかる。第二に，経営協議会は生

産委員会の設置だけが報告されていることであ

る。人事委員会や物資部運営委員会に何ら言及

されておらず，経営協議会としては，生産委員

会だけに限定されたかの如くである。第三は，

生産委員数である。「第二関係ヨリ 3名， C， 

G， B2ヨリー名」で選出されているから，これ

に合わせて第一(機関車)関係も三名とすれば

第二(客車)関係の三名と合わせて六名とな

る。これは，第二構想に示された，1"部課長 6，

組合側15Jは実現されず，生産委員会は管理者

側，組合側がほぼ同数の少数で、構成されたこと

を示している。第四は，客車・貨車・第二製縫

三職場の代表となった「前場丑松氏」ば，この

時期客車支部委員長であった。中央委員を惜く

と，支部の最高責任者グラスが生産委員となっ

ていたわけで，委員会の性格は少数精鋭で、あっ

た。

以上を総合して考えると，生産委員会という
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経営協議会の実態は，我々が第一構想を分析し

た結論をかなりのところ例証するものとなって

いる。意思決定の合理化は支部委員長の生産委

員会への参加，あるいは組織化によ eって実現さ

れたといえよう。これは，労働者の状態を知

り，これに連なる者が意思決定を下す以外に，

意思決定とはならなかった状況を反映したもの

で，この意味で，意思決定の合理化とは適正化

の意なのである。このように解してくると，生

産委員を選出したあと生産委員会に関する記録

がないのは，生産委員会が支部に統制されるも

のではなく，全権を一任されて生産体制に参画

するものであったことをむしろ示すもので、あっ

た。それ故，第一期経営協議会は「労働組合の

企業参加権」を支部委員長グラスによる生産体

制として実現させたといいうるであろう。

第二期経営協議会については，更に記録が少

ない。これは， r客車支部現場委員会議事録」

が労働協約締結後の11月 2日から翌47年 5月 8

日までの第二期にあたる全期聞が空白となって

いるためであるが，同時に， 46年末から展開さ

れた二・ーゼネストに至る全官公庁の共同闘争

の時期にあたっているためであろう。

記録は鋳物支部の四件だけで，その内容は経

営協議会委員についてと，第一回(と考えられ

る)の経営協議会が二・ーゼネスト終了後，国

鉄労働協約が締結される以前の47年 2月15日に

開催されたことだけである。議題が中央委員か

らの報告だけの中で，経営協議会の一つの実態

を示しているのは， r議題ニ関シテ16日中ニ程

塚マデ」である。程塚氏はこの時中央委員であ

り，支部委員長で、あったが，これは，経営協議

会の議題を組の代表である現場委員にまかせ，

現場委員会として組織的に対応Lていなかった

ことを示している。すなわち， r経営民主化」

の具体化としての経営協議会本会には中央委員

会がもっぱら対応し，各支部段階ではそれ程の

内実をもたなかったといいうるのである。

第三期経営協議会については，初めに第三構

想が蕗棄になった事情に再度触れておかなけれ

ばならない。国鉄労働協約の成立後と思われる

が，第三構想は本省より注意されるところとな

り，退職を前にした鈴木工機部長は「後任者に

その苦杯を引き継ぐことはできない，何として

も廃止したいJ65) と考え， これを労働協約の全

面改正で修正することにしたのである。しかし，

改正は双方一致するところとならず， とりあえ

ず大宮労働協約の廃棄と新労働協約が締結され

るまでの聞は，国鉄労働協約66)の準用といくつ

かの覚書67)によって対処することを決めたので

ある。だが，新労働協約は12月に入っても再締

結されず，その後も労働協約が結ぼれたという

記録は残されていない。そこで， この期の経営

協議会を第二期から区別し，国鉄労働協約に準

じた時期としたのであるが，それは活動記録で

65)星野安三氏からの私信による。

66)国鉄労働協約に対応した経営協議会規則として

は， i仙鉄盛岡工機部経営協議会規則J(日本国有

鉄道盛岡工場『七十年史~ 1962年， 114----115頁参
照)をあげることができる。これと第三構想を比

較して相違している点は，専門委員会の性格だけ
である。前者では i協議会に専門委員会を置き
所掌事項について協議する」と規定しているだけ

で，経営協議会の全くの附属機関であった。
67)覚書の内容は以下のとおりである。

新労働協約ノ成立スルマデハ旧労働協約ノ精神ヲ
踏襲スノレ

1. 3級官鉄道手ノ任用ニツイテハソノ都度割アテ

人員ヲ組合ニ示シ具体的主主衡方法ヲ協議スル
2.助役作業掛，工場技工手等ノ登用ニツイテハソ

ノ鐙衡方法ソノ他ヲ組合ト協議スノレ

3.人事ノ異動ヲ行ナウ場合ハ本人ノ意志ヲ尊重ス
ノレ

4組合員ノ異動ヲ行ナウ場合ニハ人事ノ秘密ヲ保
チ得ル限ラレタ組合ノ機関ノ諒解ヲ得ノレ

5.組合員ガ勤ム時間中組合活動ヲスル場合ハ箇所
長ニ中出ル， 箇所長ハ業ムニ重大ナ支障ノナイ

限リコレヲ証認、スル，但シソノ申出ハ下記ニヨ
ノレ

付)全組合員又ハ代議員ノ集合及ピ職場大会ヲモ
ツ場合ハ原則トシテ 5目前

(ロ)組合員ヲ組合業ムヲモッテエキ部外ニ派遣ス
ル場合ハ原則トシテ 3臼前

上記覚書ヲ讃認ス

昭和22年5月2日
工キ部長鈴木貞組合委員長斉藤鉄郎
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はむしろ廃棄になった第三構想どおりに運営さ

れた如くである。

まず，第三構想における「経営合理化」構想

の具体化である専門委員会の活動である。生産

委員会は二度客車支部の記録に残っている。 47

年 7月14日付には， I特殊作業ニ就テ。生産委

員会ガ研究シテ各々ヨリノ調査報告ヲ検討」と

あり，生産委員会は調査研究という規定通りの

役割を果していた。しかも，経営協議会の附属

機関というよりは， I労働組合」の附属諮問機

関巴であるかのような雰囲気を伝えている。 48年

1月8日付の「生産委員会及中委会決定の線で

大体の分配要領を行ふJも，生産委員会が問題

処理上重要な役割を担っており，中央委員会と

同列に並べられる実質をもっていたことが示さ

れている。以上から，生産委員会は「労働組

合jにとって信頼に足る機関であったことがわ

カ当る。

専門委員会の中で、最も多く記録に残っている

のは，厚生委員会である。内容は全て物資の配

給割合についてで，それは時代の然らしめると

ころであった。教育委員会の記録は鋳物，客車

職場とも残されていないが，機能したことは知

られている。規約にも「教育に関する事項」と

してしか記されていないこの委員会は，技工登

用試験の採否の仕方などを議論する6めものであ

った。

一方， I経営民主化」の具体化である経営協

議会本会は，客車支部の記録から47年と48年の

7月に開催されたことがわかる。この開催状況

は他の例と比較しても少いもので，活発に運営

されたとは言い難し、69)。制度は，組(作業掛が

68)当時青年部で活躍され， はじめの教育委員を勤め
られた斉藤光男氏からの私信 (1986年1月16日)
による。斉藤氏によると，委員会で「当時の技工
登用試験が大変むづかしく， li，管理者の一方的
見解で採否をきめてしまうため， 技工手伝を5年
以上経験したものは，学科及び実施試験を免除す
ることをきめ」たという。

69)調査実施時点が1947年8月の前掲『戦後労働組合
の実態』によれば1"経営者側の権限が小さく問
題解決の能力のない事J(259頁)を理由に， 経営

指導する作業集団の連合)を代表する現場委員

による議題の提出一一支部調整一一中央委員会

調整一一経営協議会の連関で機能している。な

お， この時期も支部の役割は大きくない。この

システムに対応してか，各組からあがる議題

は，客車職場の例にみられるように全て施設の

改善要求である。組を中心として各職場からあ

がった議題が，こうしたものであったとすれ

ば，経営協議会の主要議題である経営方針，業

務，労働条件に関する事項には経営協議会委員

を含めた中央委員会で対処iO)したか，あるいは，

これらには力は入れず，議題の重複する専門委

員会に内容上は吸収されたかのどちらかであ

る。業務の変わり目ではない 7月間tこ，年に一

度の経営協議会では，後者であると考えるのが

妥当で、あろう。

以上，第三期は国鉄労働協約に準じ「経営

民主化」の理念を体現した委員会運営がおこな

われるはずであったが， この方向での内実は得

られず，むしろ廃棄された第三構想の「経営合

理化」視点が実質的に生きていたということが

できるのであった。

第四期ととりあえず呼んだ時期は，政令201

号以後の無協約状態下であるから，国鉄部内で

は経営協議会は廃止され，公式的には存在する

ことができなかった明。ところが，客車支部の

記録には厚生委員会の活動がみえ，この時期，

協議会には期待を持たないとするのが， 特に国鉄
に多いと報告されてし、る。大宮工場における「経
営民主化」視点の経営協議会も全国的な傾向の中
にあったものと思われる。

70)工事計画と定員など年度の経営方針を経営協議会
で議論している事例は， 苗穂工場の経営協議会の
事例にみられる (国鉄労組商工支部情宜部『苗工
労働組合史(第一巻)111955年参照〉。そこでの争
点は， 生産施設の状態をどう評価して労働能率を
決め，定員を決めるかにあった (69~71頁参照〉。

71)前掲「仙鉄盛岡工機部経営協議会規則」では， 開
催を4月と10月の二回としている。

72)政令201号の支部経営協議会への影響について
は， 国鉄労働組合東京地方本部， 前掲書， 250~ 

252頁参照。「経営協議会は消滅し，団交の場は失
なわれ」ながらも申合わせによる問題処理の共同
会議が設置されてL、る。
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経営協議会機構のうち専門委員会が残って機能

していることがわかる。厚生委員会はもっぱら

配給物資の分配をめぐる問題を処理する機関で

あったから，これだけから経営協議会は非公式

であれ機能していたとはいえなし、。しかも，専

門委員会の中心:である生産委員会の活動は，記

録上みられないことを考えれば，特にそうであ

る。しかし非公式の協議機会ないし機関は，

内々に設置されたことは『国鉄労組東京地方本

部20年史』にも報告されている聞から，非公式

なものであれば大宮工場においても十分存続で

きたはずである。にも拘らず，記録がみられな

いことは，賃銀や職長の人事という労働者の利

害に直接係わる問題が別の機関で処理されてい

たこと，生産委員会への職場分会のト y ブの参

入方式が，彼らが後に見るように，役付(作業

掛等の管理層)化されることによって，形骸化

していったことなどに起因していると考えられ

る。経営協議会が形式を失なうとともにその活

動も消えていっているのは，それの，労使対

抗・意見調整の場と意識されることの少なかっ

た性格の現われといえよう。

さて，経営協議会を第一期から第四期に区分

して，各時期に打ち出された構想とその実態の

解明に努めてきた。以上の分析を，経営協議会

の「合理化」視点と「民主化J視点に絞って概

揺すれば以下のようになるであろう。

経営協議会における「合理化」視点と「民主

化」視点は，ほとんど活動のみられなかった第

二期を除き，第一期から第四期を通じて「合理

化」視点が保持され， r民主化」視点を代表す

る経営協議会本会は，規定された内容の全面的

な内実を持たなかったように思われる。通常こ

のように解すると，経営協議会は「労働組合」

を生産体制の中に組み込み，生産性を上げるた

めの手段として利用されたとの評価が与えられ

るところであるが，経営者と労働者が対話的に

意見調整をする事の意義に注目せず，形式の結

果だけに注目すれば，それは経営体の活性化と

73)同書， 250~252頁。

「労働組合」の協力を得た生産体制の確立を想

定したものといえ，ここで問題になるのは，こ

れによる形式合理性の獲得にも拘らず，雇用か

ら労働強度，賃銀まで労働者の希望が実現され

ることはまずないことである。

これまで検討してきて，経営協議会の「民主

化」視点に「労働組合」自身は，内容のある取

り組みをしたようには思われないことは，旧秩

序の回復をめざした棒心，組の有力者による職

場改善運動の統合体としての「労働組合」の性

格，職場長(職場の知識人)層の性格，当時の

経営環境などを原因としていたと考えられる。

実際， ワイマール経営協議会法の取り込みは，

ー職場長・組合委員長の熱心な推奨によるもの

であった。ただこの点は惜いても r合理化」

視点、という言葉で括った経営協議会の性格は，

管理層からも具体的な形で提起され(生産委員

会)，これに職場分会もこたえていったtことも

みた。それ故，経営体と共同体，すなわち経営

共同体の再建策として「合理化」視点は，非公

式なもの(棒心，職場運動体)の認知 cr明朗民

主化J) とL、う構造を持つものであったと理解

することができるのである。

2 人事問題

悪質幹部の追放，学閥の打破が戦後初期の労

働運動が掲げた具体的なスローガンであった。

これを考えると，前節で検討した「経営参加」よ

りもこの問題が，運動のエネルギーであった。

大宮工場の棒心を核とする自生的職場運動も待

遇改善以上に， r悪質・不正な」幹部に対する

糾弾が，運動のエネルギーであった。それ故，

人事問題は「明朗民主化」の中心問題として，

経営協議会で取り上げられる問題であったが，

既にみたように経営協議会の専門委員会には人

事委員会はなかった。それは，問題の中心がひ

とつは職長(作業掛)にあったためと思われる。

以下では，人事問題に関する鋳物支部現場委

員会の議事録を， 46年中の範囲を越えて適宜収

録し， これを基に労働者の上に立つ役職者の選
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択は，いかなる方法が民主(明朗・公正)であ

ると考えられたのか否か，労働者の人事への介

入が，労働者内部にどのような問題を引き起す

ことになるのかなどに焦点をあて分析を進め

る。

鋳物支部人事問題に関す，'Qr議事録」

(1946年)

2月25日 野本中央委員ノ作業掛新任ノ挨拶アリ

5月8日 当職場ニ新設作業掛ノ件，労組支部ノ意

考ニ付テ三村主任ヨリ中央委員ニ話有リ

現場委員ニテ人選シ申告ト決定

5月10日 1.新設作業掛問題ニ付テ現場ノ意考発

表 2.井沢組児島氏代表トナリ提議説明

ス 5月8日ノ推薦作業掛候補者ニハ異

議ナキモ中央委員3名ノ参加ヲ不合理ト

思フ今後此ノ様デハ職場ノ明朗ハ期シガ

タイ 1切ヲ白紙ニナシ行フベキデアル

3.其レニ伴ヒ現場委員会ノ不信任ノ動

議有リ委員長改選ヲ動議シ6対 2(1)ヲ以

テ否決トナリ今後人事ニ関シテハ全然無

関係トナス又事ニヨリテハ総意ニヨリ拡

充委員会ニヨリ決定スル事アクマデ職場

ノ輿論総意ニヨノレ事

6月4日 人事委員会設立ノ件，人事ニ付テハ時季

直早シ職場ノ総意ニ寄ルベキダ

6月7日 派遣軍属並復員者ノ人事問題ノ件，総ベ

テ白紙ニ返シ差別ナク行フ

6月20日 誇負制度及作業掛制度ノ改革，全国鉄工

機部協議会ヲ長野工機部ニ開催ス

7月9日 作業掛制度ノ改革，特休，設備，器具，

給与ノ改善，各人ノ自覚，他職場ノ良イ

例等各委員ノ意考ニ付具体策アリ諒解シ

今後ノ運動ヲ強化スル

7月27日 作業掛制度ノ改善，現在ノ作業掛ノ億デ

行クカ組長制デ公選スルカノ件

8月20日 作業掛問題ノ件，新任加藤昌治(熔解)

11月7日 技官問題ニ関シ輿論調査ノ{牛(廃止カ存

続カ)廃止122，選ピ直シ95，現在通57，

279ノ所274有効

11月28日 支部人事委員会設置ノ件，職場ノ人事ニ

就テノ一際(労働協約提出、ン決定セノレ現

在当然決定スベキデ、アル)基礎委員選出

(程塚，池田，南斉ノ 3名)規約及事務

所側トノ折ショウ協議ス

12月11日 人事委員会規約審議ノ件，現場委員ニテ

承認ス，管理者側へノ交渉委員選出ノ

件，程塚，南斉，池田ノ 3名 Fヂヨリ

人事ニ関スル暫定的事項ガ山積スル現今

如何ニスルカ(急速ニ委員ヲ選出シ交渉

スル)

12月26日 人事委員選出方法ノ件，各組トモ決定、ン

テイズ次期委員会ニ於テ決定ス(人数ノ

点ヲ特ニ願フ)， 復員者ノ任用ノ件， 任

用ニ際シテ組合トシテ参入スルカ否カ，

工機部労働協約ト同一歩調ヲトノレ， 19人

中14票ニ依ッテ決定ス，職場長ニ申込ム

事

12月27日 復員者ノ任用ニツイテ申入回答報告，申

(1947年)

込，組合トシテハ工機部労組ノ同一歩調

ヲトル事，公正ニ選ンデホシイ，公正ニ

行ヒマスト口約ス

1月8日 人事委員選出方法ノ件，次期委員会ニ於

テ決定スノレ，組ノ意向ヲ確実ニ抱援シテ

ホシイ

2月13日 人事ニ関スノレ事項ノ協議会ノ件(協議

員，代表者)現場ニテ協議シテ14日8時

ヨリ参集

2月14日 人事ニ関スル交渉委員ノ決定J件，イ)

委員選出ニツイテハ各組ノ意向ハ現場委

員(組代表〉ニ一任スルノ意向ナリ， ロ〕

委員制度ニセズ交渉制ニスル事，ハ)選

出方法， 投票ニヨリ決定ス (5名)， 1. 

支部長1名， 2.中央委員 1名， 3. 副支

部長 1名 4.一般組合員2名， ニ)上

記方法ニ依リ下記ノ者決定ス， (略)，

ホ)交渉委員ガ議ニフセラレノレ場合ハ補

充ヲ以テ協議スル

2月15日 作業係ノ補充ニツイテ候補者(意向)ノ

決定ノ件，イ)現場委員会責任ヲ以テ此

ノ場デ決定ス， ロ) 1.人物0.5(2)2.勤

続年功 3. 作業(技術)4. 勤務成績合

計1.0ハ)上記ノ枠内ニ於テ候補者ヲ上

ゲノレ， (略)投票ニヨリ順位ヲ決定ス，

ニ)候補者3名ヲ以テ意向トシテ協定ス

3月18日 定期大会開催，人事委員ノ選出，構成5
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名

5月2B 全員靭然，作業掛移動及ピ技術掛試験絡

果報告， (磯務長〉

主主:i鋳物支部務場委員会議事録j よち収録。 (1)こ

の華寺の参加えをは， 現場委魚詩人， 中央委-員3

;s，拡充委奥13人の40人マあったから，この数

学の意味は比芸界であると考えられるo (2)各項目

への配点が記されているのは，人物の0.5だけ

で以下は空欄であった。

人事問題に関する 以上

のように46年 2舟25日に始まり47年 6月 2日で

終っている o I議事録J告体は48年 3丹念で続

いていることからすれば， 47年 6月以見

問題は現場委員会のみならず議壌において

な問題でなくなったか，人事に関する権限が経

営綴jに移ったかどちらかであると考えることが

できる。どちらにしても，そのような経過に至

る理由は事態の進燥のうちにあるはずであるか

ら，議事日誌を具体的に検討することから始め

なければならない。

さで，人事で主主体的に部議になっているの

は，作業掛にどのような方法で誰を昇進させる

かということ，作業掛制度そのものの改革，派

遣軍属並議員者の取扱い間である。この他に，

技官の存廃が問題となっているが，中心開題は

74)復員者の問題は差別待遇の問題として， 46年末か

らの全官公庁の共同闘争のやで問題となってい

る。やはワこの時期，

問題が表商化しているが， それは次のような毒事情

によっていた。すなわち， i当時， 復員者のま電余

は同列i潟級の最下位に藤まかれ， 冬季きの浅い新人が

三級官に任用されているやで、ワキ役におかれてい

た。こうした状態のゆで， 工機職場で後員三きが後

録者同盟を総んで待遇改穫をど要求して議案全発生的

tJ;.サボタージ&た始めたのである。この動きが各

職場に拡がる様相唱と廷していた中で， 組合は復員

者鴻緩を精力的にとりあげ， 団体交渉にもってい

き，三級官任用等の部分的な解決~図るとともに，
工機部長権限で処理のできない問題については会

関的な鵠争ヘ移していったJ(j;ID鉄労働組合大阪

地方本部驚取支部!fj;ID労燦取30年のあゆみ.Jl1976 

私 19~20]{) というのである。問題の綴は，年

功序列と関係した三級官任用問題でるった。この
点と関係してで、あろう大宮工場の鋳物職場でも，

F技官問題ニ関シ県総務釜jがおになわれている。

なんといっても作業掛の人選と作業務鱗度の改

革であった。そこで，このニ点を以下検討する

が，初めに作業掛斜度の改築を全工機部段階の

議論も含めてとりあぜ， この改革内容のう勺に

含まれている作業集聞と管理に対する労働者の

思想を検討することから始める。

や作業掛制j度の改革

作業主詩剥震の改革は，全館鉄エ磯部労働組合

協議会〈以下，協議会と略称する)において問

題になっていた。 46年 5月31日の大会で取りあ

げられたもので 6月20自の言葉場委員会への中

央委員会報告も協議会での討論の内容であっ

た。作業掛制度の改革は，金工機器で爵題とな

っていたもので，協議会はこの需題と瀦負制度

問題で特別委員会合設寵し 46年 8月 3き 4日

大宮において協議会な開催し，概略次のような

鱗度を決めていた。

「作業掛については混在のあり方に多くの不滋が

述べられ，その主幹笈は技術t街道事，工程管綾などを重

点とし毒事務的雑務や当局の職制から解放しなくては

ならないなどとL、う窓見があち， 1.1-ょ主主用制度比

労使の協議機関で選番号するとか公選制によち選出す

るとかいう方向をとろう，給与は賃議に見合う手当

とることなと

協議会ではいろいろ意見は勺たが，

驚用は，労授の協議機関で選考か公選制の方向

者投決めるだけに止まったようである跡。

75)浜工労働運動史編纂委員会『浜ヱ労働運動史』

(1961年)72J{。

76)労伎の協議機関℃選考れ公選制かは各工場の選

択に任されたようで，荷者の芸評例がみられる。

前線工場では， 46年7月頃?と作業務鏑度が問題

となり， i作業掛の際!とJ，i作業総の公選」の議

論がおこなわれている。「広汎な役論調査を行っ

た結果， 作業掛樹立芝は存続する，

え普と労組との協議機弱で設衡する」ときためている

が， 実際には， i現在の作業主毎の取扱j の問題が

あって， このガ法は実行に移されなかったようで、

ある{閤鉄労組商工支部情笠部参前掲書， 22-23 

頁参照〉ο

郡山工主義では， 大官官工場に続いてや議 (45年12

Jl3 B)に入ったが，争議留のi察隊項目には，
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場の鋳物職場では， この特別委員会直前の 7月一

27日に現場委員会で， I現在ノ作業掛ノ僅デ行

グカ組長制ヂ公選スルカJ議論されている。し

かし，これ以後作業掛制度の改革は議論されて

いないところをみると，制度は現存のままで人

選の仕方をどのようにするかに問題の焦点は移

づたものと思われる。

作業掛制度の改革は結局のところ人選の仕方

に止まったとはいえ， この改革をめぐる議論の

際に出された作業掛，作業掛を中心にした労働

編成に対する労働者の考え方には注目すべきも

のがあった。先の特別委員での議論にも端的に

表現されていたように，作業掛の仕事を技術指

導や工程管理に限定するということは，作業掛

の労務管理に係わる仕事をなくすことを意味し

ていた。つまり「当局の職制から解放」するこ

とであった。鋳物職物の組長制も作業掛を「当

局の職制から解放する」とL、う文脈のうちに捉

えられるべきものである。

組長制は大正末頃まで続いていた労働編成で、

あったが，国鉄の工場に本格的にテーラーシス

テムが導入された大正末に至って廃止され，替

わって職場長のスタがフとして集中する分任助

手制になっていた。戦後初期の作業掛や技術掛

は， この機能的職長制の変種で，作業掛は職場

長のスタッフの地位にもあり，同時に現場の作

業集団を分担して掌握する役割をも担ってい

「人事の決定権を与えよ」があった。この要求は
「具申権」で妥結したが， 実際の適用では職場に
よって違ったようで， 次のような当時の関係者の
回顧がある。

「我々は人事の決定権を与えよとL、う要求だっ
たわけですよ。処が当局は人事の決定権は与える
ことは出来んと云う。我々も又この交渉の中でそ
うしづ要求があまり飛躍しすぎていると云う事に
気がついて実質的に我々が人事に介入できるよう
にした訳で、すよ。…..あの人事の具申権というの
が旋盤なんか実際には決定権をとった訳で、すね。
作業掛の欠員とか助役の欠員が出来たとき，選挙
制をとったんですJ(国鉄労組郡山工場支部機関
誌『焦点Jl23号， 1954年4月〉。

こうしてみると，人事は協議機関で選考するこ
とに公式には決まりながらも， 実態は様々であっ
たようである。

た。こうした性格の作業掛制度を止め組長制に

戻すということは，作業掛から職場長のスタッ

フとしての性格を切り離し，作業集団の自律性

を強めることを意味するが，他方でこれは，作

業掛の仕事を技術指導と工程管理に限定すると

いうこととは整合的ではなかった。かつての組

長は配下の作業集団を全面的に統制する権限を吋

もっていたからである。現行の作業掛制度への

批判と将来の改善方向は， より機能的なものを

構想しながら具体的に念頭においたのは，過

去のそれ以前的なものであった。作業掛も含め

職制から解放されて作業集団の自律性を強める

視点には，過去における具体的なものと将来に

おける理念的なものとが結びつかない難点があ

ったのである。ここに，協議会の特別委員会で

作業掛の制度としての存続がアッサリ決まった

大きな理由があるといえよう。

②作業掛の選び方

作業掛をはじめとする職場の幹部が， I悪質・

不正な幹部」としてその地位にある個人が個別

に問題にされたのは労働者の直接的な反発を

示すものである o 個人の地位に係わることが問

題とされても， I戦争責任」や「戦時体制の責

任J77)ということからではなく，その理由は，

戦時・戦後初期の横暴な行為や個人的に地位を

利用した不正行為などであった。「悪質・不正

な幹部」の糾弾は， I争議」終了後かなりおこ

なわれたようである聞が，我々が支部記録でみ

ることのできる46年 2月の時点では，個人的な

追求は終わり，人事への「労働組合支部」の統

制が発揮される状態になっていたようである。

77)企業幹部の戦争責任を追求した例としては， r読
売新聞争議」が有名である。国鉄部内では r国
鉄省電労組の争議」にみられたように， 軍国主義
的指導者の追放を掲げたのが唯一であると思われ
る。

τ8) r斉藤鉄郎ノートJ45年12月27日付には，執行委
員会でリンチ事件の自粛が討議されていることが
記されてL、る。悪質幹部は工機部長によって更迭
ないし人事異動で処分されたことで，終息に向
ったようだが， それ以前には， リンチ事件が頻発
したものと思われる。
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順次，作業掛の人選の仕方と「労働組合支部」

との関連の推移をみていきたい。

最初の記録， 46年2月15日の新任作業掛の現

場委員会への挨拶は，既にこの時点で現場委員

会は何らかの形で人事に介入していたことを示

している。ただ， この新任の作業掛は中央委員

であったこと 5月8日に職場長より新設作業

掛の件が中央委員に提起されていたことを考慮

すると， I労働組合支部」が人事に介入してい

たとはいっても，まだ，制度的に整ったもので

はなく，支部の実力者が正面に出た程度のもの

とも考えられる。

その 5月8日の職場長の提起であるが，人選

は現場委員会でおこない職場長に申告すること

に決定された。これによりおこなわれた人選

は 2日後の現場委員と拡充委員の合同会議

で，人選に中央委員が加わっているとの批判を

受けている。拡充委員から現場の意向が発表さ

れると同時に，一拡充委員が代表して，中央委

員三名の投票への参加が不合理であること，こ

れでは職場の明朗が期しがたし、と理由を述べて

いる。何故，中央委員が作業掛の人選に参加す

ることが「不合τ理」で「職場の明朗」をそこな

うことになるのか一考を要する。ひとつには，

決定された者が当の中央委員であったことが，

「推薦作業掛候補者ニハ異議ナキモ」といいな

がらも，ある種の不安を与えるものであったこ

とが考えられる問。これによって「職場の明

朗」をそこなうことは理解できるが， I不合理」

については，また独自に解釈が必要である。問

題を解く鍵は， I職場ノ与論総意」にあるとい

えようか。すなわち I今後人事ニ関シテハ現

場委員会ハ無関係トス」と決めながらも，次に

は， I事ニヨリテハ総意ニヨリ拡充委員会ニヨ

リ決定スル事」ともしている。つまり，拡充委

79) 1"争議団」幹部であった，石栗実，佐藤俊男氏に
よれば1"従業員組合」結成後役員を作業掛に昇
進させる懐柔策がとられたというから， 鋳物職場

においても事情は同じであったと考えられる。以
上は両氏からの聞き取り (1982年9月21日)によ
る。

員会であれば職場の総意を反映することになる

というのである。拡充委員会の性格は前章でこ

の問題を取りあげて検討しているので，簡単に

再言すれば，組の大小を間わず各組から青壮各

一名づっで構成される，この点で組の声をヨリ

強く支部の意思決定に反映させる機関であっ

た。しかも，職場の多数を占める青年層の機関

でもあったと思われ，棒心層が中心を占める中

央委員や現場委員会に比べて末端の多数の声を

代弁する性格のものであった。拡充委員会の性

格をこのように考えると，先の「不合理」は中

央委員も参加した現場委員会で、は小さな組が正

当に扱われないことを意味するものといえよ

う。

以上を踏まえて，新設作業掛問題を再考する

と，やはりこの時点まで人事に「労働組合支

部」がどのような形で介入するかは明確に決っ

ておらず，管理側との取り決めもなく，支部の

実力者が非公式に大きな力を発揮していたと思

われる。現場委員会で候補者を人選する方式

は，制度化の初めての試みであり，公式化する

ことによって，それが「職場ノ総意Jを反映し

たものであるか否かが問題にされたものであろ

う。しかしここで提起された拡充委員会の方

式はその後拡充委員会そのものが機能しなかっ

たこともあって以後議題に上ることもなく，次

の制度化構想に移っていった。

人事への介入の制度化で次に問題となったの

は， I人事委員会設立ノ件」である。経営協議

会の第一・第二構想で考えられていた人事委員

会が，この時点で具体化されようとしたもので

あろうか。おそらく，工場当局と中央委員会と

の聞に人事委員会が設けられていたとしても，

職場段階ではまだ具体化されずにいたもので，

この具体化の一環として職場長から提起された

ものと思われる。それは， この時の現場委員会

での議論が， I職場ノ総意ニ寄ルベキダ」 との

意見に集約されているが，この形式は， I職場ノ

総意」を具体化する機関として労働者が要求し

たものではなく，逆に提起された制度案に対し
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て現場委員会の要望を述べた形になっているか

らである。

人事委員会方式は I職場ノ総意」を反映さ

せる機関としては，適切ではないと考えられた

のであろうか。その後，その設立は現場委員会

の議事にのぼることも，具体化されることもな

かった。再びこの方式が現場委員会の議題とな

ったのは，大宮労働協約調印後の11月28日であ

った。しかし，人事委員の選出は容易におこな

われず，職場長の要請 (12月3日)を受けて，

やっと現場委員会は「急速ニ委員ヲ選出」する

作業に取り掛ってはいたが， 12月26日の現場委

員会でも翌年1月8日の現場委員会において

も， I次期委員会ニ於テ決定スノレJを打合わせ

るに止まり，容易に委員は決まらなかった。や

っと決まったのは 2月14日であったが， この

聞に，人事委員会制度は当初の内容を変えて交

渉制にすることを自主的に決め，委員も支部長，

副支部長，中央委員の三名に一般組合員から二

名の五名で担当することになっていた。

この五名の委員選出に対する組の意向は，現

場委員に一任することに落ち着いている。 46年

5月の時点では，現場委員と中央委員による新

設作業掛の人選に対して，拡充委員を中心に決

定の仕方が現場の世論を反映しない不合理なも

のであるとして，決定を白紙に戻す程人事問題

に労働者の関心が注がれていたことを考える

と， この事態はどのように考えられるものであ

ろうか。重要な関心ではなくなったことも考え

られるが，そうであれば現場委員が人事委員を

兼任することなどにすぐ決まるであろうから，

これは想定できない。とすれば，その理由とし

ては，誰を選ぶかで内部の対立が顕在化してい

て， どのように人事委員を決めたところで調整

がつかなかったことや，一般的に， 自らの事に

係わる問題を仲間の手によって処理されること

に対するある種の不安が委員を選出することを

慎重にさせたなどが考えられる。これらの理由

は，人事は労働者と管理者側との公式的な交渉

では処理できない性質のもので， 自ずと決まる

ベき性格の問題であることを示している。人事

には，昇進者の評価の基準と関係して，人脈の

存在，管理者側と労働者側の視点の相違など，

微妙な問題が存在している。「職場ノ総意ニヨ

ル」と L、う決定方法の形式を示さない表現は，

人事問題の以上の構造を反映したものであろ

う。

このような問題状況の中で 2月14日の現場

委員会は，人事委員会を委員制度から交渉制に

転換した。委員制度の構成と実質的な機能，交

渉制のそれも明らかではないが，これを字句ど

おりに解すれば，交渉制は当局の提案に対して

その可否をめぐって交渉するものであろうか

ら委員制度の協議による決定に比して組合側

の権限を弱めたものということになる。しか

し，こうした形式上の権限縮少にもかかわらず，

現場委員会は次の会議で人選の評価基準を設定

し，現場委員の投票のみで作業掛候補者上位三

名を選んでいる。これを参考に作業掛を決め

よ， ということであるから，初めの候補者一名

の推薦制より控え目になっているとはいえ，こ

れは交渉制の枠に収まる内容ではない。制度の

展開とは別に，現場委員会が人事こに介入する力

は，この時点でも十分にあったわけである。

以上を考えると，人事制度の変遷は，現場委

員会の実質的な力とは関係なく，中央委員会と

管理当局との交渉に左右されていたことを窺わ

せる。それは，労働協約で想定された労働組合

理解，すなわち，労働組合は人事権には参加し

ないものであるとの理解に従って，制度の構想

をはかったものと考えられる。 46年12月26日の

現場委員会では，労働協約にヴいての中央労働

委員会の見解として， I人事権ニツイテハ参加

シナイ方ガヨイ」が紹介されており，その影響

の痕跡が窺える。

労働協約は労働者の無定型な職場改革運動を

「労使関係」の一方を担う労働組合機関の一部

として，その運動を規制する機能を果していた

ことがわかる。しかし， この時点ではまだ両要

素は無自覚に対立したまま併存していたよう
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で，理念的に制度は構想されながらも，実態は

「職場ノ総意」問題とも関連して，その帰趨は

定まつでいなかった。

③人事をめぐる非公式な関係

以上のような人事問題の構造を分析する中

で，既に我々は，人事問題には制度化すること

になじまない微妙な問題が存在するといって人

脈の存在をあげておいた。ここでは， この問題

を取りあげ r明朗民主化」の最大争点、であっ

た問題の内部事情に触れ，小括としたい。

さて，人選の経過は，職場長から中央委員を

とおして現場委員会へ作業掛補充の打診があっ

た (46年5月8日)後，三度現場委員会が作業

掛候補者を決め， これによって決定(47年 6月

2日)になるまで一年以上を費していた。この

ような対応の遅さは， この間，作業掛制度その

ものの改廃の検討，作業掛の選考方法をめぐる

試行錯誤に起因していることは間違いないが，

これだけで説明のつかないことは，最終的に選

ばれた者が先に現場委員会で推薦された者で、は

なし中央委員であったことのうちに示されて

いる。

この結果に重要な係わりをもっているのは人

脈であった。鋳物職場は熟練労働者の供給を外

部に依存していたこともあり，また，最も伝統

的な職種であることもあって，親方・子方の職

人的関係や，入職の媒介を通じた人脈が存在し

ていた。同職場には三人の助役が居り，二人は

勤続年数，助役の経験年数も長く，人脈はこの

二人によって形成されていた。もう一人は，工

業学校卒者で戦後に助役になったばかりの者で

あった。それ故， この二派の人脈の対抗の中に

作業掛の人事をめぐ、る問題もあったから，現場

委員会と管理者側との公式的な交渉によっては

処理しがたい問題が存在していたのである。労

働者，管理者を縦断した非公式な集団の存在

が，実際には大きな力をもっていた叫。

職場幹部の専横な職場支配に反発して，職場

民主化運動がおこったのであるから，この時期

人脈の頂点にたつ助役の影響力は落ちたと思わ

れる。にも拘らず，人脈の影響力が行使された

ということは，棒心を初めとする労働者もこの

人脈の論理に基づいて行動したことを意味す

る。

問題を概括すると，棒心を核とした非職制労

働者群の職場民主化運動は，直接的な反職長闘

争から，職長(作業掛)の職制から解放という

作業集団の自律化を強める構想を打ち出しなが

らも実現することはできなかった。そこには，

労働者の感情の傾きが示されてはいても，それ

は現実的ではなかったからである。以後，人事

委員会制度の具体化に向ったが，この委員会に

おける労働者の権限が強ければ強いほど，その

委員を決めることは結局誰を選ぶかに直結して

いたから，この過程で派閥の論理が復活し，ま

た，二・ーゼネストの挫折をも契機に職場民主

化運動から棒心層は後退していき，再び人脈の

論理の中に組み込まれていったと考えられる。

一つの運動は，ここに終息していたわけだ。

労働者の行動様式こそが非公式な職場の社会

関係を形成する主要な要因である。労働者は工

場，職場の「明朗民主化」を掲げたが，人事問

題を内に抱えることで，実は内部にも同じ問題

のあることに気づかざるをえなかった。この期

の職場民主化運動の限界もまたここにあったの

である。

我々は次に， この問題が全労働者に及んだ賃

銀問題で，再度考察することにする。(続く)

80)以上の内容は，鋳物職場支部の初代の青年部長で
あった南斉信男氏からの聞き取り (1985年8月20

日)によってL、る。


