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北海道大学 37-4
経 済 学 研 究 1988.3 

イタリアにおける階級的労働組合の生成過程

斎藤隆夫

1. ファシズム体制下の労働者闘争の再生

ムッソリーニが独裁体制をほぼ確立した1927

年 1月，創設以来20年の伝統をもっ労働総同盟

CCGdL)は、自ら，組織の解散を決定した。

たしかに、前年の「ロ γ コ法」がファシスト労

働組合にのみ法的承認を与え，組合加盟か否か

を問わず当該産業の総ての労働者に適用される

団体協約締結権を付与していた以上，労働総同

盟には活動の余地はほとんど残されていなかっ

た。だが， この自主解散は，R.リゴラを中心

とする総同盟指導部の改良主義イデオロギーの

必然的帰結でもあった1)。彼等は， i我々の行動

と批判によって， (ファシスト協調組合の一引

用者)実験の確実な成功のため貢献するつもり

である」わと述べて，ファシスト組合概念を積極

的に受入れ，ファシズム体制下に労働問題研究

グ、ループとして生きのびる道を選んだのであ

る。

だが， この時， この自主解散を容認しない二

つの組合潮流があった。一つは，B.ブォッツィ

と若干の総同盟指導者であり，もう一つは，共

産党系組合指導者である。前者は，指導部の決

1) A. PEPE， CASSE OPERAIA E SINDACATO， 

Bulzoni Ed. (以下 CLASSEOPERAIAと略)，
p.53.彼は，旧総同盟が企業生産優先主義を脆弱
なイタリア工業の唯一の危機脱出策と考え，他方
で、既存の政党政治への不信を持っていた故に，彼
らのファシズム受け入れは必然的だったとしてい

る。
2) P. Spriano， Storia del Partito comunista 

italiano 11， Gli anni della clandestinita. p. 

98. 

定を受入れず，パリで総同盟の存続を宣言し

た。それは，アムステルダム・インターとのつ

ながりを維持しつつ改良主義的組合伝統の継承

を意図する組織であった。圏外で，形ばかりに

総同盟事務所を構えた彼等にとって問題であっ

たのは， ファシズム体制に加担しないという意

味での自らの「道徳的完全性」を主張しうるこ

とであった。社会主義者にとって，圏内で闘争

を再開する試みは非現実的で，政治的には不毛

と思われた。彼等の分析では、「ファシズムの

勝利，国家機関の独裁と反対派の体系的抑圧の

構築が，階級的緊張の低下，大衆の闘争意志の

低下をもたらしている」九従って，彼等には，

政党や組合の指導部を国外に移し，国際舞台で

ファシスト国家の反動的・抑圧的性格の暴露を

する以外，選択の道はないと思われたのであ

る。この選択の背後には， ファシズム体制が安

定的で，その危機的動揺には長いプロセスを必

要とするとL、う判断もあった。

他方，同じく総同盟解散に反対を表明してい

たコムニストは， ブォッツィ等のイニシアを前

にして， '27年2月，イタリア圏内に非合法 CGL
を再建するの。 コムニストの全活動の中心はこ

3) A. PEPE， Le sinistre fra tradizione riformista 

e vocazione rivoluzionaria， in Problemi del 
movimento sindacale in Italia 1943-1973， 
Feltrinel1i Ed. p. 180. 

4) P. Spriano， op. cit.， p. 99. この再建には，冶
金.9d!築等を代表する約30人の労働者が参加し
た。コムニストだけでなく改良主義者，アナーキ
スト等も一部加わっていた。改良主義的組合指導
者の一人ヴィラーニは「二つの独裁を選ばねばな
らないとすれば，プロ独裁を選ぶ」とその参加の
理由を述べている。
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の悶以外にありえなかった。ぞれまでコミン

ルンの指導の下に改良主義的労機組合内の少

数派として，階級的左献として活動してき

産党系労働組合幹部は，別組織を形成したので

ある。設等にとって，ファシズムに反対する

いは，非合法性が課す潔期・条件に従ってイタ

予ア園内で行われうるし，子まわれるべきであっ

た。霊堂本主義の社会・経務的危機は鋭さを

L， ファ γ スト政治体制内部に亀裂をど生みつつ

ある九厳しい搾取にさらされた労働者階級と

勤労大衆はいぜん抵抗し，挙命的反撃を解き

放っ意志と能力をもっているというのが，者支等

の基本的立場であったc その故， 1党と CGL
の即時的世務は，職場に根づき~，労機ミ告を総合

支部に組識し，大衆の必要容により良く

応える経済的・

引用当者〉を騎欝ずることであった。

だが， コムニストの立場においては，当時の

コミンテルンの指導の放にも，運動方針上の強

調点は労繍者階級とその組識において指導的役

濯をえること，そのため要求に恭いた統ーより

は労働者を社会党やカトヲッグの影響から討離

ことにおかれていた(下からの統一戦線〕。

また 1存命的崩壊につながるはずのブァシズふ

と資本主畿の社会・経済的危機という分析の結

として，革命的政治行欝の優先i主主張，逆に

いえば部分的経済闘争のニ次的位量づけが支配

的であった。

大恐'1荒に先立つ数年比反ファシズム諸政

党・諸勢力にとって最も商難な時代であった。

'26年の f国家E左衛法j によってツァシスト党

以外の全ての政党は解数させられ， グラムシぜど

はじめとする多数の反ファシスト指導者が逮捕

された。全ての反対派新聞が発刊停止とされ

た。組合分野でも， ヴィドー ι宮協まさによる内

部委員会の廃止， '26年法のスト禁止など企業

5)村田隊一編訳『ヨミ γテノレン資料集J第4巻大汀
言書J;5， pp. 132-144. rイタリアの緩済・政治情勢
と共主主党の任務j参照。

6) A. PEP話.op. cit勺 p‘161.

ザヲでの労働者抵抗手段の破壊が，企業家の労働

者支寵強化を助けた。ファシズム体制とは，荷

よりも労{勤者階級の暴力的体観拘統合，専鎖的

調家による社会の安定化を意味していたので、あ

る。麗動組織化，闘争念行う条件は大きく狭

められていた。 5空襲警， '27年の非合法 CGLの

活動家の中で譲りあがった組織化意欲

も，あいつぐ弾臣，逮捕によって短待問のうち

していくし，多数の工場に出現した工場

新調も，やがて消滅したりo ファシストの組

合・政治勢力は，大衆との結合の機会を奪わ

れ，体制jへの敵意は労!勤者擁級の間に生きつづ

けてはいたが，不信，あきらめという形で、しか

翠われえなかった。少数の反ファシストと体鵠

やブァシスト組合を受動的に受入れた労縁者大

衆との間に断絶が生じ始めてL、た。

周知のように イタヲアでは '27年恐環の影

他の資本主義爵に比して遅れて， '31年に

現われた。しかし型それが現われた時には，イ

タリア資本主義の脆諮性故により破鰐的様相を

伴っていた。危機のより尽につく要素は，生霊室

の馨しい稀少，失業増，投資・利潤・飯路部で

の企業の深い閥難，国際市場での貿易・通箕面

の立場悪化をもたらす霞内信用愈機である。恐

慌は失業や賃金切下げに反対する労繍者の賂地

的で，部分的な自主主発生的行動を鎖発さ 4きた

がベ これも体銀の弾圧の拐に徐々にi以来して

いく o 1930年， '27年の弾圧後事実上消波してい

た「隠設内センタ -J

いた PCIも，

し，党勢を伸ばして

まわれ，労撒

7) P. Spriano， op. cit勺 p.90， p. 96. 1合27年3月以

後，少くとも 1千人の滋動的コムニストが逮捕・
投獄されるか鴎外脱出した。 4JJ末で 6， 420~が
残っていた。地域別にはミラノは776名， トリノ
は514名， トリ品ステで500名， ジ z ノバ392~，

ツィレンツ'"350名等である。 1928年?とはζ うし
た計算は不可能になる。

8)例えば1931年6JJ， ノヴァレーゼの沼纏え女のス
人翌年2月，ラトぷリよ二認ーラのブラチャンテス
ト， トレブッツィのタバコ労働者スト， 4)弘カ

ツラ…ラの大渡石工ストなどがあげられる。主こすご
大工業都市、では紛争の動をはみられない。 P.
Spri乱no，op. cit.， p. 339， p. 352. 
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-勤労大衆に影響を与え，組蟻し，指導する

可能性を奪われた。恐櫨の社会・経欝的危機の

ブァシズム体制による克服は，長ブァシスト勢

力の方針や論争の前提合大きく修正する。何よ

りもまず， “経済恐慌がブァシスト政治体制合

圧倒する"とか“体制は恐探の社会・経務的帰

結に対応、しえない"といった見通しは現実的で

ないことが明らかになった。ファシズム体制は

僚らのそドで経済恐慌を克譲ずることによって，

以後 '37~'38 年にいたる政治的安定をつくりだ

したのであるわ。

だが， '31~'34 年恐慌からの脱出議程は，フ

ァシスト国家の独占体へのー壊の従膿化プロ...J:::

スであり，労働者大衆がもっ唯一の欝衛手段と

してのファシスト協謁組合の焚質的惣灘北のプ

口セコえでもあった。危機の克服は，沼つの欝濁

から取組まれた。第一は，生護の技術的改良，

コスト諾華客素の圧縮である。労働者搾取は詫来

の外延的性格に加えて内部的で，強化された搾

取の特讃た帯び、るにいたった。

第二二に，新設備の議制U，生産調整，さらには，

企業集中が追求された。電力，化学，機域産業

をや心として独点的大トラストの支配が進ん

ニ芯チオピアへの帝僅主義的拡張は， こうし

て進んだ独占支配の産接的帰結であった。第三

は 36年銀行法で頂点t:::'j速する信用・銀行メ

カニズムの再編成である。それによって，国家

による信用機関保護と破産に瀕する大企業の救

喪が大規壌に実擁された。そして，最後に，

企業保一識のための輸出弱成と鞍入競制の綴震が

いっそう整備・強イとされた10)。労揚者の内に，

ブアジスト体制と独主的大企業の一体議が京ま

り， 告らの行動による労縁・生活条件防衛の必

要詮自覚が綴成されていく。 PCI組合方針の修

正も，こうした背景の下で，進んだ。それは，

反ブァシズムの政治的・イギオロギー的意識形

9) A. Pep告.今ρ.cit.， pp. 184ω187. 
10)恐慌からの脱般のためファシスト政府が行った経

済・金機構造得縦については，松浦保他 fイタリ
ア経済ム東洋経済参照。

成から出発ナるのではなく， ブァシスト体策目の

内的矛盾に着おし大衆の具体的・日常的な経

済・社会的窮状に依拠しつつ，体制内部で活動

することによって，大衆に生活除指闘争の決定

的重要性を再発見するように促すものだっ

た1130

コムニスト総合指導者の路線修正は，エつの

痛で起った。それは，すでに1931年 8月の中央委

員会や9月---10舟のコミンテノレン指示文書を通

してトリアヅティによって示愛されていたもの

だった12)0 '33年0.'グィ γ トリオは， 制度的

告白が抑圧されている体制jの下での総合運動の

限界について，苦い自己批判をする。ブァシズ

ム体制の下で非合法の組合組織を維持し，発展

させる可能性は否定され，工場や労働者の会合

に根をはることによって安定的・継続的に労働

者大衆に授透ずることを自ざすべきであった。

もう一つの惨正点は経済嬰求の重視である。労

働者はファシスト組合やそれが公式にもつ窃体

協約締結権のような権限な科用することによっ

て実現すべき経済要求を持っていることが改め

て静彫りにされた。ファシスト体制強北の状況

にあっては，政治的ゼネストよりは，兵体的状

2誌と部分的・直接的饗求にアクセントを撃をくこ

とがよりいっそう必要と考えられた。かくて，

'30年代半ば以後，ブァシスト体制下の '!s・{動

状態?こ向けられるコムニストの注意は増大し，

ファシスト協調組合や工場再への有能な幹部・

下部活動家の読透が燦られた。その存夜は徐々

に挙事実上逆転しえない条件となり， やがて '30

年代米以降のファシスト体制の動揺の下で，

働者爵争~再生させる…つの基本婆悶となるの

である 1330

他方，社会党の側でも，関際的連動経験に刺

11) A. I手話PE，op. cit.， P震ま事1.
12) P. Spriano， 0ρ.ci人 p盈 342: A. PEPE， op. cit .. 

p.185. トリアッディの支援するファシズム体総
下での組合活動のあち方については山崎功編
ナ新版ト翌アッディ選終~ 1.会i湾出版， pp. 167~ 

204参照。
13) P. Spriano， o.ρ. citηp.290. 
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激されつつ変化は現われていた。従来の革命的

空言を弄するばかりで，具体的行動をなしえな

い姿勢を自己批判する動きが， この党のいくつ

かの潮流に現われた。例えば，R.モランディを

中心とする青年クツレープは， rすでに死した社

会主義の過去」と結びつきをもたない青年によ

ってこそイタリアの新しい社会主義は推進され

るとして，指導グ、ノレープ多数派に批判的な立場

を明らかにしていた。彼らは， rどんな運動も

大衆がおかれている現実から出発せねばならな

いJ14) と述べ， '34年， イタリア圏内に PSI圏

内センターを組織する。ファシズムへの道徳的

批判の局面は，それに対する闘いの局面に転換

されるべきであった。だが，この党においては，

一部での闘う必要の主張にもかかわらず，全体

として，それに伴う行動は乏しかった。社会党

国内センターの組織も弱く，ファシスト組織内

に深く浸透することもできなかった。工場，農

村， ファシスト組織内へのこの党の浸透が自に

つくようになるのは， ょうやく '37年以後のこ

とであった。

また， '30年代半ば，社・共両党の国外指導

クゃループがなした戦略修正の動きは，少くとも

イタリアのナチ占領に伴う国民解放闘争開始以

前は，国内の現実から切り離された動きであっ

た。社会党と共産党の再接近開始， '34年の社・

共行動統一協定， '36年の二つの CGL再統ー

といった諸モメントは， さしあたり，圏内状況

とは別の次元の動きに規定されて生れたので、あ

る。そこで実現された政党間・組合聞の統ー

は，政治指導部の形成が階級次元での統一に先

行すべきであり，もつばら政治的・制度的領域

で実現されるべきであるという考え方に導かれ

ていた1530

'30年代半ば以後，労働者階級は賃金・生活条

件の著しい悪化を経験した。 '34-'38年の 5年

間，軍備拡大政策と軍需産業融資がインフレを

高進させた。生活費が約30%アップしたのに賃

14) Ibid.， p. 413. A. PEPE， 0ρ. cit.， p. 194. 
15) A. PEPE， 0ρ. cit;， p. 193. 

上げは25%に満たなかった16)0 '39年には，時間

外手当削減を規定したファシスト工業家同盟と

ファシスト組合との協定が結ばれ，大巾な労働

時間延長にもかかわらず賃金収入はふえなかっ

た17)。さらに '40年 6月，イタリアの対英・仏

宣戦布告とともに，戦争遂行体制に安定性と継

続性を保障するため，賃金・物価凍結令がうち

出される。これらの事情に加えて，当局の楽観

的見通しにもかかわらず長びく戦争への不満・

配給制度の不備は徐々に抑圧体制のほころびを

生んでいた。 '42年秋以後の連合軍による蹴笹

爆撃も労働者とその家族の生命と生活の不安を

いっそう高めた重要な要因だった問。

こうした背景の下に， すでに'30年代末， き

わめて地方的なものだが，紛争や作業停止の臆

病な再開が生ずる。 '42年には， ミラノのアル

ファ・ロメオ， トリノのテデスキなどでストが

一定の成功をおさめていた19)。労働者闘争再興

の兆しは，爆撃の被害を受けた労働者世帯の不

満と結びついて， '43年 1~2 月いっそう顕著

になる。ファシスト政府協調組合相は， この不

満を鎮め 3年にわたる賃金凍結への不満を抑

えるため，賃金 192時間分の手当支給約束を与

えねばならなかった。

16) E. Soave， Azione antifascista e iniziativa 
rivendicativa nel Nord， in Problemi del mo. 
vimento sindacale in Italia 1943-1973. p. 138. 

特に食料品物価指数(噌28年=100) は， '37年の
88.20から '42年には 172.46になった。

17)この協定によれば，週4時間までの時間外労働は
従来と同じ10%の割増率を適用されたが，それを
越えた分の割増率は15%に切り下げられた。Ibid.，
p.136. 

18) E.ソアーベは，ファシズム体制下で労働者が反
体制の動きを示しやすかった別の条件として， フ
ァシズム体制の労働者統合が，賃金・社会保障そ
の他の労働条件における戦時協力への代償措置を
持たなかった点をあげている。唯一の，ささやか
な優遇措置は戦略的部門労働者の軍役免除であっ
た。また，ファシスト協調組合が工場内組織をも
たなかったことも労働者統合体制の弱点とされ
る。 Ibid.，p. 137. 

19) S. Turone， Storia del Sindacato in Italia， 
1943-1980， p. 10. 
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'43年3月のトリノに始まる労働者ストは20)

直接には， この 192時間手当の即時支払い要求

(それは 2ヶ月たっても支払われていなかっ

た)や全労働者への支給拡大(支払いは疎開を

した労働者にのみ約束された，だが，それがで

きたのはむしろ裕福な労働者だった)，新たな

物価急騰手当要求をきっかけにしている。 3月

5日， フィアットのミラフィオーリ工場から始

まったこのストは，またたく聞にフィアット他

工場やトリノの他企業に広まり，さらに 3月

最後の週にはミラノや若干の他の地域に達し

た。ミラノのピレッリ， ブアノレクなどの大企業

もそれに巻込まれた。ストは，半時聞から 1~

2時間の比較的短いものであったが，多くの場

合， 繰返し現われた(しゃっくりスト)。スト

参加者は全体として数十万にのぼった。それ

は 4月21日，出勤手当という形で，実際に爆

撃の被害を受けた家族に割増分をつけた賃金増

を全労働者に認める協定によって， ょうやく終

息する。北伊諸都市の労働者は，長い沈黙を破

って再び大衆的闘いに立ちあがり，一定の経済

的成果を獲得したのだった。

3月ストは共産党によって組織された21)0 1 

月以来， rバンと自由Jr賃上げJrムッソリーニ

の権力からの追放」などいくつかの要求をスト

によって達成するようピラで訴えつつ 3月5

日10時というスト時聞を決定し，まず立ちあが

ったのはコムニストであり， トリノのストに呼

応したミラノ・ストを呼びかけたのもコムニス

20) '43年3月ストの経過については P.Spriano， 
Storia del partito comunista italiano IV， 
Dalla riscossa operaia alla lotta armata. pp. 
175~188. 

21) '43年3月ストについては， その性格をめぐって
論争がある。 E.ソアーベは， 近年のレジスタン
ス研究の成果をふまえ， 従来の PCIの役割の過
大評価，ストの政治性強調を批判しつつ， このス
トの自然発生性と経済要求の大きな位置を主張す
る。 G.Brambilla， IL movimento operaio nel 
1943 a Milano， in IL 1943， Critica marxista 
N.7はとくにミラノでの PCIの組織努力を強調
しているが， P. Sprianoの見解は，前者に近い。

トであった。その意味で， このストは自然発生

的ストではなかった。しかしながら，労働者大

衆がストによって獲得しようとした要求は，全

体として経済的要求だった。たしかに，一部の

労働者に政治要求への執着cr経済要求をかたづ

けた今，政治要求を解決せねばならなし、」とあ

る労働者は叫んだ)はみられるが， PCIの経済

要求と政治要求を結合しようとの努力にもかか

わらず，経済要求獲得の時点で，ストは収束し

ている。その意味で， このストは PCIの方針

に完全に沿って展開された運動でもなかった。

さらに，ストはさまざまな部署・事務所で山猫

ストの様相をもって現われ，闘いの聞もその後

も，労働者代表や代議員などいかなる形の代表

機関も生みだしていなし、22)。大衆を細かな組織

網に組織し，政治目標にまで高める力量は，当

時の PCI iこはまだなかったのである(スト

が始まったフィアット・ミラフィオーリ工場で

は約2万人の従業員のうちコムニストは80名弱

だった)03月ストは，全体として，戦争とその

故の労働・生活条件悪化に基づく労働者階級の

強い不満が， PCIの呼びかけを契機に爆発した

ものと規定すべきであろう。

だが， このストはイタリア労働組合運動の再

生にとって極めて大きな意味をもっていた。そ

れは，第ーに， このストがファシスト独裁下の

ほぼ20年の沈黙の後，初めて爆発した大衆的規

模のストライキであり， ファシスト協調組合体

制の下で，その無機能，空洞化をのり越えて，

実質的に組合機能を先取りした闘争で、あったか

らである。第二に， このストはその直接的要求

の経済的性格にもかかわらず， ファシスト体制

の遂行する戦争政策への大衆的批判，ひいては

ファシスト体制そのものへの集団的批判でもあ

ったからである。いまや，ファシスト体制の労

働者統合機能が，危機におちいりつつあること

は明白であった。

22) E. Soav巴，O.ρ. cit.， p. 141. 
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II. ローマ協定と北部労働運動

'43年 7月のムッソリーニ解任は，北部イタ

リアにおける 3月以後の労働者闘争の高揚に対

応した事件で、もあった問。王と独占的ブ、ルジョ

ワジーはその支配体制を維持し，社会の安定化

を図るため，ムッソリーニからの離反に踏みき

ったのである。だが，王はムッソリーニ解任と

パドリオ政府樹立によってファシスト体制から

離反したとはし、ぇ，旧来の国家・行政機構に手

をつけるつもりはなかった。アァシスト組合組

織はそのままに残され，知事の管轄下におかれ

た。政治犯は釈放されたが， しばらくの間，彼

らに自由な政治活動は認められなかった。

8月9日，ノミドリオ政府は， ファシスト組合

の管理者として組合コミッサーリを指名する。

指名にあたって，ノミドリオはファシスト支配以

前の旧組合指導者をあてる意向をもっていた

が，状況はすでにそれを許さなかった。協調組

合相 L ピカノレディがプオッツィ等に相談をも

ちかけた結果，各前があがったのは， コムニス

トを含む反ファシストであった24)。こうして，

ファシズム崩壊後の組合再建は，コミッサーリ

のイニシアを含めた政党代表間交渉による統一

CGIL 再建活動として取組まれる一方， 県コ

ミッサーリによる地方レベル組合再建という形

で進められた。

だが，連合軍によって解放されたイタリア南

部の諸地域では，組合再建は連合軍の指導の下

に行われた。連合軍当局はファシスト組合を地

域ごとに解散させつつ，組合再建を指導する機

関として県・地区労働事務所を設置した。この

23)森田鉄郎他『イタリア現代史Jlpp. 246-247. 

24) S. Trone. op. cit.， p. 21.工業労働者の組織化
には B.ブォッツィ， 高1としてコムニストの G.
ロベーダ， D.Cの G.クワレッロが，農業労働
者のそれには D・Cの A.グランディ， 副とし
て社会党の O.リツァノレディが， ブラチャンテ組
織化には D.ヴィトリオが各々指名された。統一
CGIL再建交渉は彼らのほか， G.グロンキ (D・
C)， G.アメンドラ (PCI)等政党代表も加わっ

てなされた。

労働事務所指導者には「ファシスト支配以前の

政治家」が指名された。連合軍が政治・管理権

力の舞台に登場させたのは， rファシスト体制

崩壊のために積極的には努力しなかった人々

で，その崩壊にファシスト支配以前の政治体制

回復」を期待する人々であった向。

連合軍は，彼らにとって「革命の訓練セン

ター」と思われるものの設立を認めず，組合の

非政治性を要求した。彼らの求める組合は，経

済的性格の職業的・相互扶助的利益を追求する

組合であった2630 南部における組合再建過程

は，以上の政治的条件による制約のほかに，そ

こでの労働者階級の量的少なさ，労働者・農民

運動の弱体性，そしてこれらの運動に対する政

党指導の欠如故に，力強く草進的なものとはな

らなカミっTこ。

1937-40年の工業センサスによれば，南部の

人口は国全体の24%を占めるのに，工業活動従

事者は国全体のわずか10%であった。しかも，

圧倒的に小規模企業の従事者が多かったz九さ

らに，農業部門は， ファシスト政府のアウタル

キ一政策によって重大な状況にもちこまれた。

この政策は零細的穀物耕作を拡大させていた

が28) '43~'44年の政治・経済危機は小・零細

土地所有者に打撃を与え，それを市場から排出

していたからである。農業・都市プロレタリア

の縁辺階層は，税負担の重さに悩まされ，当時

の急速なインフレが彼らの窮迫に拍車を加えて

いた。南部では '38年から'43年の聞に，物価

25) B. Bezza. La ricostruzione del sindacato nel 
Sud. in Problemi del movimento sindacale 
in Italia 1943-73. p. 112. 

26) Ibid.， p. 115. レッジョ・カラブリア県の労働協

議会再建にあたって，連合軍当局の出した文書
は， r我々が適当と考える組合はカテゴリーの利
益を代表し，組合員・非組合員のための経済的性
格の職業的・相互扶助的目的を追求する組合」で
あると述べている。

27) Ibid.， pp. 115~116. 動力を利用する企業の従事

者は国全体の 8%，r技術的に組織された企業」
のそれは6.5%であった。

28)拙稿， r1950年代におけるイタリア南部開発政策
の意義JIF経済学研究Jl20巻4号， p.79. 
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は倍増し， '44年には一挙に10倍になったので

ある。いきおい，小作契約放棄，賃貸料未納な

ど多様な形で自然発生的闘争が湧き起るが，そ

れは政党指導や労働運動から切離され，放置さ

れていた。他方，南部の諸都市(ナポリ，サレ

ルノ，パーリ，タラント等)では，連合軍の進

攻への待機主義が支配的で、あったし，ファシズ

ム崩壊後も， 自につく示威行動はみられず，比

較的平穏な空気が続いていた。南部では，ナポ

リを除けば反ファシスト勢力の特別な動きはな

かったので、ある。

反ファシスト勢力の状況も北部とはかなり違

っていた。例えば， シチリアでは，連合軍の上

陸が近づくと，大土地所有者とその支持者たる

マフィアがイニシアをとって反ファシスト一般

戦線 (unfronte antifascista generico)を形

成した。ファシストの混乱を察知した彼等は，

米英支持の立場をとってファシズムから離脱し

たのである。コムニストは，彼等とともに行動

し，その影響を受け，その運動にのみ込まれ

た。彼等コムニストは南部に残るボルディガ主

義の影響29)もあって，指導的政治組織としての

機能を十分に果しえなかったのである。組織化

の伝統は，若干の県を除いてなかったし，国外

反ファシストの働きかけも地理的に不可能であ

った。

南部で一定の影響力をもっ行動党の立場は複

雑だった30)。この党はあまり同質的でなく，L.

マノレブァに指導される自由一共和派とルッスを

主な代表とする急進社会主義者とからなってい

たが，組合問題では非政治的組合を志向して米・

英連合軍と協力するという立場と統一 CGIL

南部書記局を支持するとし、う立場の聞で揺れて

いた。また，キリスト教民主党は，その保守的

傾向の故に，大衆防衛の実効ある政策を何ら展

開しえなかった。この党にとって組合とは，土

地改革によって農業プロレタリアに土地を与え

るまでの過渡的組織，選一挙で、の多数派獲得のた

29rS~ Turone， 0ρ. cit.， p. 70. 
30)森田著，向上， p. 261， t; 266. 

めに農民を結集する手段以外のものではなかっ

た。

ナポリのそれは南部における組合再建プロセ

スの特徴を端的に示している 31)。ナポリでは，

組合再建は'43年11月に始まった自然発生的運

動によって進められた。この運動はレーガ(地

域産別組織)と労働協議会結成という形で現わ

れ， これらが結集してナポリ労働総同盟を形成

Lた。この動きをリードしたのは D.ジェン

ティーレらの行動党員だった。キリスト教民主

党 (D・C)は行動党にこの組織への参加を拒否

されて，それとは別の組織，イタリア労働者総

同盟をつくった。ナポリ労働総同盟は，知識人

の党である行動党の指導によって階級的非妥協

性を標傍し， D・Cをそこから排除してはいた

が，実際の運動面では本質的弱点をかかえてい

た。また，その創設において連合軍当局の大き

な物的・精神的支援を受けた事実が示すよう

に，連合軍当局による危険な介入の余地を残し

ていた。国民解放委員会を構成する諸政党のつ

くった統一 CGILは， ローマ協定締結にいた

る過程で， このナポリ労働総同盟を吸収し，そ

の一部分としてくみ入れたのだった。南部で進

行した組合再建活動は，労働運動の高揚を背景

にもたず，政党イニシアのからみあいの中で展

開されたが，そこにおける階級政党のイニシア

は占領軍の介入，階級政党自体の弱体性の故に

大きく制約されていたのである。

イタリア労働組合運動の再生，改良主義的組

合伝統からの脱皮にとって決定的意味をもっ動

きは，北部労働運動から生じた。 '43年3月ス

トの成功以来， PCIは労働者階級の中で行動

し，闘いを促し導きうる唯一の党として立ち現

われていた。しかし，その組織はいぜん弱体だ

った。ファシズム崩壊後，政治犯の釈放が進ん

だが，彼らの多くは工場との直接のつながりを

もたない上級の幹部であり，中間・下部レベル

への浸透には直ちにつながらなかった。地域指

31) B. Bezza， op. cit.， p. 124. S. Turone， ibid.， p. 
71. 
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導センターと工場組織の間の政治的結合も極め

て不十分だった。地域指導部を形成する幹部

は，数年前から工場を離れている幹部であり，

しばしば馴染のない町で活動する幹部であっ

た3九工場の労働者状態が党の指導に十分に反

映されない弱さをかかえていたのである。また，

8月の組合コミッサーリへの反ファシストの指

名も，北部では目につく組合再建上の成果をも

たらしえなかった。

'43年8月，連合軍との戦争継続を宣言して

いたパドリオ内閣に終戦の圧力をかけるためな

されたすさまじい爆撃は， とくにトリノとミラ

ノで数千人の犠牲者を出し，多くの家屋を居住

不能にしていた。 8月17日から20日の間，労働

者はパドリオ政府反対，戦争継続反対のストに

立ちあがり，運動能力を示した。労働者が掲げ

る要求は春の経済要求から数ヶ月後には政治要

求に転化したのである。だが 9月の休戦とド

イツ軍による中・北部の占領， さらにムッソリ

ーニによる社会共和国樹立とし、う新たな情勢

は，反ファシスト組織に混乱をもたらしていた。

彼等は，ナチ・ファシスト占領下で国民解放闘

争と労働者闘争をどう結合させるかについて，

戦略的・戦術的方針を練りあげねばならなかっ

た。しばらくの間，統一的方針は現われなかっ

た33JO

ムッソリーニが労働者の支持を得るため打ち

出した内部委員会設置の指示に対し， PCI指

導部は，内部委員会の解散，秘密扇動委員会の

代置を提案した。「ドイツ軍とファシストは，生

産の進行や事務所の活動の責任を内部委員会に

負わせようとしている」というのが，その理由

であった。共産党が目標としたのは，反ナチ叛

乱の終局目標に向けて政治闘争の指導を行いう

る大衆的下部機関をつくることだった34)。

32) P. Spriano， Storia del Partito comunista 
italiano V， La Resistenza， Togliatti e il 

partito nuovo. Einaudi. (以下 Storia del 

Pci， V と略)p. 226. 
33) E. Soave， op. cit.， p. 143. 

34) P. Spriano， Storia delPci， V， p. 228. 

多くの下部コムニストにあっては，ファシス

トが主導権を得るのを阻止するためにも，経済

要求を前進させ，労資紛争を解決する際に合法

的カバーをえるためにも，内部委員会を利用す

る傾向があったが， PCI指導機関はナチや社

会共和国に花をもたせる純粋に組合的領域での

どんな行動も行うべきでなく，闘いは武装闘争

を組織し，準備するため，もっぱら非合法領域

で行われるべきとしていた。 PCIはファシズ

ム崩壊後の国家・社会の革新と労働組合の民主

的再建のため，労働者階級から湧き上るエネル

ギーを汲み取るという意図において他の反ファ

シスト諸政党に比し最も自覚的で先んじてもい

たが，そのための正確な方針をまだ持ちえてい

なかったのである。その点で大きな前進をみる

のは， '43年11月以後，北部諸都市で展開された

大規模なストの後であった。

'43年11月半ばから'44年 1月にいたるまで北

部諸都市を巻き込んだ大規模なストの根本的要

因はインフレ高進である。賃上げ，肉体的生存

をもおびやかし始めた食糧配給量の増加要求35)

がこのストでかかげられた要求で、あった。 11月

15日， フィアット・ミラフィオーリ工場で発生

したストの知らせを， コムニスト組織は突然受

けとった。「党は状況に遅れていた。事件は突然

襲ったJ36l0 それは，11月15日支払われるはずの

給与を資金難を理由に12日遅らすとL、う経営者

の通告に端を発している。

労働者，職員，技術者は，混成内部委員会を

つくり， 11月賃金の完全な支払いはもちろんの

こと，賃金の10割増，食糧配給増，生計費変動

への賃金の連動， 180時間相当の年末手当(13ヶ

月手当)などを要求して， 18日までストを行う。

経営側が， これら要求に対し，賃金部分につい

ては答えうるとしても，食糧配給増については

占領軍の権限に属すると回答した時，代表者達

35) Ibid.， p.220. フィアットのある工場では一人当

りの平均体重は14キロも減少し病気の労働者の

割合がたえず高まっていた。
36) E. Soave，。ρ.cit.， p. 146. 
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はドイツ箪当局との交渉へ向った。 11月228再

開したストは24日まで統合~，この日ドイツ

トップから食還配給増等一連の改善約束をえ

て，収束した判。 12)1初め，第三波のストた続

開しようとの非合法組織の試みは或功しなかっ

た。武装欝争の領域でのドイツ寧との麓突につ

ながる蜂却的性務の政治関争に立ち上ろうとの

呼びかけは，労働者に受入れられなかったので

ある。譲歩は著しかったし，ストが再開された

場合には譲歩を撤邸し戒厳令が布かれる虞れが

あった。

ミラノでは，ストは S.セスト地盤に集中す

る寧欝生産関連工場(ブレダ，イノチェンテれ

どレッリ等〉で， 12)113日始まったG 要求は，

たいてい， 11月にトリノ労働者の挙げたものだ

った。ストは， 12)1 18日， ジンメノレマン将軍の

直接介入によってト担ノで合意されたのと掲程

霞の内容をもっ協定が結ばれた時終った。紛争

は，周辺の小念業ではさらに続くが，翌年1月

には収束した。ミラノのストは ト手ノとは違

って， PCI非合法組畿の呼びかけをきっかけに

始められたが38〉， ここでもスト進行議程で非合

法組織の指導は必ずしも受入れられなかった。

経営者との交渉は自然発生約に形成された托表

よって行われ，議らは当時存在した非合法

組織の主場機関たる扇動3委員会のコントローん

や指導の外で， 自主的に行動した。

ジz ノパで、は，ストは12月16日嬢発し，

翠弱って丸、た39)。ここで、は，ストニ日践に3名

37) Jbid.， p. 147. によれば， 9 JJのドイツ宝撃による

中北部占領以後，企業?主主夜霧発伎の継続可能性，
売機金支払いの保隊原材料補給今季企業滋動継続
自体な脅かしかねない諮問題に直前した。こうし
た状況の下，念講義の資金幾，一部企業の倒産など
も発生した。労働溺の獲得した淡主義の中"t"f主，他
に選最低賃三役の保隊，原料供給継絞約束が住民さ

れるο

38) G. BrambiIla， op. cit.， p. 114. 
39)ジa ノパで、の12JJストにおける PCIの役割につ

いては E.ソアーベと P.スプ予アーノで評価

は微妙な遠いを示している。読者は党の十分な持主
総合強調しているのに対し後者は運動の自然発
生枚・突発伎を強調する。おそらく，ジヱ/パで、

の労働者の銃殺を伴う厳しい弾圧があった。ス

トはまゑ鰐の，一連の活動によって準錆されたも

のだった。要求は， トPノの協定にくらべて，

より渇く，下位資格労鶴殺に有利な条項をもっ

しく平等主義的急彩の強い要求だった納。だ

が，ストの渡はジニE ノパマも，経済領城での策

費的勝利とともに終簿、するc ストのさなか共産

党非合法組織は，衝突に反ナチ的意味での純粋

に政治的性格を付与するため大さな努力を払っ

たが， こここでも望ましい成果を得なかったむ

'43生1".11克 ~12月の北部諸都市のストから，非

合法組織は3重要な教読を引出さねばならなかっ

た。第一に隣いは自然発生的に壌発し(ミラ

ノ， ジニじノパで瀧うが)， 全体としては軽済闘

争の領域にとどまっていた。コムニストは闘い

の中で主導的な役割を果し，その放に労働者へ

の大きな影響力を護得したが，闘いを純政治的

な武装妓乱に導こうとの彼らの努力は，受入れ

られなかった。第二に，ストの運営におし

しい役割を果したのは，共産党が工場や地域に

組織北電t.'"fIざしていた扇動議員会ではなく，土手

ば公式の〔つまり，ファシスト政府が設費を推

進した舟部議員会ではないが， ヅアジスト権力

に公然と敵対ナるもので、もない，体制j内の)労

働者f~表機関たる読成内務委員会であった。フ

ァシスト政府の実施した内部委員会選挙で多く

の労f勤者が棄権した事実が示すように，労働者

のブァシスト政府からの離反は進んで、いたが，

PCIの提起する謡筏麗動委員会もいまだ大衆

的議長盤をもちえなかったのである。

そして第去に，非合法組織がドイツ出領軍合

抵抗・軒揺の対象と位鷺づけ，それとの直接交

渉を弱いの揺さを現わすものとして反対したに

もかかわらず，労働者はそれとの交渉に向い，

みられた労働者の街頭示威機や(それは激しい襲警
庄三どもたらした)が自然発生的か妻子かの評{認に関
わるのであろう。

40) E. Soave. op cit.， p. 150. ;::与での撃さ求は， ト

9 )で締結されたものよ 975%多いクリスマ久子
弘ベース賃金の75%にあたる出来高絵について
賃華字額定など高水準のものだった。
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さらには，それを協定実行の保障者としたので、

あった。 PCIは占領者とすら交渉することによ

って実現さるべき部分的要求を労働者がもって

いることを看過していたのである。

自のくらむほど急騰する生活費は， 11~12月

ストの部分的成果をすぐに浸蝕した。統制価格

とヤミ市場価格との格差はいっそう拡大し，ヤ

ミ市場に依存しえない労働者には家族を農村に

疎開させる以外，肉体的生存の可能性はなかっ

た。すでに翌 '44年の 1~2 月には， 労働者の

不満は，多くの工場での抗議の作業停止，スト

などとして現われる。何よりも， 11月協定で例

外的に認められた900リラアヅプが192時間手当

に吸収され，労働者は裏切られたという意識を

いだいていた。だが， この不満は前年秋のよう

に自然発生的に公然たる闘いへと転化すること

はできなかった。占領軍とファシスト共和国の

抑圧体制強化は，もはやそれを許さなかったの

である。

11~12月ストの後， PCI は北伊全体を同時

に襲うゼネストを計画する。それは，一つには

イタリア戦線が全戦線での連合軍の総攻撃にと

もない決定的転換を迎え，中・北部の解放は早

まるだろうと予測されていたためであった。

PCIにとって解放はイタリア国民自身によっ

てなされるべきものだった。第二に， PCIには

CLNAI (北部国民解放委員会) に結集する政

党に対し，労働者階級が国民解放のためゼネス

トを遂行する能力をもつこと，党が労働運動の

完全なコントロール力を掌握していることを明

示する必、要があった。これらの目的に沿うスト

は占領軍の弾圧体制分散のため北伊全体で行わ

れねばならなかった。

来たるべきストを成功させるためには，扇動

委員会を網の目のようにつくることが必要だっ

た。 1月 5日，工業三角地帯での全運動を調整

するべくヒ。エモンテ・ロンバノレディア・リグリ

ア秘密扇動委員会が設立される O これは，すで

に形成された下部組織網の集約で、はなく，逆に

ここから出発して地区，企業に下部組織がつく

られるべき拠点だった。こうして 3月スト以

前， コムニストは企業レベルに徐々にスト準備

の組織をつくりあげたが， これら組織はいぜ、ん

「スト委員会J，r組合委員会Jr扇動委員会」な

ど多様な名称をもっていた。

今回のストの準備にあたっては， コムニスト

組織は経済的要求に大きな比重を与えた。解雇

反対，食糧配給増，時間当り 10リラの賃上げ等

の要求のかたわらに， ドイツへの労働者と物資

の移送反対，政治犯解放などの政治要求がおか

れた。今回のストにおいては，政治要求が経済

的諸要求と結合して提起されたばかりでなく，

そこにこめられた政治目標自体が労働者の実情

にふさわしい目標とされた。前年末まで掲げら

れていた蜂起的叛乱につながる生産サボタージ

ュという目標は下ろされ，戦争遂行に打撃を与

える軍需生産阻止が目標とされた41)。

コムニストによる宣伝・扇動活動は前例のな

いほど活発で， rL'unitaJのコピー， ビラ，宣

言文が何万枚と撒かれた42)。スト準備は熱狂的

な高まりをみせた。しかし， 11~12月協定の際

にドイツ軍の行った脅し， もしストが再開され

れば譲歩は撤回されるという脅しゃ企業家の交

渉拒否の姿勢は，今回のストでの経済要求実現

の見通しを薄め，ストは政、冶ストの性格を強め

ていた。スト日程の決定や暴力的弾圧への対応

を含めて慎重な配慮がなされねばならなかった

し，実際なされた。

3月1日， PCIが呼び、かけたストの日， トリ

ノ， ミラノやその近郊諸都市ばかりでなく， ピ

41)政治目標の設定は，現実にはもっと動態的であ
る。新たなストの指示が与えられたのは 1月4
日である。当初，ストは叛乱的ストとして構想さ
れるが I準備されているゼネストが叛乱に変る
ことなく単なる政治的ストにとどまることもあり
うる」とされていて 2月には国民的叛乱のスロ
ーガンは消えた。 P.Spriano， Storia del Pci， V 
pp. 244-248 

42) Ibid.， p. 248 トリノだけで L'Unitaが3固にわ
たり 3万部広められた。ミラノではそれ以上だっ
た。その他， IT'Grido di SpartacoJ]， IT'La Fab-

bricaJ]といった新聞が闘いを厚びかけていた。
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モンデ， ロンパノしう〆ィア， リグリア， コニミジ

ア， ヴェネトの五つのチIiにまたがる広範な地域

で，労働者は忽ちあがったの参加労働者は全

体で 100万と される山。

呼びかけに応えて，いまや 100万の労樹者がナ

チ・ブァシストに対抗し，戦争終結，

停止の麗いに立ちあがったのだった。ストのニ

日自之さ自民には，労働者は大衆的に工場を放

るC ファシスト よる弾圧の虞れと交

渉の用意はなし、との経営{闘の言明とが，ストな

I場外に移さ奇きたのである。 '44年3月ストは，

この工場外ストという闘争形惑でも前年秋のそ

れとは異なっていた。労識者のこの行動形態に

して多くの企業はロック・アウトを決め

た。工場の無秩序品化， パノレチザ

(Gap) の活動拠点化をおそれた決定であった O

秘穣主義動委員会は労働者に街頭示威令呼びかけ

たが，労畿税の多くはこれには応えず，家に待

機する持動をとった(欠勤戦術)。椅頭示威での

身体的安全は十分保障されておらず，労働者は

戦争終結を議んでいたが，街頭示威によってそ

れを要求する積極的レジスタンスの領域にはま

していなかったのであるo

ストの終結も扇動委員会の指示によるもので

あった。経済要求は持ら実現しなかったにもか

かわらず，労働者に失望感はあまりみられず，

あってもすぐに克眼された

ト終結にあたって次のよう

入札仕事さと再開しよう，敵の専横に題するた

めではなく，武器に対し武器禁で応える準俄なす

るために。余人民とともに新しい， より大~な

43) E.ソアーベは従来のレジスタンス史学による100

万という参加者算定安過大としているが， S.トロ
ーネによればこの数字はファシスト体制側の資料
によっても確認されているという o P.スプリア
ーノは 1臼ないし数時間だけの五九ト参加者会合め
なければ50万としている。

44) トリノとミラノ℃は状況は若子違っている。 トリ
ノで、は労働者の砲で、「誰のため闘ったのか?:経

くては， ストは失敗したので
は?J とLう浅草芸があった。だが， それも PCI
の努力寸:::3包寂された。 P.Spriano， Storia del 
Pci， V， P 269. 

運動:飯説的ストをど準備するために!J'ぬこの

呼びかけは，翌年4月，受けいれられることに

なる。

'44年 3月ストはナチ占額軍への打撃という

窓味でも， PCIの障関解放委員会内での発言力

増大の意味でも，大きな政治的影響をどもたらし

た。皮ナ'1-.皮ブァシズムの致治闘争はいまや

非合法性と少数派状況から脱したO 共産党は反

ナチ，反ファシズムの宝答率的・政治的性格を濃

くにじませたこのストライ々を成功させること

によって，労働者階級の政治的前衡としての実

質を獲得したばかりでなく，国民解放の儲いに

おける労欝者階級の立主導的佼費をも主張しえた

のだった。このストの成功こそ多以後に展開さ

れる閥民絞…政時形成や統一 CGIL給成のヅ

ロセスにおいて， PCI tこ主滋擦を保障した決定

的饗屈であった。戦争，鍛え，失業が生みだし

た労i務者大衆の自然発生的運動推カと関誌解放

織やのためこの労働者推力をど利用しようとの政

党イニシア， これがこの特期のイタリアにおい

て階級的労働組合の生成を促したこ二つの推力で、

あった叫〔そして， このことはやがて形成され

る階級的労働組合の限界でもあった)が， この

一つの推力はいまようやく一体先ざれようとし

ていた。

PCIと非合法組合組織は， '44年 3f1スト以

後，急速に強化された。それは，

県知，工場溺の組織化な潜々と進めた。これま

で，組合委員会，労働者委員会，スト

ど多様な名称の下に労繍者の組織化合進めてい

た下部活動家はいま

となり，組織網は絞まった。この扇動委員会

こそは，労{動者の政治組織であると問時に組合

組織たるべきものでもあった。それは，多様な

政治領向の労綴;殺が加入する統一的な組識とし

されたが，構成員の実態は少数の社会党

員を除いてほとんどがコふニストであった400

45) Ibid.， p. 270. 
46) A‘PEPE. CLASSE OPERAIA. p. 138. 
47) E. So抗 告t 0，ρ.ci人 p.156. トFノに関する'44王手

工1};1の Colombi報食で主主，その構成は共後党241
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'43年 3月スト以後'44年 3月ストにいたる北

部労働者闘争の高揚は，イタリアにおける階級

的労働組合の生成にとって決定的な意味をもっ

ている。これらの闘いは，要求活動をファシス

ト協調組合の官僚的運営から引抜いたばかりで

なく，新しい，全体的な組合機能を実体的に現

出させた。そこにおいては，組合実践や組合組

織構造のより進んだ概念が，すでに実際上設定

されていたのである。それは次のような意味

で，そうだった。

まず第ーに， ファシズム支配以前の改良主義

的組合ヴィジョンにおいて不可侵の前提となっ

ていた政治活動の抑制あるいは組合の政治的中

立性が， 事実によって乗り越えられた。 '44年

3月ストに示されるごとく，反ナチ・反ファシ

ズムの政治的・軍事的意味をも持つ生産活動停

止が広範な労働者の参加をえて遂行されたから

である。労働者は全国民的政治課題の担い手と

して力強く立ち現われていた。

第二に，やはり改良主義的労働組合運動の行

動指針たる企業生産優先主義の拘束，つまり，

組合活動は企業・部門の収益・景気動向を考慮

しつつなされねばならず，労働者の要求は企業

活動の順調な進展を障げるものであってはなら

ないという考え方が， '43年1l~12月ストにみ

られるように一掃された。資金繰りに悩む企業

の意向を越えて，労働者は自らの生活防衛のた

めのストに立ちあがったのである。

そして第三に， 192時間手当の全労働者への支

給，全員に平等の賃上げ追求が示すように，労

働者の要求活動は一部の高資格・熟練労働者，

一部独占的大企業の労働者の要求実現のみをめ

ざすものではなくなった。最後に， これら全体

の闘いを通して改良主義的組合実践がもっ闘争

技術の限界が克服され，組合闘争は必要に応じ

て多様な形態をとるにいたった。それは工場外

でも展開されたし(欠勤戦術)，工場内闘争形態

も予告なしの作業停止， しゃっくりスト，部署

名，社会党14名， D. C5名， 独立派2，自由ア
ナーキスト 1名であった。

別活動，生産リズム遅速化といった多様な・精

練された形態をとるにいたった。

ナチ占領下のローマでは，統一 CGIL形成

のための反ファシスト諸政党の交渉が続いてい

た。だが，諸政党の立場はいぜ、ん大きな食い違

いを示していた。 D.Cは組合の政治化に強い

懸念を示していた。彼らは，組合により政治的

な労働者，政治目的に容易に動員可能な労働者

のみが流れこむのを防ぐため，組合加入の義務

性を要求し，また，スト決定が問題となる時に

は関連労働者全員の投票に訴えるべく組合の公

法性を主張していた。ストは産業別組織によっ

て決定され，労働協約交渉の手段としてのみ用

いられるべきとされ，政治ストは否定されてい

た。彼らによれば協約の適用状況及び解釈をめ

ぐる紛争でのストも排除されるべきだった。ま

た，組合組織構造においては，政治指導のセン

ターとしての総同盟を基礎とするヨコ型組織よ

りは，タテ型組織=産業別組織に優越性を与え

ることが求められた。

D.C にとって統一組合は，団体協約締結を

より確実にし，産業別組合の利益を守るもので

なければならなかった。組合活動は職業的利益

保護の範囲内におさめられ，組合が政治闘争の

手段となる危険は避けられるべきであった。

D.Cは，こうした意味での「限られた任務をも

っ強制参加の組合ができない場合には，行動の

自由を再取する」可能性さえ，留保していた的。

D.C組合概念の根底にあったものは，組合を

社会的紛争の調停と社会安定化実現の手段にす

る意図であった。言し、かえれば， D.C にとっ

て組合とは，政治体制の枠内で生産要素=労働

力を代表する制度的機関でで、あつたのでで、ある4叫9り〉

D.Cをロ一マ協定締結へと導いたのは，全

般的政治状況である。 '44年 3月， トリアッテ

ィの帰国とともに PCIが反ナチ・反ファシズ

ム閏民解放という政局の決定的焦点での各党協

力を押し出した時(サレノレノの転換)，組合統一

48) S. Turone， Storia del Pci， V， pp. 138-139. 
49) A. PEPE， CLASSE OPERAIA. p. 142. 
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は容易になった。統一総合結成協定の政治的f原

稿が，組合のあり方をめぐる論争に鑓離したの

る。 D.Cは I実験は危換に満ちている。

だが，苦労に短いするものでもある。

壊した時に生じうる摂失を考えれば，穣緩的解

決の鏑値がわかるJ と述べつつ， 第一 CGIL

形成に合意する叫。こうして， '44年6月，内容

の規定は解放後に廷期しつつ， ローマ協定(統

一組合を設立するという原則的合議)が締結さ

れた向。統一 CGIL形成でのj反射的合意は，新

しくつくられるべ雪組合のあり方，さらに言え

は来たるべき社会での労資関係枠組みの基本

像をめぐ、~不一致を内告していたのである。

III. 統… CGIL生成とその限界

'44年、夏以後解放にいたる支で，北部諸都市に

おいては労轍者の要求活動が間断なく続いた。

E.ソアーペは， 11944年夏以後肢関された労働

、て正確な時期区分たすることはむ

つかししづ52)と述べている。それは，これまで以

上に多菌的な婆求に基いて，ある時は部分的な

(工場・グ、ノレーブ・地毘単位の)ストとして，

またある時はより広範な労換者のストとして展

開された。運動の基調はやはり物価急騰に対す

る生活妨衛の翻いであった。 費上昇は，

'43年には 57%であったのに '44年には一挙に

308%に遣し，実質舞金指数 (1913年=100)も，

'40年の 100.24から'44年には 24.20に急落して

いたからで、あ~ 53)0 だが， アィア γ ト・ミラフ

イ*…リにみられるように，設備と労働者のド

イツへの移送に反対するストも行われていた。

ポタージュは体系的となっていた。

50) S. TURONE. op. cit.， p. 46. 
51) A. PEPE. CLASSE OPERAIA. p. 115. そこ

で決定されたのは，役級選考詳における民設定義康
刻， 主義なる政治的滋Jl.宗教的信条表明の自由，
政党からの間立など総会統一を期待実現するため
のベースに嬢られていたQ

52) E. So誌ve.op. cit.， p. 160. 

53) lbid.， p. 157. 

'44年11月，重々しいストの波が北部の全工業

都市を襲う O イニシアは再びトリノから生じ

た。きっかけは， '44年後半の生産のあ]:りに

加速的な下落(ブィアットでは通常時の10%に

っていた〉てと前にドイツ寧湾令部が討うした報

復の脅しであった。 11月18日，ブィアット経営

者はミラフィオーりと 9ンゴットの雨工場でそ

の日午後(その日はごと翠だった}と翌日曜も揚

くよう指示した。即時の反応は命令された仕事

安拒害するストだったc それは秘密扇動委員会

の呼びかけに応えたものだった。 11月228，ジ

エノパでも給1万人の労機者が生活・食糧条件

悪化に抗議するストに入り， 248にはミラノで

もストが行われた。

'44年から'45年冬にかけて工場では，

しい強北がみられる。これは，いま

では，企業の多数でつくられ部署レベルにも分

節化するにいたった。それと待合して， PCI綴

織も飛躍的増加をみていた。「工場での活動の

強化，経済的・致治的議動の強化は，我々の

重むの多くを合法fとした。工場の空気は民主化さ

れ，人々は集まり，議論し，ストなした。これ

いまや公然となされたYヘ
秘密溺動委員会は企業管理部に対し「合法的」

な宍表権力をもっ交渉機関にほぼなり，工場内

組合組織の骨格を形成しつつあった。ブァシス

ト内務委員会は消滅していた。 '43年か'ら44年

の時期，多くの内部委員会選挙が労働者の無関

心放に高率の棄権に出会ったとすれば，今では

それは見捨てられていた。ブァシスト社会共和

闘の食業社会fととその労働者管理の提案は，労

{勤務ばかりでなく企業家からも顕りみられなか

った。

'45王手3凡企業家にも，労働者にも，ざ

る解放を待望する空気が強まっていた。 28日，

ピぷモンテや P ンパルディプの主要都市で新丈こ

な全般的闘いの波が再び高まる。

の大部分に談歩した。前韓起鈎タイプのゼネラ

ノレ政治ストと規定される 4月諮問のストはこう

54) lbid.， p盈 162.
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した状況の下で遂行された。これは， r偉大な

ソ同盟の勝利と(イタリアにおける 引用者)

近い将来の全体的勝利の見通しとが，多くの人

々の中に一定の弛みを生みだし，勝利は確実で

最後の瞬間に危険を官すに値いしなし、j5めとい

う空気が広っているなかで， PCI指導部が実施

を強く主張したストであった。自力によって解

放をなし遂げ，連合軍当局との力関係を有利に

するため促進されたストであった。

ストへの参加は重々しいものだった。普通，

ストにあまり参加しない専門家，職員層の闘で

もそうだった。このストはまぼ断絶なしに，

4月26-28日の蜂起的ストに移行する。それは，

トリノ， ジエノパ， ミラノやその他の多くの工

業都市での工場占拠を伴う総叛乱であった5h
飢え，失業，戦争は労働者大衆の最低限の生

活を脅かすことによってその要求をかつてない

ほど統一的にし，政治化し経済要求と政治要求

を密接に結びつけた。党と秘密扇動委員会は，

44年3月ストにおいて果しえず，その準備のた

め前進しようと労働者階級に呼びかけていた叛

乱的ストを，いま実現し，労働者階級は自らの

力でナチ・ファシストからの国民解放という全

国民的課題を達成したのである。労働者の闘い

や武装叛乱の準備と遂行やの中で階級政党の果

した役割は，政党と労働者大衆のほぼ完全な一

体化を助けた。イタリア労働者階級は，かつて

ない階級的成熟に達していた。

'45年 1月の CGILナポリ大会は， 労働者階

級のこうした成熟を反映しつつ，要求綱領と規

約を決定する。ナポリ大会で決定された要求綱

領と規約こそ， '43年3月スト以来の労働者闘

争が実体として生みだしていた階級的労働組合

概念の具体化であった5九大会は，まず，前年

のローマ協定を承認し， この大会が実現した組

合統ーを「我国人民すべてのより広い連携の土

55) G. AMENDOLA，LETTERE A MILANO 1939ー

1945. Ed. RIUNITI. p. 587. 

56) '45年4月の蜂起的ストの経過については，山崎功
『イタリア労働運動史~ pp. 382-385. 

57) A. PEPE， CLASSE OPERAIA. pp. 159-160. 

台となるものであり，イタリア民主主義安定の

土台である」聞と高く評価している。

定式化された要求綱領は，生活費上昇やヤミ

市場に反対する闘い，賃金・給与の再調整(低

賃金層の賃金アップ)，スカラ・モピーレ要求，

ファシスト組合の克服，社会立法・社会保障の

尊重等々であった。これら要求綱領は，まだ全

面的・体系的ではなく，即時的要求と L、う性格

が強いが， '43年3月スト以来の運動が生みだ

した階級的労働組合概念の諸特徴を端的に表現

している。

第ーに，ここでは，企業論理への従属，その

枠内での労働者要求追求の姿勢が否定されて

いる。例えば，スカラ・モーピレ要求に関連し

て D・ヴィトリオ報告は次のように述べてい

る。「我々イタリア勤労人民は，この破局の犠牲

を担う義務を免れえないと自覚している。しか

し， より多くの代償を支払うべきは破局の責任

者，労働者の汗，兵士の血，人民の自由を代償

として金もうけをした人々であるべきだj59)。

第二に，特定地域(北部)の一部大企業，一

部の労働者の待遇改善ではなく，全労働者の利

利益擁護が問題とされている。報告は言う。

rCGILの全ての努力は，イタリアの全ての県

で，また同じ部門，同じ資格の労働者の間で，

可能な限りの平等を実現することに向けられる

べきであるj60)。

そして，第三に，報告は来たるべき経済再建

が大資本の利益にそってなされることを否定

し，再建は量・質ともに労働者・人民の必要と

その充足を絶対的優先基準とすべきことを主張

している。より大きな利潤の論理が再建をリー

ドすべきでなく，人民の必要や再建プランの作

成・実行への人民の参加がそれを導くべきであ

った。この展望の下では，独占的大企業はその

58) 1 CONGRESSI DELLA CGIL 1. Ed Sindacale 
ItaIiana， p. 106. 

59) Ibid.， p. 113. 
60) Ibid.， p. 169. 
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反人民約・反鴎異的性格の放に国有化されるべ

きであった。 D・r;t'-iトリオによれば，独占グ

ノレーブの支配を議去することはファシスト霞家

と建設されるべき新しい民主的体制との経済

的・政治的断絡を保障する最も強患な要因であ

った。これらの要求縞領に対し，ナポヲ大会で

は，公然たるJJZ対は諮られないし，むしろ組合

再議潮読の立場は{致していた判。独

有化要求すら， D.C派代表は推進の立場にた

ってL、fこ。

だが，ナポ予大会で、も，部分的で、はあるが，

E誌の戦略方向ii形を殺している。 A.グランデ

ィ報告にみられるように，土地改革は選挙によ

って形成される新議会に託され， o. yツア}v

デ4報告は社会立法鰐震で労働者とその蓋接代

表機関によるコントロールというあるべき原期

に黙っておらず，ファシズム以読の改良主義的

組合経験への復帰を提鴫するものだった6九

ナボ盟大会のもう…つの援要な成果比総同

盟規約の承認である。統一 CGILの最も

的な組合機関は労隣協議会とされた。これは，

外i・県レベノvで産業務s門加の労働者の

主義約分断を3毛織し，その故に大衆闘争の動き

な全労働者的観点から指議するのに最も適闘な

として，統一 CGILのベースに置かれた。

それは， I日労{動総需盟においてそれが持ってい

た設舗・位麓づけを大きく結える決定的援みを

新しい組織構造において持つこととなった。関

じj号、組は全協レベルでも設かれたb ヨコ組織と

しての総、向盟はタテ組織としての鰐盟の還要さを

ま皇制し・指導する機関としての位置づけを与え

られた部〉。

61) L P告nnachi，L昌 conc号zionedel ruolo d告l
sindacatonella CGIL 1944…1948， Qu昌derni
rassεgna sind昌C証le，59-60， pp. 52-53. 

62) A. PEPE. CLASSE OPERAIA. p. 163 
63)このことは設に新ゑ CGILが運動の蕗一化，

下室事イニユシアO)ElEElな発表撃の抑制の危険なも持つ
ζ とてど意事長ずる。戦争や飢えといった労綴寝込内務
階j震の姿求を一体化させる状況の下では， この体
策j)の矛腐は現われないが，経済復興後の要求多様
化の下で:探検討をisられることとなる。

他方i室長業別組織〈阿盟〉比たしか

主義の下で，部門盟IJ経済成長率の格差に基づく

組合運動の部門間分断，言L、かえれば売業組合

もいる愈険性をもっ。ファシズム以前

もファシズム期L 選別問援のこうした傾向は

強かったが，得難 CGILはこの組織な排除し

えなかった。何故なら， この接関は全器規模で

の労機条件統一イ七と均等イじな追求するうえで，

組合連欝にとって芝重要な手段たる産別全国協約

の藤紘機能なもつからであるo それはカト担ッ

グ組合主義者によって存続を強く要望された組

織勺あったが斜) CGIL指導部もその必要性をと

寄定しえない組織でもあった。

ナポリ大会における 、て，

もう〕つの注目すべきことは，

の否定である。統一 CGILにおいては，労働

も議別同盟も労織の場に直接その組織ベ

ースをもちえなかった。労働者がナチ・ブァシ

ストにJりする経済要求闘争のなかで、っくりだ

し，イタリア

するうえで重姿な役制をもつはずの一連の・多

様な企業試表機関〈内部委員会・組合委員会，

は，組合組織とは定誌の機関と

えられた。これら委員会の権謀，イニシ7能力

は，要求・協約践でも，組識簡でも，強く

づけられ，制限された。統…組合の組畿構造は，

・工場レベルで、の労難者イニシア発揮より

も遼動の集権的コント口…ノしな罷先ざ売きたので

ある。それは，企業レベルでの運動が陥りやす

い間業総合的組向を排除するというすぐ'nて階

級的・全労働者的観点からなされたことではあ

たが，やがて表態化する大きな問題を食んで

し、ずこ。

ナポリ大会で、実体化された措級的労働組合概

念には，イタワア資ヱド主義の特殊議が反換して

いる。後発的資本主義聞に典型的な少数の独点

的大念業と無数の中・ と

ブγ シズム以前の改良主義的労働経分を一部大

64) A cura， di S. Zaninf'l1i. IL Sindacato Nuovo. 
Fr註ncoAngel1i. p. 274. 
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企繋労識者の利益鍵護へと向けたとすれば終と

その否定としての階級治労機組合ば両者〈大企

業労檎者と中・小金業労働者)の統)を実現す

るため概めて高い政治性を備えねばならなかっ

た。全労働者の利益擁護の観点、からの灘動規制

ここから出てくる。南北経済格差の問

も両様である。北部大工業の内韓植民地、と

して樹氏経済にくみ入れられた南部の労動者，

プロレタリアート，持よりも大裁の失業

・学失業者の刺哉さど擁護するために， CGIL 

は北部労識者階級のの要求~抑制令ざるさヒ

えないと考えたのである。ナポリ

れた CGIL組織構造が，企業内組合の否定，

労働条件の全国的均一イじのための全悶同盟

産別組織に対する地域総織の儀位などを特

徴とするのは， このためであった。

CGILの含む限界が談話化してくるの

は， '45年 5月の北伊の完全解放以降である。い

まや総本詩畿は戦争とナチ占領によって破壊さ

れた議期の再建で、あった。この再建をどのよう

に進めるかをめぐって，諮階綾執諸政党関で

行われる抗争は， CGIL rこ深い影響をど与え

におかないし， CGIL内部の諾潮流の異なる

方向伎の対立も激化せざるをえなかった0

4月25日の蜂起的ゼネスト繋後の数ヶ月，イ

タリア資本主緩体需uはそのや枢において賂らい

でし、た。行政議構において，また若干の資本家

において，混乱と無方向が誌をり，箆j

構を統轄し，保護し， コントロールしうる唯一

の階級は労働者関級であるかに見えた。国

治経済的再建誌，下から，人民の側からの実効

的コントロ…ノレの下に実現されうるかに見えた

いファシスト・反動勢力の敗北は全体的かっ

数返し不能で，反ファシスト陣営においては議

健前カトリック潮流の保守主義が大衆のi青葉;に

く支えられた友派勢力の政治方針に従認する

運命にあるかに見えた略。

と る力関係の実質的転

65) A. PEPE， CLASSE OPERAIA. pp. 44…49 
66) Ibid.， p. 167 

換はいぜん生じていなかった。 '43年試後'49年

4月にいたる時鶏，イタジアブルジ器ワジ…は

鵠霞と官僚装賀(霊祭陵，司法装集関，政府上層官

僚)のレベルで、!日体制維持に努めていたし，産

・生塁塁線織は '31年~'34年恐1読後に形成

されたものにとどまっていた。金議資本のから

みあいと棺互設潜，イタ P

建化機能多国有企業の私企業への詫震などは本

質的修正をこうむっていなかった。彼らの資本

しようとの確たる意志も揺ら

いでいなかった。その怒りで，左派勢力が操り

した「協力jのまやし出は，開題を含んでいた。

左派諸政党広国の経済的蒋建を全国民的な・

焦眉の課題と位置づけ，労識者の生設協力，

産務動活性化への企業家の同意財政・金融手

段による政府の指導・コントロ…/レをまつの斡

として罰民経済の最もドラスチックな状況を緩

和しつつ，民主的再建に向いうると

ある。だが，左採政党に人民的再建を保障する

綾街な戦略プランはなかった。保守政党とブル

ジョワは議会や政府での討論の引悲ばしと決定

的施策のサぷタージュとによって，定機的昂揺

からの脱出を計ろうとしていた料。

他甜， CGILにも潟題はあった。その形成過

程の必然的結果としての組合の政党戦略・政治

課題への詫嘉は，連立内障維持に配E撃して政治

関争で大衆的イユシアを利用せず，要求額争に

おいても課題を灘関・組制する額向をど生んだ。

CGIL内カトザック穏健派との妥協口統一

CGIL維持のためにも，保守的傾向の縁底的

批判，大衆的討論による克惑という道はとられ

なかった。それに人誌本位の再建という詮格を

付与するための保簿がク己主ねしているにもかかわ

としての生産再興に誌えるた

め生産協力を推める傾向は CGILにもあった。

経済再建は資本主義的大企業の再建と事実上陪

一視され，収極性原則が経済効率のパラメータ

となるのを陸1とする経済ブランは，なかった。

67)この詳絡については B.マンゾッキ f現代経済

政策J参照。
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たしかに， CGILは北部労働者際議だけでな

く，農民・ブラチャンテ大衆，戦争や占領によ

る謹乱状態の結果大きな打撃を受けた人民謡潜

藤の宜接的要求に密費していた。食既賃金，

雇用に関わる重大問題に取組んだ。これら g

を要求する大衆の鴎いや運動と広く結びついて

いた。特に，療や州の労{動協議会が樹いを起し

た労働者大衆にとって重要な諮り所となった事

しえない。

しかしながら，在派政党の主張が襲撃実上質か

れない連立政府維持の霊感，その放の大衆的イ

ニシアの掬舗といった CGIL行動は，主観的

意閣とは別に事実上 CGILに社会的危機笛灘，

体制安定北機能を菜させたのだっ

'47年5月の社・共碍党を排践した第 4次 ガ

スペリ内関の成立は，反ファシズム国民統一の

崩壊の印しであるo 翌6月穣{撃された CGIL

第一部大会では，政治スト問題での公然たる異

論が表拐され，生産再興にともなう激しいイン

フレヲピ前に CGILが打ち出そうとしたー率・

大巾賃上ぜ方針もカトリ?グと穂健的潮流の反

対に出あった。以後，設等穏健採は独自の組合

方針(企業別・資絡到の霊堂上げ，賃上げの生産

性上昇率への連動)さと兵体化していく 68)。いま

や CGIL指導機関の亀裂は現向で，公然たる

ものとなり，労働者穣争の高揚を背景にナポリ

大会で篠諒された藷級的組合概念での一致も再

び分解していた。 '47年秋以降選んだデフレ不

況が援用への激しい攻撃をもたらした時，下部

労働者の闘争推力は高まり，紘一の維持をもは

や困難にした。踏級的労機組合は，新たな発展

方向を模索せねばならなかった。

68) A cura di S. Zaninelli. ot. ciムpp.302ω303.




