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（第一部第一章のまとめ） 

 

欧米資本主義の「まねっここざる」明治政府は、「国体」を発明

し、戦争と朝鮮侵略で、労働者・民衆をないがしろにして何とか欧

米に追い付こうとした。それに対して、朝鮮民衆は闘い続け、欧米

資本主義の分捕り合戦である第一次大戦がおこり、ロシア革命を見

た日本でも”革命の予兆“米騒動となった。 

第一次大戦後、世界の資本主義は新たな段階に入り、日本でも、

労働運動・農民運動が高揚し、国家・資本は対応を迫られる。 

 

 

2. 1920年第一次大戦後恐慌～1929年（昭和 4年）世界大恐慌の前まで 

 

（１）世界資本主義の新たな段階と労働運動 

 

世界資本主義の新たな段階「フォーディズム」 

 

 第一次大戦の終了頃から、世界の資本主義は新たな段階に入る。 

アメリカで 1908 年から生産を開始した T 型フォード車は 1927 年

まで生産されたが、大人気を博し、ベルトコンベアーで大量生産す

る方式が一般化した。 

従来の熟練工の仕事を単純な労働におきかえ、細かく生産工程と

品質を「科学的に管理」することで生産性を高めるこの方式は、労

働者の基本給は抑えたまま、生産高に応じて賃金を上昇させる仕組

みを組み合わせることで、労働者の「士気と購買意欲向上」の幻想

を高める可能性がある。 

だから、資本にとって、労働組合を無用にするかもしれないとい

う期待があった。 

そうした期待から、これは、単なる生産方式にとどまらず、資本

の弱点である「必要に応じた労働者の生産（増減、入れ替え）」を可

能にし、同時に労働者の「賃金上昇の期待」から、たえざる資本の

成長を可能にする、「新たな文明の様式」でもあると、世界の資本主

義が取り入れていった。 

これをイタリア共産党書記長になるグラムシは「フォーディズ

ム」と呼んだ。実際、これが、第二次大戦後の先進資本主義国の高

度成長のために、「生産性基準」とも呼ばれ、欠かせないものとな
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る。 

 

 /日本資本主義の位置と第一次大戦での急成長/ 

 このころ、「何とか欧米に追い付こうとした」日本資本主義の「大きさ」

はどれくらいか？ 

 経済の規模ということで「一流国かどうか」でもよく使われる「一人当た

りの GDP（国民総生産）」を OECD の超長期の推計で見ると、1998 年時点で

は、2 万 413 ドルの日本は、西欧の 1.1 倍、世界平均の 3.6 倍、日本を除くア

ジア平均の 7 倍。 

しかし、明治維新から急増したとはいえ、第一次大戦直前で、引き続き欧米

の「3 割国」。一方、ロシアの「同等国」、アジアに対しては「2 倍国」。 

明治維新直後の 1870 年、日本は 737 ドルで、イギリスの 23.7％、アメリ

カの 30.1％、西欧平均の 37.3％、ロシアの 78.2％。一方、日本を除くアジア

平均の 135.7％、双方を含む世界平均の 85％の規模。 

第一次大戦直前の 1913 年では、日本は 1387 ドルと 1870 年よりほぼ倍増

するが、欧米も伸びており、イギリスの 28.2％、西欧平均の 39.9％と比率上

昇するがわずかで、特にアメリカに対しては 26.2％と比率減少。一方、ロシ

アの 93.2％となり、日本を除くアジア平均に対しては 216.7％とほぼ比率倍

増、世界平均も 91.9％となる。 

 

それが、「漁夫の利、濡れ手に粟」の利益を得た第一次大戦の特需で急成長

する。日露戦争勝利で「日本は一等国」と騒いだ日本が、経済の規模でも「列

強の一員にとして世界に名を連ねる物質的基盤」ができる。 

まず工業が「未曽有の急膨張」し、工業生産額は、1914 年に比べて 1919

年 5 倍に増大。特に重化学工業の急激な勃興・成長が最も重要な動きだった。 

鉄鋼業では、第一次大戦で欧州が鉄輸出を禁止したことから、鋼板価格が 6

倍に暴騰。八幡製鉄所や日本鋼管などで大幅な設備拡張し、三菱製鉄・富士製

鉄・東洋製鉄など会社新設も相次いだ。 

機械工業では、造船業が「大戦景気」を最も謳歌し、三菱造船や川崎造船で

は戦艦の建造も始まった。また、自動車と飛行機工業が軍の強力な奨励と支援

によって発展の緒についた。 

そして、「諸工業中、最も振るわざる工業」とされていた化学工業が、第一

次大戦の輸入品の途絶によって一気に成長し始める。国家支援のなかで、三井

の染料、三菱のソーダ、後で見る日本窒素の硫安製造などが発展の基礎をつく

る。 

第一次大戦前から中心だった繊維業は、欧州が戦争に手いっぱいになるなか
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で輸出を大きく拡大。鉱業は、重化学工業の著しい発展の燃料として価格も大

幅に釣り上げて利益を拡大。 

東洋紡績、片倉紡績、鐘淵紡績など繊維の独占資本、そして鉱業を独占支配

する三井・三菱・住友・久原・古河などの財閥が巨利を得た。その地位を大き

く高めた独占資本が強力に結集し始め、1917 年には、現在の経団連にもあた

る日本工業倶楽部を結成。 

1913 年から 1920 年までに「一人あたり GNP」は、日本は、アメリカをも

しのぐ 21.5％の増加。しかし、それは資本の蓄積だった。戦後恐慌とともに

労働運動の高揚を招く。 

そして、経済規模が急増しても、引き続きアメリカの 26.5％であり「3 割

国」には変わりなく、「欧米に追いつかなければ」という“コンプレックス”

は、国家・資本にとって一層強くなる。 

 

/世界資本主義の「ほどほどの国際協調」/ 

アメリカは、「欧米資本主義の分捕り合戦」第一次大戦が終わり、イギリス

に代わって「世界の基軸国」になったという自負から、1921 年 11 月、アメリ

カが招集する初の国際会議として、「戦後の国際秩序」を決めたワシントン会

議を仕切った。 

これは、前にみたように、ベルサイユ条約、その前提となったウイルソンの

平和 14 か条を引き継いでいた。そこでいう、植民地を含まない「民族自主

権」のとおり、欧米資本主義各国の「ほどほどに協調しながらアジア市場を食

い物にしていこう」という妥協の産物だった。 

ロシア革命のソ連は招かれなかった会議で、中国の領土保全・門戸開放を求

める条約が全参加国 9 か国（日本・イギリス・アメリカ・フランス・イタリ

ア・中華民国・オランダ・ベルギー・ポルトガル）で締結された。 

この条約で「日本の権益返還」を求める中国、そして日本の「膨張」を懸念

するアメリカをはじめ各国の思惑により、日本は、「すでにある満州権益」は

一応不問にされながら、第一次大戦で「濡れ手の粟」で盗った山東半島の権益

を中国に返還させられる。 

領土よりも資本の市場としての中国に強い意欲をもっていたアメリカは、日

露戦争講和の仲介役を担うことで南満州鉄道の共同経営を望んでいたが、日本

に拒否されたあたりから、「国際協調」の名のもとに日本を抑制する姿勢に転

換。 

1924 年には、アメリカ国内への日本移民を制限する排日移民法を成立さ

せ、日本国内の反米世論を煽ることにもなっていた。日米戦争への種だった。 

 



8 

 

そして、1925 年 10 月には、「戦後の欧州秩序」として、特にドイツとフラ

ンスの紛争を避けるために非武装地帯の確認や紛争を仲裁裁判で解決すること

などを定めたロカルノ条約が、ドイツ、イギリス、フランスなど西欧諸国で

「ほどほどの協調」のために締結される。 

1928 年 8 月には、これを拡大して、アメリカとフランスを中心に、日本、

そして、ロカルノ条約が「我が国の包囲網の形成」だと反発したソ連を含めて

63 か国が署名するパリ不戦条約が結ばれる。 

この条約は、1600 万人が犠牲になった「総力戦」第一次大戦の反省から、

それまでの国家と国家の戦争を否定し、「国家間の戦争をしかけることは犯

罪」だとした。 

その考え方は、第二次大戦後の東京裁判、ニュールンベルク裁判、国際連合

憲章に引き継がれる。日本国憲法第 9 条第 1 項「戦争放棄」の源流。多くの

国も「戦争放棄」を掲げた。ただし、第 9 条第 2 項「戦力不保持」はごく少

数。 

しかし、その後、戦争が絶えず正当化される「自衛のための戦争」の概念

が、この条約とともに発生し、「侵略」の定義もあいまいで、「ほどほどに協調

するための妥協の産物」だった。 

そして、日本は、ワシントン会議に参加した幣原喜重郎が、1924 年以降、

「2 大政党政治」のなかで外相を務め、「幣原国際協調外交」を展開するもの

の、世界恐慌の到来とともに、こうした「妥協の国際秩序」は崩壊する。 

日本の「事変」という呼び方をはじめ、各国、「不戦条約違反」かどうかを

姑息に画策しながら、戦争をしていくことになる。 

 

「血塗られた 20年代」欧米の労働運動 

 

 欧米の 1920 年代は、第一次大戦を境にイギリスに代わって資本

主義の中心になったアメリカを先頭に「フォーディズム」をすすめ

る資本にとって“黄金の 20 年代”だった。 

それは、労働者数 500 万人弱の日本に対して、アメリカ 4000 万

人超、ドイツ 1000 万人超の欧米労働者階級にとっては“血塗られ

た 20 年代”だった。 

 

/潰えた 1923 年ドイツ革命/ 

欧米資本の分捕り合戦であった第一次大戦の敗戦でドイツは、他の資本主義

国にすべての植民地、12％の欧州の領土、90％の商船、7 割の鉄工業などを奪

われた上に、税収の十数年分という巨額の賠償金を課された。 
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大きな打撃を受けた資本を救済することを優先する社会民主党ワイマール共

和国政府に満足しないドイツ労働者は闘い続ける。 

まずは、1920 年 3 月 13 日、帝政復活を目指してベルリンに攻め入ったカ

ップ将軍の「カップ一揆」をベルリンを逃げ出したエーベルト社民党政府に代

わって、ベルリン労働者は武装ゼネストで 18 日には粉砕して共和国を守る。 

続いて、工業の中心であるルール地方で蜂起。エッセン市に「ルール労働者

評議会中央委員会」を設置して、3 月末までルール地方全域を占領。しかし、

社民党政府は、カップ一揆から政府を守った労働者に対して政府軍を差し向

け、4 月 6 日に鎮圧。 

こらえかねた社民党を支持していた多くの労働者は共産党支持にまわり、

10 月に資本主義国最大の党員 40 万人を擁する「統一共産党」が出発する。 

1923 年 1 月、フランスは、ドイツの賠償金支払い遅延に業を煮やして、鉄

鋼や石炭などの現物で取り立てるために、ルール地方を占領。 

一層、経済が混乱したドイツでは、通貨マルクの価値が、1 ポンド/20-40 マ

ルクから、1 月には 1 ポンド/3 万マルク、6 月には 1 ポンド/30 万マルク、7

月末には 1 ポンド/500 万マルクと、天文学的に急落するハイパーインフレに

なった。 

この事態に社民党は政権から離脱し、純粋な資本家であるハンブルグ・アメ

リカ汽船会社支配人クノーが首相に就任。 

レーニンの言う「ほんとの労働者の政府をつくる革命以外に事態の打開の道

はない」とドイツ労働者の８割は、社民党から共産党の周辺に集まり用意がで

きていた。 

7 月、ベルリン金属労働組合の投票では、労働者は社民党 2 万票・共産党 5

万票を与えた。政府軍の下士官以下も「革命」の気分だった。社民党はぼろぼ

ろになっていた。社民党の資本との提携に終止符を打てという声が強まった。 

8 月には、ベルリンで 300 万人がゼネスト。クノー政権を退陣させ、3 月チ

ューリンゲン州、9 月ザクセン州、10 月にはハンブルグで蜂起。 

しかし、共産党はそれ以上の方針を出さなかった。9 月、共産党書記長ブラ

ンドラーは、レーニンの病状悪化でコミンテルンを牛耳り始めたスターリンと

相談。レーニン後の最大の対抗者トロツキーの追い落としに忙しかったスター

リンの指示は「ドイツ労働者は権力を取るにはまだ脆弱（？）。社民党との連

携を維持しろ」。ブランドラーは「それでは革命を殺す。一生で最大の誤り」

と後に告白するが、コミンテルンの権威の前に合意した。 

1918 年ドイツ革命以降、1923 年の最大の革命のチャンスは潰えた。各州の

蜂起は敗北し、賃金引き下げに加えて、8 時間労働制も消失した。共産党も数

か月だが非合法化される。ブランドラーも更迭される。 
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1924 年 8 月、アメリカ銀行団は多額の賠償金を背負ったドイツに

「ドーズプラン」として資金供与。アメリカに支えられ一息ついた

ドイツ資本は、過酷な労働強化を強いる産業合理化に取り組み、社

民党政権と労組指導部が協力した。そのアメリカの資金でドイツか

ら賠償金支払いを受けたイギリス・フランスの資本も大戦の痛手を

回復。 

 

アメリカでは、労働組合を解体するために資本が導入を進めたオ

ープンショップ制（労働組合に入っても入らなくても労働条件が同

じ）などへの労働者の抵抗に対して、既成の最大労組 AFL（労働総

同盟）は一切指導・援助を行わず、無権利状態に置かれていた。 

 

/資本を揺るがしたアメリカ IWW（世界産業労働者組合）の奮闘/ 

20 世紀初頭で、労働者数 2800 万人。そのうち労働組合員 200 万人、その 8

割を組織していた労使協調の AFL は、熟練労働者である白人男性中心で、黒

人は加入できず、当時の労働者の 1/5 を占める女性の加入もわずか１％。おま

けに AFL 幹部は高給取りで「グーン」という用心棒に守られ「民間会社の社

長そっくり」。 

これを批判して、1905 年には、「土地と生産機械の所有権を握り賃金制度を

廃止する」ことを正面から掲げる IWW（世界産業労働者組合）が、西部鉱山

労働者連合のビル・ヘイウッドや 1901 年に結成された社会党党首ユージン・

デブスらによって結成されていた。 

IWW は、性別・人種・熟練度で分けることなく、あらゆる産業のすべての

労働者を“ひとつの大きな組合”に組織することを目指した。“ウオブリー

ズ”と呼ばれる戦闘的な IWW は、結成以来、資本にとって大きな脅威となっ

た。 

“三重苦”のヘレン・ケラーも社会主義者として、精神力とペンで応援し

た。 

第一次大戦に対して唯一決然と反対したことを契機に、集中的な弾圧を受

け、壊滅させられるが、「一人への攻撃はみんなへの攻撃」というスローガン

とともにその原則と精神は、30 年代以降、今日まで闘う労働運動に受け継が

れた。 

 

メンバーは 1 万人程度で推移したが、ストや抗議行動を巧みに組織するウオ

ブリーは社会的に大きな影響を与えた。多くは失業者や季節労働者である
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IWW のオルグ（organizer）は、どこでもおもむき、歌い、語り、組織し、メ

ッセージを広めた。各地の当局は彼らの発言を封じるために条例を制定した

が、彼らは逮捕されても、次々、演説を続け、留置所を満員にし、条例を撤回

させた。 

1912 年 1 月から 2 月には、マサチューセッツ州ローレンスのアメリカン・

ウールの 20 数か国の移民労働者によるストを組織し、低劣な賃金の大幅値上

げを勝ち取った。市の人口 8 万 6 千人に対して、IWW 組合員は千人程度なが

ら 5 万人が参加。戒厳令が布かれ、歩兵 22 個中隊などと対峙しながら、争議

団のこどもたち数百人をニューヨークなど連帯する労働者たちが世話をして、

ストを貫徹した。 

。。いろんな女性がいる 

。。王妃も女王もいる 

。。しかし、ただ一人、純血の貴婦人、それこそ反逆する女性 

このストの女性オルグ、エリザベス・フリンの歌も作られ、IWW の愛唱歌

集「Little Red Song Book」に載り歌い継がれた。IWW は、別名「歌う組

合」だった。 

1913 年 9 月から 14 年 4 月には、ロックフェラー資本に対して、こども 11

人の虐殺を含め、史上最も激烈な暴力闘争となったコロラド州南部の炭鉱スト

を指揮するなど、アメリカ全土に、IWW が牽引する、すさまじい階級闘争の

脅威が充満していた。 

国家・資本は、勃発した第一次大戦に参戦し、100 万人必要な兵士数に対し

て当初志願兵が 7 万人しかいないな中で、徴兵制を敷いて無理やり「愛国心」

をあおり、戦後景気でこの脅威をようやく収めた。 

1919 年、第一次大戦の終戦直前、IWW は多数の幹部が検挙され、事実上

壊滅したが、大戦終了直後も獄中の幹部が呼びかけたゼネストがシアトルで続

くなど、その精神は引き継がれていく。 

 

 1924 年 1 月、レーニン死去の後、実権を握ったスターリンは、12

月には、レーニン・トロツキーの主張した「世界で継続して革命」

を翻して「一国でまず社会主義建設」を唱えはじめ、「コミンテル

ン」でも「ソ連を守ることが優先」と各国革命勢力に指示。 

1920 年前後、ほぼ同時期に設立されていたアメリカ、ドイツ、な

ど欧米各国共産党もその方針に従い、1926 年大ゼネストでのイギリ

スの労組指導部（TUC）と同様、労働者の革命的抵抗運動を組織す

るどころか、抑えに回った。 
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＊伊藤晃「日本労働組合評議会の研究―1920 年代労働運動の光芒」、現代革

命ライブラリー「1 巻：ヨーロッパ･アメリカ労働者の反乱―1930 年代の階級

闘争」、ハワード・ジン「民衆のアメリカ史(中)－1865-1941」、C.L.R・ジェ

ームズ「世界革命 1917～1936―コミンテルンの台頭と没落」、山本義彦「近

代日本経済史」、OECD「The World Economic-A Millenial Perspective」、青

山学院大学「日本経済史講義レジュメ―1920 年代」、二村一夫「労働組合組織

率の再検討（内務省社会局調査）」、山本義彦編「近代日本経済史」、東京新聞

「世界の中の日本国憲法―9 条編上（2018 年 5 月 4 日）」、五味文彦・鳥海靖

編「もういちど読む新山川日本史」 

 

（２）1920年代当初の労働運動・農民運動の高揚 

 

戦後恐慌と労働運動の高揚 

 

 未曽有の「大戦景気」も 1920 年 3 月には、戦争特需がなくな

り、「反動恐慌」で急転し不況に陥る。 

投機の対象になった綿糸の価格は半減する。1918 年に 6 千万円の

利益をあげていた八幡製鉄所が 1921 年には 9 千円の利益になり、

各社、大幅な減益や欠損に見舞われた。 

資本は、会社吸収や合併、独占企業同士の価格協定（談合）を進

める一方、労働者の大量解雇や労働時間延長など激しい合理化をは

かった。造船業では、1918 年に 9 万 7 千人の工員が 1925 年には 3

万 5 千人となる。失業者が大量に出た。 

  

 それに対して、1920 年前後に日本の労働運動は、かつてない高揚

をみた。 

 1901 年に日本の重化学工業化の柱としてスタートした国営八幡製

鉄所では、1920 年 2 月、労働条件改善の嘆願書を出した労組幹部の

解雇を機に、2 万数千人がストライキに突入する大争議が起こり、

開業以来初めて、溶鉱炉の火が止まり、8 時間労働制を自ら勝ち取

った。 

 

 /「溶鉱炉の火消えたり」に喝采/ 

溶鉱炉の火は一旦止めると再開までに時間と大きな労力がかかり収益が減

る。だからこそ長時間労働を強いて火を止めないようにする。やはり止めると

収益のロスが生じる蒸気機関は紡績業で女工に 24 時間労働を強いた。それが
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溶鉱炉となり、さらに収益ロスへの意識が極大化したのが現代の原子力発電所

である。 

そして、八幡で最初に労組を立ち上げ解雇された一人、浅原健三は、日大の

学生のころ、大杉栄たちのところに出入りしたなど、このころのストライキに

は、無政府主義者の関与・影響が大きかったが、日本資本主義の象徴である

「八幡の煙を 1 日でも止められたら死んでもいい」といっていた大杉たちは、

「溶鉱炉の火消えたり」に喝采をあげた。 

 

 翌 1921 年 5 月、日本初のメーデーが各地で行われた直後には、

大阪電業の大争議に続き、大阪南部木津川工業地帯の藤永田造船所

や汽車製造会社のストライキに呼応して、現在の全金港合同の中核

である田中機械製作所も大阪西区の中心部隊としてたち上がり、「職

工 300 人は、一日一割の減給、残業廃止で到底生活できないと結

束」（大阪機械労働組合運動略史）し、労働協約をめぐる争議を闘っ

た。 

6 月には、団体交渉権と待遇改善を求めた三菱内燃機神戸工場の

争議が、参加者 3 万人を超える神戸の川崎・三菱両造船所の争議に

波及。騎馬巡査・暴力団・姫路師団の歩兵連隊などが動員され、200

人逮捕、川崎 505 人、三菱 571 人解雇され 8 月にストライキが鎮圧

される。 

しかし、これらの争議は、労働者たちを大きく鼓舞し、このほ

か、1920 年前後に、阪神地方では、住友伸銅所、住友電線製造所、

大阪鉄工所、大阪砲兵工廠。関東で、東京砲兵工廠、横浜ドック、

日本鉄工会社、園地製作所、東京印刷工。 

釜石製鉄所、室蘭日本製鋼所、紡績業では、富士瓦斯紡押上工

場、東京モスリン。鉱山では、足尾、日立、釜石、夕張、空知、尾

小屋、花岡など全国各地で、解雇撤回、8 時間労働制、賃上げ等労

働条件の改善を求めて激しく労働者が闘った。 

 

 労働者のエネルギーは爆発的だった。1920 年秋の横浜ドックの争

議で会社側は言う。 

「組合員として有力な者は 150 から 160 名くらいで、組合を可とす

る者も 500 名を越えない予想だったが、一旦要求が拒絶されると、

500 の造船工組合員の運動は、一躍、全職工 5 千の運動と化した。」 

これが多くのストライキの姿だった。このころ大杉栄も「真は乱

調にある」といったが、資本の「合理性や整然性」に対する労働者
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の「非合理性や騒然性」の対立だった。 

 

/伊藤野枝「あなたは一国の為政者でも私よりは弱い」「無政府は事実だ」 

 伊藤野枝は、1918 年、連れ合いの大杉栄の逮捕に怒り、内務大臣後藤新平

に手紙を書く。巻紙で 4メートル。「私は一無政府主義者です。」から始まり、

なぜ逮捕されなければならないかと問いただし、暴れまくるぞよ言ったうえで

言う。「あなたより私のほうがずっと強みをもっています。あなたは一国の為

政者でも私より弱い。」 

 その自信は、無政府主義者として「いざとなったらなんとでもなる」という

確信だった。1921 年、彼女が書いた論文は「無政府の事実」。 

「無政府共産主義の理想は空想と言われ「夢」と嘲笑われる。政府の手をまた

ねば、どんな自治も果たされないという迷信に皆が取りつかれている。 

しかし、私は、祖先から今日まで持ち伝えてきている村々の、小さな“自

治”の中に、その実況を見ることができると信じていい事実を見出した。 

いわゆる“文化”の恩沢を充分に受けることのできない地方に、私は、権力

も、支配も、命令もない、ただの人々の必要とする相互扶助の精神と、真に自

由合意による社会生活を見た。」 

もちろん、村は息苦しいこともわかっていた。そうさせている、人のふるま

いの尺度をもうけて、それ以外を排除する“秩序”、“社会”があれば、あらゆ

る手をつくしてぶちこわさなければならない。 

彼女は、障害者の息子を持った母親がいじめに対して自殺する「白地の母」

（1918 年）や被差別部落出身の青年が差別に対して村に火をつける「火つけ

彦七」（1921 年）という小説を書いている。 

自殺した母親は、自分のことは自分できめる感覚を取り戻そうとし、彦七

は、この「社会」をゼロに引き戻そうとした。“村に火をつけ、白痴になれ”。 

 

1920年代当初の労働運動が見せた原点 

 

 1920 年前後に続発した争議に共通していた基本テーマは、団結権

だった。横浜ドックの争議で会社が驚いたように普段従順な労働者

が一斉に立ち上がった時、彼らが感じていたのは、「自分たちがつく

らなければこの世になかった団結、その労働組合」を発見した解放

感だった。 

なぜ、大挙してたちあがったか。 

 

/争議に立ち上がった労働者の声/ 
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「給料だけじゃなく気持ちよく働ける職場を求めていた」 

（仲橋喜三郎：評議会大阪地評） 

「造兵廠内の空気は、おべっかや遣い物が昇給に大きく影響して不愉快極ま

りなかった。学問の裏付けも必要と思って夜学にも行った」 

（内田藤七：総同盟幹部） 

「西陣の職工といえど同じ人間だ。技術の熟練だけでなく学問にも愛着をも

った」 

（辻井民之助：評議会京都） 

「煙突を止めることは権力者へのコラシメと考えた」 

（徳永正報：総同盟幹部） 

「労働運動に入ることで新しい世界に入ったという。。」 

（横井亀夫：評議会関東金属） 

 

これらには、「労働者救済」を唱える会社の大卒労務担当や労働組

合法をつくろうと試みた内務省社会局の若手官僚も学んだ「大正デ

モクラシー」の枠に入りきらないものがあった。 

労働者の生活の中から感じた「人間としての尊厳」を自分たちで

確立しようとする動きだった。 

 

/「人の世に熱あれ、人間に光あれ」全国水平社創立/ 

1922 年 3 月には、被差別部落解放の地位向上と人間の尊厳確立を目指して

全国水平社が「人の世に熱あれ、人間に光あれ」と謳った創立宣言とともに結

成される。 

先に見たように、1871 年、「四民平等のためのエタ非人解放令」と同時に実

施された戸籍制度（壬申戸籍）は、「農」を徹底して、被差別部落民の存在は

一層際立つことになった。 

 

 1920 年前後の各地の大争議は、警察と軍隊の徹底した介入で数年

のうちに鎮圧される。多くで労働組合自体が壊滅。 

労働運動からみた要因は、「ストライキのための労働組合」「スト

ライキマンという経験者による少数の指導」で彼らが解雇されると

終息してしまう永続性のなさだった。労働組合の日常活動の弱さだ

った。 

 

総同盟、闘う組合へ 
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 しかし、こうした労働者の勢いに、労使協調を旨とする最大の労

働組合、友愛会も闘う組合へと押されていった。 

1921 年に友愛会をあらため日本労働総同盟（略称：総同盟）とな

り、「我らは機械ではない。社会組織と生活の安定と自己の境遇の支

配権を要求し、殉教的奮闘を辞するものではない。」と宣言。 

前年、労使協調の調停などをするために設立された半官半民団体

「協調会」への参加も断る。 

 一方、1922 年 7 月には、コミンテルンの働きかけもあり、堺利

彦、山川均らにより日本共産党が「秘密結社」として結成された。 

その直後、山川均は「無産階級運動の方向転換」という論文を書

いて、当時のレーニン率いるコミンテルンの方針でもあった「大衆

の中へ」を主張した。 

山川は、少数の無政府主義者に指導されストライキで終わってし

まうことが多かった労働運動を批判し、「我々の運動は、大衆の現実

の、実際の要求の上に立脚しなければならない」とした。 

 これらの思想の浸透、共産党員である組合員の動きで、総同盟

は、さらに、1922 年の大会で従来の綱領を改める。 

「労農ロシアを承認し、資本家階級の抑圧と迫害に対して徹底的に

闘争する。労働者階級と資本家階級とが両立しないことを確信す

る。労働組合の実力により労働者階級の完全な解放と自由平等の社

会の建設を期す。」を含む新綱領を採用。 

そして、翌 1923 年には、総同盟が中心となって反対運動を全国

的に展開し、治安維持法の先取りである過激社会運動取締法を廃案

に追い込んだ。 

 

 労働運動の高揚で、1922 年、工場法と鉱業法の適用を受ける労働

者を対象とする健康保険法、1923 年には、公務員の恩給法が成立。 

ただし、1927 年から実施される健康保険法は、業務上の傷病の場

合、工場法なら費用が全額会社負担なのに、この法律では、一般の

傷病と同じく労働者が一部負担しなければならないという姑息な改

悪であり、後に広範な反対争議がおこる。 

 

/「大正デモクラシー」と天皇制国家、労働運動、民衆/ 

「大正デモクラシー」と名付けられたのは第二次大戦後であり、その時期も

1925 年の普通選挙法と治安維持法制定までか、そこから始まる 2 大政党によ

る「政党政治」が 1932 年「満州国」建国と犬養首相暗殺で終わるまでか、諸
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説ある。 

それは、「第二次大戦敗戦前に戦後民主主義の原点となる“デモクラシー運

動”があった？」「それが、満州事変以降の軍国主義に押しつぶされた？」あ

るいは「“デモクラシー運動”が行きついた“2 大政党政治”が結局戦争への

道を開いた？」などの論点があるがそれがどうなのかということに関わると思

われる。 

いずれにしろ、おおづかみに見て“1910 年代から 1920 年代のいわゆる大

正時代に政治・文化・社会全般におこった自由主義的な風潮”という「大正デ

モクラシー」。 

その主な運動である「民本主義」運動と「普通選挙要求」運動を中心に、民

衆の動き、労働運動との関連、それが問い返した天皇制国家、という点から経

過を見ると以下のとおりである。 

 

始まりは、明治天皇死去直後の 1912 年末から“はじめて民衆の直接行動が

内閣を倒した”ともいわれる「大正政変」、桂内閣総辞職。 

中国の孫文らによる辛亥革命後の混乱に乗じて、大陸での権益を拡大すべく

陸軍大臣が提案した師団増設について天皇詔勅を多発して通そうとしたことを

契機に山県有朋系の陸軍大将で内大臣でもある桂太郎の内閣が総辞職。 

伊藤博文が 1900 年に立ち上げた政党、立憲政友会が「憲法に基づき議会を

大事にしろ。天皇を持ち出すな」という「護憲運動」を呼びかけ、国会周辺を

数万人が取り巻き辞職に追い込み、翌年 1913 年には、明治以来の軍部大臣の

現役武官制が廃止される。今で言う「シビリアンコントロール」に一旦なる。 

この背景として、前に見たように、天皇を上回る権力が生じないように「た

こつぼ的権力分立」をはかった伊藤や山県ら元老は、明治憲法に議会を置いた

とはいえ、議会で権力を掌握するかもしれない政党による政治を前提していな

かった。 

しかし、元老による「たこつぼ的権力」間の調整も次第に限界がきて、衆議

院で多数をとる元民権派に対抗するためにも、やむなく伊藤は政友会を立ち上

げた。 

ちなみに、ここまでの過程は、奇しくも、アメリカの 1788 年の憲法成立と

1820 年代以降に 2 大政党が成立する過程と同じ。 

アメリカ「建国の父」たちも政党政治を前提していなかった。 

それは、日本とは違うが、彼らの憲法の至上目的である「自由、特に宗教的

自由の保障」からみて、政党による「多数派支配」は避けたかったから。しか

し、大統領と議会の度々の対立もあり、大統領を補佐する主体が必要になり、

憲法には書かれていない政党を自ら立ち上げることになった。 
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その意味で、アメリカ憲法も「反政党的」憲法で、大統領選挙が選挙人の選

挙であり、国民投票の「多数」で決まらない理由のひとつ。 

 

日本では、立憲政友会成立の翌年から 10 年間、引き続き「政党嫌いの」山

県系の桂と伊藤系の政友会総裁、元老の最若手である西園寺が、交互に内閣を

担い、いわば「元老の内閣たらいまわし」だった。 

明治の「天皇を元老が取り巻く政治」の限界がきていた。国会周辺には桂・

西園寺による日露戦争後の緊縮財政・増税に嫌気していた商工業者や都市民衆

が集まった。 

1911 年幸徳秋水らを縊り殺した大逆事件の翌年の「政変」。社会主義者には

「冬の時代」が始まっていた。そして、秋水らの逮捕直後の 1910 年、石川啄

木は「時代閉塞の現状」を発表していた。 

「大学を出ても半分が職がなく、それ以外の多数の青年が努力しても 30 円

以上の月給を取れないので、父兄の財産を食いつぶす“遊民”が増えている。

強権の勢力があまねく生き渡り現代社会組織が隅々まで発達し、青年を取り巻

く空気はすこしも流動しない。なのに、そうした制度の欠陥は日一日明白にな

っている。戦争・豊作・飢饉という“偶然”がなければ改善の見込みのない社

会経済状態、財産とともに道徳心も失った貧民と売春婦の増加は何を語ってい

るのか。 

今や我々には、自己主張の強烈な欲求が残っているのみ。理想を失い、方向

を失い、出口を失った状態で、今日我々青年が持っている内向的、自滅的傾向

は、実に“時代閉塞”の結果である。」（「時代閉塞の現状」から筆者抜粋現代

語訳） 

一方で、日露戦争勝利で「天皇の国家日本は一等国」意識を刷り込まれた一

般民衆にとっては、「元老政治をなくせば、なんとなく明るさが期待できる時

代の始まり」だったのか。 

1905 年「日比谷焼き討ち事件」に続き、「大衆運動が政治を動かした。議

会・政党にも民衆の目が向き始めた。」と言われる。 

しかし、藩閥内閣打倒もかかわらず、1916 年には、また、山形肝いりで陸

軍元帥寺内を筆頭にほぼ全員山形系という藩閥・軍部内閣が作られ、シベリア

出兵も強行した寺内が当時流行の「ビリケン人形」にそっくりなことから「非

立憲（ビリケン）内閣」と呼ばれる。 

 

こうしたなかで、1916 年 1 月、東大教授のクリスチャン吉野作造が雑誌

「中央公論」に「憲法の本義を説く」とする論文を発表し、民主主義ならぬ

「民本主義」を唱える。それは、民衆本位の政治を普通選挙による議会政治を
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拡大して行うことだった。 

彼は言う。「（明治憲法では主権は天皇にあり）いささかも（人民主権であ

る）民主主義をとるべき余地がない。民本主義は、その主権を行使するにあた

って、主権者はすべからく一般民衆の福利並びに意向を重んじるとすべしとい

う主義。主権の君主にありや人民にありやを問うものではない。」 

吉野が弾圧を恐れたというより、“苦労して正面から権力に抗して民主主義

を獲得するより、国民本位の政治を天皇のもとで実現するほうが大きな効果が

見込まれる”。いいかえると、明治よりも権威的な面を減らした天皇制に期待

した。 

それでも、「民衆の藩閥・軍部・元老政治への憤怒」を代表するには十分だ

ったのか、「民本主義」は時代の言葉となった。 

 

翌年、1917 年 10 月ロシア革命がおこり、その翌年米騒動になる。 

ロシア革命は多数の労働者を感動させた。 

「社会主義と死を賭して闘う」としてきた友愛会の機関誌「労働及び産業」

の「ロシア革命の感想」という懸賞論文に応募した作品の一つは「生きる光明

を与えたり」（友愛会仙台支部原田忠一）。 

「私は今まで口癖のように子供らにいってきかせてきた。 

“親が無学で貧乏だから、お前らも出世する気遣いはない。あきらめてく

れ。ゆめゆめ大望を起こすな”と。 

ところが、迅雷怒涛のごとくロシアに革命が起こって、瞬く間に天下は労働

者の手に帰してしまった。私はおどりあがった。 

そして家にかけこんで、子供らを抱きしめてこう叫んだ。 

“おい子僧ども、心配するな、お前たちでも天下はとれるんだ。総理大臣に

もなれるのだ！” 

いわば、ロシア革命は、われわれに生きる希望を与えてくれたのだ。」 

 

翌 1918 年 1 月に、吉野は「普通選挙研究会」をつくる。8 月には米騒動が

起こり寺内内閣が退陣する。台頭する労働運動、農民運動と相まって「民本主

義」が運動になり「普通選挙要求運動」が本格化する。 

藩閥、軍部と結びついた右翼団体の妨害も激しかった。米騒動の最中、8 月

には、黒龍会（玄洋社の海外部門）が、大阪で論陣をはっていた「大阪朝日」

の記事の表現が「不敬」だとして、社長を中之島公園の灯篭に張り紙をして全

裸でしばりつける。検察当局は新聞紙法違反で起訴し、「大阪朝日」は沈黙す

る。 

しかし、露骨な攻撃に対して、11 月に吉野は関東の右翼団体「浪人会（玄
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洋社系）」の内田良平らと公開討論会を行う。数千人の聴衆が押しかけ、「浪人

会」の言論妨害を抑え込む。その日の吉野の日記には「十時すぎ凱旋す。屋外

同情者千数百、歩行自由ならず」。これで、浪人会は勢力を失う。 

これをきっかけに翌月 12 月には、「普選研究会」に集まっていた東大・早

稲田・慶応などの学生に友愛会幹部になっていた先輩たちが加わり、「民衆の

なかへ！（ヴ・ナロード）」をスローガンに「新人会」を結成。 

新人会の中心には、孫文の辛亥革命に大きな貢献をした宮崎滔天の息子の東

大生宮崎龍介もいた。滔天は「右翼の大陸浪人」などと誤解されている。しか

し、三井炭鉱近隣で育ちクリスチャンでもあった彼は、キリスト教も抑え込み

普遍的思想を認めず労働者・農民、アジア民衆を虐げる天皇制を嫌い、アジア

民衆の独立・自治を願っていた。 

当初、滔天の紹介で孫文を支援した浪人会・玄洋社の内田良平らは、韓国併

合以降、完全に天皇国家の尖兵となったが、滔天は、孫文とともに革命を担っ

た黄興が残した屋敷を新人会の事務所に提供した。 

それもあり、当初の新人会は、3.1 独立運動の息吹を引き継いだ朝鮮人留学

生や 5.4 抗日運動以降「民衆自身の革命の時代が始まろうとしていた」中国の

留学生たちも多く参加し、国際連帯を重視していた。 

さらに、同月、吉野らは思想団体「黎明会」を結成。 

終わったばかりの第一次大戦を受けて、黎明会への勧誘状は言う。 

「今回の戦争は専制主義・保守主義・軍国主義に対する自由主義・進歩主

義・民本主義（？）の戦争。全世界の諸国民は、この戦勝と平和とによっては

じめて真正な文明的生活に入る希望を持っている。しかし、わが国では、この

“世界の大勢”に逆行する、危険な保守、頑迷な専制主義賛美、軍国主義の渇

望があり、多数の国民が切実に要求する言論、思想の自由を蔑視し不理不法な

圧迫を試みる兆候が歴然としている。」 

第一次大戦が資本主義列強の分捕り合戦であること、戦争を終わらせたのは

ロシア革命とそれに続くドイツ革命であること、アメリカは参戦によりやっと

国内の階級闘争にふたをしたことなどの認識はどこにもない。 

そして、ロシアでもドイツでも皇帝を追い出した「反専制主義」は、日本で

は、天皇が権威的でなく「自由主義的」になればいいというもの。 

それは、敗者ドイツに「世界で最も民主的なワイマール憲法」を生み出した

勝者たるアメリカ・イギリス資本主義が牛耳ろうとする“世界の大勢”、「国際

協調」にはなじむ「自由主義」だった。 

 

翌年 1919 年 12 月には、クリスチャンの鈴木文治や賀川豊彦などが指導す

る友愛会が中心になり、関東でも関西でも「普通選挙既成労働連盟」が結成さ
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れ、ロシア革命に感動した労働者、労働組合が普通選挙要求運動の先頭にな

る。 

その宣言は「自由と自主に目覚めた労働者は選挙権を要求す。われらは人格

者である。さらに、われらは生産者ではないか？人類が富むのはわれらによっ

てではないか？もし富が唯一の政治の標準ならばわれらは政治に参与すべき第

一人者だろう。しかし、今日の選挙権は生産者に与えられずに所有者と消費者

に与えられている。だから宣言する。“人格者たる生産者はすべからく選挙権

を獲得する”と。」 

ここでいう「生産者」という言葉は、労組を排除するために、その後の会社

の労務管理でよく使われるようになる。 

それでも、労働者の参加で普選運動は、東京だけでみても、それまで千人規

模だったが、労組・学生の参入で、1919 年 3 月日比谷公園 1 万人、1920 年 2

月 1 日国技館 3 万人、11 日上野公園３万人、芝公園 3 万人など、労働者、学

生、商工業者、急増していた雇人、大卒サラリーマン層などが集まり盛り上が

った。 

米騒動で打倒された寺内内閣に代わって、初めて衆議院議員籍を持つ「平民

宰相」と言われて就任した立憲政友会の原敬は、前年には、党勢拡大のために

選挙法を変えて小選挙区制を導入し、選挙人資格要件を直接国税 10 円から 3

円に引き下げていた。 

しかし、普通選挙法については、「納税資格を撤廃するのは、階級をなくせ

という革命の要求だ」として、2 月 26 日、突然議会を解散。5 月の総選挙で

は、小選挙区制も利して圧勝する。 

労働運動側にもショックを与え、友愛会の関西系機関紙「労働者新聞」は

「労働者諸君、今度の議会のふざけ方はどうですか。それでもなほ諸君は、議

会を信頼しますか。」と書いた。 

議会に対する労働者の関心と信頼は急速に後退していった。 

「合法主義頼むに足らず」 

1920 年を前後して高揚した労働運動が、多くが警察、軍隊に踏みにじら

れ、多大の犠牲とともに敗北し、労働組合自体が壊滅に追いやられたことも大

きかった。 

1921 年 6 月の神戸の川崎・三菱造船所大争議の敗北後の「惨敗宣言」は言

う。 

「われらの刀は折れ矢は尽きた。ここに怨みをのんで兵をおさめる。 

いま、われらが胸底にいたましく烙印されたのは、資本家の暴虐と官憲の圧

制である。われらの血脈に男子（？）の熱血がみなぎる以上、どうしてこの怨

みが忘れられよう。われらはますます社会改造の戦志を強めた。 
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われらは今後、さらに団結の偉力をやしなう必要を痛感す。」 

同争議の指導部であった賀川豊彦は、前年 1920 年に、徳島の家父長制のな

かでの葛藤・煩悶の末に、神戸の貧民窟に住み込んだ伝道活動から労働争議に

関わるまでを描いた自伝的小説「死線を越えて」を出版し、400 万部ともいわ

れるベストセラーになっていた。 

しかし、これ以後、彼は労働運動から農民運動に活動の重点を移し、1922

年、日本農民組合創設者の一人となる。 

友愛会は、大きく変容することを現場が求めていた。 

1921 年 10 月には、友愛会は日本労働総同盟となり、9 月の朝日平吾による

安田財閥総帥刺殺に刺激された鉄道員中原良一により原敬が暗殺される 11 月

には新人会が現役学生だけの組織になった。 

新人会は、主にマルクス主義系の学生が中心となり、労働運動、農民運動を

応援しつつ、翌年の日本共産党結成と前後して結成される学生連合会の中核に

なる。 

労働者も学生も普選運動からは距離を置いていく。 

その後の普選運動は、立憲政友会に対抗して、1913 年、桂らが結成した政

党、憲政同志会を引き継いで、ようやく「政党も必要だ」と認めた山形有朋

（1922 年死亡）の了解のもとに 1916 年に結成された憲政会が組織する各普

選団体が中心となり続けられた。 

1923 年 2 月には芝公園から憲政会主催の 10 万人のデモが、立憲政友会の

妨害にも関わらず、警視総監とのデモコースの事前協議、大旗の禁止、隊列を

100 人単位にすることや自前の“民衆警察隊”の設置などにより逮捕者もな

く、“非暴力で済々”と行われる。 

そして、再び 1924 年 1 月に政党から閣僚を入れることなく貴族院だけで組

閣した清浦内閣が成立。これに対して、憲政会、立憲政友会が協調して「第二

次護憲運動」を起こし、清浦内閣は 5 か月で総辞職。 

この後、「三菱財閥の大番頭」と言われる憲政会の加藤高明を首班として、

いわゆる「護憲内閣」が成立し、普通選挙法を制定するとともに、以後 8 年間

続く「2 大政党政治」が開始される。 

 

これらの経過を踏まえ、 

まず、「元老が取り巻く天皇制の限界」から始まった「大正デモクラシー」

は天皇制国家をどう変えたか。 

後に見るように、普通選挙法は治安維持法と抱き合わせだった。 

吉野らが言った「主権者（天皇）は一般民衆の福利と意向を重んじるべ

し」。いいかえれば「天皇はもっと国民という“赤子”を懐に抱きとれ」とい
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うのに対して、山形系の憲政会も伊藤系の立憲政友会も「“赤子（あかご）”か

ら“アカ”を取り除いて、あらためて天皇と“赤子（せきし）”の一体化、“国

体”の強化をはかる」と答えたことになる。 

国家・資本はよほど吉野らよりも“アカ”の脅威を感じていた。 

20 世紀になって問われた“元老で取り巻いてきた天皇制の近代化”への答

えでもあった。 

しかし、政治の主体が“元老から政党へ”変わったといっても、元民権運

動・自由党勢力を取り込んだ立憲政友会も憲政会も元老ルーツの政党であり、

伊藤が明治憲法制定時に言ったように、引き続き「政治を民衆の妄議には決し

て任さない」姿勢だった。 

“似た者 2 大政党”とは別に、吉野らが期待した新生の無産政党は、治安維

持法の拡大適用で抑え込まれていく。 

 

一方、吉野らは、“世界の大勢”からみた朝鮮統治の野蛮さについても見逃

さずに批判していた。しかし、国家・資本は、1923 年関東大震災での官民連

携した朝鮮人虐殺の経験も踏まえて「列強の圧迫のなかで日本は戦争と植民地

なくして食っていけない」という民衆に浸透しつつあるプロパガンダで“天皇

と国民の一体化”をさらに図ろうとした。 

プロパガンダや各思潮の民衆への浸透の手段についてみれば、1920 年代、

教育勅語による教育の点でも識字率向上の点でも尋常小学校就学率はほぼ

100％になる。 

アメリカでラジオ 3 大ネットワークが誕生する前年の 1925 年には、後の

NHK がラジオ放送を開始。許可制であるとともに、新聞紙法・出版法を基準

とした放送禁止事項も定められた。 

新聞は、1909 年新聞紙条例を引き継いだ新聞紙法が制定され、ラジオ放送

開始とともに検閲が強化されるなかで、1926 年には、毎日 200 万部、朝日

100 万部になる。安価な出版物も大量に発行されるようになる。 

そして、吉野らは、朝鮮統治の批判以上に侵略自体の問題やアジア民衆との

国際連帯を唱えることはなかった。 

さらに、1920 年代、この国際連帯、侵略・差別への問題意識が、吉野ら以

上に、日本共産党が第一の闘争課題とした天皇制との闘いの上でも、労働運

動、社会主義・共産主義運動に問われることになる。 

 

次に、労働運動については、当初「大正デモクラシー」に押し上げられた。

「世界の大勢からみて、低賃金と長時間労働は時代遅れ」だった。また、後に

見るように労働組合法立案に従事する国家官僚や「労使対等？な新たな労務管
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理」を模索する工場の大卒労務担当者は「労働者救済の理想」を抱いていた。 

しかし、見たように労働運動は「議会への信頼」を棄て、さらに、後で見る

ように 1920 年代、「大正デモクラシー」を越える労働運動の原点を探ってい

く。 

吉野も含めてクリスチャンである友愛会幹部の鈴木文治や賀川豊彦、「民衆

の中へ（ヴ・ナロード）」を唱えた学生たちの“労働者の外からの福音の伝道

者”の導きを労働者は自ら越えようとしていく。 

 

最後に、「大正政変」を担った民衆、「学生、労働者が離れた普選運動を続け

た 10 万人」をどう見るか？ 

丁度、1920 年に壬申戸籍を引き継いで開始された国政調査などによると、

「大正デモクラシー」開始当時、人口 5,600 万人のうち、労働力人口 2,700 万

人、5 割超を占める農林水産業従事者が約 1,500 万人。第二次産業の鉱業・建

設・製造業は 2 割の 560 万人で、そのうち鉱業 20 万人、工業 540 万人。工業

のなかでは、製造業関連のいわゆる工場労働者が 100 万人を越えて急増中。

建設業などの日雇労働者が 190 万人、運輸・交通労働者が 100 万人。 

こうしたなかで、労組組合員は、1920 年代半ばすぎで 30 万人。 

これに対して、第三次産業の商業従事者 320 万人、公務労働者 140 万人、

女性中心の家事使用人 65 万人のうち都市居住層。加えて、高等教育拡大に伴

い急速に増えて 10 万人ほどになり「初任給月 50～60 万円」の大卒サラリー

マンを含む事務系の雇人たち。そうした都市中間層が「10 万人デモの彼ら」

である。 

彼らが普通選挙権を手にした後、どんな「政治を動かす大衆」になるのか。 

1920 年代後半以降、「2 大政党政治」の展開、そして 20 年代末の世界恐慌

を経た「時代閉塞の状況」のなかで、あらためて見たい。 

 

農民運動の爆発 

 

 農民の運動も爆発した。 

第一次大戦の中頃から次第に高率の小作料に対する小作争議が勃

発し始め、1920 年の戦後恐慌を機に一気に爆発する。 

1917 年には、わずか 85 件にすぎなかったが、1920 年 408 件、

1921 年には 1680 件と急増する。以降も着実に増大していく。 

 これに衝撃を受け、政府は、小作料減免と小作の権利と小作組合

を認める小作法を制定しようとしたが、地主の巻き返しで、1921 年

10 月廃案。ひとまず、1924 年 7 月、争議を裁判所が「円満」に解



25 

 

決する小作調停法が制定されたが、満足するわけがない小作の争議

は続く。 

このなかで核となった農民組合運動もめざましく発展した。 

労働総同盟が闘う組合になったことにも刺激されて、1922 年 4

月、日本農民組合（日農）が「日本の農民よ、団結せよ！然して田

園に、山林に、天与の自由を呼吸せよ！」として結成。 

当初、272 人であった組合員は、2 年後には、5 万 3 千人に拡大し

運動の中心になる。 

1923 年にモスクワで設立され、40 か国の農民代表が集まった

「農民国際協会（クレストインターン）」にも代表が参加。 

 

 一方、基幹食料である米については、米騒動の衝撃で、1921 年、

政府が米の売買操作をして米価の変動を調節するという米穀法が公

布された。 

また、米以外の食料供給を円滑にするため公設市場の必要に迫ら

れ、1923 年に中央卸売市場法が成立。 

9 月の関東大震災で、日本橋にあった魚市場が壊滅したため、東

京市が築地の海軍省所有地を借り受けて、臨時の魚市場を開設。築

地市場の前身である。 

 

関東大震災と朝鮮人虐殺 

 

 こうしたなかで、1923 年 9 月 1 日、関東大震災が起こる。 

その日の夜から、「朝鮮人が放火した、井戸に毒を投げ込んだ」な

どのデマが飛び交い、いくつかの警察が朝鮮人の拘束を始め、2 日

には、政府が戒厳令を出し、海軍船橋送信所から無線で全国に「朝

鮮人の暴動」を発信。 

軍隊、警察、警察などの指示を受けて一晩で 3,689 か所で組織さ

れた自警団が、いたるところで、朝鮮人、そして、朝鮮人労働者と

ともに活動していた労働組合活動家の日本人も含めて虐殺が行わ

れ、虐殺された朝鮮人の数は、6,600 人にも達したと言われる。 

 

/所在不明だった遺体/ 

その時、河原の土手などにまとめて埋められただけの遺体は、永く所在も不

明であったが、21 世紀になってからやっと究明が行われている。 
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この「デマ」は、災害地を視察した政府要人が、あまりの地震被

害に驚いて、戒厳令を布告する口実とするためだったということが

有力である。 

 

/正力松太郎の証言/ 

震災直後に警視庁の特高のボス警務部長に就任した正力松太郎は 1944 年の

講演で言っている。「当時、警視庁にいてデマが流れているのを知っていたが

止めなかったのは事実。」 

 

自警団に立ちはだかって朝鮮人を守り、あるいは匿った多くの日

本人もいた。違いは、朝鮮人と「普段から暮らしをともにしてい

た」か「話したこともない」かだった。 

1924 年には細井和喜蔵の「女工哀史」が書かれるような生活と労

働のなかで、朝鮮人と話したこともない日本人にとって、併合以

降、この時点で、8 万人になっていた日本在留朝鮮人は、「安い給料

で働く汚い奴ら」「自分たちの仕事をとる奴ら」と普段の憤懣をぶつ

ける対象だった。 

 

/小樽高商軍事教練反対運動/ 

1925 年になって、盛んになっていた学校での軍事教練に対して、10 月、北

海道小樽工商で起った学生、労働者、朝鮮人労働者一体となった反対運動も、

きっかけは将校が書いた教練の「朝鮮人暴動のシナリオ」だった。この反対運

動は、全国で学生連合会の反対運動の契機となる。 

 

 大震災から 2 週間後の 9 月 16 日になって、大杉栄、伊藤野枝、

その幼い甥が憲兵大尉甘粕正彦らに虐殺され井戸に投げ込まれた。

甘粕は軍事裁判で最後まで自供を拒んだが、軍上層部の命令だった

ことが有力である。 

 

/「天皇教」甘粕大尉/ 

警視庁の正力も「陸軍が 2 日前の 14 日に大杉を殺すと言いに来た」と翌年

の宴会で話している。 

甘粕は、短期間の投獄後、軍の経費で名目もないフランスに留学、その後、

関東軍幹部と連携し、満州で幅広く諜報活動し、満州映画会社理事長になる。 

陸軍幼年学校で、東条英機が指導係だった甘粕は「生き甲斐は、民族の長、

政治の長たる皇室、皇室の有たる日本国にすべてを空しうして尽くすこと。天
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皇教である。家族制度と皇室と国との関係を考えると日本はありがたい国だと

思う。族長、統治の長の一致せる国は日本のみ。国家なる文字の真の意義（国

と家）は、日本にしかないと言うのは当然である。」と獄中日記に書いてい

る。 

 

 1923 年の暮、12 月 27 日には、難波大助が、単独犯であったが、

大杉栄らの暗殺などを憂えて、皇太子・摂政裕仁を狙撃する虎ノ門

事件が起こる。 

銃弾は命中せず、裕仁自身は「空砲かと思った」と言って、その

直後にはテニスに興じていたが、皇太子に向けた難波大助の一発

は、当時の山本権兵衛内閣を総辞職させた。 

 

/虎ノ門事件のステッキ銃とその後の正力松太郎/ 

難波は、法廷で「共産主義万歳」と叫んだことを「天皇に対して恐れ多い」

と怒った司法大臣の命令で判決 2 日後に死刑執行される。 

山口県選出の衆議院議員の息子である彼が皇太子を狙った「ステッキ銃」

は、伊藤博文がロンドンで購入し、難波の祖父に贈呈したものだった。 

なお、警視庁警務部長正力も虎ノ門事件の警備責任で懲戒免官。しかし、直

後、裕仁婚礼で恩赦。 

その後、まだ弱小だった讀賣新聞の経営権を安く買収し、第二次大戦後、

「世界最大部数のウソメディア」に育て、さらに、初代原子力委員長として原

発を推進する。 

1926 年の新聞販売部数は、毎日 200 万部・朝日 100 万部に対して讀賣はわ

ずか数万部。それが、1930 年には毎日 250 万部・朝日 150 万部・讀賣 30 万

部、1945 年には毎日 330 万部・朝日 330 万部・讀賣 180 万部となる。 

 

「植民地」朝鮮での労働運動・農民運動の草創と民族解放運動 

 

 3.1 独立運動に脅威を感じた日本は、それまでの「武断政治」を緩

め「文化政治」を実施した。1919 年 8 月「官制改革」として、憲兵

警察制度を廃止。 

しかし、それは、憲兵を警察に置き換えただけで、1919 年に 736

だった警察署と 6387 人だった警察官数が、1920 年には、警察署が

2746 と 4 倍、警察官数が 20134 人と 3 倍以上に増加した。 

 それよりも「文化政治」は、朝鮮人官吏の登用や親日団体の育成

などを通じて、民族解放運動を分裂させ、弱めることに狙いがあっ



28 

 

た。 

 一方、「日本の国内米が不足する」として、1920 年から 1933 年

にかけて、「朝鮮産米増殖計画」を大規模に実施し、朝鮮農民の没落

を加速。また、第一次大戦を契機に成長した日本の資本の朝鮮進出

が急激に増大した。 

 

 /「朝鮮を豊かにした産米増殖」のウソと大人気米「亀の尾」/ 

「産米増殖は朝鮮も豊かにした」などの論評があるが、事実はまったく逆。 

 まず、産米増殖以上の日本の略奪が急激に増加し、朝鮮人の米穀消費量自体

が急減。1912-16 年を 100 とすると、1927-31 年までの米の生産量は 128 に

しか増加しなかったのに、同じ期間で輸出量は 5 倍になり、朝鮮人一人当たり

の米消費量は、4 割減った。 

 一方、日本国内に出回る朝鮮米は、米騒動前では 9％だったが、1923-27 年

では 22％、1933-37 年には 27％になる。 

朝鮮米は「安くてまずいコメ」ではなく、特に朝鮮北部で生産される「亀の

尾」という品種は、東京・横浜などで「おいしい」と人気で、1931 年の東

京・横浜での消費量の 4 割が朝鮮米。 

「亀の尾」はもとは秋田の米で、のちのササニシキ・コシヒカリの先祖だ

が、これの人気が日本国内農村の窮乏にさらに拍車をかけるという「矛盾」だ

った。 

 次に、「計画」を通じて日本人への土地集中が促進される一方、土地を手放

す朝鮮農民が著増した。 

特に計画後半で、「優良品種」生産のために、特に土地改良・水利組合事業

に力点を置き、日本政府は日本人事業者に事業費の 9 割を補助。 

しかし、農民には収穫高に関わらない一定の水利組合費を課して、その負担

に耐えられずに土地を手放す農民が続出。 

 

 /日本国内の米は足りていた―日本人 2.8合：朝鮮人 1.4合/ 

 「当時は、日本の人口の急増で国内米が足りなかった」といわれるが、事実

に反する。 

確かに、日本の人口は、江戸時代 3 千万人台で推移し、壬申戸籍直後の

1872 年 3 千 4 百万人だったのが、1900 年には 4 千 3 百万人と 1 千万人増

え、1920 年には 5 千 6 百万人、1930 年には 6 千 4 百万人とさらに 1 千万人

規模で増え、明治維新後、急増した。 

 そして、国内水田面積は、1880 年から 1930 年の 50 年間で、262 万 ha か

ら 295 万 ha へ 12.7％しか増えず、人口増加の勢いほど拡大できなかった。 
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 しかし、二毛作や肥料の増加など生産性の向上で、国内水稲生産量は、この

同じ 50 年間に、470 万トンから 979 万トンへ実に 2.1 倍も増加。日本人一人

当たりの生産量は、1880 年では、江戸時代、年間 124kg といわれた量よりも

少し多い 128.6kg だったが、1920 年 170.7kg のピークを経て、1930 年で

も、151.9kg になった。 

 消費の実感として、1880 年 128.6kg は 1 日一人当たり 2.3 合。これは平均

であり、地主の収奪により農民は「米 6 割、稗粟 4 割」といわれたが、第一

次大戦の好況で都市部中心に需要が増加したといわれる 1920 年 170.7kg は 1

日一人当たり 3.1 合。1930 年 151.9kg は 1 日一人当たり 2.8 合。 

 米は足りていた。それなのに、上記のように朝鮮から収奪した結果、朝鮮人

の一人当たり米消費量は、韓国併合直後の 1912 年 107.8kg、1 日一人当たり

2 合だったのが、1930 年には 4 割減少し、74.5kg、1 日一人当たり 1.4 合。 

日本人の半分になった！朝鮮人の「主食」も米である。 

 米が足りなくなるのは戦争である。1880 年代から兵士には 1 日 6 合だっ

た。農村出身の兵士は「軍隊に行けば銀しゃりがたらふく食える」と言った。

その徴兵された兵士は農家の重要な働き手だった。 

米騒動の契機もシベリア出兵だった。そして、実際、日中戦争以降、米は不

足する。戦争 3 年後、1940 年、政府は一人当たり 126kg の確保といったが、

一人当たり生産量は 124.5kg、第二次大戦敗戦後の 1950 年 113.1kg、一人一

日 2 合ぎりぎり。 

「米不足だから朝鮮侵略と収奪」は、明治維新以来の「国体・島国・瑞穂の

国」という「日本国 3 点セット」が刷り込んだものでもあった。 

 

 朝鮮の民族解放運動では「文化政治」による分裂がありながら、

1919 年 3.1 独立運動の弾圧後、4 月、中国上海に「大韓民国臨時政

府」がつくられ、アメリカにいた李承晩（イ・スンマン）を首班と

した。 

 

一方、非暴力の 3.1 独立運動の失敗に飽き足らない金元鳳（キ

ム・ウオンボン）ら 13 人は「日本帝国主義の心臓部に弾丸を打ち込

む」と義烈団を満州吉林省で結成。義烈団は、1920 年には、釜山警

察署爆破事件、1921 年には、朝鮮総督府爆破事件をおこす。 

 

/映画「密偵」と義烈団/ 

このあたりを日本警察の密偵となった朝鮮人の葛藤を通してリアルに描いた

韓国映画「密偵」が 2017 年に公開された。 
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その後、義烈団は、1923 年、著名な独立運動家で歴史家の申采浩（シン・

チェホ）に依頼して作成した武装闘争を促す「朝鮮革命宣言」を発した後、

1926 年以降は、社会主義的団体へ転化し、1948 年、金元鳳（キム・ウオンボ

ン）は、金日成（キム・イルソン）とともに朝鮮民主主義人民共和国創立の有

力メンバーとなる。 

 

 民族解放運動が方向を模索しているなかで、1920 年代、日本の資

本による植民地産業の拡張に伴い労働者階層が増加し、労働運動が

草創してくる。 

1919 年で、日本の工場労働者が 100 万人を超えていたのにたいし

て、朝鮮の工場労働者は 4 万人、鉱山・土木・運輸労働者をあわせ

て 15 万人程度だった。 

「米を作れ」という日本の統治で、朝鮮の工業の発達は阻害され

ていたが、日本資本の進出で労働者が増加していた。 

しかし、労働環境は劣悪だった。 

 賃金は、世界に類例をみないほど劣悪といわれた日本人労働者の

半分、女性ではさらにその半分。その上、12-16 時間、ときには 18

時間の長時間労働が強要されていた。 

 1920 年、最初の大規模な労働団体として「朝鮮労働共済会」が組

織される。日本の労働組合期成会や友愛会と同様に労使協調的な社

会改良団体の性格が強かったが、15 の支部、1 万 5 千人の会員と大

きくなるにつれ、その性格も労働者の組織として発展した。 

 それを促したのは、現場の労働運動だった。1920 年から 1925 年

の間には、335 件のストが起こり、2 万 8291 人の労働者が参加。う

ち 100 人以上が参加した大規模なストも 100 件に達した。 

 1921 年 9 月には、釜山（プサン）で埠頭労働者を中心とする運輸

関係労働者 5 千人が参加するストが起こり、15 日にわたる闘争の

末、10-15％の賃上げに成功。 

10 月には、釜山の絶影島の工場労働者 8 千人が賃上げでスト。11

月には、釜山牧島の陶磁器工場労働者もスト。 

 1922 年には、釜山紡績工場と大邸（テグ）繰綿工場の労働者がス

ト。メーデーも開始。 

 さらに労働運動は 1923 年から本格化し大規模になる。 

京城（ソウル）ゴム工場女性労働者 260 人が賃上げと待遇改善で

争議を起こしたのをはじめとして、平壌（ピョンヤン）靴下工場労

働者 1000 人の朝鮮人工場主に対する争議、日本資本の紡錘産業の
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牙城である釜山の「朝鮮紡績」の労働者 1700 人、群山（クンサ

ン）の精米工場労働者 3000 人、仁川（インチョン）の加藤精米工

場の労働者をはじめとする精米労働者 1500 人の争議がおこる。 

 1924 年には、平壌の印刷工場労働者 600 人が賃上げと団体交渉権

を求めて争議。群山では埠頭労働者がストにはいり、精米労働者が

初めて産業を越えて連帯し、計 2600 人がスト。日本の警察は、積

極的に干渉し弾圧したが、争議の火柱は広がっていった。 

 1925 年、ソウルの電車労働者 500 人がストに入り、警察の悪辣な

弾圧を防ぐために戦闘的な指導部をつくり宣伝活動をするなど、闘

争形態も前進した。 

再びストに入った平壌靴下工場労働者 1000 人は、朝鮮人工場主

が警察を動員して指導部を逮捕したのに対して、大挙、警察署に押

しかけて、幹部の即時釈放を要求するなど激烈に闘い、ついにほぼ

すべての要求事項を貫徹した。 

 平壌では、このほか 20 か所の印刷工場労働者も再度ストに入り、

賃上げだけでなく 8 時間労働制や団体交渉権など発展した要求を掲

げた。 

これらの運動の進展を受けて、1924 年 4 月には、ソウルで全国的

な労働者・農民の団体として、「労働者・農民の解放」「完全な新社

会の建設」「資本家階級の徹底的闘争」を掲げる朝鮮労農総同盟が結

成され会員数 4 万人に達した。 

1920 年代前半は、朝鮮での労働運動の草創であるとともに驚くべ

き成長を見せた。 

 

 一方、日本の収奪で、1920 年代、朝鮮農民は、小作農が 4 割以上

も増えて 8 割が小作農になり、収穫の 50％を超える現物小作料によ

る搾取、高利貸による収奪などで極度の生活苦にあえいでいた。 

 小作農は、高率小作料に加えて各種の税金も負担させられ、その

上、7 割以上が 1 年間の小作権しかないため、毎年、耕作を継続す

るために、小作料値上げなどの条件悪化を受け入れざるを得なかっ

た。 

 農民は、日本の土地調査事業で伝統的な耕作権を喪失しただけで

なく、植民地統治下で、地主の所有権は異常に肥大化したために、

「何も所有しない」農業労働者とほぼ同じ存在に転落した。 

 さらに、そうした加重な負担のもとで、小作農は生活を維持する

ために、割高な肥料・農機具や生活必需品の購入も含めて高利貸に
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たよらざるを得なかった。 

1930 年で、小作農 1 戸あたりの負債は 65 円（米 3 俵分）にな

り、1 年の収入の相当部分を占めた。その利息も 2 割から 6 割とい

う高率だった。 

 そうして、春に食べ物に窮する「春窮（ジュングン）」の農家は、

全農家の半分、小作農の 7 割を占めた。 

 

こうしたなかで、農民運動は主に小作争議として展開した。農民

は 1921 年ころから、全国各地で小作人大会を開き、小作人組合・

小作料不納同盟などを組織して闘い始めた。 

 1922 年には 22 件だった小作争議が、小作権維持・小作料引き下

げをめぐって全国に波及。1923 年には 176 件、1926 年には 198 件

と、農民運動は、あらためて民族解放運動の一翼を担うようになっ

た。 

 

 離島の新安（シナン）郡岩泰島では、1923 年末から 1924 年 8 月

までの長期の小作争議がおこった。 

小作料の 6 割減免を掲げて組織された小作人会に対して、地主は

日本警察を動員して弾圧。激烈な衝突がおこり、本土の木浦（モク

ポ）に逮捕された幹部の釈放を求めて、1924 年 6 月からは小作人会

600 人が木浦に渡り断食闘争とデモ。 

 同年 4 月に組織されていた朝鮮労農総同盟が支援し、全国の労働

者・農民がかけつけるなか、7 月になって幹部が釈放され、この争

議の影響が全国に波及し始めたために日本当局は仲裁を急ぎ、8

月、小作料 4 割への減免が実現。 

 

 同年 12 月には、朝鮮北部黄海道（ファンヘド）載寧（チェリョ

ン）郡北栗面（村）の日本の国策会社―東洋拓殖会社（東拓）で小

作争議がおこる。 

東拓は大凶作にもかかわらず、総収穫高を越える平年並みの小作

料を要求し、農民は小作人組合を結成して拒否。 

 1925 年に入り、東拓は、警察だけでなく、武装日本人移民も使い

襲撃し、農民は鎌やシャベルで応戦。3 月には、小作人組合員との

契約を停止。農民は言論機関にも訴えて闘い続け、結局、日本当局

が仲裁して、小作権保障と未納小作料の年賦償還で合意。 

 岩泰島も北栗、いずれにも見られるように、1920 年代前半、出発



33 

 

した農民運動は、短い間に組織的な運動となり、抗日・民族解放運

動としての性格もはっきりしてきた。 

 

 こうした労働運動と農民運動の草創と成長が、3.1 独立運動弾圧

後、分裂していた民族解放運動をあらためて統一の方向に導くこと

になった。 

また、その新たな理念的支柱として、社会主義思想の朝鮮への浸

透を促進し、1924 年の朝鮮労農総同盟の結成に続いて、1925 年 4

月には、朝鮮共産党が結成される。 

 

中国労働者階級の成熟と「第一次国共合作」 

 

/5.4 運動と中国初の労組結成、中国共産党結成/ 

1919 年 5 月 4 日、北京の学生数千人が、「日本の山東省権益」を容認した

ベルサイユ条約反対や親日要人罷免などを求めて、天安門広場からデモ、要人

宅を襲撃。これが、全国に広がり、労働者のストも全国的広がりを見せた。 

6 月、中国北京軍閥政府は、ベルサイユ条約調印を最終的に拒否。一方、9

月には、戦争に動員されていた労働者が“労働組織の体験”を持ち帰り、中国

初の労働組合、中国復員労働者協会が上海で組織。賃上げ・集会の権利などを

求めて闘った。 

ロシア革命の影響ととともに、この運動以降、中国の青年たちに共産主義思

想への共感が拡大。反日運動の広がりとあわせて、1911 年から 12 年の辛亥革

命のリーダー孫文も「外国資本に支えられた中国反動を倒すには労働者、農民

との連帯なしにはできない」と認識。 

1919 年 10 月、孫文は、軍閥との野合などをやめて、あらためて、革命政

党として中国国民党を上海で結成。また、労働者・民衆の動きに感銘を受け急

速にマルクス主義に接近した北京大学学部長だった陳独秀や北京大学図書館の

元司書毛沢東らは、1921 年 7 月に、コミンテルンの指導を受けて中国共産党

を結成する。 

 

/ロシア革命が真っ先に届いた中国東北部「満州」の労働者・民衆/ 

日本列島の 3 倍、朝鮮半島の 5 倍の面積、3 千万人が住む中国東北部「満

州」は、日露戦争以降、ロシアと日本の資本主義が収奪をしのぎあう場だっ

た。 

ロシアは「北満州」を東西に横切り、シベリア鉄道がウラジオストックに出

るための死活の路線である「中東鉄道（中国東方鉄道。別名東清鉄道）」を中
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心に、日本は南満州鉄道を中心に「南満州」を支配していた。 

それぞれ、工業製品を売りつけ、鉄道経営と共に、炭鉱・鉱山・製粉・搾油

などの工場や農園を経営し、特産大豆を始めとして小麦などの農産品と加工

品、鉱物資源・森林資源を大量に収奪していた。 

そのなかで、ロシア革命の息吹が真っ先に届いたのは、中国中心部ではな

く、ロシアと国境を接しシベリア鉄道がつながる「満州」だった。 

ロシア革命の 3 か月後、1918 年 1 月、「北満州」の中心地哈爾濱（ハルピ

ン）の車両工場・機関車庫・貨物積み下ろしの主に中国人労働者 4,300 人が、

賃上げを求めて大ストライキ。 

ストは勝利したが、まだ支配を続ける旧ロシアの反革命派が労働者を逮捕・

殺害するなど弾圧を強めたため、5 月、中東鉄道の中国人・ロシア人労働者が

連帯して、反革命支配に対抗し、2 日間、全線にわたる第一次ストを実施。 

これに、その他の中国人労働者、商人も次々と参加したが、鉄道局長は戒厳

令を宣言し、開始されたアメリカ・イギリス・日本の反革命支援の兵士輸送の

ために監視を強めた。 

これに対して、中国・ロシア労働者は「中東鉄道技師労働者聯合会」を結成

して、9 月、10 日間にわたる第二次中東鉄道全線ストを実施。「9 月 2 日、汽

笛一声、哈爾濱（ハルピン）車両工場の中国・ロシア労働者は一斉に工具を置

いた。」 

反革命ロシア軍が来て労働を強要したが、大衆が取り囲み、武器を引き渡さ

せて追い返した。翌日には、ストは鉄道全線に拡大し、駅の職員、機関車庫・

倉庫労働者、電報電話・鉄道病院職員、雑役夫などすべてが参加した。 

反革命支援軍は「ストのため出発できなかった。」 

日本のシベリア出兵の真のねらいは「満州」権益拡大であり、7 月には、鉄

道権益や森林・鉱山資源を担保にした「吉林・黒竜江林業・鉱山借款」を北京

の軍閥段祺瑞政権と調印していた。 

中東鉄道などの労働運動は、これへの反対運動を盛り上げるとともに、日本

が支配する「南満州」での闘争も盛り上げた。特に日本支配の長い大連では、

ロシア革命後の 2 年間で、ストは 65 回実施された。 

5.4 運動前夜の「満州」の労働者の意識とストの規模は、中国全体でもまれ

なもので、中国労働運動史上重要な位置を占める。 

1919 年、5.4 運動がおこると、すぐさま「満州」でも、学生たちが各地で

大規模にたちあがり、6 月には労働者が「南満州」各地で、あいついでストを

おこして連帯。 

7 月には、再び、中国人中心に中東鉄道労働者が第三次全線ストに突入。 

 哈爾濱（ハルピン）の街中で新聞売りの子どもが叫んだ。 
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「中東鉄道が止まった！電報が止まった！中東鉄道労働者大ストライキ！」 

 ストライキ委員会のビラは言う。 

「我々はロシアの兄弟を支援せねばならない！」 

「中国・ロシア労働者の反日同盟万歳！」 

1 か月に及んだこのストは、アメリカ・イギリス・日本の反革命支援軍の輸

送に深刻な打撃を与え、シベリアでのソビエト赤軍の戦闘を強力に支えた。 

1920 年 3 月には、またもや中東鉄道全線第四次ストが爆発し、「北満州」で

の反革命派支配を掘り崩していった。 

5.4 運動、そして、それと前後する労働運動は、「満州」においても、時代

を分かつ意義を持ち、社会主義思想も浸透し、軍閥と反革命支配層に「洪水・

猛獣が来た！」とわめきたてさせ、日本支配層に「アカの脅威」を沁みさせ

た。 

そして、「満州」での労働運動の爆発は、1921 年 7 月結成される中国共産党

のリードも含めて、その後の抗日運動、そして「武力弾圧と監視なしには一日

たりとも存在し得なかった満州国」で絶え間なく続く抗日運動の大きな基盤と

なる。 

 

 第一次大戦後、中国は、一層、資本主義の分捕り合戦の焦点とな

り、大戦後の恐慌と欧米における工業の回復で、中国の工業は激し

い打撃を受けた。 

しかし、そのなかで、中国の労働者階級は成熟していった。 

 日本より 1 年早く、1920 年 5 月、北京・広東・上海などで初のメ

ーデーを行った中国労働者は、1922 年、香港で 3 か月にわたるゼネ

ストを闘った。 

 

 毎月イギリス商船が 100～200 隻出入りするイギリス権益の最大

拠点香港で、1922 年 1 月、中国海員組合は、賃上げを求め、翌日か

ら 1500 人がストにたちあがった。 

2 月 1 日にイギリス総督が中国海員組合は不当な組合であると宣

言すると、香港全島 5 万人が連帯ストに入った。 

 3 か月続いたストで、海員たちは 20～30％の賃上げを勝ち取り、

前年 7 月に結成されたばかりの若い中国共産党は、隣の広東で、

170 人の代表を集めて初の労働組合大会を開いた。 

 

 一方、イギリスや日本と結んだ軍閥の攻撃に絶えずさらされてい

た国民党の孫文は、当初、自分が留学もしていたアメリカに援助を
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求めたが、アメリカは中国市場にしか関心がなかった。 

それにひきかえ、ソ連は、レーニンがロシア革命の「無賠償・無

併合・民族自決」の原則どおり、1919 年 7 月「カラハン宣言」を通

じて、ロシア皇帝が獲得した漢口と天津の租借地と治外法権を放棄

し、鉱山採掘権と中東鉄道を無償で返還すると宣言していた。 

孫文はソ連に助力を求めた。 

 

1923 年 1 月、孫文は、コミンテルン代表のヨッフェと上海で会談

し共同宣言を発表。コミンテルンが「欧米・日本資本とその手先で

ある軍閥から解放する闘いを支援する」と声明する一方、孫文は

「労働者と農民が中国革命の唯一の真の勢力」であることを宣言。 

 2 月に、イギリスに支援された軍閥呉佩孚（ごはいふ）が、支配

している京漢（北京―漢口）鉄道の従業員の会議を禁止し、漢口の

労働者 60 人に発砲・虐殺すると、2 万人が鉄道ストに立ち上がっ

た。 

 1923 年春、病床で書いていた最後の論文でレーニンは、「中国労

働者階級は急速に成熟しつつあり、中国のプロレタリア革命を必ず

到来させるだろう」と書いた。 

中国労働者は、賃金など経済の問題とイギリスなどと結びついた

資本とその手先の軍閥など政治構造の問題が、まさに一体の問題で

あることを学びつつあった。 

 こうしたなかで、6 月には、実権を握ったスターリンの指示によ

るコミンテルン代表マーリンの指導で、中国共産党第三回大会で

は、国民党と合同して闘う「国共合作」の方針が決定される。 

 1924 年 1 月広東での国民党の会議で、孫文は共産党員の受け入れ

を認め、「第一次国共合作」が開始するが、共産党員個人としての参

加で国民党の規則に従うという条件だった。 

 レーニンはこうした統一戦線に対して「共産主義者は労働者・農

民にのみ依拠することを忘れずに、十分注意して、民族運動のなか

の偽の革命家に対しては断固として闘う」と厳しく戒めており、ト

ロツキーもこのコミンテルンの提案に反対していた。 

そもそも、孫文の国民党は、民族資本家・中産階級、労働者・農

民の「ごった煮」だった。1925 年に孫文が死んだ後、彼の「三民

（民族・民権・民主）主義」思想には心酔していたが共産主義に不

信を持つ蒋介石に裏切られる。 

しかし、さしあたり、共産党員は、国民党の器を活用して、成熟
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しつつある労働者の革命への準備を精力的に支援していく。 

 5 月には、広東の黄埔（こうほ：ホアンプー）に蒋介石を校長と

し、共産党の周恩来が政治部担当になるなど、両党共同の国民軍士

官養成学校も設立。 

1920 年代後半、中国革命が始まる。 

 

＊大和田幸治「企業の堀をこえて―港合同の地域闘争」、伊藤晃「日本労働

組合評議会の研究―1920 年代労働運動の光芒」、「“国民の天皇”論の系譜―象

徴天皇制への道」、山本義彦編「近代日本経済史」、ユン・コンチャ「きみたち

と朝鮮」、加藤直樹「謀反の児―宮崎滔天の“世界革命”」、「9 月―東京の路上

にて」、小泉義秀「築地市場つぶしの豊洲移転を許さない」、鎌田慧「大杉栄―

自由への疾走」、角田房子「甘粕大尉」、韓国民衆史研究会「韓国民衆史（近代

編）」、渡部徹「日本労働組合運動史」、大河内一男「暗い谷間の労働運動―大

正・昭和（戦前）」（戦後東大総長。しきりに労使協調を称揚するが、「通説」

なので一部参照）、片山杜秀「国の死に方」（論調が日本・支配者中心なので一

部）、夏堀正元「小樽の反逆―小樽高商軍事教練事件」、C.L.R・ジェームズ

「世界革命 1917～1936―コミンテルンの台頭と没落」、八木宏典「わが国の

水田農業をめぐる諸問題（日本農業研究所「農業研究」第 23 号）」、鬼頭宏

「人口から読む日本の歴史」、稲岡進「日本農民運動史」、栗原康「村に火をつ

け白痴になれ―伊藤野枝伝」、筒井清忠「戦前日本のポピュリズム」、三谷太一

郎「日本の近代とは何であったか」、王魁喜、常城、李鴻文、朱建華「満州近

現代史」、日中韓 3 国共同歴史編纂委員会「新しい東アジアの近現代史(上)」 

 

（３）治安維持法と「表」に出る天皇 

 

治安維持法―「国体」 

 

 日本の国家・資本は、第一次大戦後の恐慌のなかで高揚した労働

運動と農民運動、朝鮮民衆の闘いを前にして、体制の立て直しを迫

られる。 

1925 年 1 月、北方漁業のためにやむなく「アカの元凶」ソ連と日

ソ基本条約を結んだ後、3 月、治安維持法を制定する。 

この法律で、それまで、治安警察法にもなく、単に観念的な用語

に止まった「国体」という言葉をはじめて法律用語として登場させ

た。 
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 /治安維持法第一条/ 

国体を変革し又は私有財産制度を否認することを目的として結社を組織し又

は情を知りて之に加入したる者は十年以下の懲役又は禁固に処す 

 

 この法律は、皮肉にも「護憲内閣」と言われた加藤高明内閣によ

って、普通選挙法と抱き合わせで成立する。新聞によっても「護憲

内閣といっても、依然として、社会政策は保守的、金融資本家の希

望を入れて、民衆の政治参加には危険あり。。。」と言われた。 

労働運動とともに第一次大戦後盛り上がった普通選挙の要求に答

えねばならず、「日本国籍で日本本土在住の 25 歳以上の男子」に選

挙権が与えられた普通選挙法で、それまでの制限選挙では 3 百万

人、人口の 5.5％だった有権者は、1 千 2 百万人、人口 6 千万人の

20.1％になった。 

 

しかし、政党内閣は、同時に、民衆の政治参加を革命的情勢の進

展とみる支配層の不安と恐怖に答えねばならなかった。 

 「私有財産制度」が資本主義体制を指していることは明らかであ

る。資本は、国内外の革命への潮流に脅えており、彼らは、法案審

議中に出された「私有財産制度の否認」に「暴力をもって」という

制限をつける修正案さえ否決した。 

 一方、「国体」は、単なる抽象的概念ではなく、当時、マルクス主

義学者が言った「半封建的生産関係」、つまり、土地の所有関係、天

皇を頂点とする地主制度と農民に対する地主の支配関係を反映、そ

れを「聖化」した概念。天皇制国家の構造を明確にする法的表現と

なった。 

 天皇は、日本最大の地主であり、土地と有価証券と合わせれば、

財閥を上回る日本最大の資本家であった。 

 

 明治憲法公布を前後して、明治政府は、「日本国の機軸」である天

皇の財産を抜本的に拡充することとし、政府所有の日本銀行などの

優良株、佐渡金山・生野銀山、そして、大規模な山林・原野・耕地

を移管し、さらに、日清戦争の賠償金 3 億円のうち 2 千万円も移

管。 

 そして、宮内省に 6 千人の職員を配置（現在の宮内庁の 6 倍）し

て天皇の膨大な財産の管理・運用にあたらせた。 

 主に、日本の侵略にともなう台湾銀行、朝鮮銀行、満鉄、東洋拓
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殖などの株式を取得し、天皇の財産は自己増殖した。 

その結果、「大正デモクラシー」の始まる 1921 年頃には、天皇の

保有株の時価総額は 1 億 7,500 万円で、既に三井、三菱という財閥

を超える規模になっていた。 

 その上、国家予算から天皇の経費として毎年支出される額は、こ

の頃から敗戦まで、資産運用の収入以外に年間 450 万円にものぼっ

た。 

1945 年の敗戦時では、130 万町歩の土地を所有し、評価額は 3 億

6 千 1 百万円。 

これは、ほぼ新潟県の総面積、あるいは、東京・神奈川・大阪・

香川・佐賀・鳥取の六都府県の合計面積に匹敵する。 

同じく、敗戦時評価額で、3 億 3 千 6 百万円の現金と有価証券を

所有。 

この目安として、財閥の有価証券所有額は、三井 3 億 9 千万円、

岩崎（三菱）1 億 7 千万円、住友 3 億 1 千万円。この 3 財閥の合計

額は財閥資産全体の 8 割を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録：日本最大の地主・資本家―天皇家の財産の推移 

出典：吉田祐二「天皇財閥―皇室による経済支配の構造」 

 

年代 資産 年間収入 

（政府予

算のみ） 

コメント 

1868：明治維新 

1873（M6）：地

租改正 

1881（M14） 

1882（M15） 

1884（M17） 

 

 

「皇室財産確定の議」岩

倉具視 

 

政府所有日本銀行株・横

15 万石 

80 万円 

 

200 万円 

 

 

総石高 792 万石の 2％ 

 

 

 

資本金：日本銀行 1 千万円、

横浜正金銀行 300 万円の過半
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1885（M18） 

1887（M20） 

1888（M21） 

1889（M22）：明

治憲法 

1890（M23） 

1898（M31）：下

関条約 

1899（M32） 

1901（M34） 

1909（M42） 

1910（M43） 

：韓国併合、 

：大正デモクラ

シー 

1916（T5） 

 

1918（T7） 

 

1945（S20） 

浜正金銀行株移管 

御料局設置・天皇家所有

地確定：233 町歩 

政府所有日本郵船株移管 

佐渡金山・生野銀山移管 

 

国有山林原野編入：365

万町歩 

日清戦争賠償金 3.1 億円

のうち 2 千万円 

台湾銀行株取得 

台湾製糖株取得 

朝鮮銀行株・東洋拓殖株

取得 

 

大正初期所有株合計 

17種・556,940株・

3,594万円 

上記時価総額 1億

7,520万円 

 

南満州鉄道株取得 

～以後、財産取得の詳細

不明～ 

敗戦時所有財産計 15

億円～37億円 

現金・有価証券 3億 3

千万円 

土地 130万町歩 

（97％山林、田畑 4

万 ha） 

 

 

300 万円 

 

 

 

 

 

450 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

数所有 

 

 

 

 

当時の民有林野総面積 838 万

町歩の 44％ 

 

 

 

 

1905 年国家予算 2 億 5 千万

円の 2％。以降 1947 年まで同

額。 

 

株 17 種の銘柄：日本銀行・横

浜正金銀行・日本興業銀行・台

湾銀行・朝鮮銀行・十五銀行・

北海道拓殖銀行・日本郵船・大

阪商船・北海道炭鉱汽船・日清

汽船・富士製紙・台湾製糖・東

京電燈・東京瓦斯・東洋拓殖・

帝国ホテル 

 

三菱・三井各財閥の資産（3 億

～5 億円）の 5～7 倍。 

当時の実質国民総生産（GＮ

P）200 億円の 1 割～2 割 

1926 年～1945 年の約 20 年

間で現金・有価証券は 2.5 倍

増。 

宮内省人員 6 千人（うち半数

財産管理、現宮内庁人員 1000

人） 

注：2003 年度（平成 15 年度）皇室関連予算合計 272 億円（宮廷費・内廷費・

皇族費 69 億円、宮内庁費 114 億円、皇宮警察本部予算 88 億円） 
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 「土地と金」をほぼ均等に所有する天皇の資産構成は、当時の支

配層のモデルでもあり、その意味でも、治安維持法は「国体」と

「私有財産制度」を抱き合わせにして「護持」する構成になった。 

 

 /戦争で大きくなった財閥と天皇に捧げた財閥テロ/ 

ちなみに、財閥は戦争で大きくなった。 

岩崎弥太郎が土佐藩の資産を譲り受けて創業した三菱財閥は西南戦争で基礎

を確実にし、ここにはないが、大蔵財閥の大倉喜八郎は、日露戦争で石ころも

缶詰に詰めてもうけ、安田財閥も戦争のたびに拡大を遂げた。 

安田財閥総帥安田善次郎があけすけに言う。 

「我が国の著名な富豪の財産が大いに増加したのは、三回の好機に乗じた者

が多い。第一の機会は日清戦争。第二の機会は日露戦争。第三の機会は欧州大

戦。この一大機会に会うたびに、有力の富豪はその資産を倍加しなかったもの

はいない。」（「安田善次郎伝」1925 年）。 

また、この安田善次郎は、1921 年 9 月 28 日に朝日平吾という青年に刺殺

され、朝日は自殺するが、その日は、皇太子裕仁が摂政になるために初の欧州

視察から帰国する日であり、テロの趣意書である彼の「その叫び声」には

「夢々、利を取るな、タダ死ね。。。東宮殿下の奉迎するの日に書す」と書か

れ、テロは、天皇のために捧げたものだった。 

 

ところで、「国体」を法律に明記して、こうした天皇の実相をあか

らさまにすることには、「経済的制度組織と同列に規定することは、

国体の絶対を棄損する」と保守派から強硬な反対があった。 

たしかに、それは、諸外国の王家と同列に置くことになる。特に

土地の支配を明確にすることは、民衆の反抗と外国の侵略をまね

き、多くの諸外国の王家は、そうした革命と戦争で倒されてきた。 

 しかし、資本には、元老に囲まれた奥座敷にいる明治天皇のよう

ではなく、天皇を「表座敷」に引っ張り出して一層活用しないとそ

の体制が持たないという危機感があった。 

  

こうして、治安維持法では、私有財産制度の擁護以上に、天皇へ

の批判など国体否認の点で、この法律は過酷に運用・適用されるこ

とになる。 

後の共産党幹部の「転向」も天皇制を認めるかどうかの 1 点に絞

って進められる。 
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 /「特高の教科書」が解説する「国体」/ 

 1932 年に出版された特高警官の法律運用の教科書「特高法令の新研究」で

は、「国体」の定義は、非論理的・情緒的で、法の適用は運用次第となる。 

「国体とは、国家の統治権の総覧者が何人いるかで分類される国家の形態。一

人なら君主国体、複数すなわち人民の代表が統治するのが民主国体。」 

「わが国体は、上御一人の典型的君主国体。これは、わが国建国以来の歴史上

の事実で憲法の条文の規定ぶりによるのではないことは説明を要しない。」 

「国体の変革とは、この万世一系の天皇の絶対性を変更しようとすることであ

り、仮に天皇の存在を認めても、その実を失わせることも無論犯罪。」 

 

 /治安維持法適用第 1 号「京都学連事件」と共謀罪/ 

 2017 年 6 月、安倍政権が強行成立させた共謀罪（「テロ等準備罪」）は、権

力が気に入らないと内心の自由でも何でも取り締る現代の治安維持法である。 

 治安維持法適用第 1 号は、1925 年 11 月、小樽工商軍事教練反対運動に連

帯した京大・同志社大などの社会科学研究会（社研）の学生たちがビラを配布

したとして検挙された京都学連（学生連合会）事件である。 

これは、大学への警察の不法侵入への京大当局の抗議で、京都警察がほどな

く全員釈放したにもかかわらず、司法省が体制を立て直し、後の「思想検事」

の先駆け平田勲らが指揮。 

1926 年 1 月から 4 か月間、報道規制を敷いたうえで、京都の学生を含め、

全国の社研・学連関係者を逮捕し、38 名を治安維持法違反で起訴。同時に家

宅捜索された同志社大学教員山本宣治は脅えた大学当局の判断で免職になっ

た。 

このうち 18 名に 1929 年 12 月控訴審で懲役 7 年の実刑判決。1930 年 5 月

大審院で実刑確定。 

この事件は、治安当局が事件を「でっちあげ」て、「罪となるべき事実認定

がまったくずさん」であった。「左翼学生運動」を抑圧したかっただけであ

る。 

共謀罪は治安維持法に比べて、「テロ」の定義もなく「目的」が曖昧だが、

罪の要件が無限定で、処罰根拠が内心の「目的」。まったく同様に「でっちあ

げ」られる。 

特高の教科書「特高法令の研究」の「治安維持法概説」では、 

「現実に国体を変革した場合には既存の刑法等で罰せられる。本法はもっぱ

らこの実害を生ずるおそれがある行為を“双葉の内に摘み取る”もの。本法の

特色は、そうした目的を持つことを罪とするもの。」 
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 また、治安維持法成立で、農村の窮乏と農民の貧窮と闘う農民運

動の前に、地主小作関係は、「国体」の名のもとに“神聖不可侵”の

ものとされることで強固に立ちはだかった。 

そのために、後の青年将校の叛乱などにみられるように、工場労

働者よりも優先して農村から徴兵されることで、農民が兵士に多い

軍部がその解決を担おうとすることにもなる。 

だからこそ、「産米増殖」など朝鮮を収奪すればするほど、日本の

農村が窮乏するという「矛盾」であるにもかかわらず、さらに、「日

本農民のために」と侵略・戦争へと転化する方向が強まる。 

 

 このような舞台ができたところで、「幻想の奥座敷」から、天皇が

権威を持って実際の政治の判断をする「表座敷」にでてくる。 

それが 1926 年末に即位する昭和天皇裕仁だった。 

 

/侵略と侮辱の天皇/ 

 

 国家・資本の危機感が、「国体護持」を明記した治安維持法を成立させた。 

高まる労働運動・農民運動に対して、「守れ！地主と資本家」、その筆頭であ

る天皇を守ることだった。 

 

いいかえれば、こうした天皇制・資本主義体制のもとでの「国民のまとま

り」が強く不安だった。 

資本主義の末期の今、「美しく強い日本」と言い、2015 年戦争法、2017 年

共謀罪を成立させ、改憲（憲法の改ざん）とともに天皇交代を取り仕切るアベ

らと同じである。 

  

 ―公（おおやけ）を与えるが共（ともに）を拒否する天皇 

  

江戸時代に「なんでもなかった」天皇は、明治政府の強力な刷り込みのもと

で「国民のまとまりの要」として定着してきた。 

民衆からいえば、「江戸時代なんでもなかった自分たち」がまがりなりに天

皇のおかげで「国民」になった。 

 

 同時に、「天皇の赤子」と言われ、「親」のような天皇を認める意識は、今も

根強くある「家」が、「男」が、という民衆の伝統的な権威主義に根差してい
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た。 

 前に見たように、「天皇教」甘粕大尉は「家族の長、統治の長が一致してい

るのは日本のみ」と書き、後に見るように、「日本的労務管理」も「天皇のも

とで企業は家族」という観念で創られた。 

そして、農民蜂起や自由民権運動は鎮圧された。 

 

 伊藤博文が明治憲法制定の際に「機軸は天皇。政治を人民の妄議には決して

任せられない」と言ったように、「欧米資本主義のまねっここざる」の国の体

裁のために、天皇によって民衆は国民という「公（おおやけ）」の者にされた

が、農民や民衆の解放運動で創る自主的な「共同体」は否定された。 

 

それは、今、自民党の改憲案が天皇を「元首」にする一方、「公共の福祉」

を「公益」と言い換えて「国民の権利は公益の範囲」にしていることと同じ。 

 つまり、「公益を侵さない範囲で君たちは国民」 

 そして、我々が自主的な共同体を創る可能性を否定する。 

自民党の言う、ほぼ「国益」と等しい「公益」に対して、元 SEALS の若者

たちは「新たな公共を」と言うが、今、あらためて対置すべきは「共同」では

ないか。 

 

「公（Public）」に対する「共（Common、ともに、なかまになる）」。 

 

―侵略と戦争の天皇 

 

さらに、朝鮮侵略が天皇制の定着を支えた。 

日清・日露戦争に勝利し、「戦争と植民地なしで日本人は食えるか」、「国民

としての生存がかかっている」、「満蒙は生命線」という意識が浸透する。 

 見てきたように、当時「米は足りていた」。それでも、後で見るように、「米

が足りない」からと朝鮮産米を増やせば増やすほど国産の米価が暴落する。 

しかし、そういう朝鮮侵略が「欧米列強からの解放、民族独立」として、自

主的な解放運動が「朝鮮への進出」にすり替えられた。 

労働者、農民の過酷な労働と搾取の「見返り」は「植民地、朝鮮民衆よりえ

らい」こと。それを資本家でも地主でも官僚でもなく、日本民族と国家を率い

る天皇が与えてくれた。 

日露戦争講和時の日比谷焼き討ち事件は、そういう「日本は一等国」意識に

支えられていた。 

 1923 年関東大震災では、日本人労働者・農民が 6,600 人にのぼる在日朝鮮
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人を虐殺した。 

 

だから、国家・資本の強い不安が成立させた治安維持法が暴力そのものであ

っても、民衆は受け入れた。実際、後の改悪で追加された治安維持法の死刑

は、日本人には適用されず、朝鮮人にのみ適用された。 

 日本国内では、治安維持法検挙による虐殺・獄中死が約 2 千人にのぼるもの

の、死刑判決はない。しかし、朝鮮では、多数の虐殺に加えて、天皇の名のも

とに下された死刑判決が 50 人にのぼる。 

 

 一方、治安維持法に同時に規定された「私有財産制の護持」は、「大逆事

件」幸徳秋水以来、「侵略反対、労働者・民衆の国際連帯」を唱える社会主義

者、共産主義者を「アカ」とした。 

天皇について「あまり関心がない」民衆も、自分がアカでないことを立証す

るために、必要以上に天皇への忠誠を顕示しなければならなかった。 

 そして、後に見るように日本共産党は、コミンテルンの「天皇制打倒が第一

の任務」という指示にとまどう。天皇制の民衆の「支持・浸透」をどうしてい

いかわからない。1930 年代の大量の「転向」の理由となる。 

 

 天皇は大正初期に日本最大の地主・資本家になった。 

「生身のストレス」に耐えかねた大正天皇嘉仁に代わり、昭和天皇裕仁は、そ

の財力の上にたち、治安維持法とともに「表座敷」に出て、「侵略と戦争」に

積極的な役割を果たす。 

 

 ―「平和と繁栄の天皇」にあっさり変わった天皇は変わってない？ 

 

中国、死者 1 千万人以上。インドシナ、死者 200 万人。フィリピン、死者

110 万人。朝鮮半島、死者 20 万人。日本、死者 310 万人。等、合計約 1700

万人の死者を出した日本のアジア侵略。 

それを率いた天皇裕仁は、敗戦直後の 1946 年 1 月 1 日、年頭詔書で、今さ

ら、明治維新の際の「五か条の誓文」を持ち出した。 

 

 五か条の誓文 

1．「万機公論に決す」 

2．「上下心を一に」 

3．「官武（民）一体」 

4．「旧来の因襲を破り天地の公道（天地自然の条理）を行く」 
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5．「大いに皇基（天皇の治める国の基礎）を起こす」。 

 

この年頭詔書は「天皇の人間宣言」とマスコミに呼ばれたが、それは、後半

の数行。 

「朕は爾等国民と共にあり。常に利害を同じうし休威（喜びと悲しみ）を分

かたんと欲す。朕と爾等国民との紐帯は、終始相互の信頼と敬愛とによりて結

ばれ、単なる神話と伝説によりて生ぜるものにあらず。天皇をもって現御神

（あきつかみ）とする。。架空の観念に基づくものにもあらず。」 

 

しかし、天皇は平民になるわけではなく、多額の税金を使って「高み」に居

続ける。 

それよりも、「五か条のご誓文が新日本建設のよりどころで、何も加えるこ

とは無い」と冒頭に言ったように、言いたかったのは「戦後の平和と民主主義

といっても誓文にあるように日本にもともとある」こと。 

だから、「引き続き、私のもとでまとまろう。それは昔からそうじゃない

か」と天皇と国民一体を訴えた。 

 

 「侵略と戦争の天皇」は「平和と繁栄の天皇」にあっさり変わる。 

 

そして、1946 年 11 月、「大日本国憲法の改正」として帝国議会で議決され

公布された日本国憲法。 

第一条「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地

位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」 

第二条「皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるとこ

ろにより、これを継承する。」 

 

。。日本人のまとまりの象徴が天皇で、日本人のまとまりは天皇のようでな

ければならない？ さらに、それが「世襲」？それでは、明治憲法の「万世一

系の天皇」と変わらない。「国民の総意」といっても国民投票なんかしたこと

もない。（70 代男性） 

。。そんなイリュージョンみたいなシステムにどうしてたっぷり税金使うの

か？ 天皇制がなくなったら、日本という国を日本として成り立たせるアイデ

ンティティが崩壊するのか？私たちは、そんなに「超法規的っぽい何か」に支

えられなければ、共同体を維持できないんだろうか？（40 代女性） 

 

―「敗戦」ではなく「終戦」。そして天皇と「日米安保村」 
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後で見るように、天皇と統治機関の集団は、天皇制の継続を最大の命題にし

て、「革命より敗戦がまし」。ソ連の参戦を見てポツダム宣言受諾を決めた。 

 

「本土決戦」のために、陸軍が二つに分かれて独自に動き始めようとしたこ

と自体が、天皇らにとっては、「天皇の軍隊」に統制が利かなくなる「革命」

だった。 

また、「革命の代表」ソ連が、抑え込んだ共産主義者などに火をつけるおそ

れがあった。 

 

2017 年からロングランしているアニメ「この世界の片隅に」では、呉市へ

の空襲で、手を引いていた幼い姪と自分の利き腕を失った主人公すずちゃん

は、1945 年 8 月 15 日、「降伏」や「敗戦」という言葉を一切使わない終戦詔

書、「玉音放送」で天皇の肉声を生まれて初めて聞いた。 

その直後に、彼女はひとりで心の底から叫ぶ。 

「最後のひとりまで戦うんじゃなかったんかね？ うちはこんなん納得でき

ん！！！」 

いいかえれば、「各人が自らの命をかけても護るべきものを見出し、そのた

めに戦うと自主的に決める機会、あるいは個人が自己の命をかけても戦わない

と自主的に決意する機会」 

天皇の「お家大事の敗戦決定」は、その機会を奪った。 

 

そして、敗戦後、天皇と統治機関の集団は、労働運動、農民運動が「戦後革

命期」に立ち上がる前の数か月間のうちに、素早く動いた。 

 

「欧米資本主義のまねっここざる」から「アメリカのこばんざめ」へ。 

 

一方、1945 年 12 月、敗戦後初の日本共産党大会では、神田共立講堂に天

井まですし詰めの聴衆の前で、成年皇族全員を含む 1300 人の戦犯リストが読

みあげられ、その最後に、「天皇裕仁」が付け加えられると、「聴衆は、歓呼

し、怒号し、足を踏み鳴らした。」 

しかし、天皇裕仁は、アメリカの国益のためにマッカーサーから「天皇は戦

争犯罪について無罪であり、被害者である」とされた。 

そして、天皇裕仁が、1946 年 3 月から、米兵に付き添われて、初めて民衆

の前に立つ「天皇巡幸」を始めると、「虚脱感」から抜け出すべく、民衆は歓

呼で迎えた。 
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広島では、「原爆ドーム」の前を埋め尽くす 2 万人の民衆が歓声をあげて、

天皇裕仁に手を振りちぎった。 

 

「敗戦」を「終戦」と言い換えて、「天皇と国民一体」で「戦争の被害者」

として、「日本だけの平和と繁栄」に向けて出発する瞬間だった。 

 

そして、「戦後革命期」、たちあがった労働運動、農民運動が追い詰められた

天皇裕仁は、天皇制と天皇家の存続と引き換えに、率先して、アメリカに再軍

備と戦犯の復活を求め、沖縄を差し出し、今や、「原発村」を一部分として年

間経済規模 530 兆円になる巨大な利権の塊、「日米安保村」を起動した。 

 

自らの侵略と戦争の責任については、1975 年、敗戦後、ただ一回だけの公

式記者会見で、以下のとおり、はぐらかして終わりにした。 

「原子爆弾が投下されたことは遺憾だが、戦争中のことでやむをえない。」 

「（責任？）そのような文学的なあやのようなことはよくわかりません。」 

死の直前、「A 級戦犯の靖国合祀は不快」（富田メモ）と語ったのも、「責任

はＡ級戦犯のみ」のストーリーを堅持したものだった。 

 

天皇自身がアメリカの代理人となって、敗戦後のアメリカと天皇の新たな

「国体」？が作られた。 

そのもとで、朝鮮人は「帝国臣民」から「在日」にされ、日韓条約・合意

は、ことごとく、わずかの金だけで締結された。 

 

そして、昭和天皇裕仁が起動した「日米安保村」の根拠「冷戦のための日米

安全保障条約」は、ソ連と東欧圏が崩壊し、平成天皇明仁が就任した 1990 年

代以降、その存在意義を失った。 

それにも関わらず、安保条約と「日米安保村」は、アメリカの「軍産複合

体」と日本の資本の利益のために存在し続けている。 

敗戦前の地主・資本家体制と同様に、天皇は、それを維持する要となってい

る。年間 300 億円の皇室経費は、そういう「日本国のまとまり」のお代？ 

 

―天皇は気持ち悪い？サブカル？アナクロ？嘲りの象徴？ 

 

 今、侵略と戦争を忘れた天皇をどうとらえるか？ 

 

「象徴」という名の「国民の親」？ 
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「国民の心のハイマート（ふるさと）」（元宮内庁長官の言）？ 

 そして、 

「今の天皇は昭和天皇とはちがう」？ 

「平和を祈ってくれて癒される」？ 

「アベの暴走を止めてくれそう」？ 

「悪いことしない」？ 

「いい人だ」？ 

「何も関心ない」？ 

「空気みたい」？ 

 

 たしかに、平成天皇明仁夫婦は「アベ批判」のようなことを言ったりする。 

しかし、それをアベが聞くわけでもなく、政府批判の「ガス抜き」にしかな

っていない。 

 

2016 年 8 月 8 日、天皇明仁は「生前退位したい」というビデオメッセージ

を発した。その意向をいきなり国民へ直接表明した政治的発言で憲法違反。 

8 日という日は広島と長崎原爆の日の間、父親が敗戦を認めた時間の直前。 

それは明仁個人として「平和と繁栄のために自分はこれ以上どうしたらいい

んだ」という「生身であることの悲鳴」に聞こえる。 

一方、メディアには大規模に敬語があふれ、アベがすかさず制定した「退位

特例法」は、日本の法体系上、初の敬語が散りばめられた法律。 

 

。。個人の思いがどうあれ、天皇制が醸し出すものは気持ち悪い。（60 代女

性） 

。。私たち団塊ジュニアの多くにとっては、天皇はサブカル。サザエさんと

同じレベルの、幻想の日本を演じるアナクロなマンガ。（40 代男性） 

 

そして、「日本だけの平和と繁栄」を支えた朝鮮戦争、ベトナム戦争の特

需、東南アジアやバングラデシュで低賃金・長時間労働で生産される衣料品等

の享受、等、第二次大戦後も続く「アジア侵略」 

我々にある「民族差別、ナショナリズム」 

我々にある「家族・血統が大事、女性蔑視等の差別感・権威主義」。 

その結果は、非正規化、格差拡大。 

いよいよ大手を振るパワハラ、セクハラ。 

 

明治以来、それらを司ってきた天皇制をどうとらえるか？ 
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「国民のまとまりは私が作る。君たちの尊厳を私が守る。」と天皇に暗に言わ

れたままでいいのか？ 

 今、「まとまり」も「尊厳」も虚構で、「差別」だけが増えているのに。 

 我々は「自分たちのことは自分たちで決めたい」のではないのか？ 

 しかし、「君たちは自分で自分の尊厳を守ることはできないだろう」と無言

で優しく天皇に嘲られているのでないのか？ 

 

 ―「我々は侮辱のなかに生きている」 

 

2012 年 7 月 16 日、代々木公園の「さよなら原発 1000 万人アクション」の

集会とデモに 17 万人が集まったとき、呼びかけ人の一人、大江健三郎は、作

家中野重治の短編小説「春さきの風」から引用して上記のように言った。 

 

「3 月 15 日につかまった人々のなかに一人の赤ん坊がいた。」に始まる「春

さきの風」は、治安維持法に基づく 1928 年 3 月 15 日の数千人に及ぶ大検挙

の情景のひとつを描いている。 

 

生後 8 か月の赤ん坊は逮捕された父親、母親とともに留置場に入れられる。 

霜柱の立つ寒い朝で、赤ん坊は留置場についた時から冷えていた。母親が取

り調べから帰ってくると、赤ん坊は泣きもせず、熱があり、呼吸も荒かった。

医者を頼んだが、なかなか呼んでもらえず、医者が来たのは翌朝の明け方。 

その時には、薬も吐き出し「じりじり冷えていく冷え方は全く手がつかなか

った。」昼過ぎに赤ん坊は死んだ。医者は「頭へ血がのぼった」、「消化不良」

などと言ったが母親は腹も立たなかった。 

 

それより「いま母親の思っていたことは、生から死へ移っていった我が子を

国法の外に支えることだった。」 

 

やっと葬式だけは済ませたが、引き続き留置されたままの父親に、ひとり家

に帰った母親が手紙を書き始める。小説の最後である。 

 

。。強い風が吹いてそれが部屋のなかまで吹き込んだ。 

。。もはや春かぜだった。 

。。それは連日連夜大東京の空へ砂と煤煙を捲きあげた。 

。。風の音のなかで母親は死んだ赤ん坊のことを考えた。 
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。。それはケシ粒のように小さく見えた。 

。。母親は最後の行を書いた。 

。。「わたしらは侮辱のなかに生きています。」 

。。それから母親は眠った。 

 

集会で、この最後の部分を朗読した後、大江健三郎は言った。 

「なによりこの母親の言葉が私を打つのは、原発大事故のなお続く中で、原

発を再稼働させた政府に、さらに再稼働を広げていこうとする政府に、私はい

ま自分らが侮辱されていると感じるからです。 

“私らは侮辱のなかに生きています。” 

いま、まさにその思いをいだいて私らはここに集まっています。 

私ら 10 数万人は、このまま侮辱のなかに生きてゆくのか？ 

あるいはもっと悪く、このまま次の原発事故で侮辱のなかに殺されるのか？ 

そういうことがあってはならない。 

そういう体制は打ち破らなければならない。 

私らは政府のもくろみを打倒さねばなりません。 

それは確実に打倒しうるし、私らは原発体制の恐怖と侮辱のそとに出て、自

由に生きていくことができるはずです。」 

 

たしかに、3.11 直後、近隣の若者がつぶやいた。 

「何だ、こんな、どうしようもない国だったのか」 

原発事故で明らかになった事態の全体が我々の尊厳への侮辱である。 

  

 ―社会という瓶の蓋―「侵略と侮辱の天皇」と労働の尊厳 

 

そして、「父親、昭和天皇は、平和主義者だった」と言い、原発自体には何

も言わないで被災地詣でを繰り返し、「頭が下がる」「涙が出た」という民衆の

言葉を報道させるのが天皇である。 

 

 何もしない「高み」の者に声をかけられ、「公（おおやけ）」に認められ、

「低くはない」「より低い者よりはまし」と癒される、そして涙する。 

 「癒される」？ それは日本人としての一体感というイリュージョン？ 

 そして、ごく普通の人が自発的に日章旗を打ち振るスポーツ。 

 ごく普通の人が素朴に叫ぶ「ヘイトスピーチ」。 

 

そうさせる天皇は、我々の「尊厳」を侮辱していないか？ 
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大江の言う「政府の民衆への侮辱」は、もともと天皇制から来ている。 

伊藤博文の「民衆の妄議（≒デモクラシー）には決して任せられないから天

皇を機軸にする。」それは、地主と資本家を発展させるためだった。 

 

引き続きアジアを侵略し民衆を侮辱する天皇が「侵略と侮辱の天皇」。 

 

だとすれば、求められることは、我々が、今奪われている「人間的尊厳」、

特に世界に共通する「労働の尊厳」を天皇制に対置して、それを労働組合など

自分たちの共同で、アジア民衆との国際連帯で、取り戻すことではないか？ 

 

自分たちのことを自分たちで決めるために。 

 

「労働の尊厳」を奪われ、侮辱されたまま黙っていると、 

他人の労働の尊厳への想像力も失う。 

それが差別と排除と侵略を生む。 

 

今の 20 代を筆頭に「投票に行かず政治にも天皇にも関心がない」と言われ

る青年のなかにも、農業やパン屋や手作りグッズの店など、尊厳のある自分の

生活と労働を新たな協働で創ろうとする人たちが多くいる。 

彼らは人の尊厳を侮辱しないと思う。 

彼らは、歴史に学んでいると思う。 

しかし、いつでも、どこからでも火がつく「一体感」、「ヘイト」に吹っ飛ば

されないか。 

 

2020 年、福島に蓋をし、アスリートを殺すオリンピック開会式の「復興を

祝う」天皇挨拶を黙って聞くのか。 

 

そういう社会という瓶の「蓋」である天皇制をなくすことではないか？ 

矛盾や問題について思考停止させる「蓋」を。 

それが、再び「侵略と戦争の天皇」になる前に。 

原発も米軍基地もなくすために。 

 

天皇裕仁が世界で見たモノ 

 

 1921 年、朝日平吾に「テロ」を捧げられた日に帰国した皇太子裕
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仁は、病気がちの大正天皇の摂政になるべく、英国王室の受け入れ

で欧州を視察した。 

 

 欧州は、君主制が革命に揺さぶられていた。 

1917 年 10 月「無血」と言えるレーニンらのロシア革命で、英国

王室とも縁の深いロマノフ王朝最後の皇帝ニコライ 2 世は、ウラル

地方の一軒家に移され生活していたが、皇帝専制下の時からロシア

国内に駐在していたチェコ軍が反革命の白軍として決起し皇帝奪還

を図ってきたために、1918 年 7 月 17 日処刑された。 

ドイツ皇帝ヴイルヘルム 2 世は、1918 年 11 月、ドイル革命勃発

とともに 10 日、財産を何両もの貨車に満載（！）してオランダに亡

命した。 

 

 一方、イギリス国内でも労働者階級の叛乱が始まっていた。 

 資本主義の「母国」イギリスの労働者の闘いの歴史は長く、19 世

紀末には、実質的に労働組合は資本との交渉権は確保していたが、

20 世紀にはいり、1910 年、全国で労働者のストライキが勃発。 

バーミンガムの工業地帯で、鎖工場の女性労働者が、最低賃金と

10 時間労働制を求めて 2 か月のストライキの末、勝利。11 月に

は、南ウエールズの炭鉱労働者のストライキが英国軍との闘いに発

展。 

さらに、同月、「サフラジェット（参政権ゲット！）」という爆弾

闘争も行った武闘派女性参政権運動の女性労働者たちが、ロンドン

の国会議事堂前で警察と血みどろの衝突。 

1911 年には、これをなだめるために、肉体労働者と年収 160 ポン

ド未満の者に疾病と失業の保険を提供する国民保健法が成立。これ

には、当時、労働者のなかで最も大きな割合を占めていた若い女性

の「召使」たちも含まれ、工場労働者との連帯の契機となる。 

 そして、「サフラジェット」の運動は、労働運動と連帯して、

1918 年、21 歳を超えた男性とともに、「30 歳以上の持ち家納税

者」という制限付きながら、ソ連に続いて、女性に参政権を与える

普通選挙法を勝ち取る。 

 

/サフラジェット―映画「未来を花束にして」/ 

平塚らいてうらの運動にも大きな影響を与えた「サフラジェット」の運動

は、2017 年に日本でも公開されたイギリス映画「未来を花束にして」に描か
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れている。 

 

 第一次大戦をはさんで、イギリスでは、女性も労働組合に加入す

るようになり、1914 年には 43 万 7 千人だった女性組合員は、1920

年には 100 万人を突破し、男性組合員も、1914 年の 370 万 8 千人

から、1920 年、約 2 倍の 700 万人になる。 

 

 皇太子裕仁がイギリスに行ったのはこのころだった。 

 これらの見聞が、1930 年代以降、裕仁の「革命より戦争、革命よ

り敗戦」という素地を作った。 

 

 /1926 年イギリスゼネスト「自分達のために闘う者は自分達しかいない」/ 

そして、大戦後から続く、大失業に対する労働者の引き続く闘いを経て、裕

仁が天皇になる 1926 年は、イギリス労働者階級が、自ら本格的な階級闘争に

立ち上がる節目になり、今でも労働者が誇りをもって語るゼネストである。 

 きっかけは、1924 年 11 月、政権に戻ったチャーチルが財務大臣として、

「大英帝国の栄光」を取り戻すために通貨ポンドの価値をあげようとして、第

一次大戦で欧米資本主義が軒並み離脱していた金本位制を元に戻したこと。 

 輸出品の価格が大幅に値上がりし資本は賃下げを決行。労働党も労働組合会

議（TUC）の指導部も一貫して消極的だったが、第一次大戦後からの一貫し

た賃下げに闘ってきた炭鉱労働者を中心に 1926 年 5 月 4 日、ゼネスト突入。

人口の 4％といわれる 150 万から 300 万人の労働者が参加。 

 「国中の港、駅、都市の中心部に不気味な静寂。空っぽの売店の新聞棚。や

んだ造船所のドリルの音や汽笛の音。」と言われるなか、政府とラジオの呼び

かけで、多数の上中流階級の若者がスト破りに参加し全面的な階級闘争の様相

をみせた。 

1920 年に成立していた緊急事態権限法が発令され、7 日から軍隊を導入さ

れ、12 日に労働組合会議が降伏宣言。 

大敗北のように見えた。しかし、この敗北は未来の種をまいた。 

 スト突入数日で、労働者は「自分たちに指導者はいない。このストは、

我々、普通の労働者と権力との闘いだ。法律は、そういう労働者を守るもので

はない」と気づいた。そして、「自分たちのために闘う者は自分たちしかいな

い」と悟る。 

 

＊河原宏「日本人の戦争―古典と死生の間で」、ブレイディみかこ「労働者

階級の叛乱―地べたから見た英国 EU 離脱」、セリーナ・トッド「ザ・ピープ
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ル―イギリス労働者階級の盛衰」、内田博文「治安維持法と共謀罪」、中澤俊輔

「治安維持法―なぜ政党政治は“悪法“を生んだか」、孫英建「特高と國體の

下で―離散、特高警察、そして内戦」、白井聡「永続敗戦論」、伊藤晃「“国民

の天皇”論の系譜―象徴天皇制への道」、堀内哲編「天皇制と共和制の狭間で

―30 代～90 代のエンペラー論」、吉田祐二「天皇財閥―皇室による経済支配

の構造」、こうの史代「この世界の片隅に」、マーク・ケイン「ニッポン日

記」、渡辺謙一「映画”天皇と軍隊“シナリオ」、笠井潔「8.15 と 3.11－戦後

史の死角」 

 

（４）「戦後革命期」の原点―1920年代後半の労働運動・農民運動 

 

「フォーディズム」「新たな労務管理」との闘い 

 

日本の資本は、治安維持法という「天皇を表座敷に引っ張り出し

た舞台」を整えたうえで、世界資本主義の新たな段階への適合をは

かろうとする。 

1920 年前後の大争議を国家の暴力で、とにかくも圧殺した後、そ

れまで競争力を維持した「低賃金と長時間労働」だけでは明らかに

時代遅れだと、世界資本主義の新たな段階「フォーディズム」に取

り組む。 

 また、それに沿いながら、日本的経営と言われる終身雇用制度に

もつながる「新たな労務管理」に取り組む。 

この時期から、普通選挙実現など「大正デモクラシー」にも触れ

た大卒の社員が資本側に入ってきたが、労務担当の彼らは、「工員も

同じ人間。状態が悪ければ救わなければ」と考えた。 

彼らは、積極的に工員たちと対話するために「労働組合に相談す

る前に仕事の悩みを相談できる」工場の現場の委員会を設置。これ

を会社組合に発展させる。 

その上で、天皇制を当然とする彼らは、生産方式の変化に伴い従

来の「渡り職人型熟練工」から代わりつつあった労働者に「我々

は、天皇のために、その国家のなかで、一番大事な生産をする者」

という労使一体の思想を盛んに宣伝する。 

 

 労働組合法もないなかで、1920 年代後半の労働運動は、資本が確

立しようとする「フォーディズム」、「日本型労務管理」と労働者と

の真っ向からの闘いだった。 
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 /労働組合法をつくらせなかった「天皇を活用した労務管理」の形成/ 

 労働組合法は、1925 年と 1930 年の 2 回、法案がつくられるが、いずれも

廃案になる。成立を阻止したのは、「企業が新たな労務管理行うので、対立を

あからさまにするような法はいらない」という資本の意志だった。 

それは、天皇を活用したもので、第二次大戦後の天皇制と「労使協調」の原

点ともなる。 

 労使の代表の協議機関「工場の現場の委員会（工場委員会）」は、もともと

アメリカの資本が労組を追い出すために考案。 

それを 1920 年代当初の労働運動の高揚が国家の暴力でやっと抑え込まれた

すきに「会社組合」と呼んで日本の資本は導入。 

三井鉱山の共愛会、北海道炭鉱汽船の一心会、住友伸銅所の親友会、古河鉱

業の鉱職夫組合などが有名。 

 協議機関といっても、「露骨な労使対立になる賃金など労働条件よりも、広

く労使協力による福利厚生や効率向上を話し合う場」（住友・親友会の三村起

一：1914 年東大卒）。そのために職場懇談会も盛んに開かれた。 

 しかし、企業内福利は単なる温情を越えたもの。「安定した家庭人はよき労

働者。借金問題の解決や購買組合での消費生活改善、各種講演会などでの生活

態度改善に労使協力して取り組んだ。」（三井炭鉱・共愛会の深川正夫：1913

年東大卒） 

また、「労働者の生活と道徳の基礎は“忠孝・敬神崇祖”。聖徳太子の和の精

神。」（同深川正夫）であり、「天皇教」甘粕が「国と家が結びついたのが“国

家”であり、天皇を頂く日本ほどふさわしい国家はない」と言ったように、

「会社は家族」主義は、社会的には天皇国家に結びつく。 

社会のなかでみると、会社は強欲な資本家がもうけをむさぼる場ではなく、

「労使が一緒になって、天皇国家で最も大事な生産をしている公的な場」（資

本家団体工業倶楽部の林葵未夫：1905 年早大卒）となる。 

「大正デモクラシー」を学んだ大卒労務担当者たちは、「神がかりの天皇」

に守られるということではなく、自分たちが工場の現場でつくった会社組合を

定着させて、労働運動を抑えるための“天皇の新たな働き”をつくった。 

 そして、この「新たな労務管理」は、正社員を大事にする「終身雇用制」な

どにつながり、第二次大戦後の「労使協調」の原点となる。 

 それとともに、「家族と和」が、第二次大戦後の「神から象徴」になる天皇

のイメージとなり、被災地などを視察した際に「癒され、涙する」ことにな

る。 

 そして、2018 年、安倍政権が「明治維新・天皇・改憲キャンペーン」とと
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もに取り組んでいる「働き方改革」は、第二次大戦後、戦後革命期に労働者が

労働組合法を勝ち取って以来初めて、「労働組合をなくして正社員に手を付け

る」労働法改悪である。 

 

しかし、労働者の闘いは、1925 年から 3 年間の短い期間しかなか

ったものの、1920 年前後の労働運動が見せた原点を引き継いだ日本

労働組合評議会運動を中心として、第二次大戦後の「戦後革命期」、

そして現代に忘れてはならない貴重な教訓を残した。 

 

総同盟の右旋回と日本労働組合評議会の結成 

 

 政府は、1922 年に設立された「秘密結社」共産党をさぐりあて

て、1923 年 6 月、党員多数を逮捕する。また、9 月の関東大震災で

は、朝鮮人、大杉栄の虐殺に加え、友愛会出身の平沢計七、朝鮮人

とともに活動していた南葛労働組合の河合義虎ほか組合員 7 人計 9

人が亀戸警察署で虐殺される。そして、1924 年春には、共産党は一

旦解散する。 

 これを見た鈴木文治、松岡留吉、西尾末広などの従来からの総同

盟中央幹部は、総同盟は「大衆の要求に立脚して闘う組合」になっ

たはずだったが、多くの総同盟組合員が逮捕されたことで、「自分た

ちにも累がおよぶ」と脅えた。 

 また、彼らにとって、熟練工ではなく「フォーディズム」で生み

出される新たな労働者たちは未知であると同時に、資本の「新たな

労務管理」がめざす「労使協調」は本来、彼らの路線でもあった。 

 この機に政府は、普通選挙法に加えて、治安警察法 17 条（スト禁

止）廃止、官選だった ILO（国際労働機構）の労働代表の民選化な

どのアメをしゃぶらせた。 

これを絶好の機会として、中央幹部は右旋回をはじめ、同時に施

行される治安維持法にも、総同盟内の反対を押し切って「現実主義

に立脚する以上、同法は着実な組合運動に必要な法律」だとして法

案通過に協力した。 

 

 日本労働総同盟内では、「右旋回」を止める闘いが続いた。 

しかし、ついに、1925 年 5 月、「労働組合を争議の一時的機関の

終わらせずに、労働者の日常工場生活を中心問題とし、組合の活動

を少数幹部の手から一般組合員の手に取り戻し、不断に闘争してい
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く」と掲げた日本労働組合評議会（略称：評議会）が、総同盟から

分裂し、共産主義グループに指導される労働組合として結成され

た。 

 当時、460 万人ほどの労働者のなかで、工場労働者 200 万人。そ

のうち、総同盟は 1 万 3 千人、評議会には、ほぼ同数の 1 万 2 千

500 人が結集、翌 1926 年 1 月には、3 万 1 千 500 人に増加。 

 

 /宮沢賢治「オッベルと象」/ 

このころ、宮沢賢治は、白象を労働者としてこき使う資本家オッベルを「議

長」の象を始め仲間たちが打倒する童話「オッベルと象」を彼の作品のなかで

は、生前唯一発表する（雑誌「月曜」創刊号 1926 年 1 月）。 

 

1920 年代後半の日本の 3 大争議 

 

そうしたなかで、総同盟と評議会分裂後すぐに、「血塗られた

1920 年代」を強いられている世界の労働運動が注目した大争議がお

こる。 

以下に見る 1926 年 1 月から 3 か月にわたり多彩な闘争をつづけ

た東京小石川の共同印刷争議をはじめとして、5 月から 4 か月にわ

たり浜松市全体が内乱のようになった浜松日本楽器（ヤマハ）争

議。 

これらは評議会傘下の争議であるが、もうひとつ総同盟傘下で

も、千葉の野田市全域を揺るがせた大争議があった。 

それは、右派らしく、長引く争議にやまれず、争議団が即位した

ばかりの昭和天皇へ直訴を試み、総同盟幹部が「謝罪文」を公表す

るという結末になるが、総同盟唯一といわれる大争議として、９月

から翌年 4 月まで半年にわたる野田醤油（キッコーマン）争議であ

る。 

いずれも「敗北」であるものの、労働者の力をみせた。 

 

青年たちが支えた「太陽のない街」―共同印刷争議 

 

 1926 年 1 月に始まる争議を支えたのは、女性も多い青年たちだっ

た。彼らはどうして闘うことになったか。 

 

1925 年春、博文館から同業者を吸収して共同印刷になったが、博
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文館当時、1924 年 7 月、会社が導入しようとした請負制を熟練工中

心に撤廃させたことを契機に、これを好感して 1,800 人の従業員ほ

ぼ全員が加入する企業内組合 HP クラブ（博文館プリンティング）

が立ち上がった。 

 この組合は、総ルビ付きの機関紙発行、共済制度や消費組合の運

営、そのほか、政治経済・裁縫・習字・料理・英語の講習会開催な

どに取り組んだ。 

これらは、博文館に植字工で入り執行委員長でもあった徳永直が

争議後に発表した小説「太陽のない街」に描いているように、東京

小石川の植物園と会社に挟まれた千川というどぶ川の流れる清水谷

低地に建てられた１千軒の陽のあたらない不衛生な“トンネル長

屋”で暮らす労働者たちの要求に合っていた。 

 

/“エキストライキ”の映画「太陽のない街」/ 

「太陽のない街」は、1954 年に労組の応援で独立プロにより映画化。今の

駒沢公園に 7 千坪におよぶ「トンネル長屋」の大セットを再現。資金不足で日

当・弁当代が払われないエキストラのおこしたストライキ（“エキストライ

キ”と呼ばれた）とも団体交渉しながら製作したが、主演日高澄子などが熱演

する女性労働者を中心に青年たちの清新な活躍を描いている。 

1958 年に没する原作者徳永直にも好評だった。彼はあらためて「これは、

軍閥と資本家が戦争へ道を開くためのまことに用意周到な挑戦だった。この大

争議を皮切りに日本労働者に一斉攻撃をかけた。」とコメントしている。 

 

 1924 年の争議を応援して活躍した評議会傘下の関東印刷労働組合

が、この HP クラブに働きかけ、多くの青年が共鳴して、1925 年 8

月には、両者が合同して産業別の「関東出版労働組合」になる。 

 ここでの推進力は、10 か月の運動のなかで育った共同印刷の青年

活動家だった。 

徳永直も機関紙で「ボス中心でなく、一人一役、みんなの教育、

青年闘士の養成が必要」と書いたが、「各専門部の報告や会議には、

そこに集合している全員が参加できる」組合本部の会合には毎夜多

くの青年たちが集まった。 

 彼らは、他の印刷労組の応援にも、どこでも、日中でも出かけ、

1925 年末の最低賃金制を要求した印刷 11 社争議の勝利に貢献し

た。 

「彼らは、労働組合の活動で自由の感情を発散する機会を得た。俗



60 

 

世間と違う新しい世界が示された。自分の行動で他との連帯が感じ

られ自分の価値と能力を発見する可能性があった。労働運動は人間

解放の場と感じられた。」 

 少年工や女性労働者にも、それまでの立ち作業が腰かけ作業にな

り、成績表制度が廃止されるなど、組合の力でなされた「改善」

が、組合への信頼を育てて、争議での見落とせない戦闘力になる。 

 

 そして、1926 年、年明け早々、博文館創業者の 2 代目、後に「出

版界の王者」と言われ日本工業倶楽部会長になる大橋新太郎が社長

になるとただちに 250 人の従業員の出勤日数を 3 割から 5 割削減す

ると通告。強大化した組合を壊滅させるという挑戦だった。 

 組合は、評議会本部の慎重姿勢にかかわらず、1 月 20 日スト決

定。会社は工場をロックアウト、警官、消防団、暴力団などを構内

に入れて従業員を締め出し。これに対して、評議会も指導して、全

組合員が争議団を整然と結成。 

 大会と執行機関のある争議団本部のもとに各職場ごとの班六つと

詰所、警備班などの行動班 12。宣伝と資金づくりの行商隊も 10

隊。出版に多い女性組合員や少年工の結束も固く行動的だった。 

 各班詰所では、毎朝出欠調査をし、日中、各種情勢の報告、応援

者の演説、討論、歌、隠し芸披露など続け、夕方散会前には、翌日

の行動割り振り。東大学生による研究会や、日本プロレタリア文芸

聯盟演劇部による移動劇団「トランク劇場」も活躍。 

 本部とは別に弾圧のなか考案された「秘密アジト」も設置。評議

会幹部も入って争議に耐え抜いていくのに効果を発揮した。青年た

ちは、当初から、この「アジト」に属する特別行動隊にも組織さ

れ、闘争の先頭にたった。 

 争議は、一旦、解決しかけたものの、資本が反古にして、30 人の

解雇を宣言。スト再開となり、資本側による工場放火、それを口実

にした大量検挙などありながら、結局 58 日間闘い、200 名の復職と

解雇手当の増額以外は、1,200 名の解雇者を出して終わる。 

 

 徳永直の言うように「資本の用意周到な挑戦」で、結果は惨敗な

がら争議団は長期の闘争によく耐えた。その中心を担った青年たち

は、敗北にめげずにその後も闘い続けるとともに、彼らが支えた争

議自体が、労働運動全体を鼓舞し大きな影響を与えた。 
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「フォーディズム」との闘いの実験場―芝浦製作所鶴見分会 

 

 アメリカ GE 社と提携し、1925 年夏、鶴見に敷地 10 万坪を越え

る世界水準の大工場を建設した芝浦製作所（東芝）と評議会鶴見分

会は、「フォーディズム」をめぐる資本と労働運動の実験場だった。 

 

 1925 年 11 月に資本が提示した「工人規定」では、①賃金はすべ

て実働時間に対して時給で支払い、休憩時間には支払わない、②そ

のためにタイムレコーダーを置き管理する、③一方、「標準時間」内

で完了した者には割増給を支払う。であった。 

 工場新設の際の争議で一旦従来の労働組合は解散したが、1926 年

3 月、組合員数 700 人で結成された評議会関東金属鶴見分会は、翌

1927 年春には、工場全員 1300 人を組織した。 

 同分会は、新しい「工人規定」に集中した活発な日常闘争を行っ

た。 

資本が時間を支配しようとするのに対して、分会は、その労働へ

の評価である賃金査定の基準を問い、その決定に介入しようとし

た。 

そのため、日常的に「標準時間」より早く完了しないように全員

での協働を続けた。このために、毎月の職場会議を中心に管理者で

ある組長層と協議し、場合によって「つるし上げ」を行い継続し

た。 

 

この中心も、新たに流入を続ける青年労働者だった。 

もちろん資本は、古参の「腕自慢」の労働者に代えて、研修など

を餌に彼らを取り込むことを狙ったおり、「技術革新の時代にふさわ

しい科学への欲求」が強い彼らは、1300 人のうち 600 人が会社のす

すめる外部研修にも通っていた。 

しかし、同時にそれは、「労働者の惨めな立場をどう考えるかとい

う人間としての自覚」と結びついており、評議会の労働学校などで

青年の活動家が広がっていった。彼らにとって「昨日の自分」であ

るより若い臨時工も変わりなく組合員であった。 

 

 /全日本無産青年同盟結成/ 

評議会は、青年が個々の職場で活動の中心になるだけでなく、労働運動全体

の推進力になることを期待した。それに答えて、青年たちは、1926 年、全日
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本無産青年同盟を結成。 

全国水平社の若者たちが、労働運動との連帯を目指して、1925 年 9 月結成

した全国水平社の無産同盟もその有力な一角を占めた。全国 5 千人ほどの規模

になったが、彼らは、一層の職場の闘いの活性化の中心になるとともに、他争

議の応援や街頭行動の中心になった。 

 

 1927 年 8 月 21 日、設備工作係の 1 労働者が作業中負傷した。 

家族にもすぐ連絡しないなど、管理者側の対応の悪さに対する労

働者たちの抗議に取り合わないことから、翌日の残業命令を機に

1300 人全員が就業拒否。 

それを理由に 31 日、59 名の解雇が発表されたことから、9 月 1

日分会は、大会を開き、18 か条要求をもってストライキに全員が突

入。 

 18 か条要求は、日常闘争で積み上げてきた全員の意思だった。し

かし、資本は、ここで「工人規定」を実現しなければと、一切、要

求に応ぜず、9 月 5 日、警察を導入。 

この後、「3 週間で 1 年分の警備予算を使った」警察が通勤途上に

も立ち並んで工場を監獄化するなか、分会は、一旦、ストを解除し

たうえで、ビラまきや職場“茶話会”開催などの日常闘争を続け

た。 

10 月 19 日、再度スト決議。警察との乱闘や警官の抜刀事件など

を経て、11 月 20 日には資本が譲歩し、「フォーディズム」を貫徹で

きなかった。 

 

その後も続いた資本と分会の対峙を断ち切ったのは、翌 1928 年

春の初の治安維持法発動、3.15 共産党検挙事件。 

直接の検挙の名目は共産党員だったが、全国で検挙された数千人

のうち圧倒的多数は共産党員ではない革命的労働者。鶴見分会でも

中心活動家が軒並み検挙された。 

 

「人間の尊厳」確立の闘い―東京市従業員組合 

 

 一方、評議会とその周辺で、労働者は「人間の尊厳」を確立する

ために奮闘した。 

 

東京市では、1918 年からゴミ収集が市の 15 区で直営化され、
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1921 年からは、山の手地区での市営汲取り事業が開始されていた。 

これを市の清掃労働者が担当する一方、市の土木労働者の大半

は、専門職が担当する極一部のアスファルト舗装された道路を除い

て、雨風でぬかるみ埃の多い土の道路の保守・修復・散水を担当し

ていた。 

 

1924 年 5 月 20 日、東京市道路局の土木労働者が東京市従業員組

合（略称市従）を組合員 362 人で結成し、8 月には、清掃労働者が

加わり、26 年初頭には 1500 人に拡大。 

 

1926 年 1 月、市従は、16 項目要求をもって初の市を相手取った

交渉に立ち上がった。 

その要求は、従業員のだれもが長年もっていて、彼らの蓄積され

た不満と明治以来「下等社会」に置かれていた社会的地位の向上の

希望をあますところなく示している。 

 

/ふりがな機関誌の組合員投稿/ 

組合結成当初に創刊した組合機関誌「街頭」で、 

清掃人夫が言う。 

「傷をしても充分手当すらできないところは犬よりも劣っているようだ」 

道路工夫が言う。 

「安い給料、無茶苦茶な割増、病気、障害。工夫（こうふ）の生活は実に血

と涙の歴史だ。不幸と不満は一日の唯一の収穫だ」 

 

 要求は、市電労働者の賃金 2 円 50 銭に対して、その 7 割、1 円

90 銭でしかない賃金の 3 割値上げ。退職手当。そして「屋外労働

者」である道路・清掃労働者は工場法も健康保険法も適用外で、工

場法の 3 割でしかない障害時および同法の 2/3 でしかない死亡時保

障の増額。 

さらに、最も市従業員に特徴的な要求である作業服改良、「箱番」

の改善、そして、浴場の設置と続く。 

 当時、作業服は、股引・半纏と蓑・笠であり、道路保守の「箱

番」とは、「従業員がてんでに木のハシクレやトタンを拾い集めて組

み合わせたモノで休息所兼食堂」。そして、掃除・汲み取りをした

後、そのまま帰らされていた。 

 市従は、市民に 10 万枚のビラをまき、各支部は演説会を開いて訴
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えた。5 月、市の回答は、「作業服・詰所を改善する。浴場を設置す

る。退職・傷病手当にかかる特別給付規定も検討する」 

賃上げは認めなかったが、被服改善と浴場設置が特に喜ばれ、組

合員は 10 月までの間に 3 千人へ倍増した。 

 土木・清掃労働者の運動が「大正デモクラシー」を深化させた。 

 

/遊郭のストライキ/ 

このころ、遊郭でも、「人間の尊厳」を求めて、「逃走」の時期を経て、伊藤

野枝も批判した「大正デモクラシー」の中流婦人たちの「廃娼運動」とは別

に、芸妓・娼妓たちによるストライキが始まっていた。 

広島市西遊郭楼 1923 年 1 月）、広島市佐伯郡巳斐町（1923 年 4 月）、大阪

松島遊郭楼（1925 年 8 月）などでストライキがおこった。 

これらは、1921 年に締結されていた国際連盟の「婦人及び児童の売買禁止

条約」を 1925 年 10 月にようやく日本政府に批准させ、1926 年 5 月には警察

に遊郭の改善方針をださせたが、彼女らは闘い続け、ストライキのピークは

1930 年代になる。 

 

しかし、10 月末就任した元警視総監の新市長西久保は「団体を組

んで無謀な要求をする。片っ端から一人残らず片づけてしまえ」と

新聞に語ってはばからず、「組合絶滅」のために、12 月 24 日、500

人の解雇を発表する。3/4 が組合員である。 

1926 年 12 月 24 日に大正天皇は危篤で翌 25 日に死去する。これ

を知った上での解雇だった。 

争議を封じ込めるために、職業安定所とも打ち合わせして代替要

員を確保したうえで、天皇死去発表後ではまずいので解雇通知も 25

日午前 1 時までに電報で通知した。 

市従は、25 日争議団を結成し 26 日に初のストライキ宣言をした

が、「不敬」の一語で強力に圧迫され続け、28 日には、ストを収拾

し、解雇を認めざるをえなかった。 

 天皇の死を新聞が「社会の心痛」として書き立てるなかで、「500

人の労働者だって死んだんだぞ」という心情がうずまいた。 

「ありがたい存在であるはずの天皇が、労働者の死刑にあたる解

雇、そして、争議中に死んだ仲間の葬儀をやることも認めさせな

い」 

天皇が国家の上から直接、顔を出した瞬間だった。  
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/中野重治「むらぎも」、「雨の降る品川駅」に見る天皇と労働者/ 

秀逸なプロレタリア文学者中野重治が、「人の死ではない天皇の死」大正天

皇死去とその際の東京市従争議を踏まえて、労働者が反天皇を実感する瞬間を

描いている。 

 

 日本共産党員でもある中野は、治安維持法違反で逮捕され 1934 年に「転

向」しているが、「転向者のなかで最も真摯に」総括に取り組み、1935 年にそ

の成果といえる小説「村の家」を発表している。 

 「転向」の総括の最大のポイントは、天皇制国家の全体的な把握の不足。具

体的には、この後も見るように、共産党が打倒を掲げた天皇制が浸透している

民衆との距離。そういう民衆に対してどうしていいかわからなかったことであ

る。 

そして、第二次大戦後、日本共産党に復帰した中野の最重要の課題は、民衆

がいかに反天皇制の主体となっていくのか、だった。人々が労働と生活の現実

のなかで、天皇制をどう感じ、人々自身がどうそれを反天皇制という認識に高

めていくのか。 

 

 そのことで、日本共産党内でまさに政治闘争をして、宮本顕治などとともに

1955 年の共産党第六回全国協議会で一応勝利する直前の 1954 年に発表した

自伝的長編小説「むらぎも」が、労働者が天皇を実感する瞬間を描いている。 

中野が共産党内で提起したのは、天皇制にしてもプロレタリア文学にして

も、共産党が、ほんとの民衆の実感から出発しない問題だった。 

この小説は、中野が実際に東大新人会の学生として関わった共同印刷争議を

モデルとして、労働者の現場で労働者の生活に沿ってつかみ取ったと考えるみ

ずみずしい「原点」を争議の応援学生安吉の煩悶と成長を通じて描いた文学史

上でも傑作と言われる小説。 

そして、実際には 1926 年の前半だった共同印刷争議を敢えて 1926 年末の

大正天皇嘉仁死去、東京市従組合争議と同じ時期に設定して、天皇制の「確か

な何か」を描く。 

天皇のために「どんな集会も禁止されて、ある男の父親が死んで、その父親

は前から寝付いていたのだったが、親一人子一人の息子が争議団へ詰めきって

いたことと、争議解決の兆しがなかなか見えなくて、暮れの弁当、病人の世話

も行き届かなかったことからの死だったから、気持ちでは、直接の犠牲者と受

け取られて、葬式には、各班、代表を出して争議団として参加しようというこ

とになったのだったが、それさえ禁止されて、それは手ひどい侮辱だった。人

間として踏みつけにされたという思い」だった。 



66 

 

「労働者の動きを“不敬”の一語で静かに圧した。”静かに“―この”静か

に“は、わきから来てるだけの安吉にも、ガス臭のように、言ってみようのな

い凄惨として皮膚にじかにあたった。”くそっ！“と言うこともできず、手鼻

をかむことも誰にもできなかった。天皇のであるにしろ、人の死は悲しまれて

いいと安吉は思った。”しかし、これは人の死ではない。“と安吉は新聞を見て

思った。」 

新聞の隅記事。「昨夜の花柳界は、どこもかしこも日の消えたような有様だ

った。各待合などは、女将が電燈の下で猫の蚤を取っている。見番には用なし

猿が集まって時計の針が進むのを眺めながら欠伸ばかり。芸こ連は、これまた

からだを持て余し、気の軽いのが久しぶりで実家に帰る。気の重いものはゴロ

ゴロして鍋焼やお汁粉に浮き身をやつす。」 

「そういう、きゃあきゃあしたおしゃべりが、新聞記者の筆にのってはしゃ

いでまわっているという空気、それが争議団がわの空気と自然に対比されてく

る形であるということだけでそれは手ひどい侮辱だった。」 

 

実際、当時、20 歳そこそこで東京市従争議の中心幹部だった山我徳一は、

1928 年の 3.15 検挙の被告であり、「君主制はわれわれにとっては甚だ不都合

なむしろ迷惑なもので、民衆が真に幸福になり得るために当然これは廃止すべ

きものであります。」と陳述している。 

「人の死ではない」天皇の死。人として死ぬことを許されぬ天皇は人として

生きることも許されぬ。中野の天皇と天皇制への肉薄は、天皇制から天皇を解

放せよということだった。 

中野がともに闘った宮本顕治は党の実権を握った後、1964 年、東京オリン

ピックで「日本の戦後復興」が宣言された年に、中野を党から除名した。 

特にその後、天皇制と野合した共産党。治安維持法当時の幹部が「転向」し

て積極的に天皇主義者になったのに対して、「非転向で闘いぬいた」と言われ

る宮本顕治は、その思想的節操はともかくとして、「大衆的動向から共産党が

孤立した原因である天皇制との対決をさけて通ったにすぎない」のではない

か。 

しかし、大正天皇嘉仁は「生身として」病弱になったのであり、今、ビデオ

メッセージで「生身の悲鳴」をあげた天皇明仁がいる。 

 

加えて、中野重治は、朝鮮侵略の事実を持って天皇への激しい憎悪を歌って

いる。それは、1928 年 11 月昭和天皇裕仁即位式の際に日本を追われる朝鮮人

活動家へ向けて歌われた詩「雨の降る品川駅」（「改造」1929 年 4 月号）。 

「心震えるばかりのインターナショナリズム」である。 
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。。辛よ さようなら  

。。金よ さようなら 

。。君らは雨の降る品川駅から乗車する 

。。李よ さようなら 

。。も一人の李よ さようなら 

。。君らは君らの父母の国にかえる 

。。君らの国の川はさむい冬に凍る 

。。君らの叛逆する心はわかれの一瞬に凍る 

。。君らは雨にぬれて君らを追う日本天皇を思い出す 

。。君らは雨にぬれて 髭 眼 鏡 猫背の彼を思い出す 

。。行ってあのかたい 厚い なめらかな氷をたたきわれ 

。。ながく堰とめられていた水をほとばしらしめよ 

。。日本プロレタリアートのうしろ盾まえ盾 

。。さようなら 

。。報復の歓喜に泣きわらう日まで 

 

 （この詩は、雑誌「改造」に掲載された際には検閲による伏字だらけだった

が、1931 年にナップ編集部が編纂した「中野重治詩集」に全文収録。しかし

「同詩集」も製本中に警察が発行禁止にして押収。部員がとっさにとりのけた

1 冊だけが押収を免れた。） 

 

 スト収拾は、敗北であり、直後には組合員が 2/3 に減ったが、市

従は、専従を置いて宣伝活動に努めるなど再建に努め、半年後の

1927 年 7 月には 3115 人に復活させる。 

その後も、16 項目要求の原点を守りながら、幾多の苦闘を乗り越

えて、1940 年、産業報国会に吸収されるまで、1920 年代の組合と

して最も長く闘い続ける。 

 

自分たちの尊厳を自分たちで確立する「第一歩」だった評議会運動 

 

 日本労働組合評議会は、これらの闘いの上に、1926 年末から翌

1927 年 3 月まで、同年 1 月施行の健康保険法の保険料資本家全額負

担を求めて巻き起こった争議 68 件の大半を指導し、「5 法（失業手

当・最低賃金・8 時間労働制等）要求運動」として、8 月にはゼネス

ト組織を試みるなど労働者階級全体の運動を展開するが、1928 年 4
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月、解散させられる。 

 評議会運動は、労働運動への参加者も大きく増やしたが、当時、

内務省社会局の統計で工場労働者が 200 万人。そのうち、すべての

労組あわせて労働組合員は 10 万人、組織率は 5％というところだっ

た。 

 

しかし、その短い期間のうちに、これらの運動を通じて、「自分た

ちの尊厳を自分たちで確立する労働組合」を発見し、資本主義社会

変革の確信を労働者のあいだに生み出す第一歩に立っていた。 

それは、また、東京市従の「天皇危篤大量解雇」の時に見られた

ように労働者が天皇制国家を変革する先頭になる第一歩でもあっ

た。 

そして、3.15、4.16 共産党検挙で多数検挙された評議会運動の中

心であった青年労働者たちの平均年齢は、1926 年時点でみて、22.5

歳。1945 年でもまだ 40 歳になるばかりの若さ。 

その意味でも、「戦後革命期」の原点だった。 

 

 評議会の運動を滅ぼした最大の力は、1927 年山東出兵によりあら

ためて戦争にむかうなかで実施された 1928 年 3.15 検挙、同様に数

千人を検挙した 1929 年 4.16 検挙であり、第二次大戦後の高度成長

を支える資本の「日本型フォーディズム」の体制成立に不可欠だっ

た天皇制国家である。 

 一方、弾圧のなかで、評議会指導部が、以下のような再建され

た共産党の政治闘争中心の考え方と、「あらためて労働者の現実に密

着するべき」とする考え方との対立をかかえていた。 

このことも、評議会運動を滅した要因である。 

 

/コミンテルンの「27 年テーゼ」と日本共産党/ 

評議会の指導勢力であった日本共産党は、1923 年解散の後、再び、コミン

テルンの働きかけで、弾圧を逃れてソ連に亡命していた佐野学らによって、

1926 年に再建される。 

翌年、「ソ連を守ることが最優先」というスターリンが指導するコミンテル

ンは、日本共産党に「日本では、まず、天皇制廃止を中心にしたブルジョア民

主主義革命だ。これは社会主義革命に急速に転化するであろう。このブルジョ

ア民主主義革命をプロレタリアートが主導して推進する」という「1927 年テ

ーゼ」を指示する。 
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これは、もともと、レーニンが 1905 年の第一次ロシア革命のときに「ブル

ジョアよりもプロレタリアに民主的諸権利が、極度に有利で、無条件に必要だ

からこそ、民主主義革命もプロレタリアが徹底的に首尾一貫して担う」と言っ

たことの焼き直しだった。 

しかし、レーニンの死後、実権を握り、“目の上のたんこぶ”であるトロツ

キーを除名する直前だったスターリンにとっては、「皇帝を追い出したロシア

にとって天皇制打倒は当たり前」であることに加えて、日本の状況に寄り添う

よりも「ソ連にとって好戦的な日本をなくすために」という意図が強かった。 

佐野らは、「テーゼ」に“とまどった”。 

当時、彼らは、「天皇制は日本の革命の主なる敵」であるという直感はあっ

たが、民衆に天皇崇拝あるいは「とにかく天皇がいることは当たり前」という

意識が強いことも感じていた。 

また、「民主主義なんてブルジョアのものだろう。民衆のためには社会主義

革命だ」という意識も佐野らにはあり、レーニンの言う「プロレタリアの民主

主義」についてはあまり考えなかった。 

しかし、有効な反論もできず、ソ連という存在の権威の前に「とにかく、天

皇制打倒、民主的権利を勝ち取る政治闘争」を急ぐことになり、翌年 2 月第一

回普通選挙の時には、初めて公衆の前に姿をあらわして、天皇制打倒のビラを

まく。これが、翌月の治安維持法違反 3.15 検挙の直接のきっかけだった。 

ブルジョアが天皇制を盾にしていること、天皇と民衆の内面のかかわりなど

について慎重に検討することはなかった。 

また、亡命しているときにスターリンから教えられたように佐野らには、

「経済の危機が深まれば、民衆は天皇の問題も自ら克服するはずだ」という思

いもあったので、「教育勅語」の民衆への権威を打破する方策さえなかった。 

そして、かえって、労働者・民衆の現実から離れることにもなる。 

 

 ただし、労働者は、引き続き闘争を続け、世界大恐慌を経て、労

働運動の高揚は続く。 

 

「国体」の基礎をゆさぶる農民運動 

 

 植民地米が国内市場の 2 割を占めるほど著しく増え、米価が暴落

し農村が一層窮乏した。 

 米価は、米騒動の時の 1 石 45 円が、その後 1 石 30 円程度に下が

り、1920 年代前半その程度で推移したが、植民地米増加に従い急落

し、1931 年には 1 石 19 円と 4 割下落する。 
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その他の農産物の価格も同様に低落する一方、肥料、農機具、生

活品など農民の必需品である資本の工業製品の価格はそれほど下が

らなかった。 

そして、米価の急落は、日給 2 円の低賃金（後に見るように在日

朝鮮人労働者は日給 1 円）に抑えられていた都市の労働者が 5 人家

族で 1 日 1 升米を消費するとしても、1920 年に 1 升 30 銭が、1 升

19 銭となり、資本にとっては労働者を安く働かせるために歓迎だっ

た。 

しかし、世界恐慌になる前に農民の生活は一層窮乏していった。 

この間、農村人口の 5％である地主が全耕地の 5 割を所有して農

民に課していた高率な小作料は、高まる小作争議で、1920 年、反あ

たり 1.2 石（収穫の 60％）から 1930 年では 1.02 石（収穫の

51％）と 1 割低減する。 

しかし、反当り収量が 2 石程度で推移するなか、小作料は、引き

続き収穫の 5 割を超える水準。4 割低落した米価とも比べものにな

らなかった。 

それでも、1925 年、治安維持法で「国体、すなわち、天皇を頂点

とする地主の土地支配は神聖不可侵」と宣言した国家・地主に対し

て、農民は闘い続けた。 

 

 小作争議は、高額の小作料減免要求を中心に 1924 年、1,532 件だ

ったものが、1925 年、2,206 件、1926 年、2,751 件、参加小作人数

15 万 1,061 人に達し 1920 年代のピークになった。 

 そして、1926 年の日本農民組合（日農）の大会では、「農村無産

大衆を封建的、資本主義的隷属思想から独立せしめ、都市無産階級

と協力して新文化建設の完成を期す」と宣言。 

また、同時に創立された青年部は「農民運動の展開は、必然的に

プロレタリア解放運動である」と“労農同盟”を提唱し、日農は、

階級的立場を鮮明にする。 

 これを見て、労働運動とは逆に右派 2 万人が分裂するが、日農本

体は 6 万 7 千人と圧倒的多数を維持し、1927 年に、日農を取り巻く

小作人組合数も 36 万 5,332 人とピークに達する。 

1928 年 2 月、初の普通選挙で、治安維持法と闘った山本宣治（ヤ

マセン）を当選させる中心となったのも京都の日農組合員たちであ

る。 

日農は、3 月には、労働運動と同様に、3.15 共産党検挙で打撃を
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受けるものの、5 月、日農から、全国農民組合（全農）になり、共

産党系と社会民主主義系が合体した上で、農民運動で引き続き 7 割

を占める中心として、1930 年代も闘い続ける。 

 

この当時、小作争議件数の中心は、商品作物生産の多い西日本が

中心であったが、「千町歩地主」が５軒もいるなど有数の大地主地帯

として知られた新潟県でも大きな闘いが行われた。 

また、新潟では、それを支える農民組合への結集も強力だった。 

1927 年の農民組合員総数 34 万 7 千人は全国農家戸数約 550 万戸

に対しては 6.3％であったが、新潟県北蒲原郡、南蒲原郡の農民組合

加入率は 10 倍の 6 割以上になっていた。 

 

その北蒲原郡木崎村では、1922 年 11 月、川瀬新蔵らで小作組合

が結成され、小作料の 2 割減免を求めた。 

大字の区長選挙で小作側が勝ち、一部地主は要求に応じたが、県

地主協会会長でもある地主真島は小作料請求訴訟を起こし、小作組

合は、日農に加盟し、1923 年 11 月には、村内の各小作組合で木崎

村農民組合連合会を結成する。 

 引き続き、真島らは、小作農の耕地立入禁止の仮処分を請求。連

合会は上京し記者会見も行い、第二次大戦後、社会党委員長になる

浅沼稲次郎などの日農活動家とともに現地活動を強化するうちに全

国紙でも報道される。 

仮処分執行日に、先頭に立っていた青年が責任を感じて割腹を図

ろうとしたこともあり、裁判所の勧告により和解が成立する。 

 それにもかかわらず、真島らは、1924 年 5 月、再度訴訟を起こ

し、1926 年 4 月に地裁で地主勝訴判決。裁判闘争を続けつつ、農民

側は、「真島パン」を売って資金をつくる行商隊や婦人部の結成、こ

どもたちの無期限同盟休校で闘い続ける。 

そのこどもたちのために、米騒動で目覚め、川崎造船所争議では

伝令を務め、東大学生にしてジャーナリストだった大宅壮一なども

講師になった無産農民学校を日農支援で設置するなど、多彩な取り

組みで闘い続けたが、1930 年 7 月控訴審で、小作側が未納小作料を

支払う「和解」が成立。 

 しかし、この闘争をはじめとして、全国で取り組まれた農民の闘

いは、大半が日農（全農）に結集した攻勢的争議となり、そのうち

７割程度が小作料の２割前後の減免を獲得した。 
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「国体」の基礎をゆさぶる闘いだった。 

 

さらに、1928 年に成立した銀行法では、5 大銀行になった銀行が

窮迫した農民の土地を膨大に差し押さえ大銀行地主が誕生した。 

しかし、全国で小作争議は、世界恐慌、それに続く昭和恐慌を経

て、1930 年代も増加し続け農民は闘い続ける。 

まさに、国家が宣言した「国体」を掘り崩す闘いが続く。 

 

＊伊藤晃「日本労働組合評議会の研究―1920 年代労働運動の光芒」、「“国民

の天皇”論の系譜―象徴天皇制への道」、山家悠平「遊郭のストライキ―女性

たちの二十世紀・序説」、プチ労版「ロシア革命史」、網野義彦「歴史と出会

う」、渡部徹「日本労働組合運動史」、大河内一男「暗い谷間の労働運動―大

正・昭和（戦前）」（戦後東大総長。しきりに労使協調を称揚するが、「通説」

なので一部参照）、西田美昭「近代日本農民運動史」、稲岡進「日本農民運動

史」、中野重治「むらぎも」、吉本隆明「転向論」 

 

 

（５）朝鮮・中国の民族と階級の解放闘争 

 

     朝鮮労働運動・農民運動の発展と民族解放運動の統一 

 

1920 年代後半に入り、朝鮮労働運動と農民運動の成長が一層明確

になった。このため、1925 年 11 月、朝鮮労農総同盟は、労働団体

と農民団体を別々に組織することを決議。日本当局による全国大会

開催妨害で、1927 年になって、朝鮮労働総同盟と朝鮮農民総同盟の

分離が決定された。 

 

労働争議は、1926 年 81 件、1927 年 94 件、1928 年 119 件、

1929 年 102 件に達し、社会主義者と労働団体としての活動も目立

ち、要求条件も 8 時間労働制をはじめ、相当に先進的な要求水準と

なった。 

この時期の代表的闘いとして、朝鮮労働運動史上に燦然と輝く朝

鮮北部元山（ウオンサン）の全労働者の闘いがある。 

元山は、1876 年「日韓修好条規」で日本が開港させて居留地を置

いていた朝鮮半島東側で最大の都市だった。彼らは、1928 年から
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1929 年までの長期間にわたって、初のゼネストを組織した。 

 

闘争は、1928 年 9 月、元山近郊の文坪（ムンピョン）のイギリス

資本「ライジングサン石油」文坪油槽所労働者のストで開始。 

同油槽所の日本人監督の暴行を契機に待遇改善を求めた労働者に

対して会社は答えるどころか文坪労働組合の団体交渉権まで否認。 

これに対して文坪労働者は、1929 年 1 月 14 日、最低賃金制・8

時間労働制・団体協約権確立、監督罷免を求めて再度スト。 

元山労働連合会は、傘下労働組合に対して連帯ストを指示。各産

業労働者は「外国資本を追い出そう」と呼応し、同日、国際通運労

働者がストに突入。 

さらに、1 月 21 日までに、製麺労組、自動車部品労組、洋服職人

組合、印刷職人組合、洋画職人組合など含め、元山労働連合会傘下

24 労働組合の労働者が全員ストに入った。 

自由労働者も合流し、ゼネスト参加者は 3000 人に達し、元山一

帯の産業・運輸・交通など一切が停止した。労働者は長期闘争のた

めに、食糧・資金の募集活動、貯蓄活動を展開。全国の労働者・農

民の支持を受け、元山周辺の農民は食糧と燃料を無償提供。 

日本警察は、元山市を包囲し外部との連絡を遮断するとともに闘

争団本部を襲撃し幹部と先進的労働者を大量逮捕。また、暴力団を

組織し労働者を襲撃。 

4 月 1 日にはこれらへの労働者の反撃で暴動になるなど、3 か月に

わたり頑強な闘争を続けたが、次第に資金と食糧が欠乏し、ゼネス

トは敗北。 

それにもかかわらず、この元山ゼネストを頂点として、1920 年代

後半の労働運動では、労働者が日本支配と闘う民族解放運動の主要

な勢力であることがはっきりしてきた。 

 

 /水俣病「チッソ」の朝鮮収奪/ 

1950 年代末から熊本に水俣病をもたらした「チッソ（旧社名日本窒素肥

料）」は、1920 年代から朝鮮元山のさらに北部、咸鏡南（ハムギョンナム）道

興南（フンナム）の大コンビナ―トを建設した。それは、敷地面積 600 万坪

で、今の目黒区の面積の 1.4 倍という巨大コンビナートだった。 

その操業を通じて、莫大な利益をあげて財閥「日窒コンツェルン」になると

ともに、化学製品と爆薬製造により、満州「事変」以降の日本の侵略戦争の推

進力となった。 
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1906 年、東大卒の野口遵は、水俣に石灰と炭素を電力で合成しカーバイド

（炭化カルシウム）を製造する日本カーバイド商会を建設。これを 1908 年に

は日本窒素肥料として、カーバイド、窒素、合成アンモニアなどで肥料の主役

硫安を製造する企業に成長。 

第一次大戦でイギリスからの輸入が途絶したのを契機に硫安を自社製造し、

国内米生産の肥料とすることで莫大な利益をあげて財閥形成の基礎を築き、

1920 年代から、朝鮮の「産米増殖計画」で大量の肥料の需要を見込んで朝鮮

に進出。 

1926 年に朝鮮水力発電、1927 年に朝鮮窒素肥料を設立し、朝鮮総督府と日

本駐屯軍の権力を背景に、その「工業化政策」の推進役となり、朝鮮北東部興

南に化学工業の巨大コンビナートを建設していった。 

その電力のために、興南の北、朝鮮北端で満州との境界である鴨緑江から、

「朝鮮の屋根」といわれる急峻な山脈がある朝鮮半島最大の蓋馬（カイマ）高

原を流れる支流にかけて巨大ダムを建設。川の流れを変え長大なトンネルを掘

るすさまじい環境破壊の大土木工事だった。 

元山ゼネストのあった 1929 年に 20 万ｷﾛﾜｯﾄ、1935 年には 33 万ｷﾛﾜｯﾄ、

1941 年には世界最大の 70 万ｷﾛﾜｯﾄの発電所が完成。現地の多くの朝鮮人、中

国人が使役され、氷点下 35 度から 40 度になる極寒の山岳地帯での工事で多

くの犠牲者が出た。 

また、満州側 3 千坪、朝鮮側 3 千坪のダムをつくるために、1 万数千戸、数

万人の現地朝鮮人・中国人を軍の武力で強制移住させた。 

「火薬類のデパート」と言われたコンビナートは、「肥料工場」がそのまま

「弾薬工場」になり、その後の日本の「侵略と総力戦」の準備基地となった。 

「それにしても朝鮮の工業化と電化のために役立ったのではないか」という

論調があるが、工業は戦争に使われ、電気は「コンビナートと日本人住宅だけ

についていた」。 

過酷な労働に駆り出された朝鮮人・中国人に何の恩恵もなかった。 

 

農民運動は、1920 年代前半から、小作人組合という「合法的」組

織を通じて争議が組織され持続的で強靭な闘争を行ったことで要求

の相当部分を貫徹してきたが、より日本の弾圧が強まる中で、一

層、民族解放運動としても戦闘的になっていった。 

 

1920 年代から 1930 年代に移る分水嶺的な位置にある争議とし

て、1925 年から 1932 年まで長期に闘われた平安北（ピョンアンブ

ク）道の龍川（リョンチョン）の不二興業大農場小作争議がある。 
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不二興業は、朝鮮での高利貸で富を蓄え、土地を収奪した代表的

な日本人農業会社。 

日本国内では、「食糧問題の解決に貢献する不二興業会社の偉業 

施業面積三万三千町歩に及び一ヶ年の増収籾は七十余万石」（1928

年 4 月 22 日付け国民新聞。徳富蘇峰が主管する当時の 5大新聞で現

東京新聞）などと賞賛されていた。 

その農場は、①永久小作権を与える、②開墾費を支払う、③平年

作になっても 3 年間は小作料を免除、という約束で、砂原だった土

地を多数の移住小作農に自己資金で開墾させた。 

1925 年、小作農は約束に基づいて開墾費の支払いを要求したが会

社が拒否したので小作人組合を結成。1927 年にはいってようやく平

年作の水準に達すると、会社は、契約に背いて、高率の小作料と過

重な水税を課し、応じない小作農からは小作権を剥奪。 

憤激した小作農は争議を開始。1929 年秋には、警察を動員して強

制的に小作料を徴収しようとした会社に対して、農場事務所を襲撃

して大衆的暴動に発展し、警察署に拘束された幹部を救出。 

1930 年春には、農場事務所を占拠し断食闘争。1931 年秋には、

あらためて小作料不納同盟を結成し強力な運動を展開。 

長期にわたる武力闘争を続けながら、1932 年には、民族解放運動

としても、非合法地下運動へ転換し、小作人組合解体を決定。 

 

こうした、労働運動と農民運動の奮闘を受けて、民族解放運動に

統一の機運が出てくる。 

1926 年 6 月には、朝鮮最後の皇帝純宗（スンジョン）の葬儀にあ

わせて、朝鮮共産党や天道教等民族主義勢力、学生らの提携により

ソウルで「朝鮮独立万歳」を叫んだ「6.10 万歳（マンセー）運動」

がおこる。 

この熱気も受けて、1927 年 2 月には、中小資本家も含めた民族主

義勢力と共産党など社会主義勢力が提携して、日本の統治に対して

非妥協的態度で闘争を行う民族共同戦線として「新幹会（シンガン

フェ）」が結成。 

新幹会は、1929 年 11 月におこった植民地教育と民族差別に反対

する「広州（クワンジュ）学生運動」も支援しながら、1930 年には

4 万人の会員数に達する。 

 

「差別と虐待」に抗して日本の労働運動を鼓舞した在日朝鮮人運動 
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 1920 年代、日本の朝鮮収奪でやむなく渡日する朝鮮民衆は、日本

の渡航制限に関わらず増え続けた。 

1925 年から 1930 年の間に 15 万人が強制送還されたが、関東大

震災の時 8 万人だった在日朝鮮人の数は、1925 年には 15 万人、

1930 年には 30 万人になる。 

 しかし、日本では「差別と虐待という二重の桎梏」が待ってい

た。そのなかで、在日朝鮮人は、民族と階級の解放のために戦闘的

に闘い続ける。 

 そうした在日朝鮮人の闘いは、日本の労働運動を鼓舞した。 

同時に、評議会労働運動を滅ぼした要因でもある、「運動が労働者

自身のものであるのか？」、そして、労働者抑圧とともにアジア蔑視

も刷り込む「天皇制を変革する契機はどこにあるのか？」を日本の

労働運動に問いかけ続けるものだった。 

 

 1925 年で 15 万人の在日朝鮮人の 8 割以上が労働者。職種は土

工、人夫が過半を占めていた。日給は日本人 2 円に対して 1 円。住

居も劣悪。 

1 戸をかまえて居住する朝鮮人は 4 割で、1 戸あたり平均 18 人が

住んでいて、一人当たり平均畳数は日本人労働者 1.5 畳に対して 0.5

畳。 

 

職場での差別・虐待も続くなかで、1920 年代の在日朝鮮人の運動

は、3.1 独立運動を契機とした朝鮮本国での運動の草創・発展に合わ

せて展開した。 

特に 1924 年、朝鮮本国で朝鮮労農総同盟が結成されたことを受

けて、1925 年 2 月、在日朝鮮労働総同盟（在日朝鮮労総）が結成さ

れ、一層、労働運動が組織的に展開された。 

当初、800 人で創立した在日朝鮮労総は、翌年には 1 万人、1929

年には 4 万人となり、在日朝鮮人 28 万人の 15％という結集は、日

本の労働組合の第二次大戦前の最高組織率 7.5％（1930 年）の倍だ

った。 

また、1925 年朝鮮共産党結成、1927 年、民族解放統一戦線・新

幹会結成をそれぞれ受けて、1927 年に朝鮮共産党日本総局と新幹会

日本支部が結成され、民族解放の運動が幅広く展開された。 

 



77 

 

 在日朝鮮労総は、「日本は極悪の一大工場。我々は民族的賃金奴

隷。だから、我々は、経済にとまることなく、政治に、帝国主義に

対する抗争を一層勇敢に主張する」（1927 年 4 月第三回大会）と宣

言する。 

 朝鮮の元山ゼネストにも、神戸「ライジングサン」労働者が連帯

ストをしたほか、基金カンパなど積極的な支援活動を展開した。 

 

 1927 年には、兵庫の有馬電鉄工事場で朝鮮人土工 1200 人が、工

事請負の日本工業に対して、賃金 2 円・労働時間短縮・未払い賃金

支払いなどを要求したが回答がなく、8 月、63 か所の飯場にこもっ

てストに突入。 

 「日給 1 円 30 銭の賃金を一厘も払わないどころか、1 日 75 銭の

飯代と高い日用品代を差し引くベラ棒な」（無産者新聞）なかでスト

を続け、官憲の弾圧、飯場頭の切り崩しで妥協したが、民族的差別

撤廃の要求を明確に掲げた意義の大きい闘争だった。 

 10 月には、富山の水力発電所工事場で日韓労働者 60 人が、工事

請負米沢組の 40 日間の賃金不払いに対しストし、日韓労働者の共同

闘争が展開された。 

 資本と官憲の弾圧は暴虐の限りを尽くした。 

「富山県警察は、小学校に検束した争議団員を後ろでに縛り殴るけ

る。元朝鮮警察の奴は、陰茎を叩き尿道に棒を突き刺す。皆、治療

4 週間の上に“検束費用”として一人 2 円 60 銭徴収。うち日韓 6 名

は今も獄中」（無産者新聞）。 

 

 しかし、1927 年は「アジア民衆が驚くほど政治的に覚醒した」年

だった。当時、日本で発行されていた朝鮮語の「広範な無産大衆の

ための啓蒙新聞」が述べている。 

「1927 年という年は、特に全アジアの被圧迫民衆をして、おどろく

ほどに政治的に覚醒させた。日本無産階級の白熱化した階級戦だと

か、一旦頓挫したとはいえ、中国国民運動の階級解放戦への転化だ

とか、朝鮮における新幹会結成などの意識的民主主義運動の具体化

だとか、これらすべてが 1927 年の偉大な歴史的事実である。 

 朝鮮民衆の過去一年間の闘争史はさらに光彩を煌々と放った。 

 。。。これは何を示しているか？ 

 朝鮮は現在、事実上“1905 年（ロシア第一次革命）”の前夜の減

少を呈している。」（1 月会機関誌「大衆新聞」第十号 1928 年 1 月
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28 日付け） 

 

 それも受けて、在日朝鮮人の労働争議は、1925 年 46 件・参加者

1075 人から増え続け、1929 年には 256 件・参加者 7661 人とな

り、世界恐慌後、さらに件数・参加者ともに倍増し闘い続ける。 

 

 一方、現場では、日本人労働者に天皇制国家が長く注入してきた

朝鮮人への差別意識も根強くあり、日韓労働者同士の抗争も多かっ

た。 

評議会労働運動の指導層にも、朝鮮人の労働問題と民族解放への

関心が弱かった。 

 「有馬電鉄争議を新聞で知り、評議会は委員を派遣することにし

たが、工事場の所在地を調査中に解決した」と言うほど、日常の接

触も欠如していた。 

 しかし、在日朝鮮人労働者が、天皇制国家がつくった差別と虐待

に抗して、まさに、自分自身の問題として戦闘的に闘い続けている

ことは、日本の労働運動が本当に「自分たちの問題を自分たちで決

める闘い」になっているのか、そして、「天皇制を倒す具体的な契機

がどこにあるのか」を問い続けるものでだった。 

 

中国革命の開始 「土地を農民へ」？ 

 

 1925 年 5 月、イギリスから日本まで治外法権の租界を持つ「侵略

のショールーム」上海で、「5.30 事件」を契機に中国労働者の革命

が始まる。 

 

 5 月初め、労働者代表の解雇への抗議に対して、イギリス警察が

中国に連れてきたインド人の警官が発砲し 5 人が重傷。 

5 月 15 日には、日本資本の内外綿株式会社工場で暴動が発生し工

場側が発砲し共産党員の工員が死亡。 

5 月 30 日、これらを発端として、学生を中心とする抗議行動が続

き、国民党の呼びかけもあり数千人のデモ。警察が発砲し 13 人射

殺。 

これに抗議してはじまったゼネストに対して、6 月 4 日には、イ

ギリス、日本などは上海に停泊する軍艦から砲撃するとともに軍隊

を上陸させて主要な建物を占拠。 
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しかし、ゼネストには工場労働者 25 万人が参加し闘い続けるうち

に、都市の中産階級―学生、小商人、職人も参加し、さらには、民

族主義資本家も参加して闘争委員会を設立。 

労働者たちは、当初、自分たちが革命をしているとは思わなかっ

たが単なる外国人の横柄さに対する抗議ではなかった。 

欧米日本の侵略の歴史の極限に達した上での転換点だった。 

中国労働者は、低賃金長時間で週 7 日労働、食事時間なし衛生設

備なしの工場での労働、ライフル銃を持った監視者等、劣悪な労働

条件を経験し続け、そこからの解放こそが民族解放だと確信してき

ていた。 

ゼネストは 4 か月半続き、しだいに民族資本家や中産階級は脱落

する一方、一定の経済的要求は勝ち取って終息するが、全国各地で

100 を超える連帯ストが起こり、6 月には、「省港大罷工」といわれ

るその後 1 年以上続く香港・広東のストライキにつながる。 

 

6 月 23 日、上海砲撃に抗議するデモが広東で行われ、イギリスな

どの警察が発砲、50 人以上が死亡。 

これに対して、労働者がゼネストを組織。イギリス商品のボイコ

ットも取り組まれ、イギリスの拠点香港の労働者も合流。海外の多

くの中国人社会からも支援資金が届いた。 

香港からは、20 万人以上の労働者が広東に向かい、7 月には、香

港がゴーストタウンになったともいわれる。 

広東では、共産党が主導してストライキ委員会を組織。 

また、国民党内で労働者・農民、共産党との連携に意欲的で、辛

亥革命の時に宣言も起草した汪兆銘（後の日本の傀儡政権首班）を

代表とする広東国民党政府とも連携して、イギリス、その手先の軍

閥と闘った。 

彼らは、労働者守備隊をつくり、イギリス商船を香港・広東から

締め出すためにピケをはり、イギリスの中国貿易を破滅させた。 

前年 8 月から 12 月、160 から 240 だった香港に入港するイギリ

ス船の数は、1925 年 8 月から 12 月には 27 から 2 になり、15 か月

以上続いたゼネストで、イギリスは中国貿易の半分と香港貿易の 3/4

を失った。 

 

1926 年秋まで 1 年以上続いたストに全国で労働者の意気はあが

り、1924 年 5 月には 2 万人だった労働組合員は、1925 年 5 月には
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5 万人になり、1926 年 5 月には 100 万人を越え、1927 年 1 月には

280 万人になった。 

労働組合を組織し密接な連携を保っていた共産党も、1925 年には

800 人だった党員が 1926 年 1 月までには 3 万人、1927 年 4 月には

6 万人になった。7 月には、その 75％を労働者が占めていた。 

 

さらに、当時 4 億人という中国人口の過半を占める農民が労働者

の闘いに加わろうとしていた。 

中国の農民問題は、1917 年ロシア革命以前のロシアよりも鋭い問

題だった。広東では、74％の貧農の所有する土地はわずか 19％、中

国人口の 65％が飢えた貧農だった。 

1927 年 3 月までには、1 千万人の農民が農民同盟に組織され、湖

北では 1926 年、すでに農民たちが土地の没収を行っていた。 

共産党は、「何ができるか」をすでに示していた労働者の勢いを踏

まえ、ロシア革命と同様に「土地を農民へ」と掲げ、労働者・農民

の革命的な要求に基づく民族独立のスローガンを掲げられる状況に

あった。 

 

しかし、共産党が「合作」していた国民党は、1925 年で党員 25

万人だったが、あいかわらず、民族大小資本家・地主・小商人・富

農と労働者・貧農の「ごった煮」だった。 

そして、上海・広東で労働者の力に肝をつぶした資本家と地主

は、国民党から共産党員の排除を要求した。 

そうした意向を受けて、1925 年 3 月の孫文の死後、実権を握りつ

つあった蒋介石は、1926 年 5 月に、汪兆銘を追い出した上で、国民

党内の共産党員リストを提出させ、10 月には、広東のスト中止を宣

告。 

共産党はこれらを受け入れた上で、労働条件の「改善」、そして土

地奪取ではなく地代の 20％程度の引き下げという扇動をつづけるこ

とになる。 

10 月にソ連共産党政治局員を解任されたトロツキーは早くから

「共産党は国民党から引き上げ、労働者、そして“土地奪取”を掲

げた農民の武装ソビエトを樹立せよ」と主張していた。 

しかし、スターリンのコミンテルンは、11 月の執行委員会で「引

き続き中国労働者・農民と民族ブルジョアの連携を維持すべきであ

り、当面、農民への土地奪取ではなく地代の引き下げに止める」と
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して、国民党の方針を支持。 

7 月から北部の軍閥打倒のために国民軍司令官として「北伐」を

開始した蒋介石は、このコミンテルンからの支持も宣伝し、民衆の

圧倒的支持と応援のもとに進撃していった。 

中国労働者、農民は、10 年前のロシア革命を知っており、その

「偉大で有名なモスクワの指導者」に指導されていることを信頼

し、それに支持された蒋介石も「革命の指導者」だった。 

1927 年になると蒋介石は本領を発揮する。 

4 月、国民軍の北伐を好感し軍閥打倒に連帯しようと、2 月から再

び 30 万人がゼネストに入っていた上海労働者を弾圧・虐殺し、労働

組合を非合法化する。 

この蒋介石の「上海クーデター」を見て、国民党軍の兵士も分裂

するが、中国共産党も、5 月の党大会で、ようやく、毛沢東の提起

により独自の「武装闘争」を決意する。しかし、“時すでに遅し”だ

った。 

労働者、農民は、見えてきていた蒋介石の本質を知り、それに従

属してきた共産党に落胆し離れた。 

中国共産党は、8 月に南昌で蜂起、9 月に湖南で「秋収蜂起」、12

月には広東蜂起で数日の「広東コミューン」、いずれも敗北。農民の

支援もないなか、広東では 7000 人以上の労働者が国民党軍に虐殺

される。 

スターリンのコミンテルンがようやく「国民党との決別」を決め

たのは 9 月だった。その後 12 月には、最大の反対者トロツキーを共

産党からも除名した。 

1927 年末、中国革命は頓挫する。 

「極東でのソ連の地位が法外に強化される」と中国革命を望んで

いたスターリン、そして中国共産党の幹部も、労働者、農民の力を

信用していなかった。 

 

「秋収蜂起」失敗で農村部に逃れ共産党幹部の地位も解任された

毛沢東は、この年の初めに「農民に依拠し農村を革命の根拠地に」

という農民運動の報告書をまとめていた。 

翌年から、湖南、江西地方で農民たちと「土地革命」を実施しな

がら、あらためて、中国革命を準備していく。 

この後、日本が、中国、満州への本格的な侵略を開始する。 
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「革命か戦争か」1930 年代の階級闘争へ 

 

 1920 年代当初から関西で、総同盟労組事務所で勉強会をするな

ど、労働者・農民窮乏の救済策として「産児制限運動」に取り組ん

でいた「山宣」こと生物学者山本宣二は、同運動への警察の弾圧を

機に 1924 年京都帝国大学講師を免職。 

1925 年には、小樽をはじめとした軍事教練反対運動の学連弾圧を

機に同志社大学講師を免職され、京都の小作争議を指導するように

なり、労農党と非合法の共産党から押されて、1928 年第一回普通選

挙で当選する。 

 

/普通選挙から「満州」侵略に向かう「政党政治」/ 

 「政党政治」は、1924 年、普通選挙法を制定した加藤高明の護憲三派内

閣から、3 回の普通選挙をはさんで、6 代の内閣、1932 年、5.15 事件で暗殺

される犬養毅の立憲政友会内閣までの 8 年間だと言われる。 

 まず、その前半 5 年間の経過をたどると、元老を源流とした政党の限界と

ともに、「表」に出る天皇、とにかく「数」という政治、大メディアがつくる

「劇場型政治」など、今も考えるべき点が多い。 

 

〇加藤高明憲政会内閣（1924 年 6 月～1926 年 1 月） 

 第二次護憲運動で清浦内閣総辞職後の総選挙で衆議院多数派を占めた護憲

三派の連立内閣。 

憲政会系加藤高明・若槻礼次郎・幣原喜重郎、立憲政友会高橋是清・濱口雄

幸、革新倶楽部犬養毅など「大物」が入閣。 

1925 年 4 月治安維持法公布、5 月普通選挙法公布。 

 

〇若槻礼次郎立憲政会内閣（1926 年 1 月～1927 年 4 月） 

 第 51 議会（1925 年 12 月～1926 年 3 月）の最中に加藤首相が議場で倒

れ死去。元老西園寺が憲政会の内務大臣若槻を首相に推薦。 

衆議院少数与党（憲政会 165・立憲政友会 161・政友本党 87）で三大疑惑

事件（松島遊郭事件・陸軍機密費事件・朴烈怪写真事件）に揺れる。 

一方、1927 年 3 月発生した昭和金融恐慌で台湾銀行を救済する緊急勅令発

布案が幣原「国際協調」外交に反感を抱く枢密院で否決（19：11）され総辞

職。 

 

〇田中義一立憲政友会内閣（1927 年 4 月～1929 年 7 月） 
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 元老西園寺と内大臣牧野が初の「憲政の常道（衆議院第一党、失政の場合

は野党第一党）」の観点から立憲政友会総裁で陸軍出身の田中を推薦。 

幣原外交転換が期待され田中が外相兼務。金融恐慌対応のため元首相高橋是

清が大蔵大臣。 

1928 年 2 月の初の普通選挙に備えて府県知事を大幅な人事異動をして、立

憲政友会に批判的な知事を休職あるいは免職にした。 

1927 年 5 月、政友本党を吸収した憲政会後身として結成された立憲民政党

も後に報復人事を行い「党弊」と呼ばれる。 

「政党よりも官僚がいい？」という後の「革新官僚」台頭の遠因ともいわれ

る。 

 

☆初の普通選挙（1928 年 2 月第 16 回衆議院議員選挙） 

 1927 年 12 月召集第 54 議会の勢力は、立憲政友会 190・立憲民政党

219。 

 政府の激しい選挙妨害。投票日までの選挙違反検挙者数：立憲民政党

1701 人・立憲政友会 164 人。 

投票日前日の鈴木喜三郎内相の声明が問題化。 

「民政党の議会中心主義などという思想は民主主義の潮流に掉さした英米流

でわが国体には相いれない」（大阪朝日 2 月 20 日）。 

 2 月 20 日投票。中選挙区制・定数 466・有権者数 1240 万人・投票率

80.33％（前回比▲10.85％）。 

選挙結果：立憲政友会 218・立憲民政党 216・無産政党 8（労農党 2―山本

宣治・水谷長三郎、社会民衆党 4―西尾末広・鈴木文治・亀井貫一郎・安倍磯

雄、日本労農党―河上丈太郎、九州民権党―浅原健三） 

 結果、田中立憲政友会内閣が続いたが、2 議席差であり、鈴木内相の選挙

干渉の弾劾決議は、暴行を含む立憲政友会の野党切り崩し工作にかかわらず、

4 月末、賛成 233：反対 228 で可決。 

 

 「2 大政党」がせめぎあうなかで、田中内閣は、選挙翌月の 3 月に 3.15

共産党大検挙。 

普通選挙候補者に共産党系活動家を出していたとして労農党解散命令、4

月、日本労働組合評議会解散命令、5 月、思想検事設置、6 月、緊急勅令によ

り治安維持法改悪、など、無産政党・労働運動弾圧を次々強化。 

 その一方で、鈴木内相辞任後の内閣人事、治安維持法の緊急勅令など、天

皇を利用することが多く、近衛文麿などを中心として貴族院で「田中の天皇の

輔弼の在り方」が問題にされ、首相問責声明も出される。 



84 

 

 ダメ押しは、後でも見るように田中内閣が成立以来促進した「満州侵略政

策」の結果でもある 1928 年 6 月の関東軍の張作霖爆殺事件。 

「謀略」と察知した元老西園寺らの真相公開の要求に対して、関東軍・軍中

央・内閣の大勢は真相不公表として「満州某重大事件」と称した。 

 1929 年に入り、批判が強まり、6 月、天皇から田中の再度の内申が拒絶

されて、総辞職。 

いずれにしても、最後は、内閣と「宮中」とのやりとりに終始し、民衆には

「満州某重大事件」の真相は、第二次大戦後まで知らされなかった。 

この後、世界恐慌から 5.15 事件で終わる「政党政治」の後半 3 年間は、そ

の最中であった「満州」侵略の節で見る。 

 

国会議員になった山宣は、田中内閣の弾圧で労農党も解散するな

か、1929 年 3 月 5 日、治安維持法に死刑を加える改悪に議会でただ

一人反対演説をしようとしたその前夜、内務大臣の指示による右翼

の凶刀に倒れる。 

 

/治安維持法の改悪/ 

1928 年 5 月、田中義一内閣は、量刑に死刑まで規定すること、国体と私有

財産制度を否認する「結社」を罰するだけでなく、その「結社」の目的を遂行

すること自体を罰する「目的遂行行為罪」を追加することを内容とする治安維

持法改悪案を議会に提出。 

議会で審議未了になると、6 月、緊急勅令として公布。共産党以外に合法左

翼や労働組合などを共産党の目的を遂行する外郭団体として取り締まることが

目的だった。それ以外にもいかようにも権力の都合で解釈できる大幅な拡大解

釈の余地ができた。 

第一次治安維持法では、なお革命の不安が払しょくできなかったから法の改

悪を急いだ。同時に革命の機運を外にそらすための侵略戦争、満州「事変」の

開始に先立つものだった。 

 

当初、「僕は生物学者で社会主義なんてわからん」と言っていた山

宣は、演説前夜の 3 月 4 日、「治安維持法絶対反対、天皇制廃止、プ

ロレタリア革命万歳」という演説原稿を書き上げていた。 

小林多喜二が奴隷労働を描いた「蟹工船」を発表したのは、その

2 か月後である。 

 

/山宣―映画「武器なき闘い」/ 
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安保闘争直後の 1960 年 10 月、社会党委員長浅沼稲次郎が右翼に刺殺され

る直前に公開された独立プロ製作映画「武器なき闘い」が、山宣の闘いをよく

描いている。 

 

 1929 年 10 月の世界大恐慌が近づいてくる。 

 「革命か戦争か」の 1930 年代の階級闘争へ向かう。 

 

＊韓国民衆史研究会「韓国民衆史」、C.L.R・ジェームズ「世界革命 1917～

1936―コミンテルンの台頭と没落」、西口克己「山宣（やません）」、内田博文

「治安維持法と共謀罪」、山本義隆「近代日本 150 年―科学技術総力戦体制の

破綻」、朴慶植「8.15 解放前在日朝鮮人運動史」、伊藤晃「日本労働組合評議

会の研究―1920 年代労働運動の光芒」、中島岳志「超国家主義―煩悶する青年

とナショナリズム」、筒井清忠「戦前日本のポピュリズム」 


