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髙木和美【著】

『原発被曝労働者の労働・生活実態分析』
　　　　原発林立地域・若狭における聴き取り調査から

明石書店　（A5 判／上製／ 488 頁　5,500 円＋税）

＝新著紹介＝

社会福祉研究を続けてきた著者が，1980 年代後半に若狭

地域の原発で働く日雇労働者の労働・生活問題をテーマに

した論文と，原発労働での労災申請不支給処分をめぐる梅

田裁判における著者の意見書を元に完成させた一冊．福島

第一原発事故で露わになった労働者・市民の被曝問題を検

証する上でも，重要な知見を提供する労作である．

《内容構成》 

第１部　日雇労働者の生活問題と社会福祉の課題
　　　　－若狭地域の原発日雇労働者の生活実態分析から

序章　研究の目的と方法

第１章　若狭地域の原発日雇労働者の就労実態とその背景
第１節　若狭地域の原発をめぐる歴史と諸情勢

第２節　若狭地域の原発労働者全体からみた日雇労働者の位置・構図
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第３章　若狭地域原発日雇労働者の生活問題対策と社会福祉
第１節　若狭地域原発日雇労働者の生活問題構造と社会福祉の位置づけ

第２節　若狭地域原発日雇労働者の生活問題の地域性に社会福祉はどう対応するか
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髙木和美（たかき・かずみ）

岐阜大学教授，地域科学部在籍．1998 年３月，金沢
大学大学院社会環境科学研究科地域社会環境学専攻博
士課程修了．博士（学術）．著書に『新しい看護・介護
の視座－看護・介護の本質からみた合理的看護職員
構造の研究』（看護の科学社，1998 年８月），『社会福
祉労働者政策－ホームヘルパーの労働・生活・健康
の質を規定する社会的条件』（桐書房，2007 年）など．
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福井大学未払い賃金等請求訴訟と「平目裁判官」

髙　木　秀　男（日本科学者会議福井支部）

１．はじめに

国家公務員の賃金引き下げに合わせて，国

家公務員でなくなった国立大学法人の教職員給

与や退職金を一方的に減額したのは不当として，

福井大学教職員組合の教職員 13 名（最終原告

数 16 名）が大学側に差額 1,314 万円を支払う

よう求めた裁判の第１回口頭弁論が福井地裁

（樋口英明裁判長）で開かれたのは，2014 年１

月 30 日のことである．

本裁判の契機は，東日本大震災の経費に充て

るために 2012 年２月 19 日に成立した２年間

の期限立法「国家公務員の給与の改定および臨

時特例に関する法律」（給与特例法）の成立と，

同年 11 月 16 日に成立した「改正国家公務員

退職手当法」の成立である．福井大学の教職員

（附属病院の看護師等，附属学校園の教職員は

除く）については，2012 年６月から給与区分

に応じて，4.77％，7.77％，9.77％もの給与減

額が実施され，2012 年 12 月から退職手当の

大幅減額が行なわれ，2013 年８月から 2014

年３月まで附属学校園の教職員についての給与

減額（4.77％，7.77％，9.77％）が行なわれた．

裁判での最終請求金額は 40,576,296 円＋遅延

損害金となった．

第一審の福井地裁での判決（林潤裁判長）は

2017 年２月 22 日に言い渡され，「請求棄却」

の不当判決であった．原告団は名古屋高裁金

沢支部に控訴したが，2017 年８月 30 日にま

たも控訴棄却の不当判決（内藤正之裁判長）が

出された．原告団・弁護団は最高裁に上告して

も望む判決は期待できないとして上告を行なわ

なかったため，およそ４年に及ぶ裁判闘争は終

わった．この小論で筆者は，裁判傍聴に参加し

た一人として，原告団・弁護団が裁判で何を争

い何を訴えたかを振り返り，不当判決をだした

司法官僚に支配されている司法の現状について

も触れてみたい．なお全面的な裁判闘争の総括

については，原告団・弁護団に加わった当事者

に期待したい．

２．裁判の争点

原告団はこの裁判で何を争ったのか，裁判の

争点は裁判の意義に直接関わるので，まず訴状

に書かれた本件訴訟の位置づけについて触れて

おこう（１）．本件は，被告が国の意向を受けて

福井大学当局が強行した 2012 年６月からの給

与減額，および 2013 年１月からの退職手当減

額が，労働契約法第９条・10 条に違反する就

業規則の不利益変更として無効であることを理

由に，本来の賃金・退職手当との差額の支払い

を求める訴訟であった．

そしてまた，我が国における高等教育のあ

り方を問う訴訟でもあった．すなわち，「国立

大学の法人化は，国の機関として位置付けら

れてきた国立大学に，独立した法人格を付与し

て，優れた教育や特色ある研究へ向けた積極的

な取組を促す」という名目で行なわれた．この

新自由主義による国立大学の法人化が，現在の

国立大学の非民主化と衰退をもたらしたこと

は，多くの大学人が指摘するところである（２）が，

その問題はここでは触れないでおく．ともか

く，かかる法人化の趣旨を財政的にも全うすべ

く，衆参両院は，国立大学法人法の成立にあたっ

て，国立大学法人への十分な公費を確保するよ
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う附帯決議を行なったが，これに反して，国

は，毎年国立大学の運営費交付金を削減し，特

に 2007 年以降は，運営費交付金を毎年対前年

比１％削減してきた．

教職員や研究費が削減される中で，大学教員

をはじめとする職員は，未来を担う若者を養成

し，また真理を探究することこそが，大学の使

命であると考え，身を削って教育・研究に取り

組んできた．ところが，今回，国は被告を含む

国立大学法人等に対し職員の給与の大幅減額を

要請し，これを受けて，被告は国の意向に抗う

ことなく，教職員の給与を大幅に減額した．こ

れは，上記国立大学法人化及び上記付帯決議の

趣旨に反し，国立大学法人の教育・研究の最も

大切な人的基盤である大学教職員の生活に深刻

な経済的打撃を与えるものであるとともに，大

学教職員の職務を不当に低く評価し，その意欲

をそぐものであった．

さらに本件訴訟は，大学の存立の基礎である

学問の自由や大学の自治を軽視し，高等教育へ

の予算を削減する国の姿勢と，これに異を唱え

ない国立大学法人の姿勢を問う訴訟でもあった．

原告ら国立大学の教職員は，2004 年４月の

国立大学の独立行政法人化にともなって，労働

基準法・労働契約法・労働組合法等の労働諸法

規が適用されることとなった．この法人化によ

り，被告である福井大学は，それまでの単なる

教職員の所属機関，仕事の「場」という立場か

らうってかわって，教職員の直接の雇用者とし

て，労働者である教職員に対して雇用者として

の責任を負う立場となった．

ところが，被告には，こうした雇用者とし

ての責任意識がきわめて希薄であり，給与減額

及び退職手当減額という教職員の生活と権利に

重大な影響を及ぼす問題について，ただ国の要

請にしたがうだけという無責任な対応に終始し

たところに，本件の原因があった．したがって，

本件訴訟では，前述の労働諸法規，とりわけ就

業規則の不利益変更について定めた労働契約法

第９条・10 条に則して，本件の給与減額及び

退職手当減額の効力が判断されなければならな

い．

すなわち，労働契約法第９条本文は，「使用

者は，労働者と合意することなく，就業規則を

変更することにより，労働者の不利益に労働契

約の内容である労働条件を変更することはでき

ない」と規定しており，労働契約が契約である

以上，労働者との合意なく一方的な就業規則の

変更により労働条件を変更することはできない

のが原則である．

他方で同法 10 条は，例外的に不利益変更

が認められる要件として，「就業規則の変更

が，労働者の受ける不利益の程度，労働条件の

変更の必要性，変更後の就業規則の内容の相当

性，労働組合等との交渉の状況その他の就業規

則の変更に係る事情に照らして合理的なもので

ある」ことを規定している．この規定は同法制

定以前からの判例の積み重ねを踏まえて制定さ

れたものであることから，賃金（給与・退職手

当）のような労働者にとって最も重要な労働条

件に関する不利益変更は，「高度の合理性」が

ない限り，不利益変更は許されないと解釈する

のが当然である．

また，これら例外的に不利益変更が認めら

れるための「高度の合理性」の有無については，

労働者の側ではなく，雇用者の側で具体的に主

張・立証しなければならないことも，条文解釈

上当然である．

なお注目すべき本件の特徴は，国からは，給

与減額及び退職手当減額についての国からの申

し出は，何らの法的拘束力もない単なる「要請」

であったに過ぎないことである．それにもかか

わらず，被告は給与減額及び退職手当減額の要

否について自ら主体的に判断する姿勢をもたず，



－ 3 －

福井の科学者 № 129 (2017 年12月）

さらにはその必要性を団体交渉において財務資

料を示すなどして真摯に説明しようとせず，教

職員の理解を得る努力を怠ったまま減額を強行

したのである．

こうした経緯からすれば，本件給与減額及び

退職手当減額は，被告が雇用者としての当然の

責任を事実上放棄した結果であるといえる．

給与減額及び退職手当減額という最も重要な

労働条件については，「高度の合理性」が必要

であり，その具体的主張・立証の責任を負うの

は，雇用者である被告である．したがって，本

来は，原告は本件給与減額及び退職手当減額の

無効について主張・立証する必要はないが，訴

状には，予想される争点に関して，先行的に原

告の主張が記載された．

本件給与減額及び退職手当減額に「高度の合

理性」が認められない理由の中で，重要な要素

の第一は，職員が受ける不利益の重大さである．

最大 9.77％の給与減額，合計 18％もの退職手

当減額が労働者の生活に深刻な影響を与えるこ

とは明らかである．

しかも，もともと原告ら福井大学の教職員の

給与を国家公務員と比較した場合，こうした給

与比較に用いられるラスパイレス指数では，国

家公務員を 100 とすれば，福井大学の事務・

技術職員は 80 前後ときわめて低く，大学教員

でも 92.3 という低いレベルである．こうした

もともと低い給与水準にある教職員の給与や退

職手当を，国家公務員と同様の基準で引き下げ

ることの不合理さは明らかである．

さらにいえば，給与水準の低い事務・技術職

員や大学教員は国家公務員同様に減額しながら，

相対的にいえば給与水準がさほど低くはない医

療職員については減額しないという被告の対応

も，明らかに合理性を欠いている．

さらに，雇用者としては，できる限り給与及

び退職手当の減額を回避し，やむを得ずこれを

行う場合にも労働者への影響を緩和する措置を

とるべきであることは，判例上確立しているが，

被告はこうした当然とるべき措置を怠っていた．

他の大学では，給与については山梨大学が

0.77 ～ 5.77％に，岡山大学が２～６％にそれ

ぞれ減額幅を抑え，退職手当については，一橋

大学，名古屋大学，名古屋工業大学が退職手当

の減額をせず，山梨大学，岡山大学，愛媛大学

が本件の場合の３分の１以下に減額幅を圧縮す

るなど，退職手当の減額そのものを回避したり，

給与及び退職手当の減額幅を相当程度圧縮して

いる例もいくつもあるのに，被告がこうした措

置を何らとっていないことの不合理は，明らか

である．

さらに，国の要請には何らの法的根拠もない

ことや，何らの資料も示さず減額の必要性につ

いて真摯に説明しようとしない被告の態度の不

合理さも，明らかである．

以上，どの点をとっても，被告による本件給

与減額及び退職手当減額は不合理であり，まし

てや，判例が要求するような「高度の合理性」

が認められないことは，一目瞭然であった．

福井大学における教職員の給与水準はもとも

と相対的に低く，これをさらに減額するとなる

と，国立大学法人の教育・研究の最も大切な人

的基盤は大きく掘り崩され，教職員の意欲すら

そがれる恐れがある．雇用者である被告福井大

学が，雇用者としての責任を十分自覚し，労働

者である教職員の生活をしっかり守るという立

場に立たない限り，大学の教育・研究の未来は

切り開けない．

３．福井地裁における裁判の推移

最初に福井地裁における審理の推移を簡単に

まとめると，次のようになる．

2013 年 11 月 11 日

裁判提訴
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2014 年１月 30 日

訴状要約陳述（１）（島田広），意見陳述（３）（山

根清志）

2014 年４月 18 日

意見陳述（４）（森透）

2014 年７月 16 日

意見陳述（５）（月原敏博）

2014 年９月 10 日

原告準備書面１，原告準備書面２（６），証拠

説明書，証拠（資料）を提出

2014 年 11 月 19 日

意見陳述（７）（加納佳晃）

2015 年１月 21 日

原告準備書面３の要約陳述（８）（村上昌寛）

2015 年４月 28 日

人事異動により樋口英明裁判長から林潤裁判

長に交代，

意見陳述（９）（山根清志），更新弁論要旨陳述（10）

（島田広）

2015 年７月 15 日

原告準備書面４要約陳述（11）（村上昌寛）

2015 年 10 月 14 日

原告準備書面５提出（12）

2015 年 11 月 25 日

原告準備書面６提出，意見陳述（13）（町原秀夫）

2016 年２月 24 日

意見陳述（14）（熊谷高幸），証人尋問の枠組み

をきめる

2016 年７月４日

被告側から高梨桂治前福大事務局長，原告側

から谷口，山根清志，森透，三氏の証人尋問

2016 年７月 25 日

被告側証人（和田有司前福井大学附属病院長）

の証人尋問

2016 年 11 月９日

原告準備書面７要約陳述（15）（島田広），意見

陳述（16）（山根清志）

2017 年２月 22 日

福井地裁（林潤裁判長）は請求棄却の不当判

決を下す

裁判は訴状提出後，準備書面の提出，原告側

の意見陳述が続いた．どの原告の意見陳述もよ

く準備された説得力のあるわかりやすい内容で

感心した．山根清志原告団長は意見陳述のなか

で次のように述べた．

「日本国憲法のもとでは，大学の自治が学問

の自由の保障から当然に導き出されることに異

論がありません．そうした自治と自由が重んじ

られることが，大学を教育・研究の未知への挑

戦を含む真理探究の府たらしめるのだと思って

います．また，そうであるがゆえに大学は，そ

の探究の結果にもとづいて，あらゆる不合理と

不正を衝き，その是正をはかる責任を，国家・

社会にたいし，また人類にたいしてもっている

と考えます．

加えて，学生教育に与り日頃から学生に権利・

正義そして尊厳等について語ることが無くはな

い大学教員のばあい，その一方で，自己自身に

向けられた権利無視や不条理の押しつけ等に対

しては沈黙して声を上げ得ないということであ

れば，何より対学生的に教育上問題ありと言わ

ざるを得ないのではないかと思います．」（３）

森透原告団副団長は次のように証言した．

「2004 年度に法人化された大学は，組合と

の団体交渉によって，労使協約に基づく協議を

踏まえて給与決定を行うことが法制度上求めら

れています．しかしながら，給与減額問題もそ

うですが，それ以外でも，例えば大学採用の人

事問題や大学の行事の決定プロセス等について，

大学側の，学内の民意を無視した，あるいは否

定したトップダウンの姿勢が顕著に現れている

事例がいくつか指摘できます．本来，大学の

運営は大学構成員（教職員）の自治による民主
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的な合意形成によってなされるべきと考えます．

大学が象牙の塔ではなく国民に開かれた大学と

して社会に対して貢献していくためには，大学

の構成員が英知を結集して学問の自由・大学の

自治に基づいた国民のための改革ビジョンを積

極的に提案していくべきと考えます．今回の裁

判を通して給与問題だけではなく，大学当局の

非民主的な大学運営のあり方の問題点について

も訴えていきたいと考えています．今回の陳述

には私と同じ原告である大学教員の声や，原告

には加わっていない多くの教職員の思いも代弁

していると考えています．」（４）

月原敏博原告団副団長は次のように証言した．

「福井大学の労使関係は，労働基準法第２条

や労働契約法第３条にいう労使対等の原則から

大きく外れた，違法で不適切な状態にあった．

大学が行なった給与と退職金の減額措置は，教

職員への配慮を欠いた一方的で強行的な不利

益変更であり，大学側には誠意が全く欠けてい

た．」（４）

この裁判のことをよく知らない人が給与およ

び退職金減額の額が，多い人だと 500 万円を

超えたと聞いたらたまげるに違いない．国から

の要請だからといって，大学当局は何の検討も

なくすぐに，老後の経済設計に多大の影響を与

えるような就業規則の大幅な不利益変更を決定

したのである．

2015 年４月 28 日の第７回口頭弁論では，

樋口英明裁判長から林潤裁判長に交代し，陪

席裁判官も一名交代した．樋口英明裁判長は

2014 年７月に，大飯原発裁判において「人格

権の根幹部分に対する具体的な侵害の恐れがあ

るときは，侵害行為の差し止めを請求できると

指摘し，地震大国日本で，基準地震動を超える

地震が大飯原発に到来しないというのは根拠の

ない楽観的な見通しにすぎない．本件原発の安

全技術および設備は，確たる根拠のない見通し

のもとに初めて成り立ちうる脆弱なものとして，

大飯原発３，４号炉の運転の差し止めを命じる」

歴史的な判決を書いた判事である．

この判決を書いたために樋口裁判長は，名古

屋家庭裁判所に異動させられた．明らかな左遷

であり，大飯原発裁判の判決から予想された最

高裁事務総局による報復人事であった．原発を

再稼働させるために，替わりに最高裁事務総局

から福井地裁に送り込まれてきたのが「エリー

ト裁判官」（平目裁判官）の林潤裁判長であった．

林裁判長はさっそく関西電力の主張通りの高

浜・大飯の原発再稼働を認める決定を出し，樋

口判決をひっくり返した．

裁判長が交代したため，この日は山根原告

団長（９）が改めて訴訟に立ち至った思いを述べ，

島田弁護団長が次のような更新弁論要旨（10）を

陳述した．

「本件の争点の第一は，被告の行なった賃金

および退職金の減額という労働条件の不利益変

更の効力を判断する枠組みである．原告は国立

大学の教職員も大学の独立法人化に伴い国家公

務員の地位を失い労働者となった以上，労働契

約法第９条，第 10 条に則してその効力が判断

されるべきであると主張するのに対し，被告は

国立大学法人法第 35 条が準用する独立行政法

人通則法（以下通則法）第 63 条第３項が，法

人が定める給与および退職手当の支給基準が

「当該独立行政法人の業務の実績を考慮し，か

つ，社会一般の情勢に適合したものとなるよう

に定められなければならない」と規定すること

を根拠に，国家公務員の賃金および退職手当の

減額がなされ，政府から独立行政法人に対して

も国家公務員の減額に準じて必要な措置を講ず

るよう要請がなされたことが「社会一般の情勢」

にあたるから，減額は有効であると主張した．

しかし原告の場合，「社会一般の情勢」とし

て考慮されるべきは主として民間企業の給与と
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の関係であり，国家公務員の給与の減額等は考

慮すべき要素の一部にすぎない．そもそも準

用通則法第 63 条第３項は，職員の給与等の支

給基準策定にあたっての指針を示したに過ぎず，

それぞれの考慮要素をどのように考慮して基準

を定めるのかは法人の裁量に委ねられているこ

とは明らかである．

実際，本件減額に至る経過のなかで，国から

独立行政法人に対してなされたのが必要な措置

の「要請」に過ぎなかったのも裁量の存在を前

提としたものであり，文科省の担当者も，全国

大学高専教職員組合との交渉において，国とし

て減額を強制するものではないことを明言して

いた．現に全国の国立大学法人をみれば，減額

の有無や程度はまちまちであり，福井大学にお

いても附属病院の看護職員および医療系技術職

員については給与の減額を行なわなかった．こ

うした減額がなされなかったり，小規模の減額

に止まった大学の取り扱いが違法とされなかっ

たことも，広い裁量の存在を客観的に裏付けて

いる．

したがって，国家公務員の給与等の減額の事

情が「社会一般の情勢」に当たり，それが直ち

に被告における国家公務員と同率の減額の有効

性を基礎づけるかのように論ずる被告の主張は，

準用通則法の解釈に無理がある．本件給与等の

減額の効力については，労働契約法第９条と第

10 条の判断枠組みによって判断されなければ

ならない．そして就業規則の不利益変更につい

ては，「不利益を労働者に法的に受忍させるこ

とを許容することができるだけの高度の必要性

に基づいた合理的な内容であること」が必要で

あり，その立証責任は被告にある．

そしてこれまでの審理で明らかになったのは，

被告には給与等の減額決定の際には十分な財政

的余裕があり，減額に「高度の必要性」があっ

たとはいえないという事実である．その端的な

例は，被告が財政的余裕が十分にある附属病院

を「自己完結型」の会計で運用していると主張

し，附属病院の看護職員および医療系技術職員

については会計処理により給与減額を行なわず，

一方で毎年７～ 20 億円という多額の利益を附

属病院であげながらこれを教職員の給与等減額

に一切用いようとはしなかった事実がある．

また被告は，国が行なった運営交付金の減

額によって，給与の減額措置をとらなければ

赤字となるので減額はやむを得なかったと主張

するが，単年度収支が赤字になることしか立証

していない．複数年度にわたる会計処理で損失

処理することが不可能であることは立証してい

ない．準用通則法第 44 条第２項には単年度赤

字になったときの会計処理の規定があり，翌年

度以降の会計処理で補填することは可能である．

こうした準用通則法の規定を一切検討すらせず，

安易に国の運営交付金減額に合わせて給与等の

減額を行なったのであるから，かかる減額に「高

度の必要性」がないことは明らかである．

さらに本件のこれまでの審理で明らかになっ

たのは，大学には本件における給与等の減額決

定の際には十分な財政的余裕があり，減額に高

度の必要性があったとは到底いえないという客

観的事実である．被告の「財政的余裕がなかっ

たという」言い訳的主張も，法的・会計処理的

な面から論破された．また減額が不誠実な労使

交渉によって強行されたことも実証された．

以上，本件における賃金等の減額が労働契約

法第 10 条の要件を満たすことを被告が立証し

得ていないことは明らかである．わずか２年足

らずの減額を回避または大幅な緩和措置をとる

ことは，被告にとって困難ではなかったにもか

かわらず，安易に労働者に負担を押し付ける被

告の態度は，到底労働契約法の許容するところ

ではなく，これまでの労働裁判実務からも許容

されるものではない．」
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そして 2015 年７月 15 日の第 8 回口頭弁論

では，原告準備書面４で大学側の財政状況から

減額はやむを得なかったという主張を，具体的

に法的および会計処理上から全面的に批判し，

大学側の言い訳が後付けの理由に過ぎないこと

を明らかにした．その後の口頭弁論では双方か

ら準備書面による主張の応酬が続いた．

2016 年７月４日の第 12 回口頭弁論から証

人尋問が始まり，被告側から高梨桂治前福大事

務局長，原告側から３名（谷口秀次，山根清志，

森透）が証言台に立った．高梨証人に対する反

対尋問は 40 分間行われたが，逃げの証言がめ

だった．そのため右陪席裁判からも，①病院収

入の浮いた費用を本件給与減額支給措置補填等

に使用した場合，病院経営にどの程度影響を与

えるか検討したか，②東日本復興財源を確保す

るためとの国の要請を受けたと証言したが，退

職手当減額は「社会一般の情勢」との関係では

どういう必要性があったのかと，高梨証人に質

問があった．

７月 25 日の証人尋問では，被告側証人とし

て和田有司前福井大学附属病院長が証言台に

立った．尋問は病院財政の問題を中心に行わ

れたが，①大学と附属病院との関係において附

属病院財政が自己完結型であるということだが，

それは法的根拠のあることなのかどうか，②病

院財政から例えば 1,000 万ないし 2,000 万円を

賃下げ緩和のために回したら病院経営にどのよ

うな差し障りがでるか具体的にシミュレーショ

ンしたことがあるのかないのか，③病院の看護

師・コメディカル職員の賃金は下げなかった理

由として証人が述べた，特例法による賃下げで

彼らの賃金がさらに下がると附属病院から去っ

てしまう人が一層増大するという「うわさ」が

聞こえてきたからだとのことであったが，「う

わさ」というのは具体的にどのようなもので

あったか，といった質問もでた．いずれにせよ

病院財政から賃金削減の緩和が可能かどうか検

討すらしていなかったので，和田証人の証言も

逃げの一手であった．

2016 年 11 月９日，最終（第 14 回）口頭弁

論が開かれ，原告準備書面７が提出され，村上

昌寛弁護士が原告準備書面７の要約陳述（15）と，

山根清志原告団長の最終意見陳述（16）を行なっ

た．そして判決は 2017 年２月 22 日に言い渡

されたが，顔をこわばらせた林潤裁判長は「原

告の請求を棄却する．裁判費用は原告の負担と

する」と述べ，閉廷の礼もせず逃げるように法

廷から去っていった姿が印象に残った．その間

一分もかからなかった．

４．控訴理由書

福井地裁の不当判決に対し原告団は控訴する

ことを決定し，2017 年４月 26 日名古屋高裁

金沢支部に控訴した．その理路整然とした詳細

な控訴理由書（17）は，第一審の不当判決に対す

る全面批判となっており，本裁判の内容・争点

と重要性がわかる最重要資料である．長文であ

るが，是非多くの人にこれを読んでほしいと思

う．

一審判決は，国立大学法人が政府から東日本

大震災の復興財源確保のために給与等の減額を

要請されていたことなどの事情を，「社会一般

の情勢」として考慮することがゆるされないと

はいえないと判断した．まことに苦しいいいわ

けである．このような抽象的な理由で，賃金・

退職金という労働者の最重要事項に関する就

業規則の不利益変更の必要性を肯定することは

到底ゆるされない．なお東日本大震災の復興財

源確保の要請，公共機関全体に向けられた復興

に協力すべき社会的要請が仮にあったとしても，

第一義的には国立大学法人が応えるべきで，労

働者にのみに押しつけて給与・退職金の減額措

置を肯定した一審判決は，公平を失し不当であ
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る．

そもそも「給与特別法」は時限立法であって，

本件の給与減額措置を避けることは可能であっ

た．附属病院は例年当初の予算よりも数億円も

の収益を上げており，本件給与減額を補填する

ことは可能であった．にもかかわらず，一審判

決は附属病院の収益で補填しないという判断は

やむを得ないと判断した．しかし，その理由は

被告の言い訳をなぞっただけでまったく説得力

がない．

被控訴人は国からの給与減額の要請を受ける

前に，国家公務員の給与特例法に準じた給与減

額を決定しており，財政上の必要性があったと

する被控訴人の主張は，給与減額を正当化する

後付けの主張であることは明らかである．従っ

て，給与減額の「高度の必要性」について被控

訴人の後付けの主張を追認した一審判決は，明

らかに誤りである．

また給与減額と区別した退職手当規定の変更

についても慎重な検討がなされなかった．退職

金は給与の後払い的性格のものであり，不利益

の程度は重大かつ深刻である．何よりも給与・

退職金減額の財政上の高度の必要性が立証され

ていない．実際，労働組合が求める退職金減額

を行なう財政上の必要性を明らかにする資料は，

一切示されていなかった．一審判決は，就業規

則の不利益変更に関する従来の判例に違反し，

労働契約法第 10 条の解釈を誤ったものである．

控訴審の第１回口頭弁論は 2017 年６月 19

日に開かれ，控訴団長の意見陳述（18）（山根清志）

と控訴理由書の要約陳述（19）（村上昌寛）が行

なわれたが，口頭弁論はこの１回だけで，実

質審議は全くなく８月 30 日の判決言い渡しと

なった．控訴審の判決（内藤正之裁判長）は，「本

件控訴をいずれも棄却する．控訴費用は控訴人

らの負担とする」という不当判決であった．島

田弁護団長は，「控訴理由に全く答えていない．

20 年間弁護士をしているが，ここまでひどい

控訴審判決は経験したことがない」と述べた .

５．司法官僚による裁判官支配

「司法の反動化」「司法の危機」が叫ばれて

すでに久しい．私たちは何度この言葉を聞いた

ことか．1999 年から本格化した「司法制度改

革」の名のもとに，法科大学院の創設や裁判員

制度の導入などが行なわれマスコミでも盛んに

報じられた．だが，法科大学院は乱立気味で縮

小傾向にあり，現行の裁判員制度には問題が多

いだけでなく「重罪刑事事件」のみの限られた

導入で，肝心の「司法の反動化」が改善される

わけではない．「重罪刑事事件」は必ずしも「重

大刑事事件」とは限らない．国民にとって重大

事件とは，憲法や基本的人権にかかわる裁判で，

ビラ配布事件・教育裁判・原発訴訟・労働事件・

公安事件，行政事件，宗教事件，政治家や企業

の汚職事件などである．「司法の反動化」は司

法行政の構造的な問題に原因があり，そこにメ

スを入れない限り改革は成功しない．

「平目裁判官」という言葉を聞いたことがあ

るだろうか．平目と同様に目が上についている

ために，国民の方ではなく上（最高裁）ばかり

見ている裁判官のことである．平目裁判官は，

最高裁（事務総局）の気に入るような判決を書

くことを旨とする出世主義者で，裁判官の社会

的責務を自覚していない人をいう．一方で，過

去に歴史に残るような名判決を書いた裁判官の

多くは，左遷されているという現実がある．

ある最高裁長官が，新任判事補に対する辞

令交付式で，「ヒラメ裁判官はいらない」と訓

示を行なったことがある．ヒラメ裁判官を大量

生産してきたのは，他ならぬ最高裁なのだから，

これは究極の冗談と評価されるものなのであろ

う．本当は「ヒラメ裁判官以外はいらない」と

言いたかったのかもしれないと，元最高裁調査
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官の瀬木比呂志は皮肉った（20）．

瀬木は，調査官時代に最高裁裁判官と調査官

の合同昼食会の席上で，ある最高裁判事が大き

な声で「実は，俺の家の押入にはブルー・パー

ジ関係の資料が山ほどあるんだ．一つの押入

いっぱいさ．どうやって処分しようかなあ？」

と発言したところ，「俺も」「俺もだ」と他の二

人の最高裁判事からも声が上がったことを暴露

している（20）．ブルー・パージとは，青年法律

家協会（青法協）会員の裁判官，左翼系裁判官

に対する，再任拒否まで含めた様々な不利益取

扱いや，人事の餌で釣っての青法協からの脱会

工作を意味する．転向した裁判官の中には極端

な体制派になった人物も多いという．

戦後の司法改革で実現した三権分立も名ばか

りで，「滅私奉公」ならぬ「滅司奉行」（行政に

追従する判決ばかりを出して司法が滅ぶ）なる

言葉が生まれるほど，司法は行政に屈服してい

る実態がある．なぜこのような実態が改善され

ないのか．その最大の理由は，最高裁事務総局

の司法官僚による裁判官の統制にある（21）．そ

の実態は新藤宗幸の『司法官僚』（22）に活写さ

れているので後で紹介するが，その前に天川晃・

小田中聰樹の『地方自治・司法改革』（23）によっ

て，戦後の司法改革について整理しておこう．

明治憲法下においては，司法権は統治権の根

幹をなす行政権の一部に過ぎなかった．裁判所

構成法上は，一応，司法大臣及びその監督下に

ある大審院長，控訴院長，地方裁判所長の監督

権は，裁判官職権行使に及び得ないものとされ

ていた．しかし実際には，司法大臣は人事権や

監督権限を通じて，そのときどきの政府の政策

や国策を裁判に反映させていた．司法省の要職

は検事が占めており，検事が裁判官より優位に

立つことにより裁判に関し直接・間接に大きな

影響力を行使した．そして司法省による裁判統

制は，治安維持法違反事件の処理あたって一層

顕在化した．ついでに言えば，弁護士会も当初

は検事正の監督を，後には司法大臣の監督を受

けた．

敗戦後の司法改革により三権分立制度が確立

し，日本の司法は，①国民主権の原理が最高裁

判所裁判官国民審査や裁判官弾劾制度，国民の

裁判を受ける権利の保障などの形で具体化され

た，②司法権の及ぶ範囲が行政事件にも拡がっ

ただけでなく，違憲法令審査にも及び，裁判官

の独立性も強化された，③公正な裁判への国民

の手続き的権利が強化された．しかしながら，

その特徴も完全なものではなく，陪審制不採用

や裁判官任用制度などの中に，司法権独立の脆

弱化・形骸化・空洞化の危険が制度的に潜んで

いた（23）．

戦後民主司法の基本理念として，小田中聰樹

は次の８点を挙げている（23）．

①天皇制統治体制擁護から，基本的人権保障お

よび憲法擁護に転換した．

②司法権の独立の根拠および強度が，統治機構

の分担的・制限的なものから，人権・憲法の

擁護保障理念に基づく絶対的なものへ転換し

た．

③裁判所内の人事・監督・会計・施設等に関す

る行政権が司法省から裁判所に移され，その

主体が裁判官全員で構成される裁判官会議と

された．

④裁判所が行政事件についても裁判権を持ち，

行政機関が終審として裁判することが禁じら

れ，司法の行政抑制効果が強化された．

⑤裁判所に検事局が附置され，裁判官と検事が

司法省により一体的に管理・監督されていた

制度が改められ，両者が組織的にも完全に分

離された．

⑥弁護士も，司法省の管理・監督を脱して弁護

士自治を獲得した．

⑦法曹養成の統一・平等・公正化に向け，法曹
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三者を統一的に平等かつ公正に選抜，養成す

る制度が設けられた．

⑧裁判手続も，「裁判を受ける権利」「適正手続

の権利」の理念に沿う方向に改善された．

以上の８点は，いずれも人権擁護機能および

司法の独立性を強化しようとした戦後司法の特

徴であるが，一方で戦後司法は矛盾や弱点を有

していた．その具体的中身については後で触れ

るが，その結果，裁判所は司法官僚の支配する

現在の「滅司奉行」の状況に至っている．

戦後司法制度は現行憲法の施行と同時に発足

した．初代最高裁長官に就任した三淵忠彦は就

任の挨拶の中で，「裁判所は，国民の権利を擁

護し，防衛し，正義と衡平を実現するところで

あって，圧政政府の手先となって国民を迫害す

るところではない．裁判所は真実に国民の裁判

所になりきらなければならない」と述べ，戦後

司法の基本理念と使命とを明確な形で指し示し

た．しかし民主的な裁判所づくりの空気はまも

なく後退し，最高裁長官と事務総局を中核とす

る司法官僚の官僚意識の強化，一般裁判官に対

する管理・統制システムの整備，裁判所自治の

形骸化に向けた動きが強まっていった．

その動きには，米ソ冷戦の発生・激化，GHQ

の反動的政策転換，日本の軍事基地化政策，大

衆運動弾圧激化，謀略的刑事弾圧事件続発，法

廷闘争・裁判運動の活発化などの背景があった．

最高裁は，1955 年 11 月，裁判官会議の権限

縮小，形骸化に乗り出した．下級裁判所の部総

括判事の指名権を，各下級裁判所裁判官会議か

ら高裁・地家裁の長官・所長に実質上移した．

この変更により，部総括裁判官は官僚的ヒエラ

ルキーにストレートに組み込まれた．また最高

裁事務総局は，この改正と同時に裁判官に対す

る考課制度を秘かに実施し，その情報収集と第

一次評価を部総括裁判官に命じた．

1960 年代に入ると，司法をめぐる動きは新

しい段階を迎えた．司法官僚制の体系的整備・

強化および裁判統制の強化に向け，政策プラ

ンの策定や規則制定，さらには政治的介入の動

きが顕在化したからである（22）．実際，1950 年

代末から 1960 年代にかけて，単独講和，破壊

活動防止法，教育２法，警察官職務執行法など

の反対運動，砂川基地闘争，松川事件裁判闘

争，三池争議，そして 60 年安保闘争など，平和，

人権，民主主義を守り発展させる運動が国民的

規模で展開された．

憲法擁護をめざす法律家団体として，1954

年に青法協が結成された．この団体に 1957 年

から司法修習生も続々と加入し始めた．裁判官

の会員も徐々に増加し，1963 年には JJ 会と称

する裁判官会員だけの研究・親睦会がつくられ

た．また，1961 年 10 月には，学者や弁護士

により安保改定阻止法律家会議の発展的組織と

して，日本民主法律家協会が結成された．

そして裁判の面でも，1958 年頃から 1960

年代にかけて下級審で優れた判決が次々と出さ

れるようになった．たとえば 1958 年の東京地

裁で出された東京都公安条例違憲判決，1959

年３月の砂川事件伊達判決，1960 年 10 月に

東京地裁が生活保護基準の違憲性を認めた朝日

訴訟判決などがある．この動きは，1960 年代

後半から 1970 年代前半にかけて，下級審で一

層の拡がりを見せただけでなく最高裁の判決に

も部分的な形ではあるが反映され始めた．その

代表的な例は，1966 年 10 月 26 日の最高裁大

法廷の全逓東京中郵事件判決である．この判決

は，争議行為を全面的に禁止する公労法 17 条

違反の争議行為に対し，限定的解釈を施すこと

により，官公労働者の争議を刑事罰から解放す

る道を開いた．

こうした裁判所の新しい動向は，保守政治

家と司法官僚たちに強い危機意識を抱かせた．

1962 年５月，内閣に設置された臨時司法制度
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調査会は，このような危機意識を反映したもの

で，1964 年８月に「臨司意見書」をまとめ上

げた（20）．その内容の要点は，①法曹一元の棚

上げ，②司法官僚制の一層の強化・確立，③裁

判官任命諮問委員会制度などによる裁判官任用

手続き民主化の否定，④司法修習生に対する官

僚的法曹教育の徹底，⑤弁護士に対する規制シ

ステムの強化，⑥高裁支部の廃止，地家裁支部

の整理統合，簡裁の区裁判所化や業務統合，⑦

裁判手続の合理化などであった．

この意見書のねらいは，明らかに司法官僚制

の強化と司法合理化の推進である．それは戦後

司法の改悪への道であった．なぜなら司法官僚

制の強化は，裁判官の職権および身分の独立を

弱め，裁判所自治を空洞化し，民主的法曹養成

を阻害し，弁護士自治の弱体化をもたらし，司

法合理化は，国民の「裁判を受ける権利」や「適

正な手続」の権利の行使・実現を危うくするか

らである（23）．このような改革方向には，日弁

連や各種法律家団体から強い批判の声が上がっ

た．そのため，その即時・全面実施は阻止され，

なし崩し的実施に向かうことを余儀なくされた．

ところで，日本の裁判官は欧米各国の裁判官

に比べて極端に少ない．そのため一人で何件も

の案件を抱え，非常に多忙である．だから長く

かかる民事裁判では，判決文を書くのを省くた

めに和解をすすめられることが多い．人口 10

万人あたりの裁判官数は，ドイツ 24.46 人，ア

メリカ10.59人，フランス9.50人，イギリス6.77

人であるのに対し，日本は 2.10 人しかいない．

その少ない裁判官を，さらに少数の「エリート

裁判官」が管理・統制しているのである．裁判

官は一般の公務員のように一定の基準日に昇給

するわけではない．判事の俸給は８号から１号

まで８段階とされているが，すべての判事が１

号俸まで昇給するわけでもなく，昇給期日もま

ちまちである．最高裁事務総局は人事異動と昇

給期日を人事統制に使って裁判官をコントロー

ルしているのである．

第二次大戦後の司法改革により，司法大臣の

もとにあった司法行政機構を切り離し，三権分

立の政治原理を実現し，最高裁を頂点とする司

法制度が打ち立てられた．予算権も独立し，法

制上，裁判官の「独立と自治」が明確にされた．

裁判所の司法行政に関する意思決定は，裁判所

の長官・所長を決定権者とするのではなく，所

属の裁判官全員から構成される裁判官会議の合

議によるとされた．

最高裁の司法行政部門は最高裁裁判官会議に

よって担わされているが，その補助・補佐機関

が最高裁事務総局である．しかし，最高決議機

関である最高裁裁判官会議の準備をする事務総

局が，事実上の権限を握っているのが実態であ

る．現在の事務総局職員数は約 760 名である．

その幹部の大半並びに幹部候補生の「局付」は，

すべて裁判官で，それ以外の職員は裁判所職員

試験に合格した事務官である．

事務総局の意思決定は審査室会議と事務総

局会議で行なわれる．審査室会議は秘書課長

が議長となり各局の筆頭課長から構成され，事

務総局会議は事務総長が主宰し，局長，秘書課

長が出席し最高裁裁判官会議の前日に開催され

る．さしずめ最高裁裁判官会議は内閣の閣議に

相当し，事務総局会議は事務次官会議に相当す

る．要するに，司法行政は事務総局の司法官僚

が握っていて，最高裁裁判官会議は事務総局会

議で決まったことを，ただ承認するという形骸

化した機関になっているというのが実態なので

ある．ここで「司法官僚」とは，事務総局に勤

務する「エリート裁判官」，事務総局勤務を経

た最高裁調査官，司法研修所教官，地裁所長，

高裁長官，高裁事務局長らである．全部で 200

名ほどの司法官僚が，全裁判官約 3,500 名を

統制・管理しているのである．
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「エリート裁判官」としての司法官僚は，ど

のようにして生まれるのか．司法試験に合格し

司法修習を経て裁判官に任官したものは判事補

となるが，東京地裁判事補として出発し，最高

裁事務総局の「局付」に選別されたものが，将来，

出世コースに乗る可能性の高い，いわゆる「エ

リート裁判官」である．そして事務総局で秘書

課長，人事局長，経理局長，事務総長などの要

職を経験した者は，高裁長官以上の出世が約束

される．

日本国憲法は，最高裁をのぞく下級審の裁判

官は最高裁の指名する名簿にもとづいて内閣が

任命するとしている．そして「任期を 10 年とし，

再任されることができる」と定めている．事務

総局は司法修習生や裁判官の人事情報を収集し，

任用・再任用の指名リストや転所の人事異動案

を作成しており，実質的な人事権をもっている．

それだけではなく裁判所の判決にかかわる法令

解釈などについて「最高裁見解」が事務総局や

裁判官会同・協議会において示され，それに影

響されて憲法にかかわる案件で消極的な判決が

出される場合が多い．

福井大学と同様な未払い賃金等請求訴訟は，

福井大学だけではなく福岡教育大学，京都大学，

山形大学，富山大学，新潟大学，高知大学，高

エネルギー研究所，全大教高専協議会，電気通

信大学，和歌山大学でも提訴された．しかし現

在までのところ勝訴判決が出されたという話は

聞かれない．この事実は，裁判官の社会的責任

を自覚した裁判官がいかに少ないかを如実に示

している．司法官僚による裁判官支配がいかに

徹底しているかがわかる．『司法官僚』（22）の著

者・新藤宗幸は，司法行政全般の改善のために

具体的な提案をしているが，ここではその紹介

は割愛する．

６．おわりに

およそ４年にわたる原告団・弁護団の裁判

闘争は平目裁判官による不当判決によって終わ

りを遂げたが，原告団の訴えたことの正しさは

歴史の記録として残っている．その記録は，全

国の現役の国立大学法人の教職員と後世の研究

者に伝えなければならない．紙に印刷された資

料はもちろん，電子データで残っているものは

ファイルを整理して，いつでも研究者に提供で

きるようにしておいていただきたいと思う．な

お本件裁判の資料に関する問い合わせは，下記

の福井大学教職員組合までお願いしたい．

　　　910－8507 福井市文京３丁目９番１号

 福井大学教職員組合

　　　TEL・FAX　0776－21－1950

　　　E-mail　fukuidai@sweet.ocn.ne.jp
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「未払い賃金等請求訴訟」を終えるにあたって

山　根　清　志（原告団長）

2013 年 11 月 11 日の福井地裁への提訴以来

たたかわれてきた「福井大学未払い賃金等請求

訴訟」に関し，2016 年度（2016．９．１～ 2017．

８．30）の１年間の活動を中心に報告させてい

ただきます．

７月中に原告側，被告側の証人尋問も終え，

2016 年 11 月９日に福井地裁にて最終（第 14

回）口頭弁論が開催され，原告ら訴訟代理人・

村上弁護士が「原告準備書面７」の要約陳述を，

山根原告団長が最終意見陳述を，それぞれ行

いました．そして林潤裁判長が弁論を終結させ，

判決言い渡しは 2017 年２月 22 日となる旨述

べて閉廷しました．

２月 22 日当日，傍聴席を埋めた多くの原告

側，被告側傍聴人，報道関係者が見守る中，林

潤裁判長は「原告らの請求をいずれも棄却する」

と，不当にもわれわれの請求を棄却する判決言

い渡しをおこないました．原発裁判で歴史に残

る良識的判決を下した樋口裁判官のあと，樋口

効果を打ち消すために国側の意向をうけて送り

込まれたとされる林潤裁判官には，根本的に「国

からの要請」を相対化できるよう期待するのは

無理だったようです．ただ，①「本件給与規定

変更によって被告職員が受けた不利益は，相当

に大きいものというべきである」と認定したこ

と，②「被告の組合との交渉態度は，丁寧さを

欠いた面があったことは否定できないものとい

わなければならない」と認定したことは，使い

方次第で今後の対当局交渉の際等に生かせる部

分かと認められます．このほか，財政上の必要

性について，「被告病院の収入に当初予算から

の相当額の増収が生じる状況にあり，その増収

分を一部でも本件給与減額措置の緩和のための

財源に充てることが一切不可能であったとまで

はいえないとしても」と認定したり，「国立大

学法人の給与が原則として労使自治により決定

されるべきものであり，……被告において給与

減額の要請に応じる義務はなく，これに応じな

くとも直ちに不利益な扱いを受けることもない

ことは，原告らの主張するとおりといえる」と，

部分的に原告の主張に沿った認定や同意も含ま

れていますが，とどのつまりは請求棄却なので

す．要するに，一審判決の基本をひと言で表現

するなら，国の要請という国家権力の介入があ

れば従わざるをえないことを実質的な請求棄却

の理由としており，その結論ありきの理由づけ

をおこなうために，被告人の主張のあれこれが

都合よくちりばめられたかのごとき体裁になっ

ている，というに尽きます．われわれ国立大学

法人に雇傭されている労働者の労働条件は，労

使自治のもと，労使の団体交渉による合意で決

定されるべきものであるという，基本ルールの

現実化・実体化をかちとるべく立ち上がったに

も拘わらず，この点からすれば一審判決は，被

告側の言い分を全面的に取り入れ，われわれ原

告側の主張をことごとく退けたものといってよ

いかと思われます．

従ってこの一審判決をこのまま判例化させる

のを回避するためには控訴するしかないと判断

しました．先行する他大学の例からすると，二

審（控訴審）でも勝訴の結果はおそらく得るこ

とが難しいとはいえ，なお控訴に踏み切るのに

十分な意義と正当性が，本訴訟にはあると考え

たからです．それに，控訴手続きをおこなう時
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点では，先行の富山大教職組の請求を棄却した

内藤裁判官が，名古屋高裁金沢支部から春の人

事異動でうごく可能性も囁かれていました．３

月７日，原告ら訴訟代理人弁護士が福井地裁に

控訴状を提出しました（控訴人 13 名）．そし

て一審判決後 50 日以内提出が期限の，控訴理

由書（『福井の科学者』128 号に全文掲載）も

裁判所に提出され，後日，控訴審第 1 回口頭弁

論が６月 19 日 14 時 30 分から開催と決まりま

した．

なお，二審（控訴審）の裁判費用に関して

は，（１）一審にひきつづき全大教による継続支

援を仰ぐ，（２）福井大学教職員組合・訴訟特別

会計の第１期の残金を第２期の収入にあてるこ

と，などで対応することになりました．

６月 14 日の控訴審第１回口頭弁論（名古屋

高裁金沢支部 201 号法廷）では，山根控訴人

団長による意見陳述と原告ら訴訟代理人村上弁

護士による控訴理由書の要約陳述がなされまし

た．陳述終了後，内藤裁判長は事実上弁論終結

を宣し，判決の言い渡しを８月 30 日午前 11

時にしたいと述べて閉廷しました．

2017（平成 29）年８月 30 日，名古屋高裁

金沢支部 201 号法廷（民事）において，福井

大学未払い賃金等請求訴訟控訴審の判決言い渡

しが行われました．５分遅れて開廷され，内

藤正之裁判長は，本件控訴をいずれも棄却す

る，控訴費用は控訴人らの負担とする，との主

文を読み上げてあっけなく閉廷しました．福井

地裁原発裁判での樋口裁判官による良識的判決

結果を打ち消すための役割こそが期待されてい

ると伝えられる裁判官らしくいかにも横着な感

じで，判決文もペラ７枚程度のお粗末極まるシ

ロモノでした．島田弁護団長によれば，「判決

理由らしきものが書いてあるが，裁判所が書き

やすい所を少し書いてみたという程度のもので

あって，根本的なところでの控訴理由に対して

は全く答えていない．20 年弁護士やっている

がここまでひどい控訴審判決は経験したことが

ない．」とのことでした．

福井大学の訴訟原告団が提訴したのは 2013

年 11 月 11 日で，翌 2014 年１月 30 日福井地

裁での第一回口頭弁論が始まりました．提訴以

来５年，第一回口頭弁論以来４年の長きにわ

たってここまでたたかって参りました．2004

年４月１日の法人化以来，国家公務員でなく

なった福井大学教職員の労働関係は，その労働

条件を民間の労使関係と同様に，労使自治に

よって団体交渉を通じた労使間合意に基づいて

決定されるのを原則とするものへと変わりまし

た．それにも拘わらず，東日本災害復興支援を

名目とする「給与特例法」や退職手当減額をめ

ぐって，大学当局（＝法人）は国家公務員時代

と何ら変わらないかのような対応をわれわれに

対してとってきました．こうした労働法制無視

の被告のようなやり方が是正もされずまかり通

るのであれば，福井大学教職員の労働関係は労

働法制のワクの外（＝法的無権利状態）に置か

れることになり，あたかもわれわれを守ってく

れる労働法制はどこにも存在しないに等しいこ

とになってしまいかねません．そこで，労働法

制無視の被告のやり方はおかしい，「法の番人」

の手によって是正してもらおうと立ち上がった

のが，今次の裁判闘争でありました．その際，

これほどの事をやられて，おかしいと思う事を

おかしいと言えないような大学はもはや大学で

ない，学生に一体どのような真理を教えるのだ

との思いも少なからずあったように記憶します．

但し，裁判所が「法の番人」だというのは，

少なくもわれわれがたたかった事案については，

殆ど成立しえない概念であったように思わざる

をえません．法に立脚し，法に則した論が首尾

一貫して展開されるというよりは，或る場合は

論点を回避し，或いは意識的に論点をズラした
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り，国家権力の介入があれば従わざるをえない

とする被告法人の立場に寄り添って「忖度」に

「忖度」を積み上げるというようなやり方が用

いられました．

法的に勝利を収めることは残念ながらできま

せんでしたが，大学当局（＝法人）と組合との

関係に於いて，①団体交渉のやり方や組合の要

求に対する返答の仕方が，以前の大学当局（＝

法人）と比べて改善され丁寧なものになってき

た，②労使協定に従ったやり方を行うように変

わってきた，などたたかいに立ち上がったが故

の最低限の成果はあったのではないかと思われ

ます．国家公務員時代と異なる福井大学教職員

の今日の労働関係についてキャンパス内に広く

繰り返し宣伝できたことも意義深いことの一つ

であったと思います．

※なお，福井大学未払い賃金等請求訴訟原告団・

弁護団は後日協議の結果，最高裁への上告は行

わないことにしました．先行した裁判の判決に

照らすと，こちらが望む判決が全く期待できな

いためです．

これまでながい間，全大教，富山大，金沢大，

名古屋大等の教職員組合，県内からは県労連，

県国公，県高教組等各団体および個人の方々か

ら，一貫して熱いご支援をいただきまして，誠

にありがとうございました．心から感謝する次

第です．どうも有り難うございました．
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給与減額反対裁判闘争に参加して

森　　　　　透（福井医療大学）

約４年にわたる裁判闘争に参加して感じたこ

と，考えたことを述べたいと思います．

今回の給与減額の直接的な理由は，東日本大

震災復興のための財政支援に国家公務員の給与

を当てることから始まり，法人化された国立大

学の教職員も同じく減額の対象となったという

ことです．東日本大震災の復興は非常に大事な

ことで，日本人としてできる限りの支援をする

ことは当然のことです．しかし，公務員だけが

その対象になるということは不合理であり，本

来ならば，全ての国民が平等に対象となり，国

家として税金から支援すべきです．国家財政が

厳しいということで，まずは公務員が対象と

なったと推察されます．しかし，国立大学は法

人化された時点で法的には公務員ではなくなり

ましたので，対象となること事態が納得できま

せん．減額幅も私個人でいえば，毎月の給与と

退職金を合わせると，約 590 万円となりました．

金額の問題だけではなく，公務員だけが対象に

なったということの不合理をまずは確認すべき

だと思います．裁判闘争はいずれも敗訴で，裁

判所が我々の生活と権利を認めていないことが

はっきりした裁判でした．

裁判を闘ってよかったことの一つは，福井大

学当局が福井大学教職員組合に対して，それま

での傲慢な態度を若干反省したことでしょうか．

団体交渉での姿勢を改めて，交渉の相手として

組合を一定認知したと思われます．

今回の裁判は，原告団に入れなかった教職員

の分まで闘ってきました．結果は敗訴でしたが，

けっして無駄ではない闘い，歴史的な闘いでは

ないかと考えています．

（2017 年 10 月 31 日，原告団副団長）
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「戦後」の生き様をめぐって

―ぶんさんの場合―

屋　敷　紘　美（九条の会ふくい）

小型の，少し厚みのある封書が届いたのは今

年４月であった．亡き母の実家を継ぐＹさんか

らである．母の兄の孫にあたる人だ．中には彼

の父上，河合清仙，僕の従妹のお婿さんの詩集

が入っていた，『飛蝗の背に乗って―ぶんさん

の風景―』と題された．

飲めない水

汗みどろの行軍

よれよれの戦闘帽

ジャングル

そこはマレーシア

結ばれた木々の葉っぱが波打ち

密かに生々死々を進む

喉の渇きと空腹

襷にかけた水筒も空しく

高鳴る潮騒を聞きながら

飲めない水

足取りが重い

泉に映る悲しい顔　顔

生々死々

去った多くの友

ああ　つらい

何一つとして語らないぶんさん

拾ってきた仏壇を

拝み続ける

　（略）

＊ぶんさんこと前田文次郎

明治四十四年四月二日生

昭和十五年六月　朝鮮・マレーシア・蘭領印

度（現在のインドネシア）へ出征

昭和二十年敗戦で帰国

平成十一年三月九日　八十八歳で往生

冒頭の詩篇と注である．この詩篇がぶんさん

の生活に寄り添った河合さんの想像によるもの

か，あるいはぶんさんからの聞き取りに基づく

ものかは知らない．しかし，あとに続くぶんさ

んの生き様を映した多くの詩篇の始まりを示す

１篇である．

ぶんさんは帰国後，伯父の「家に来れば飯ぐ

らいは食べさせてやるがな」との言葉を受けて，

その日から河合家に住み着いた．ぶんさんは戦

地から帰っても仕事もなく田螺を捕ったり，い

なごを焼いて食べる生活を送っていた．河合家

では伯父夫婦と共に農作業を担う．

べと色のつばの垂れた帽子に破れた長靴

継ぎ接ぎの股引にさっくり姿のぶんさん

何で破れた靴はくんや風通しがいいでや

子供のころから一割頭が良かったぶんさん

何処へ行くでもなし人と交わるでもなし

何でそんなに働いてくれるんや

生きんが為や　とボソッと言う・・・

（「刈ってはちがえて置く」から）

お前は汚い納屋の片隅に住み

はだか電球一つで灯りを取り

ボロをまとっている

それを荒い縫い目で繕っている

お前は七輪で粥を涌かしてすする

暑い時は水をかぶって体を洗い
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寒ければ外のトタンの下で湯を沸かす

尿も便も壺に取る．

 （「星の水葬」から）

こうした生活を日常にして，心の安らぎを得

たぶんさんは思わず「今日一日働けてよかった

なあ・・・」としみじみ作者に洩らすのである．

新しい時代がきて，伯父の子である作者夫婦は

七輪の代わりに煙突付きの竈を与えても，壺の

代わりに水洗トイレを設置しても，それらを使

おうとせず，いつもの陶器のオマルに用をたし

て裏のたけ藪に埋めてある甕に捨てトタンの蓋

をするのである．作者は戦地ではジャングルで

用をたしたのか，草木生い茂る中に隠れて人目

を避けただろうにと想像する．

ぶんさんは実母の葬式にも行こうとせず，老

人ホームで過ごす兄とも絶縁していた．肉親と

の間に横たわる深い溝を見つめることなく，ぶ

んさんは一人で旅立つことになる．

寒さに震えながら

発狂したのだろうか

下半身裸で玄関の土間に座っている

埃だらけのテレビや

部屋にあったボロの家財道具を

縁端に引きずりだして

　（略）

おお　ぶんさんどうしたんや

返答がない

 （「川舟」から）

これがぶんさんの死に様であった．

ぶんさんに寄り添った作者は，彼の生活を詩

に昇華させ，心温かく，彼への想いは深く，敬

愛の情が溢れた看取りを綴る．

涙があふれて

挨拶にならない

他人であって他人でないぶんさん

今日は告別式

村人数人が集まってきている

（「津波来る」から）

作者が冒頭の一首で示唆したように，ぶん

さんの戦地での体験は人間として想像を超える

惨酷で苛烈なものであったろう．しかし，彼は

一切語らない．軍隊での教育，洗脳は徹底して

いて，敗戦だからといって，手のひらを返すよ

うには時代に即応することができず，生きる目

的を見出すことができなかった人は多いという．

農作業での働き具合からして誠実であったらし

いぶんさんも，そのような一人であったかもし

れない．自分の一切を語らず，肉親からも断絶

して生きのびたぶんさんの生き方に背筋を正さ

ずにはいられない．唯，彼が「今日一日働けて

よかったなあ・・・」という安らぎを得ていた

ことに安堵感が心に落ちる．

島尾敏雄「出発は遂に訪れず」から

「一年半のあいだ死
し に じ た く

支度をしたあげく，八月

一三日の夕方防備隊の司令官から特攻戦発動の

信令を受け取り，遂に最後の日が来たことを知

らされて，心にもからだにも死装束をまとった

が，発進の合図がいっこうにかからぬまま足ぶ

みしていたから，近づいてきた死は，はたとそ

の歩みをとめた．」

この作品はほぼ島尾自身に起きたことであろ

う．彼は戦争末期，奄美群島加計呂麻島に海軍

少尉として任官，特攻目的の魚雷艇「震洋」隊

の隊長として，出撃を待っていた．

主人公の「私」は死を猶予された後，深い眠

りに襲われ，空腹を満たされたいと願う自分に

虚無を感じる．死への長い待機は倦怠とやり場

のない不満が体をめぐる一方で，死をしばらく

の間とはいえ猶予されたことに喜びも感じるの

である．今の宙吊りの中の日常が「私」にはと
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ても重くて，生への執着が起きない内に出発し

たいとも考える．

８月 15 日，防備隊に呼ばれて，途次山中を

歩く「私」は，まだ，軍隊の規律の中にいなが

ら，なぜか周囲の風景が自由に感じられ，名も

知らない小鳥の鳴き声さえその自由を誇るよう

に聞こえて，快く思ったりする．そして「隊を

はなれ一人だけになると自分が生活の根の浅い

一人の青年に過ぎないことがわかってくる」の

である．

予感の通り，ムジョウケンコウフクを肉声で

聞いた「私」には，

「言いようのない寂
せきりょう

寥が広がっていた．・・・死

の方に進まなくていい生きのびられる世界は，

色あせてありふれたものにしぼんでしまい，そ

こで手ばなしで享受できると考えた生の充実は

手のひらの指のすきまからこぼれてしまったの

か．」

戦争と軍隊と死に適応することに腐心してき

た筋道を，生きのこることによって否定すれば，

入隊以前のもとの場所に帰ったことになるとで

もいうのかと，「私」は誰とも知れない誰かを

激しく告発するのだ．この先，繰り返されるで

あろう環境の変化のたびごとに選び直さなけれ

ばならない人生が待っているとしても，新たに

対処するエネルギーは生まれてこないと彼は暗

澹とするしかない．

死が目の前で止まって倦怠感にまどろむ「私」

の部屋に酔って入って来た下士官は，「私」を

幸福な境遇だとなじりながら，海軍の腐敗をあ

げつらい，自分は家に帰ったら百姓をやりなが

ら好きな発明の研究をしたいと夢を語っていく．

そういえば，終戦の詔勅を聞いた後，特攻司令

長官が部下の八機を従えて米軍の占領する沖縄

へ突っ込んで行った話が大分から聞こえても来

たのだ．

大岡昇平「野火」から

「五月のある日この精神病院へ連れてこられ

て，比島の丘の緑に似た，柔らかい楢や椚
くぬぎ

の緑

が，建物を埋めているのを見た時，ああ，この

世で自分が来るべきところはここであった，早

くここに気がつけばよかったと思った．ついに

私が入院ときまり，私が重い扉の内側に，妻は

その外側に立った時，妻が私に注いだ涙を含ん

だ眼に，私が彼女の心に殺したものの重さを感

じたが，しかし心を殺すぐらい何であろう，私

はいくつかの体を殺してきた者である．」

大岡も戦争にこだわって生きた小説家であ

る．彼は戦争末期 1944 年，35 歳という高齢

で招集された．配属はフィリピン・ミンドロ島．

米軍の攻撃下，病兵として部隊に捨てられ敗残

兵として山中を彷徨中，米軍の捕虜となりレイ

テ島に送られた．帰国後大岡はかっての仲間や

フイリピン戦線の経験者から詳細に聞き取りを

行って，「野火」「俘虜記」「レイテ戦記」を書

き継いだ．

「野火」の主人公田村一等兵は，所属する部

隊で喀血し，六本の芋と手榴弾を渡されて，病

院へ行かされる．死出の旅だ．病院はすでに医

薬品もなく病室は満杯，入り口付近には田村

と同じような運命にある病兵が大勢たむろす

る．やがて彼らは帰国の船が入るという港に向

かって，密林の中を彷徨する．その道中，主と

して食料をめぐる仲間同士の争いや殺人などが

起こる．集団として，つまり部隊として生きの

びるのではなく，個人としてその才覚が試され

る行程である．極限の中で，死を目前にした兵

士から自分の上腕部の内側を食べろと勧められ

て，その作業の最後で田村の右腕は彼の左手に

その手首を抑えられるという経験をする．

「手だけでなく，右半身と左半身の全体が，

別のもののように感じられた．飢えているのは，

たしかに私の右手を含む右半身であった．」
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「私の左半身は理解した．私はこれまで反省

なく，草や木や動物を喰べていたが，それらは

実は，死んだ人間よりも，喰べてはいけなかっ

たのである．生きているからである．」

彼が極限の中で獲得した宗教と言っていい．

この「信仰」は収用された俘虜病院で食膳を前

に叩
こう

頭
とう

するという儀式として表現された．そし

て彼は狂人とされたのである．しかし田村は「自

分のせずにはいられぬことをするのを，恥じな

いことにしている．何か私以外の力に動かされ

るのだから，やむを得ないのである．」

帰国後，田村はこの宗教的習慣を繰り返し，

精神病院に連れていかれる．

田村はレイテ島の苛酷なジャングルで孤立し

ながらも，あるいはそれだからこそ人肉食を免

れ，個人の理知を失わず心の平衡を保ち得る「宗

教」を得たのである．しかしその宗教的生活は

日常が支配する平和な社会に居場所はなく，「来

るべきところ」は精神病院であったというのだ．

河合　Ｙ様

前略

お父上の詩集『飛蝗の背に乗って』を拝受

しました．思いがけないことでした．清仙さ

んが詩を書かれていたことを初めて知りました．

もっぱら書家として知名が高かったせいかもし

れません．何よりも僕は清仙さんのことをほと

んど知りませんでした．母の実家である「印田

の河合家」とは久しく縁遠くしていたからで

しょう．

最初にそのことに少し触れておきたいと思い

ます．僕の母は高木町の屋敷直美に嫁ぎました．

戦争前数年のことです．父には先妻の子が４人

いました．父が 40 代中ごろに母と結婚したの

ではないかと思います．年齢差は16歳ほどあっ

たようです．母がなぜこうした条件の悪い結婚

を承諾したのか僕にはわかりません．母はかな

りの苦労をしただろうと，僕もこの年になって

想像が出来ます．でもとてもまじめで，誠実に

農家の主婦を務めていたと思います．女性なが

らき然としていて，僕にとっては「こわい」母

でした．彼女は僕が中学２年の時に 48 歳で亡

くなりました．当時ですから病名もはっきりし

ませんでしたが，前夜からの腹痛で早朝に医者

が痛み止めのモルヒネを打ったことに起因する

心臓発作と聴いたように記憶しています．今時

なら訴訟沙汰でしょう．

ともあれ，母の死によって，母の実子である

３人の姉弟は「印田の河合家」から縁遠くなり

ました．それまで夏休みは（多分春休みも）毎

年印田に行っていたのにです．貴男の祖父母に

あたる伯父夫妻は，僕らにとっては「印田の父

ちゃん，母ちゃん」でした．

特に父ちゃんにはとても可愛がってもらいま

した．それと云うのも彼の兄弟の子つまり河合

家の孫の中で男子は僕一人だったからでしょう．

とっちゃん（つまり貴男の母上）やゆきちゃん

にも実の弟のように接していただきました．

しかし，今に至るも河合家と「父ちゃん」へ

のわだかまりが一つありました．それはぶんじ

さんのことでした．僕が心躍らせて印田に行っ

た昭和 30 年代の河合家に，もちろんぶんじさ

んはいました．当時たしか作男と聞いていたと

思います．「父ちゃん」は彼を呼ぶのに「ブン

ジ」と呼び捨てにしていました．食事は箱膳

で，ぶんじさんは台所の上り框に正座して，僕

らとは離れて摂っていました．「母ちゃん」は

しゃもじにご飯をよそって，腕を伸ばしてぶん

じさんの茶碗にいれていました．服装も明らか

に「父ちゃん」とは違ってみすぼらしいもので

した．清仙さんの描く通りです．それらのこと

が僕にはどうしても納得できませんでした．今

時（当時僕は民主主義や平等，個人の尊厳など

という言葉は知りませんでしたが）こんなに人
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を差別していいのか，と母に食ってかかってい

たと思います．あの優しい「父ちゃん」とぶん

じさんの扱いの落差を僕は理解できなかったの

だと思います．あの時からお父上の詩集を読む

まで，「印田」と云うとぶんじさんを連想して

きました．大きくなってから葬祭で何回か河合

家に伺いました．当然ぶんじさんのことは気に

なりましたが，誰にも彼のその後を聞けません

でした．「ぶんじさんのみじめな」その後を聞

きたくないという想いがあったからです．

ですから，「飛蝗の背に乗って」は僕にとっ

ては晴天の霹靂でした．ぶんじさんが河合家の

人たちに大切に寄り添われ，貴男の父上の主宰

で葬儀が営まれたことを知ったのです．僕ら姉

弟に対する「父ちゃん」の優しさは，ぶんじさ

んにも等しく注がれたことを僕は 60 年後の今

理解したのです！！

そして，兵士であったぶんじさんの戦後の生

き様に思いを馳せました．文芸評論家の川村湊

氏は，「戦後文学は『帰る』ことから始まった」

と書きました．島尾敏雄や大岡昇平の他，野間

宏，梅崎春生，山川方
まさ

夫
お

，安倍公房などといっ

た作家をあらためて読みなおしもしました．ぶ

んじさんの生き様を，同じように「戦後」を苦

しんだ作家の小説から想像してみたいと考えた

からです．たぶん彼らの地平は同じものだと思

いました．

僕のこの詩集への理解は，清仙さんの想いと

は違うかもしれません．しかし，現在を戦争が

近づいているという認識に立つ僕として，ぶん

じさんを考えることは戦争を否む行為でもあっ

たのです．

乱文ですが，『飛蝗の背に乗って』をお送り

いただいたお礼を申し上げ，そこから僕が得た

ものを書かせていただきました．

ご家族の皆様のご健勝を祈っております．

草々

参考図書

河合清仙『飛蝗の背に乗って』山吹文庫

島尾敏雄『出発は遂に訪れず』日本近代短編小説選

　　　　　岩波文庫

大岡昇平『野火』角川文庫

川村湊『戦後文学を問う』岩波新書

（2017 年 11 月 12 日）
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学生運動の源流「東京帝国大学新人会」

―第３回　弾圧による東京帝大新人会の解散―

髙　木　秀　男（日本科学者会議福井支部）

７．早稲田大学の学生団体

新人会のほかにも，早稲田大学に学生運動を

行なう団体が存在していた．ここで簡単に早大

での学生の動きについて見ておこう．新人会の

結成に刺激されて 1919 年２月 21 日にできた

組織が「民人同盟会」である（１）．民人同盟会は，

「新時代の主潮の方向は，国民意識の敏感と階

級意識の協調とを伴ひ不可抗の力を以て一切の

デモクラチゼーションへと進んで居る」と主

張した．民人同盟会は新人会などとの学生連合

を模索したが，たいした成果を挙げないまま消

滅した．それは，はやくも同じ年の 10 月に路

線の対立から民人同盟会の一部が脱退して「建

設者同盟」を結成したからである．建設者同盟

の中心人物は，和田巌，浅沼稲次郎，稲村隆一，

三宅正一らで，彼らは北沢新一郎教授の門下生

たちであった．

一方，民人同盟会に残った急進派は 1920 年

春に大杉榮を学内の演説会に招いたが，これを

理由に民人同盟会は大学から解散を命じられて

しまった．そのため高津正道らは，同年夏ころ

学外で学外者を含む「暁民会」を組織した．ま

た学生たちは，翌年５月ころ学生だけの「早

大文化会」を組織した．文化会は 1923 年１

月，建設者同盟の在校生と合同して「文化連

盟」となり，1924 年５月には「早大社会問題

研究会」となった．新人会と早稲田大学の団体

は，1919 年から 23 年にかけて学生運動の中

心にありながら，結局，十分協調することがで

きなかった．それはそれぞれの学外活動の力の

入れようが異なっていたからである．新人会が

知識人向けの雑誌と労働運動に熱を入れていた

のに対し，建設者同盟は農民運動に力をそそぎ，

暁民会は非合法宣伝に重点を置いていた．この

ような学外活動と学外会員が大学から切り離さ

れたとき，全国規模の本物の学生連合が生まれ

る可能性が生じたのである（２）．

1922 年秋の学生聯合会結成の立役者は，早

大の高野実と東京帝大の志賀義雄であった．学

生聯合会結成のきっかけとなったのは，1921

年から翌年にかけてのロシア飢饉救援運動であ

る．1922 年５月，日本共産党準備会の機関誌

的存在であった雑誌『前衛』が号外を出して

運動の口火を切ると，全国の進歩的諸団体や雑

誌がこの運動を支援した．そして９月に新学期

がはじまると，東京の学生間の救済運動を統一

しようとする動きが起こり，新人会，早大文化

会，建設者同盟が中心となって，ロシア革命

５周年にちなんで 11 月７日に「学生聨合会」

（学聯）が結成された．これには明治大学七日

会，早稲田高等学院社会思想研究会，日大社会

批判社，女子医専七日会，一高社会思想研究会，

三高社会思想研究会，五高 FR 会，七高鶴鳴

会，新潟高校文化会などが参加した．学聯結成

はたちまち他の高等学校にも影響を与えていっ

た．1923 年９月１日，関東大震災という大事

件が起き東京は壊滅したが，それにもかかわら

ず 1924 年までにほとんどすべての高校に左翼

グループが結成され，学聯は９月 14 日，加盟

団体 49 校の「学生社会科学聨合会」に発展し

た（３）．

８．学生運動の弾圧と新人会の解体声明

学生の運動が盛んになり活動が活発になると，
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政府の取り締まりや弾圧も強化されていった．

学生運動の取り締まりには国の二つの機関が直

接関与した．内務省の警察当局は学生運動を左

翼運動の一環としてとらえ，局地的であれ全国

的であれ，犯罪行為，治安への脅威とみなした．

警察の取り締まりは権威主義的であり，書物

の発禁，集会の解散，監視，逮捕・拷問等の常

套手段をとった．それに対し文部省は，学生の

不満を教育制度の欠陥にあるととらえ，学生運

動家は社会に不適合な犯罪者というより学外扇

動者による影響や忠君愛国教育の不足によって

道を誤った者とみなしていた．だから文部省は，

日本の伝統と家族愛に訴える再教育による左翼

運動防止策を重視した．この方法は後に獄中の

共産主義者を転向させるために司法省によって

盛んに利用された．

学生運動への組織的な弾圧は，大学ではなく

高等学校からはじまった．1924 年 10 月，高

等学校校長年次会議で統一的弾圧への第一歩が

踏み出された．この会議の席上で新人会が高校

社研を全国的な左翼学生組織の傘下に加えよう

としていたことが報告され，五高の溝渕進馬校

長がこれら社研の解散決議を提案した．こう

して 12 月５日，五高の社研は解散を命じられ，

他の高校の社研もほとんど解散させられた．だ

が社研解散の効果はほとんどなかった．その活

動が地下にもぐっただけであった．社研解散は

地方の高等学校の左翼活動を抑制するどころか，

逆にあおる結果となった．弾圧自体が，学問の

自由の名の下に穏健な学生の支持を集める格好

のテーマとなったからである．

警察当局も学生運動には重大な関心をもって

いたが，大学の自治の壁もあって効果的な取り

締りの手段がなく困っていた．1900 年の治安

警察法は警察に政治的集会を取り締まる広範な

権限を与え，学生の政治結社への参加を禁止し

たが，この法律に違反しても 20 円の罰金しか

課すことができなかった．司法当局は学生運動

家を，彼らの活動とはほとんど関係のない，新

聞紙法や出版法，警察犯処罰令などによってし

か取り締まりができず，それに個人にしか適用

できず，組織そのものには手が付けられなかっ

た．

しかし，1925 年の治安維持法の制定によっ

て状況は一変した．この新しい法律は，非合法

組織を具体的な行為からではなく，イデオロ

ギーの面から取り締まろうとするものであった．

そしてこの治安維持法が最初に適用された対象

が，「学聯」であった．「京都学聯事件」と呼ば

れる事件は特に重要である．この事件は二つ

のラウンドからなり，その立役者は京都府警特

高課長の久保田畯
たおさ

であった．彼は 1923 年の東

京における第一次共産党事件で「功績」をあげ，

1924 年末，京都府警の特高課長に就任した人

物で，後の 1940 年 12 月には福井県知事になっ

ている．彼は左翼狩りでさらに成果をあげよう

と，1925 年７月に開かれた学聯の大会に関心

を示し，京都学聯の指導者たちを監視させてい

た．

そして 1925 年の 11 月中旬，京都府警の特

高課の警官が，同志社大学構内で朝鮮自由労働

団体ほか４団体名義の「狼
の ろ し

煙ハアガル，兄弟

ヨ，コノ戦ニ参加セヨ」と題する軍事教練反対

ビラを見つけたのが事件の発端となった．特高

警察が令状も取らず同志社大学生や京都帝大生

の下宿，大学の寄宿舎などを捜索し，12 月１日，

学生 37 名を「行政執行法」によって検束した

のがこの事件の第一ラウンドであった．

検束された学生の中には京都帝大生の石田英

一郎男爵もいた．特高刑事が見つけたビラが「皇

室の尊厳を冒涜し，政体を変壊し又は国憲を紊

乱せんとする文書図画」の出版を禁じている出

版法に違反する可能性があるという強引な理屈

で，捜索，拘束が行なわれたのである．京都帝
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大学生大会の代表者が京都府警察当局に抗議し

た日の翌日に当たる 12 月 16 日，司法省にお

いて，林頼三郎司法次官，小山松吉検事総長を

はじめ東京，京都，大阪，兵庫，福岡，仙台の

控訴院検事局検事長，各府県地方裁判所検事局

検事正または主席検事，各府県特高課長全員が

あつまり秘密会議を開き，学聯の運動を一網打

尽にする計画がたてられた．司法当局がいかに

この事件を重大視したかがわかる．

京都学聯事件では，特高警察の違法捜査に，

佐々木惣一法学部長，神
かん

戸
べ

正雄経済学部長を

ふくむ京都帝大法学部および経済学部教授団

は，12 月 24 日にそれぞれ長文の声明を発表し

た．法学部教授団はそのなかで次の点を指摘し

た．①大学当局の諒解・立会いなく大学寄宿舎

を捜査するのは大学自治の侵害，②犯罪捜査に

はそれに固有の手続きがふまれるべき，③本件

がかりに行政執行法による検束だとすれば，検

束を連日によって行なうことは法的に許されな

い．

第一ラウンドは，抗議の声に驚いた警察が検

束した学生を 12 月７日の時点ですべて釈放す

ることによって一応終了した．しかし，翌年の

１月 15 日，河上肇のもっとも優秀な弟子であっ

た岩田義道を始め，京都帝大生の鈴木安蔵・石

田英一郎男爵，東京帝大生の是枝恭二，慶應義

塾大学卒の野呂栄太郎ら「学聯」関係者 38 名

に対し，こんどは治安維持法を適用して逮捕し

たのが第二ラウンドであった．逮捕された学生

には日大，同志社大，明治学院大，早稲田高等

学院，大阪外語，神戸高商の学生も含まれてい

た．一般新聞は第二ラウンドの記事の掲載を禁

止されたが，『帝国大学新聞』は大検挙の模様

を詳しく伝えた．

京都学聯事件での警察の対応のお粗末さから，

その後の学生運動に対する取り締まりの主導権

は警察から文部省に移っていった．1926 年秋，

京都学聯事件について報道が解禁されると，学

生運動の取り締まりは新段階を迎え，政府の関

心は高校から大学へ向けられた．1926 年 10 月，

文部省は国立大学の学生公認団体はすべて学聯

との関係を絶たねばならぬと通達した．1927

年６月はじめ，この通達に抗議して東京帝大で

は「東京帝国大学学生自由擁護同盟」が組織さ

れ，関西や多くの地方でも同様な同盟が設立さ

れた．そしてそれらは６月 28 日，「全日本学

生自由擁護同盟」という全国組織に統一された．

だが 1928 年３月 15 日に行なわれた共産主

義者に対する全国一斉検挙，いわゆる三・一五

事件によって学生活動家も多数検挙され，学生

運動は大打撃をうけた．このとき逮捕された大

島英夫は，中野重治の中学時代の１年上級生で

ある．彼は福井中学（現・藤島高校）の校長を

していた大島英助の長男に生まれ，第四高等学

校から東京帝大に進み新人会に入り，関東印刷

出版労組の無給書記として活動した．日本労働

組合評議会書記になっていた大島英夫は，三・

一五事件で逮捕され，妻とよ・７ヶ月の和とと

もに淀橋警察署に連行・留置された．

逮捕のショックでとよは乳が出なくなり，和

は留置の翌日死亡，英夫も心臓病の悪化と結

核感染で出獄した数日後の 1930 年７月 23

日，30 歳の若さで絶命した．さらに妻のとよ

も，同年８月 29 日に死亡した．当時の警察署

の扱いがいかに非人道的であったかが，この事

実からもわかる．ちなみに中野重治が『戦旗』

1928 年８月号に発表した，短篇小説「春さき

の風」（４）で描かれているのは大島英夫の一家

である（５）．

さて 1928 年４月 11 日に三・一五事件に対

する記事が解禁され，検挙者のなかに多数の帝

大生が含まれていることがわかると，文部省は

ただちに広範な報復攻勢にでた．東京帝大は

４月 17 日に新人会を，京都帝大は４月 18 日
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に社研を強制的に解散させた．これらの措置

によって合法的な学生運動は破壊され，運動

家たちは地下にもぐるしかなかった．1929 年

11 月７日，ロシア十月革命 12 周年を記念して，

日本学生社会科学聨合会はその解体を宣言し，

学生運動における指導的役割を日本共産青年同

盟（共青）にひきついだ．そして 11 月 20 日

の国際共産主義青年同盟創立 10 周年記念日に，

新人会は河合勇吉の起草した「新人会の解体に

関する声明書」を発表した（６）．

この声明により新人会は，「かつて学内闘争

の指導者であった新人会も，プロレタリア青年

運動のボルシェビイキ化とともに，今や闘争を

縛る桎梏にまで転化しようとしている」として，

学生運動者としての地位を共青にゆずることに

よって，自らの限界性を打破し現状打開をはか

るとともに，学生層に対する直接的な働きかけ

によって共青の拡大を強く訴えた．大正デモク

ラシーの発展と共に誕生した東京帝大新人会は，

数多い学聯加盟校のなかで終始主導的役割を果

たしてきたが，ここにその使命を終えたのであ

る．

９．新人会解散以後の学生運動

後を引き継いだ共青は，実際，1932 年から

1933 年がその数においても活動においても最

盛期であった．1929 年 11 月，東京帝大学生

グループの機関誌として『赤門戦線』が創刊

されて５号まで発行され，『赤門戦士』と改名

され多くの学生に読まれた．1932 年４月には，

日本共産党東京帝大細胞が生まれ『赤門戦士』

はかつてない発行部数を勝ち取り，『無青友の

会』は配布部数 200 部を突破した．そして共

青の中央機関紙『無産青年』は発行部数が数万

部に達する大新聞になった．しかし後で詳しく

見るように，天皇制ファシズムの嵐は，ところ

かまわず牙をむいて学生や学者・文化人，労働

者に襲いかかっていった．なお共青の詳しい活

動については，斎藤勇の『日本共産主義青年運

動史』（７）を参照されたい．

一方，満州事変をきっかけに右翼学生団体も

次々と誕生していった．学生右翼団体のさきが

けは東京帝大の上杉慎一教授を中心とする「興

国同志会」である．「興国同志会」が「国本社」

に発展的に解消された後，1925 年の紀元節に

東京帝大の右翼学生は「七生会」を結成した．

この会の主たる目的は「新人会」の撲滅であっ

た．東京帝大にはほかに大川周明の行
こう

地
ち

社
しゃ

系の

「日ノ会」があり，早大にも同系統の「潮の会」

があった．1926 年６月には，京都帝大にやは

り同系統の「猶
ゆう

興
こう

学会」が組織された．同じこ

ろ立命館大学でも「双刃会」がつくられた．ほ

かにも拓殖大に「魂ノ会」，北海道帝大に「烽
のろし

ノ会」，宇都宮高等農林に「瑞穂会」，五高に「東

光会」などがあった．

昭和期にはいると同志社大に「洛北青年同

盟」，明大に「興国同志会」，日大に「国司会」，

慶大に「国防研究会」，一高に「瑞穂会」など，

つぎつぎと右翼団体が結成された．そして満州

事変が起こった直後の 1931 年 10 月には，「東

京学生連盟」が結成され，はじめて横断組織が

できた．その指導者は愛国社の岩田愛之助や，

上杉慎一門下の中谷武世らであった．これと相

前後して，「京都学生連盟」「全日本学生協議会」

「日本新興学生協会」などが結成された．1933

年２月には各大学・専門学校の右翼分子を結集

して「皇国学生同盟」が結成され，皇居前で結

成式をあげた（３）．

1933 年 11 月に京都帝大で起きた瀧川事件

は，学問の自由と大学の自治を擁護する戦前最

後の大闘争となった．東京帝大共青細胞の活動

は，全精力を傾けての最後の闘いにふさわしい

ものであった．闘争の母体となった東京帝大自

由擁護連盟，東京帝大高校別同窓会代表者会議
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の学生で検挙されたものは 362 名に達し，そ

のうち 63 名が治安維持法で送検された．1933

年 11 月 30 日，『無産青年』も 149 号で停刊

を余儀なくされた．

1928 年３月 15 日の共産主義者に対する全

国一斉検挙は，特高警察による組織的な弾圧事

件の到来を告げるものであったが，「思想善導」

と称する学生運動の取締りも機構的に整備され

一層強化された（２）．1928 年 10 月 30 日，文

部省専門学務局に「学生思想に関する基礎研究

と情報の普及」を担当する学生課が新設された．

さらに文部省は学生課の重要な任務にかんがみ，

学生課長を勅任官にせよという要求をだした．

結局，その要求によって学生課は 1929 年７月

には社会教育局学生部に改組され，学生部長は

勅任官とすることができると変更された．さら

に 1934 年６月には学生部は思想局に昇格した．

学生課の職務は，表面的には学生思想に関す

る基礎研究と情報の普及ということになってい

たが，けっしてそれにとどまるものではなかっ

た．「秘」扱いの「学生生徒思想指導事務要綱」

をみれば，学生・生徒の思想だけでなく，教員

の思想に対しても，さらには国民全体の思想傾

向に対しても積極的に介入していくことが示さ

れている．なお具体的に学生課による諜報活動

がどのようなものであったかについては，太平

洋戦争までに毎年２回から５回だされた『思想

調査資料』に見ることができる．

文部省官制の変更によって，各高等教育機

関には従来の学生監に代わり，権限を強化され

た奏任官の学生主事と判任官の学生主事補がお

かれた．学生主事には，学生の思想統制，指導，

紀律に関するすべての権限が与えられた．左翼

的傾向があると疑われた学生は，大学入学とと

もにブラック・リストにのせられ，学生主事か

ら常に呼び出しをうけて監視された．東京帝大

には独立した学生課がおかれ，５人もの学生主

事が配属された．1934 年までに全国の学生主

事の数は 664 人にのぼり，うち 224 人が各種

の私立学校に在職した．

また学校当局も警察と密接に連携するよう

になっていった．従来，東京帝大には制服の警

察官は校内に入ることが許されていなかったが，

1930 年春には 50 名近くの「巡視」が学内警

備のために学生主事室に配属されていたという．

東京帝大における学内の学生監視体制の中心指

令は学生課から発せられ，多数の「巡視」が課

外活動のみでなく，教室にまで目を光らせた．

守衛の実数もおおよそ 15 名程度であったもの

が，この時期には 30 名を超えていた．とりわ

け権力を嵩にきたチョビひげの守衛長・長門太

郎吉は，きわめて凶暴で学生に嫌われていた．

学生運動の幹部たちは，必然的に指導部が検

挙されても運動組織は生き延びられるような組

織作りを強いられた．東京帝大学生課の諜報活

動の成果である『昭和７年中に於ける本学内の

学生思想運動の概況』には，中心的指導組織と

しての共青学内細胞のほか，自治学生会・高校

代表者会議・読書会・赤旗友の会・無産青年友

の会・反帝同盟東京帝大支部・東京帝大全協支

持団などの諸グループの活動が詳述されている．

このような「学内警備」の強化は，学生運動

の拠点を学外へと追いやっていった．代わりに

重要な拠点になったのは，帝大セツルメントと

東京学生消費組合赤門支部であった．東京帝大

の学生運動家たちは，東京学生消費組合の主導

権を握り，商品棚に多種多様なマルクス主義文

献を取り揃え，裏部屋を集会場として使い，数

千枚ものビラを事務所の謄写版で印刷した．帝

大セツルメントと東京学生消費組合赤門支部は

他の拠点よりはるかに長く持ちこたえたが，そ

れでも帝大セツルメントは 1938 年２月に，東

京学生消費組合はその２年後に，それぞれの幹

部が検挙されたあと閉鎖された．
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文部省思想局は，教育刷新評議会答申にも

とづき『国体の本義』を 1937 年に刊行した

が，それは５年間に 103 万冊も印刷され，学

校・社会教育団体などを通じて全国に配布され

た．そこには次のような文章が書かれていた．

「そもそも我が国は皇室を宗家とし奉り，天

皇を古今に亙
わた

る中心と仰ぐ君民一体の一大家

族国家である．故に国家の繁栄に尽くすこと

は，即ち天皇の御栄えに奉仕することであり，

天皇に忠を尽くし奉ることは，即ち国を愛し

国の隆
りゅうしょう

昌を図ることに外ならぬ．忠君なくし

て愛国はなく，愛国なくして忠君はない．」

こうした徹底した軍国主義教育によって，「お

国のために」という美名に踊らされ多くの若者

が軍隊に志願したり，軍需工場に強制的に動員

された．そして多くの若い命が失われていった．

1969 年１月 18 日の新人会創立 50 周年記念

集会には，各界で活躍した 90 名近い人が集ま

り，岡田宗司の司会のもとで思い出話に花が

さいた（４）．新人会創立者のうちでただ一人健

在だった宮崎龍介が最初に挨拶し，石堂清倫が

事務局として記念集会開催にいたる経過報告を

行なった．当時の話を披露した参加者の顔ぶれ

をみると，社会学者の新明正道，評論家の大宅

壮一，作家の中野重治，同志社大学総長の住
すみ

谷
や

悦治，拓殖大学教授の堅山利忠，韓国から参加

した金俊淵らのほか，右翼に転向した田中清玄

までが顔を見せ，会員ではなかったが森戸辰男

も参加した．早稲田大学からも戦後日本社会党

の衆議院議員となった稲村隆一・三宅正一・高

津正道，さらに京都帝大社会科学研究会のリー

ダーだった西山雄次も招待された．また新人会

の研究で博士号を取得したヘンリー・スミスも，

この日アメリカから駆けつけて参加し，集会は

まことに盛会であった．なお新人会員の名簿と

足跡については『東京帝大新人会委員の足跡』（８）

に詳しい．

10．新人会員の転向

大正デモクラシーの推進は，労働総同盟など

の労働組合，文化団体，政党，大学教授などの

知識人・文化人など，さまざまな団体・個人を

よりどころとしたが，それらの団体のなかで新

人会は各種団体と流派にまたがる指導者を生み

出すとともに，もっとも多くの転向者も生み出

した．だから近代日本における転向の歴史は，

新人会の記述をもって始まるといって良いほど

である．鶴見俊輔は，新人会員の転向について

分析し，次のように要約している．少し長いが大

変興味深い分析なので最後に紹介しておこう（９）．

転向者の母体としての「新人会」は一方では

社会民主主義，他方では共産主義の二つの道に

わかれて成長するが，両者はもう一度合流して，

「翼賛会」という転向者ホームに共同収容され

ることになる．

このような新人会的人物の共通特徴は，①潜

在的国家主義：国家の特例によりかかる傾向が

強いこと，②秀才主義：明治の国家制度の保証

したかぎりでの公平な競争試験制度による選抜

にたえてきた秀才のグループであるために，能

力の序列で大衆から区別された指導者グループ

としての思考・行動形態をもつこと，③短期の

目標設定：指導者としての資格を十分にそなえ

ている自分たちが善き意図をもって大衆に呼び

かければ，早期かつ直線的に社会改革が実現す

るという楽観的な見とおしをもっていたこと，

この意味では反動というものをほとんど考慮に

いれない直線的な進歩の概念をもっていたこと，

④権力愛と政治第一主義：権力にたいする単純

な愛着をもつとともに，政治を理想化して権力

＝正義，政治＝倫理の地上天国をある時点で実

現できると考えたこと，これらの特徴が，新人

会員が大学生であった大正のはじめにおいては

進歩的思想全体の特徴であったが，20 年，30

年とへだてた昭和の戦争時代の状況の内部にお
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かれるとき，それらがそのまま進歩的思想から

の離脱・転向のための踏石，翼賛運動の指導者

への転化の積極的理由となったのである．

年代的に見るならば，新人会 11 年の歴史を

とおして，その会員は二つのグループに区別さ

れる．それらを第一期生，第二期生と呼ぶとす

れば，それぞれのグループの共通履歴は，次の

ように概括することができる．

第一期生は，自由民権運動の挫折と天皇制の

確立後に生まれ，絶対主義的な国家制度のわく

ぐみを，日本に成立し得るいかなる思索にとっ

ても必要なかくされた前提としてうけとり，こ

れを決してうたがうことのない幼少期を送った．

出身階級は最上級から上流中産階級．多くは一

高を経て，東京帝国大学法学部を卒業．東京帝

国大学法学部教授の吉野作蔵をうしろだてとし，

官界・法曹界の幹部の地位が約束されている東

大卒業生を顧問として，東大生中心の帝大新人

会をつくり，他の官立大学生，私立大学生へと

運動をひろげてゆく．かれらは大学卒業後，一

度は官吏となりあるいは一流会社に就職するが，

後に社会民主主義の大衆運動に入り，この大衆

運動を日本において成功的に進める過程におい

て右傾化してゆき，日本国家の対支侵略方針決

定にそうて国家社会主義の運動に合流，いわば

なしくずしの転向をとおって大政翼賛運動の指

導者となる．戦後の国策の変化におうじて再転

向，現在は社会党右派の中心部となる．

第二期生は，幸徳らの日本の革命的社会主義

の発生期に生まれ，中学生のころ米騒動に出会

い，民衆の自発的運動の強さを知る．第一期生

にくらべてやや低い上層ならびに下層中産階級

出身．一高ではなく地方の高等学校を経て，東

京帝国大学，京都帝国大学に入学．京都帝国大

学教授河上肇，やや後には山口高等学校教授福

本和夫を理論的指導者として，マルクス主義の

理論を原書により学習．1923 年，新人会総会

で「リベツ化」（大衆化）方針が決定されてから，

東京帝国大学学生を中枢とする全国的学生組織

がつくられた．中枢部にぞくする学生たちは駒

込に合宿して，レーニンの論文を輪読し，日夜

の理論闘争をとおして 100％の純正マルクス主

義者になろうとした．昭和に入ってからは多く

は共産党に加入，他は共産党の外郭団体に参加，

ストライキを指導．少数の精鋭理論家による実

践的活動をとおして，大衆は急激に革命化し，

広範囲の大衆蜂起が実現される条件が当時の日

本にあると考えていた．三・一五，四・一六の

検挙にかかり，禁錮され，一部はただちに転向，

満洲事変を迎えた後の 1933 年，佐野，鍋島の

転向に続いて大挙集団転向し，刑期を短くして

出獄．出獄後は，同期生中官界で出世した者，

官界，実業界での親戚の有力者の縁故にたよっ

て，戦時下に軍関係または大陸関係の職につく．

この転向の仕方は，第一期生にくらべて鋭角的，

自覚的であることを特徴とする．終戦後は再転

向して社会党左派，または共産党に復帰したり，

これらとは逆の極である自由党の幹部，あるい

は反共ジャーナリズムの常連執筆者としてはた

らいている人もあり，両者の中間である中立傍

観者として官僚・大学教授・会社重役などとし

て活躍している人もある．到達点はさまざまで，

典型的な一つの方向はないが，どの方向をとる

としても日本の社会内部での第一級中央指導者

として安定した位置を保っていることが，第一

期，第二期を通じての新人会の特徴といえる．

11．おわりに

近代日本史上に新人会を位置づける場合，大

正中期から昭和初頭にかけて存在した中核的学

生運動団体としての側面以外に，社会に出て

種々の分野で活躍する人物を輩出した団体とし

ての側面も特筆すべきである．新人会出身者は，

労働運動界はもとより，政界，学界，文壇，新
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聞界等において，約半世紀にわたりわが国の各

界に影響を与えた．その指導者たちの育った新

人会そのものの性格を明らかにすることは，大

正期の社会運動における指導者層の長所，短所，

ひいては社会運動そのものの性格を知る上でも

大いに役立つと思われる（10）．各界新人会出身

者は一瞥しただけでも，次のような名前を発見

できる（11）．

社会運動・政治家：麻生久，佐野学，棚橋小

虎，野坂参三，山名義鶴，赤松克麿，宮崎

龍介，三輪寿壮，松沢兼人，河野密，細迫

兼光，荘原達，阪本勝，黒田寿男，伊藤好道，

志賀義雄，菊川忠雄，是枝恭二，岡田宗司，

稲村順三，佐多忠隆，田中稔男，田中清玄

学者：河村又介，川西太一郎，林要，波多野

鼎，石浜知行，平貞蔵，佐々弘雄，蠟山政

道，新明正道，住谷悦治，川原次吉郎，小

岩井浄，風早八十二，木下半治，服部之総，

守屋典郎，堅山利忠，松川七郎

ジャーナリスト：岡上守道（黒田礼二），嘉

治隆一，門田武雄，早坂二郎，千葉雄次郎

文学者・評論家：大宅壮一，浅野晃，林房雄，

鹿地亘，中野重治，石堂清倫，亀井勝一郎，

武田麟太郎

したがって，彼等の大学卒業後の動向を追

うことは，わが国が大正から昭和初頭にかけて

のデモクラシー，政党政治全盛期からそれらが

衰退崩壊し軍国主義へと向かう時代，さらには

敗戦により民主主義が導入される激動の時代を

考察対象とすることになり，それは同時代人の

日本人の精神史の理解に資することになる（11）．

だがその道はまだ途についたばかりであり，今

後，次世代の研究者による探究が待たれるとこ

ろである．
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少なくとも国民の過半数が「共謀罪法案」［組織的犯罪処罰法改正案（テロ等準備罪法案）］に賛同

できないとし，同法案を支持する意見も国民の半分にも満たなかったにもかかわらず，民意を無視し

たままで参議院本会議で強行採決により可決・成立した．

そのような状況のなかで，自民・公明の政府与党は，昨日（2017 年６月 14 日），参議院本会議審

議の前に経るべき法務委員会での審議を打ち切り，本日（15 日）７時 46 分に本会議の「中間報告」

で強行採決を行い，同法案を成立させた（賛成 165 票，反対 70 票）．異例の徹夜国会では野党が法

務委員長の問責決議案と内閣不信任決議案を出すなどして抵抗したが，安倍政権は，野党からの法案

質義に対して正当な回答が全くできないまま，圧倒的多数の議席数を頼りに法案を強行可決した．こ

れは安倍政権による国会私物化の暴挙である．同時に，今回の暴挙をずっと監視してきた私たち国民

は，将来を担う青少年とともに，安倍首相とその夫人が関与したとされる森友学園問題や加計学園問

題を不問に伏し隠蔽しようとする意図のあることも見抜いている．私たちは安倍首相のこの強引なや

り方を決して許すことはない．

「共謀罪法」は 277 の犯罪対象を挙げているが，その多くは「著作権法」や「文化財保護法」など「テ

ロ対策」とは言えないものである．私たちの日本科学者会議全国常任幹事会が去る４月４日に発出し

た声明で明らかにしたとおり，同法は，これまで３回廃案になった共謀罪法案と本質的には同一のも

のである．法案が出された段階から日弁連などの法律家団体や市民団体，マス・メディア，野党等に

よって厳しく批判され，廃案とすべきとされてきた．

安倍首相は，今日（15 日）の記者会見で，今後「国際組織犯罪防止条約」の締結に取り組むと述べたが，

その条約は国境を超える組織犯罪を対象とし，マフィアや暴力団による国際犯罪を取り締まるための

ものである．首相は詭弁を弄して 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックを前に「テロ対策が

大事だ」と言うが，条約締結のためには同法を設ける必要など全くない．すなわち，同法が成立しな

くても，直ちに本条約を締結することは可能なのである．

法学者らによって指摘されているとおり，同法は，個人の尊厳を守り（憲法 13 条），国家権力に

よる刑罰権の乱用を防止する憲法・諸規定，すなわち，思想良心の自由，信教の自由（19 条，20 条），

表現の自由（21 条），令状主義（35 条）と基本的に相容れないものである．「共謀罪法」には，たと

えば予備罪（35 項目），準備罪（６項目），共謀罪（13 項目），陰謀罪（８項目）があり，犯罪未遂

に至らない段階で処罰可能としている．そうなると，国民の大多数が共謀罪法執行の捜査機関による

監視の対象になり，民主的・自主的な活動を自粛するなどして社会活動の活力を失うであろう．また，

私たち科学者が自由な学術活動を行うことも学問の発展も阻害される恐れが出てくる．

以上から，私たちは，憲法に抵触し国民の不安を増幅させる同法を廃止することを強く求めるもの

である．

2017 年６月 15 日

日本科学者会議福井支部

＜緊急声明＞

「共謀罪法」［組織的犯罪処罰法改正（テロ等準備罪法）］の成立に

抗議し，同法を廃止させよう！
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「核兵器禁止条約の国連会議」（「核兵器の全面廃絶につながる，核兵器を禁止する法的拘束力のあ

る協定について交渉する国連会議」）は７月７日，122 カ国・地域の賛成，保留１カ国，反対１カ国

で核兵器禁止条約を採択しました．

1946 年１月の国際連合総会の決議第１号（核兵器および大量破壊が可能なすべての兵器の廃絶を

目指すことを決議）以来，1996 年の包括的核実験禁止条約（CTBT，未発効）を経て，遅々として

進まなかった核兵器禁止・廃絶の取り組みがようやく実を結び，「核兵器のない世界」を国際法規範

として確立することを目的とする歴史的な条約が成立しました．長い間の被爆者と核実験の被害者，

核兵器開発・生産・配備による被害者の痛苦を思いつつ，この条約を熱く歓迎し，また条約採択に努

力された諸国，諸 NPO，被爆者団体のみなさまに心からの敬意を表します．

核兵器禁止・廃絶の課題は第二次世界大戦後の世界の科学者の大きな関心事でもありました．

1950 年３月ストックホルムで開かれた平和擁護世界大会ではジョリオ・キュリー（ノーベル賞受

賞者・原子物理学者）を先頭に多くの科学者が参加し（日本の著名な科学者・文化人多数も参加），アピー

ル「（１）原子兵器の無条件使用禁止，（２）原子兵器禁止のための厳格な国際管理の実現，（３）最初に

原子兵器を使用した政府（アメリカ）を人類に対する犯罪者とみなす」が発せられました．

アメリカのビキニ環礁水爆実験，米英ソの核兵器開発競争の中で，核兵器が人類の存続をおびやか

していること，あらゆる紛争問題の解決のための平和的な手段をみいだすよう警告を発したラッセル・

アインシュタイン宣言（湯川秀樹ノーベル物理学賞受賞者も宣言署名者の一人），それに応えた国際

的な科学者たち，そしてパグウォッシュ会議など心ある科学者の活動は一貫して核兵器禁止・廃絶の

方向で取り組まれてきました．

日本科学者会議はその発足当初から核兵器禁止・廃絶を掲げてきました．

1965 年８月２日に開催された第 11 回原水爆禁止世界科学者協議会では「核戦争の危険と研究体

制の反動化に当面して，今日ほど科学者の一致した行動の必要なときはありません．自然科学，人

文・社会科学の分野を問わず，人類の福祉に貢献し，科学の平和的発展を要求する科学者は今こそ協

力し団結し，共通の課題に向かつて効果的な行動をおこすべきときです」という決議が出され，日本

の科学者の全国組織結成の背中が押され，日本科学者会議が誕生しました（1965 年 12 月４日）．そ

の後，原水爆禁止世界科学者協議会は途絶えましたが，本会における核兵器廃絶の活動は脈々と続き，

1987 年８月８日長崎原爆投下 42 周年の前日，長崎市民会館で 1987 年原水爆禁止世界大会・科学者

集会が開催され，日本科学者会議はその実行委員会で中心的役割を果たしました．本年はそれから数

えて 30 周年にあたり，原水爆禁止 2017 年世界大会・科学者集会 in 高知―30 周年記念―を開催し

ます．私たち科学者の願いは，この核兵器禁止条約に明確に表現されており，心から歓迎するもので

す．また，条約前文には諸団体，ヒバクシャとならんで学術界，学術研究者の今後の役割も指摘され

ており，核兵器のない平和で持続可能な世界実現にむかって科学者の社会的責任を果たしていく決意

を表明するものです．

この条約は，核兵器の完全な廃絶こそ，核兵器が再び使用されない唯一の方法であると断言した

こと，核兵器の使用がもたらす壊滅的な結果を列挙し，核兵器が国際法の規則，特に国際人道法の原

則及び規則に違反するとしたこと，さらに，締約国に課される法的義務としての核兵器その他核爆発

核兵器禁止・廃絶条約の採択を心から歓迎し，

日本政府をはじめ非締約国が条約を受け入れることを強く要請する
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装置についての禁止行為として，「使用」だけでなく「使用の威嚇」「開発，実験，生産，製造，その

他の方法による取得・保有・貯蔵」，加えて「移譲，直接・間接の受領，禁止行為の援助・奨励・勧

誘，配置・配備・設置の許可」を含めて，これら全てを禁止したことは，非核三原則「核兵器をもたず，

つくらず，もちこませず」が国際的な条約として表現され，「核抑止政策」が論拠を失った画期的な

内容だといえます．

特に非人道的な兵器や大量死をもたらす兵器の禁止については，生物兵器禁止条約（1971 年採択，

1975 年発効），特定通常兵器使用禁止制限条約（1980 年採択，1983 年発効），化学兵器禁止条約（1992

年採択，1997 年発効），対人地雷禁止条約（1997 年署名開放，1999 年発効），クラスター弾に関す

る条約（2008 年採択，2010 年発効）などの条約が結ばれてきました．ところが，圧倒的に非人道的で，

かつ大量の死をもたらす核兵器については，核兵器不拡散条約（NPT，1968 年署名開放，1970 年発効）

によって，米露英仏中の「核兵器国」による特権的な保有が認められてきました．しかし，NPT 態

勢下で核兵器の拡散を止めることはできず，イスラエル，インド，パキスタン，北朝鮮が核兵器を保

有するに至っています．また，戦略核兵器削減交渉（START）などの核兵器国間の話し合いと合意

形成によっては，核軍縮は進みませんでした．最近の米露の核兵器強化策は核兵器廃絶の国際世論に

逆行さえしています．

今回の条約採択は，NPT 態勢が明らかに破綻している下で，核不拡散ではなく，核兵器の禁止・

廃絶の国際条約こそが確かな解決策であることを国際社会が宣言したものとして，画期的な意義を持

ちます．

さらに，被爆者の声を受け入れ，締約国の義務として「核兵器の使用又は実験によって影響を受け

た自国の管轄下にある個人について，適用可能な国際人道法及び国際人権法に従い，医療をはじめリ

ハビリテーションや心理的な支援を含めて，年齢及び性別に配慮した援助を適切に提供し，社会的・

経済的に社会に包摂されるようにする」「過去に核兵器またはその爆発装置の使用を行った締約国は，

犠牲者の援助のために，影響を与えた他の締約国に対し，十分な援助を行う責任を有する」と明記す

るヒバクシャ援護を規定した意義は極めて大きいものです．

締約国会議及び検討会議に，条約の締約国ではない国及び国際連合その他関連する国際機関，地域

的機関，赤十字国際委員会，国際赤十字・赤新月社連盟，関連する非政府機関をオブザーバーとして

出席するよう招請したことは，今後の核兵器禁止条約の国際的な広がりを保障する現実的対応であり，

非締約国・核保有国とその傘の下にいる諸国を迎え入れる配慮をしたことは高く評価されるべきもの

です．これは，この条約に対する，「核保有国が入らない実効性のないものである」「核保有国と非保

有国を分断するものである」という主張があたっていないことを見事に示しています．

実戦での唯一の被爆国の日本政府が世界平和に貢献できる機会に背を向け，国際社会に大きな失望

を与えたことに強く抗議します．北朝鮮の脅威を口実に米国の核の傘のもとにしがみついている日本

政府は，この人類史的到達点ともいうべき核兵器禁止・廃絶条約を真摯に受け止め，核兵器保有国及

びその核の傘のもとにある諸国に対し，本条約への加盟の働き掛けを先頭に立って行うこと，被爆国

である日本が，被爆者と国際社会に対して負っている特別の社会的責務を果たすべきことを強く要請

します．

日本政府をはじめ非締約国が，「核抑止」「拡大抑止（核の傘）」による安全保障という幻想から抜

け出し，速やかにこの条約を受け入れることを要請します．

2017 年８月１日

日本科学者会議
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編 集 後 記
およそ４年におよぶ福井

大学未払い賃金等請求訴訟

裁判は，地裁，高裁とも平

目裁判官による棄却判決によって敗訴が確定し

た．裁判は主張が正しければ必ず勝てるかと

言えば，私たちはそうでないことを様々な裁判

を通して経験済みである．裁判の結果が敗訴で

あっても，裁判を起こしたことの意義が無にな

るわけではない．不法・不当なことに泣き寝入

りしないで声を上げたことが科学者としてはも

ちろん，人間として大切だからである．裁判の

記録も歴史に残るから，今回の闘いも後世の研

究者がただしく評価してくれるはずである．

予定していた原稿が一つ入稿されず，その穴

埋めに急いで書いたので，私の原稿「福井大学

未払い賃金等請求訴訟と「平目裁判官」」には

誤りがあると思うが，ご寛容を願う．裁判の原

告となった山根原告団長と森副団長には，それ

ぞれ一筆書いていただいた．

九条の会ふくい事務局長・ピース福井共同代

表として活躍している屋敷紘美氏にはピース福

井の活動について書いていただく予定をしてい

たが，資料がたりず原稿が間に合わなかったと

いう．衆議院選挙の直前，民進党にごたごたが

あったことが活動に影響したためではなかろう

かと勝手に想像した．その代わりに屋敷氏から

送っていただいたのが，「「戦後」の生き様をめ

ぐって」である．これは，これまで屋敷氏が本

誌に書かれてきた「文学もの」の流れの作品と

いえよう．屋敷氏には今後も文学評論ものを期

待したい．

私の「学生運動の源流「東京帝国大学新人会」

第３回は，今回が最終回である．現在は学生運

動の停滞期である．60 年安保の年に大学に入っ

た私の時代とは隔世の感がある．教職員も発言

しなくなって大学は静かである．いま福井大学

で聞こえてくるのは「よさこい踊り」の威勢の

よい声ぐらいである．グループで踊る「踊りの

サークル」は，福井大学にかぎらずどこの大学

でも非常に盛んである．「よさこい踊り」が悪

いわけではないが，踊っている学生たちに「憲

法が大改悪されようとしている」という自覚が

あるのだろうかと心配である．

（髙木秀男）

福井の科学者 第 129 号 2017 年 12 月 15 日発行

編 集 ・ 発 行 日 本 科 学 者 会 議 福 井 支 部　頒価 500 円

連 　 絡 　 先 〒910-3190　福井市江上町55字鳥町13－１

 福井医療短期大学　看護学科

 森　　透

 TEL：0776－59－2204（代表）　FAX：0776－59－2205

 E-mail　t-mori-fcm@krf.biglobe.ne.jp

郵送の場合

680 円



福 井 県 医 療 生 活 協 同 組 合
 〒 910-0026　福井市光陽２丁目 18 － 15 TEL（0776）２７－２３１８
  FAX（0776）２４－８２９０

光 陽 生 協 病 院
　　TEL（0776）２４－５００９

ショートステイきらら
　　TEL（0776）２１－８５２５

光陽生協クリニック
　　TEL（0776）２４－３３１０

デイケアさんさん
　　TEL（0776）２４－５５２４

光陽訪問看護ステーション
　　TEL（0776）２４－９９９６

光陽ホームヘルパーステーション
　　TEL（0776）２４－９９９７

書名　畜産物と健康　──卵・牛乳・肉の生産から考える

著　　　者 加藤武市 発　　　行 科学堂

発行年月日 2005 年 6 月 定　　　価 1500 円

＝会員の著書紹介＝

つるが生協診療所
　　TEL（0770）２１－０１７６

光陽生協歯科診療所
　　TEL（0776）２４－８７８４

たけふ生協歯科診療所
　　TEL（0778）２２－５６６６

さかい生協歯科診療所
　　TEL（0776）６７－６３３３

つるが生協在宅総合センター「和
なごみ

」
　　TEL（0770）２５－４３１１

小規模多機能介護施設しんじょういこい
　　TEL（0776）６０－２１１０

光陽訪問看護ステーション居宅介護支援事業所
　　　　　　TEL（0776）２４－９９９０


