学ぶとは 誠実を胸にきざむこと
教えるとは 希望を語ること

ルイ・アラゴン「ストラスブール大学の歌」から

新コーナー 疑問に答える
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林 昭・龍谷大学名誉教授

明日を拓く言葉

程であることをマルクスは
主としてイギリスの﹁囲い

あり︑その過程は国家権力
を使っての大規模な変革過

外に生活手段を持たない労
働者階級が成立する過程で

封建制度の末期に資本主
義が成立する過程は︑自己
の労働力を資本家に売る以

ジ )

﹁資本論﹂新 日本出版社
(
第４分冊 1300
〜 13001
ペー

過程の本質を言い表したも
のです︒

る諸改革がそれに当たりま
す︒マルクスの言葉はその

はありますが︑日本では明
治政府によって実施された
﹁地租改正﹂をはじめとす

程は現象面でそれぞれ違い

込み運動﹂の分析を通して
明らかにしました︒この過

﹁﹁資本主義的生産様式の﹁永遠の自然法則﹂に道を切り
開き︑労働者と労働諸条件との分離過程を完成し︑一方の
極では社会的な生産手段及び生活手段を資本に転化させ︑
反対の極では人民大衆を賃金労働者に︑近代史のこの芸術
作品である自由な﹁労働貧民﹂に︑転化させるには︑ こ"の
ような骨折りを必要とした の"である︒もしも貨幣がオジエ
の言うように︑﹁頬に始めから血痕をつけてこの世に生ま
れてくる﹂のだとすれば︑資本は︑頭から爪先まで︑あら
ゆる毛穴から︑血と汚物をしたたらせながらこの世に生ま
れてくる︒﹂

カール・マルクス

013

良治
第１４１回

曖昧な新造語で国民をだま
す安倍晋三政権は日本の核
武装を視野に入れているの
ではないか？

井ヶ田
安倍晋 三氏が総 理になっ てか
ら聞きな れない造 語のひと つに
﹁積極的 平和主義 ﹂と言う 外交
の基本姿 勢がある ︒初めて 耳に
したとき は日本国 憲法第九 条の
ことかと 思ったが ︑よくよ く聴
いている と︑日本 と友好関 係に
ある国が 他国を軍 事的に攻 撃す
る権利の 行使を容 認するこ とは
日本国憲 法に違反 しないと 政府
は言いた いのであ る︒一例 を挙
げれば米 国の軍艦 が他国の 軍艦

に攻撃 された時 日本の軍 艦は軍
事力を 行使して 米軍の軍 艦を応
援出来 るかとい う問題で ある︒
安倍首 相はそれ を合憲と して容
認したいので ある︒もちろん
﹁日本 国民に明 白な危険 がある
場合で ︑必要最 小限度の 実力行
使に限 る﹂とい う限定が ついて
はいる が︑限定 は曖昧で あって
現実的 ではない ︒政府の 解釈次
第であ り︑憲法 の解釈変 更で他
国への 武力行使 が容認さ れた事
実だけ が残る︒ 是は不戦 を誓っ
た日本 国憲法の 原則の根 本的変
更であ る︒同盟 国を助け るため
に戦争 に参加す ることで ある︒
﹁戦争 ﹂を﹁平 和﹂と言 うなら
ば日本 語は捻じ 曲げられ ︑拡大
解釈ど ころか概 念の自己 同一性
は崩壊 し︑言語 としての 機能を
失って しまうだ ろう︒た だし戦
時中に はアジア の盟主た らんと
する狙 いから大 東亞共栄 圏の熱
に浮か され︑﹁ 東洋平和 のため
ならば ︑何で命 が惜しか ろう﹂
と唄って多くの若者が戦場に散っ
ていっ た苦い経 験を体験 してい
る︒
見果 てぬ夢を 目的とし て現在

の 困難を我 慢させるの は︑独 裁
者 が大衆を 動員する時 に使う 偽
瞞 的常套手 段であり︑ 現代横 行
し ている諸 々の詐欺と 通ずる も
のである︒
積極的﹁ 平和主義﹂ を掲げ た
安 倍晋三首 相は被爆六 九年の 広
島 ・長崎祈 念式典ヘの 挨拶で ︑
﹁ 人類史上 唯一の被爆 国とし て
我が国には﹃核兵器のない世界﹄
を 実現して いく責務が ある﹂ と
語 ったが︑ 集団的自衛 権につ い
て は一言も 触れていな い︒八 月
二 ・三日に 共同通信社 が﹁集 団
的 自衛権行 使を容認す る閣議 決
定 ﹂につい ての全国電 話世論 調
査 を行った ところ︑国 民の六 〇
パ ーセント が反対し︑ 八四パ ー
セ ントが十 分説明して いると は
思 わないと いい︑賛成 は僅か 三
一 パーセン トという結 果が出 た
と いうのに ︑それに対 するコ メ
ン トは何も なかったの である ︒
小 選挙区選 挙で不平等 になっ た
国 民の選挙 権には目も くれず ︑
党 利党略に あけくれて 不平等 に
な った区割 りを放置し たまま ︑
両 院議席の 絶対多数を 頼んで 離
合 集散を繰 り返すばか りであ る︒

小選挙 区割が両 院議員の 質の
低下を生 み︑議会 制民主主 義の
機能麻痺 をもたら し︑専制 主義
の台頭に 頼ろうと する︒日 本は
今その危 険にさら されてい るの
だと思う ︒国の姿 を変えて 専制
国家に復 古しよう とする衝 動が
安部首相 を動かし ているよ うに
見える︒ しかも安 倍政権の 場合
は岸 佐･藤につながる狭い一族を
中心とす る靖国派 が核であ るの
で開かれ た感じは ない︒そ の点
で体質は 古臭さを 免れない ︒こ
の古さは 安倍首相 の核問題 に対
する態度にあらわれている︒
共同通 信社の柿 崎明二氏 によ
ると︵﹃ 京都新聞 ﹄２０１ ４年
７月７日 ﹁政考政 読﹂︶︑ 二〇
〇二年五 月の参院 外交防衛 委員
会で︑当 時の安倍 晋三官房 副長
官は﹁憲 法は核兵 器を全て 禁じ
ていない ﹂と答弁 したとい う︒
さらに一 〇年後の 六七年の 参院
予算委員 会で︑﹁ 自衛のた めの
必要最小 限度の範 囲内にあ ると
すれば持 ち得る﹄ 第一次内 閣で
は憲法で も核保有 は禁止さ れて
いない︒ ﹂﹁やれ ばやり返 すと
いう論理 はありう る﹂と言 う自
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民党の中 川昭一政 調会長の 発言
を不問に 付してい る﹂︒仮 定の
上での話 だが怖ろ しい話で ある︒
核抑止力 論の中身 は報復だ った
のである ︒今世界 はそれと は反
対の方向 を望んで いる︒こ とし
松井広島 市長が読 み上げた 平和
宣言には次のよ うに
あった︒﹁核兵 器廃
絶と平和の実現 とと
もに信頼と対話 によ
る新たな安全保 障の
仕組みずくりを﹂と︒
福島原発の事 故が
治まらず制御能 力が
向上せず事故続 きで
あるのに原発依 存の
危険を心配して 原発
廃棄を訴える多 くの
国民の声に耳を かさ
ず︑廃止までは 原発
を続けることを 決定
したのは︑核武 装論
と同じ流れに属 した
のである︒特定 秘密
保護法や武器三 原則
の改定などを経 て海
外派兵が可能に なっ
たと踏んだ安倍 政権

は歴史の大きな曲がり角を曲がっ
た思い を持った ようであ るが︑
それは 錯覚であ る︒国の かたち
を変え る提案が 出される 度に︑
国民の 反対が大 きくなり ︑護憲
勢力が 大きくな り︑つい に六〇
％ヲ超 えたので ある︒孤 立しつ

つ あるのは 政府の側で ある︒ 時
勢 の流れは 変わりつつ ある︒ 平
和 を願う運 動も抑止論 を卒業 し
て 大きく飛 躍しなけれ ばなる ま
い ︒戦争は 殺人に他な らず報 復
は くりかえ される︒﹁ 信頼と 対
話 ﹂がそれ にとってか わらな け

ればならない︒

「
赤
旗
」

二〇一四年八月一〇日
︵いげた・りょうじ
同志社大学名誉教授︶

2 014/8/5
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丹下 晴喜

る情勢のもとで﹁労働組合運動がど
のような新しい課題に直面している
のか﹂という問題について考えてみ
ました︒まず問題に入る前提として︑
﹁そもそも労働組合とはなにか﹂と
いう非常に原理的なことから始めた

理事会から﹁論点フォーラム﹂で
の報告依頼を受け︑今日の複雑化す

１ 労働組合の課題を考える観点︱
そもそも労働組合とはなにか

愛媛大学准教授 社
：会政策論

か
も
が
わ

いと思います︒
Ｋ．マルクスは︑﹃労働組合︑その
過去︑現在︑未来﹄というごく短い

本的に資本主義そのものの改革︑変
革をめざす組織だという位置づけを
行っています︒非常に短い論文でぜ
ひみなさんに読んでいただきたいの
ですが︑その最後の結論部分で次の
ようなことを述べています︒

としての﹁貧困の蓄積﹂に抵抗する
組織であり︑また現代においては︑
労働者の貧困の原因である資本主義
の制度そのものの修正や改良を目指
している︒さらにその未来には︑根

論文のなかで︑労働組合とは︑その
過去においては資本主義制度の結果

す︒そういう意味でこの原点とも言
うべき労働組合のあり方︑﹁労働組
合とはなにか﹂という問題に絶えず
立ち返ることが必要です︒

れらのひとたちとともに闘っていけ
るかどうかが重要であると思います︒
繰り返しになりますが︑労働組合運
動の現代とこれからを考える場合︑
このような観点を鍛え︑その立場か
ら組織を鍛えられるかどうか大切で

広げていくこと︑そして組合員が相
互に仲間意識をもちながら︑組合に
組織されていない孤立してしまって
いる労働者にも暖かいまなざしを向
け︑寄り添えるかどうか︑そしてそ

働組合運動を考える場合︑この観点
こそがもっとも大切にされるべきと
考えています︒
労働組合の先進的な活動家︐リー
ダーがこのような観点を確固として
維持し︑さらに一般的な組合員にも

ず社会に広く理解してもらうこと︑
このことが未来の労働組合を展望す
るときに大切な指標となるというこ
とです︒この論文はこの指摘で締め
くくられているのですが︑今日の労

ない﹂
労働組合は︑普通のひとびとに︑
自分たちの組織が自分たちのためだ
けの狭い組織ではなくて︑踏みにじ
られたすべてのひとびとの解放をめ
ざしている組織だということを︑ま

現代に至る時期に分かれます︒バブ
ル崩壊以降の時期では︑経済のグロー
バル化と長期不況が重なり︑もはや
それ以前と同じ成長水準は望めない︑
マイナス成長も頻繁に起こる時期と

私なりに解釈しますと︑まず﹁複
雑な状況﹂ということですが︑戦後
の日本経済は大きく見ると︑１９５
４年から１９７３年の高度成長期︑
１９７４年から１９９１年までの低
成長期・バブル期︑１９９２年から

かし今日の労働者階級は︑新たに生
じている複雑な状況︱団結の場であ
る職場の変化︱のなかで︑﹁なお団
結できるかどうか﹂ということを率
直に問われています︒

まえて﹄︵２００９年︑学習の友社︶
で︑﹁労働者階級はなお団結できる
のか？﹂という問題を提起していま
す︒
労働組合は要求で一致し︑団結し
てそれを実現すると言われます︒し

論点となるのかという問題です︒こ
の点について︑若者論や青年運動論
を専門とされてこられた故竹内真一
先生は︑その遺著となった﹃労働組
合運動の可能性︱その史的考察をふ

さて本題に入ります︒今日の労働
組合運動を考えるとき︑何が最大の

２ 現代の労働組合運動をめぐる最
大の論点はなにか

﹁労働組合の努力は狭い利己的なも
のでは決してなく︑踏みにじられた
数多くの大衆の解放を目的とするも
のだということを︑一般社会のひと
びとに理解してもらわなければなら
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メージと現実との間に乖離が生じて
きています︒非製造業︑非正規︑青
年︑女性︑外国人といったことを含
めて労働問題の分析対象を広げなけ
ればならない︑そのような複雑な構

がありました︒結果としてよく議論
されたことは︑終身︵長期︶雇用︑
年功制賃金︑企業別組合など代表さ
れる日本的雇用慣行︑あるいは日本
的経営と呼ばれるものでした︒しか
し︑そのような研究が対象としたイ

製造業︑男性従業員︑正規雇用とい
うモデルをイメージして︑主にそこ
で生じる問題を対象としてきました︒
もちろんすべてということではない
のですが︑やはりそういうバイアス

社の対企業サービスで働くものとし
て︑いわばサービス産業就業者に分
類されます︱が溢れ︑職場の多層化・
複雑化が生じています︒
現実はこのようになっているので
すが︑これまでの労働問題研究は︑

３次産業化が進んでいます︒これま
で同一の使用者によって直接に雇わ
れる労働者のあつまりであった職場
にも︑請負や派遣など間接雇用の労
働者たち︱彼らは請負会社が派遣会

なっています︒
さらに平成２３年度厚生労働白書
に掲載されている﹁産業別就業者構
成割合の推移﹂を見ると︑農林水産
業︑鉱業・建設業︑製造業の割合が
低下し︑就業構造のサービス化︑第

とが団結の問題を考える出発点にな
ると思います︒
このことを前提として︑さらに考
えないと行けない問題は︑貧困化の
進行と労働組合運動の関係です︒世

の最も露骨な頂点だからである︒﹂
と述べています︒このことからみれ
ば︑非製造業︑非正規︑女性︑青年︑
外国人労働者などなどのなかにどの
ような貧困が︑いかにして蓄積され
ているのか︑これを明らかにするこ

労働者階級の状態﹄︵１８４５︶の
序文において︑﹁労働者階級の状態
は︑すべての社会運動の現実的な基
礎︑出発点となる︒なぜならそれは
私たちの時代に存在する社会的悲劇

ところで︑この団結の問題︐すな
わち労働組合運動の発展を考える場
合︑現代においても外せない重要な
観点は︑労働者階級の状態論︑特に
その状態悪化であると思います︒Ｆ．
エンゲルスは︑﹃イギリスにおける

いのか︑そのなかでの要求とはなに
か︑要求ということを軸にしながら
団結をつくる場合︑どのような現代
的工夫が必要なのかなど︑問題の領
域が拡大・深化していると思います︒

成のもとで︑労働者階級としての統
一性とその内部構成を検証しながら︑
労働組合運動の課題を再構成しない
と行かないということです︒
構成が多様化・複雑化したもとで
の労働者階級をどのように見たらい

いは各国別に︑ときには大きく︑微
妙に違う︒この波動を合成すると︑
労働組合運動はたえまなく資本主義
の城塞を脅かし︑揺さぶっているこ
とは否定しようもない︒たしかにヒ

した竹内真一先生は︑この点につい
て次のよう概括されています︒
﹁一国における労働組合運動は干
満の時期があることは多くのひとび
とが知っている︒しかし︑その運動
の干満︑その波動は地域毎に︑ある

ているようにみえる現実に固着して
しまうことも問題です︒世界史的に
みれば︑労働者階級における貧困化
には労働組合運動の発展が対応して
いる見ることができます︒先に紹介

ているのではないでしょうか︒貧困
を分析し︑可視化すること︑そこか
ら社会を変える動きをつくりだすう
えで労働組合運動の課題を探ること︑
これが重要だと思います︒
ただ︑労働組合運動が﹁停滞﹂し

ているものの︑その問題を解決する
先頭に立つべき労働組合運動は︑そ
れほど発展していないように感じる︒
だからわたしたちは︑なにかいいよ
うのない重さや暗さを感じてしまっ

紀の転換点ごろから︑﹁格差社会﹂
や﹁貧困﹂が全世界的なテーマとな
りました︒日本では﹃蟹工船﹄ブー
ム︑ドイツではマルクスブームが生
じました︒確かに貧困という影がひ
たひたと迫り︑社会もそれに反応し

貫徹する︒﹂︵﹃現代資本主義と労
働者階級﹄︵岩波書店︑１９８１年︶
前者は歴史の一進一退のなかでも
労働者階級の団結の模索は終わらな
いこと︑後者は資本主義の発展が労

を通じてしか発展しえない︒労働運
動の発展の合法則性は︑漸進的な自
然成長的な発展としてではなく︑敗
北と勝利︑停滞と飛躍を伴いながら︑
いわゆる﹁人類史の弁証法﹂︵レー
ニン︶︐階級闘争の弁証法を通して

させるにはおかない︒﹂﹁かくて︑
労働運動は︑資本主義的生産の発展
が生み出す客観的諸条件を土台とし
ながら︑資本家と労働者との︑資本
家階級と労働者階級との激烈な闘争

﹁資本主義的生産の発展︑資本の
蓄積過程は︑生産と労働の社会化と
ともに労働者階級の﹁数の多数﹂を
さらに増大させ︑また社会的貧困を
蓄積することによって︑労働者階級
の組織的結集の契機と条件をも発展

的考察をふまえて﹄より︶
また私の恩師であり︑京都学習協
とも 縁の 深 い戸 木田 嘉久 先 生は ︑
﹁労働組合運動の発展の合法則性﹂
として以下のことを述べている︒

トラー・ドイツの支配や旧ソ連圏の
ように︑労働組合運動が暗い影に覆
われた時期があったことは事実であ
る︒しかし︑労働者のたたかいと団
結の模索はやむことはなかった︒﹂
︵﹃労働組合運動の可能性︱その史
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日本全体で見ると︑今世紀に入り︑
非正で働く若者たちの労働組合運動
が注目を集めてきました︒このよう
な新しい労働組合運動をどう評価す
るのか︑これがここでの課題です︒
労働組合運動は︑これまでさまざま

ます︒

かという問題意識から︑経験を総括
し法則化する必要があります︒
そこで︑そのような観点から最近
の労働組合運動の新しい特徴︑特に
非正規の若者に関わる労働組合運動
のそれについて考えてみようと思い

あることを述べています︒
このような観点にたって現実を考
えるとき︑暗さや重さとして現れる
現実をどのように突破していくのか︑
その主体はどのように形成されるの

働者階級の﹁数の多数﹂とその社会
的貧困を生み出し︑されにそれが団
結の景気と条件の発展であること︑
しかしながらその過程は自然成長的
な過程ではなく︑敗北と勝利︑停滞
と飛躍をともなう階級闘争の過程で

れるような２０代から４０代くらい
のユニオンリーダーを軸にまとまり︑
運動において高い到達点を築いてい
ます︒これをどう見ていくのかとい
うことが︑労働者階級としての主体

いる伊藤大一さんの詳細な研究で︑
その内容が明らかになっていますが︑
その中心には矢部浩史さんという有
能なリーダーのもとで高い組織水準
を築きました︒
この３つの団体は︑彼らに代表さ

首都圏青年ユニオンは長らく河添誠
さんが事務局長をつとめ︑いまは神
部紅さんに引き継がれています︒ま
た︑光洋シーリングテクノの闘いに
ついても︑京都学習協で講師をして

それから労働ＮＰＯ法人ＰＯＳＳＥ
のそれぞれの活動︑さらに光洋シー
リングテクノにおける非正規の労働
組合組織の活動です︒ＰＯＳＳＥの
中心には︑﹁ブラック企業﹂批判の
論客である今野晴貴さんがいますし︑

とが重要であると考えます︒
新しい世代の取り組みとして特に
注目すべきもの︑その代表的なもの
には次の３つの実践があると思いま
す︒ひとつは首都圏青年ユニオン︑

な活動と新しい分野の活動が結びつ
くことで︑時代の状況に対応した新
しい労働組合運動の理論的・実践的
課題を明らかにし︑それを突破する
ことであると思います︒そのために
新しい世代の取り組みに注目するこ

題とする﹁ブラック企業﹂では︑産
業構造のサービス化︑第３次産業化
のなかで︑新しく勃興してきている
成長産業といわれる分野で生じてい
る︑これまでの労使慣行を全く無視

必要があります︒少なくとも今野さ
んの理解は︑﹁ブラック企業﹂とい
う規定は︑労働条件の劣悪な企業と
いう一般的な理解ではないようです︒
それでは︑﹁ブラック企業﹂という
のはなんであるのか︒今野さんが問

況が見られる企業が﹁ブラック﹂と
呼称され︑忌避されるような傾向が
見られます︒しかし問題はそう単純
ではありません︒﹁ブラック企業﹂
という場合︑その現代性をよく見る

のか
近年︑今野晴貴さんを中心とした
ＰＯＳＳＥの活動によって﹁ブラッ
ク企業﹂が社会問題化され︑世間の
関心の的となっています︒これにと
もない︑労働条件において劣悪な状

︵１︶だれとだれがたたかっている

ここでは︑ＰＯＳＳＥや首都圏青年
ユニオンとの活動を念頭に若干の総
括を行ってみます︒

の形成や理論的︑実践的課題の突破
点を明らかにするうえで︑非常に重
要になっていると感じています︒
光洋シーリングテクノの闘いの教
訓については︑研究をされた伊藤さ
んに伺うのが適当と思いますので︑

る︱分野において︑学生や若い社会
人たちが果敢に闘っているわけです︒
ＰＯＳＳＥは２００６年に設立され
ますが︑現在︑４００名くらい会員
を組織しています︒また︑日常的に

この意味で非常に現代的であるので
す︒そして︑これらに対するＰＯＳ
ＳＥや首都圏青年ユニオンの取り組
みは︑これまでの運動の成果が全く
反映されてない原生的な︱すなわち︑
労働基準の規制がまったく無視され

を前提とした労務管理︱これはもは
や﹁管理﹂とさえもいえないような
やりたい放題︱が行われ︑それが社
会のなかにどんどん浸透してきてし
まっている現実をあらわしています︒

員﹂であるとされ︑実際は使いつぶ
される︒﹁正社員﹂といわれながら︑
その中身が全くない︒
この意味で﹁ブラック企業﹂とは︐
新しい成長産業においてこれまでの
社会的規範が通じない︑使いつぶし

も雇用は守らなければならないので
はないか﹂といった社会的合意がまっ
たくない︒にもかかわらずそのよう
なものがあたかも雇用が保障され︑
それなりに賃金が支払われる﹁正社

した新しい労務管理の実施というこ
とが問題とされています︒新しい成
長産業では︑連合も含めて労働組合
が存在していない︒ということは︑
労働条件についての社会的規範意識
といったもの︑たとえば﹁少なくと

３ 現代労働組合運動の突破点とし
ての非正規雇用問題

な闘いの経験をもっています︒特に
先進的な活動家による献身的な取り
組みが︑多くの成果に結びついてき
ました︒しかし今もとめられている
のは︑このようなこれまでの先進的
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という枠組みを超えて﹁社会問題﹂
として捉えられ︑またそのように捉
えることが重要であるとされていま
す︒すなわち︑﹁市民社会の問題﹂
あるいは﹁人権の問題﹂として把握
されています︒また︑﹁新しい公害

どのように理解しているか
ところでそのような彼らは︑いま生
じている問題をどのようにとらえて
いるのか︒これも面白い点ですが︑
現状に生じている問題は﹁労働問題﹂

︵２︶新しい青年労働運動は現状を

クルール﹂についても行えるのでは
ないか︑そのことで働くものを﹁使
いつぶす﹂みたいなことを許さない
ような社会を構造的につくっていく
ということが目指されています︒こ

﹁自立した消費者﹂の育成﹂︵消費
者教育ポータルサイトｈｔｔｐ ：
／
／ｗｗｗ．ｃａａ．ｇｏ．ｊｐ／ｋ
ｐｏｒｔａｌ／ａｂｏｕｔ／ｉｎｄ
ｅｘ．ｈｔｍｌ︶を理念としている
のですが︑このようなことが﹁ワー

消費者の権利を実現するように努め︑
自ら進んで︑消費生活に関して必要
な知識を修得し︑必要な情報を収集
するなど︑自主的かつ合理的に行動
するように努める消費者︱すなわち

きるという意識です︒
現在︑教育の現場でいうと︑初等
教育の段階から消費者教育がやられ
るようになっています︒消費者教育
は︑﹁自らの利益の擁護及び増進の
ために自主的かつ合理的に行動し︑

たその分野の知識人︑たとえば弁護
士や大学教員と親しくなり︑学習や
経験を深めるなかで活動を担うよう
になったリーダーです︒
もうひとつの姿は︑高校卒業後に
不安定な職場に就職︑劣悪な労働条

運動の中心にいる活動家像︑リー
ダーの姿はどのようなものでしょう︒
まず︑学生・院生として大学におい
て労働問題︑労働法に触れ︑そのルー
トから現場に関わるようになり︑ま

︵３︶運動の中心にいるリーダーの
姿

としてあるのかを示します︒なかで
も労働組合については非常に解決率
が高いし︑恒常的に人権問題を解決
しようと思ったら労働組合がいいと
いうことを説明し︑労働組合への理
解を教育的に促します︒次に︑どの

たとえば労働相談ですが︑一般的な
アドバイスに終らせない︒まず︑相
談者に対してよく説明をします︒ど
んな権利があるのか︑問題が起きた
ときにどういう解決方法がシステム

となった組織はどういうかたちで労
働問題にアプローチしているか︒理
念は単純で︑﹁違法行為に対しては
きっちりやる﹂ということです︒法
的に間違っている問題にはきっちり
係争していくという立場です︒

民の問題だということで組織の対象︑ さんとか︑光洋シーリングテクノの
運動の主体を拡大しているのです︒
矢部浩史さんたちです︒
光洋シーリングテクノの闘いを見て
も︑自分の労働条件の問題であると
︵４︶組織の理念︑機能︑再生産
いうことだけではなくて︑社会的な
そういうなかで︑彼らがリーダー

口﹂が開かれた労働運動︑社会運動
だというふうに言われています︒
彼らのなかには︑﹁労働運動はあ
る種の利害関係だ﹂というイメージ
を払拭したいという気持ちがありま
す︒そのひとの問題ではなくて︑市

ような解決を目指すかについては︑
無理強いをしない︒労働組合への加
入はあくまで任意で︑﹁労働組合に
は入れません﹂というひとにも︑弁
護士との相談に同伴したり︑労基署

６０〜７０名のメンバーが活動して
います︒このような運動と組織が６
〜７年の短期間につくられている点
は注目に値します︒

としてのブラック企業﹂﹁社会と人
に対するテロ行為﹂﹁外部経済︵本
来自分で負担しなければならないこ
とを外部に転化してしまうようなや
りかた︶﹂︑﹁民法上の不法行為﹂

のような意味で︑労働条件の枠組み
を超えて社会問題に対するアプロー
チということで︑彼らは考えていま
す︒
現状が﹁社会問題﹂であるとなる
と︑この運動に参加するひとの範囲

件に直面し︑それを契機に権利にめ
ざめ独学で労働法の学習を深め︑自
分で裁判を行ったり労働基準監督署
に告発したりするなかで問題解決能
力を高め︑さらに個別的な対応の限

界を理解し︑集団的な労働組合活動
の意義を理解したうえでそこの活動
を担うようになったリーダーです︒
前者は今野晴貴さんとか首都圏青
年ユニオンの河添誠さんなどです︒
後者は首都圏青年ユニオンの神部紅

という言われ方もします︒
このような現状理解を前提に︑企業
の責任を追及するとともに︑発想と
しては﹁日本をどうにかしたい︒そ
んな企業が日本にいると日本全体が
どうしようもなくなる﹂という危機

が広がります︒直接の当事者でなく
ても︑とにかく日本社会の問題︑人
権の問題︑差別の問題などなどをど
うにかしたいというひとが運動に参
加してくる︒そういう﹁新しい入り

一つの代表性を持っているというこ
とが︑今日の運動の評価では重要な
のです︒

意思を共有しています︒問題は個別
企業の問題ではなく日本社会全体の
問題として把握され︑そしてそのよ
うな問題であるからこそ︑厚生労働
省や自民党の一部とも課題が共有で
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ということを主張されており︑労働
者がたとえエリートでなくても発言
権を獲得し︑労働条件の決定に関与
していく︑そういうことをめざして
いくことが現代の労働組合の一つの

す︒熊沢先生は︑﹁たったひとりを
救う労働運動﹂のあり方を現代的な
市民社会のなかで考えないといけな
い︑組合組織はそれを模索する必要
があると言っておられます︒また︑
熊沢先生は﹁ノンエリートの自立﹂

扱うだけじゃなくて︑外に向かって
労働問題も扱うということだそうで
す︒
このような理念の基礎には︑熊沢
誠さんという研究者の考えがありま

最後まで搬送型で問題解決をすると
いうのは︑その経験そのものが運動
にとっての財産となるという考えに
もと づい て いま す︒ 彼 らは これ を
﹁外的労働運動﹂という言い方をし
ていますが︑組織内部で労働問題を

うのが特徴です︒
﹁組合に入ってもらわないとね﹂
という言い方をされる活動家の方も
いるようですが︑そういうことはい
けない︒労働組合に入らないひとも

に交渉しに行くのに証拠集めを手伝っ
たりします︒たとえ組合に入らない
場合でも︑最後まで寄り添うという
機能を組織的に果たしている︒つま
り問題解決に最後まで寄り添ってい
く︑搬送型支援をおこなっていくと

でも若者が育っている点は注目に値
しますが︑問題はなぜ若者の育成に
成功しているかということです︒活
動に参加する段階ではそれほど高い
意識をもっているわけではないので

たとえばそれらの活動は︑被災地
で支援を行う実践活動や︑福祉社会
のあり方を考える学習活動にも関連
してきます︒そしてこういう活動を
通じて︑新しく参加した若者たちを
育てていく︒京都学習協の学習運動

が言われています︒現代社会の格差
問題は︑労働の分野を起点としなが
らさまざまな分野で起きているわけ
ですから︑そういうところにも越境
をしていくという思想です︒

合の社会的発言力︑コミュニケーショ
ン能力を非常に重視しています︒だ
から︑いろいろな問題を解決したと
きに︑必ず社会に対してそれを問い
ただすことを重視し︑﹁労働問題の
なかに引きこもらない﹂ということ

資本主義そのものの変革が言われま
す︒これと関連してＰＯＳＳＥの活
動を見ると︑対外的な相談活動を重
視し︑研究︑調査︑政策提言をすす
めるとされています︒また︑労働組

役割であると言っています︒このよ
うな考え方も若い世代の運動に影響
を与えているようです︒
それから具体的な労働組合の機能
ですが︑労働組合の機能として普通
は労働条件の向上︑政策制度要求︑

の配り方講座や横断幕のつくり方講
座もやっています︒これもやはり具
体的な実践に﹁巻き込んでいく﹂わ
けです︒こうした講座のなかで︑ま
じめに﹁どうしたらよりフライヤー

から見ると︑若者たちが運動に参加
してくると︑その定着までにさまざ
まなメニューが用意されている︒た
とえばビラの書き方講座︱もうビラ
とも言わず︑フライヤーと言うそう
です︱などです︒また︑フライヤー

のつながりもできますから︑刺激も
有り︑ネットワークも広がる︒その
ことがその若者を運動の主体にして
いくのだと思います︒
このようなことを運動と組織の面

は当然として︑さらに広げて問題を
生み出す社会構造への理解も必要と
される︒そうなると若者たちの世界
観が広がり︑視野が広がり︑また面
白さも増大するわけです︒大学の教
員や弁護士などのいわゆる知識人と

分の生き方を固める活動でもあるの
です︒﹁あなた受ける相談が人生を
左右する︒だから学習することは必
要！﹂という話から始まって︑問題
解決のための労働法の学習をするの

すが︑さまざまな活動に参加するこ
と︱ある意味﹁巻き込まれる﹂こと
︱で他人の人生にかかわるようになっ
ている︒他人の人生にかかわる以上︑
その責任を果たすためには学習が絶
対必要になる︒そしてそのことは自

ます︒
学生の分野でそういう体験を通じ
て︑こういうひとたちが社会に出て
行くなかで︑労働組合のある部分を
担っていくというのがこの組織の経
験だということです︒

うな活動のスタイルが準備されてい
ます︒学生ですから時間があります
から︑ボランティアなどにも積極的
にみんなで行こうというで︑それが
仲間づくりと個々の成長につながり

たり︑向こうから声をかけてきたり
します︒こういうなかでフライヤー
の配布という活動に面白みがでてく
るわけです︒
そういう定着のための意識的なメ
ニューと︑そこへ巻き込んでいくよ

ヤーを配るとき︑チョコレートのＫ
ｉｔ Ｋａｔをつけて配りました︒
そうすると驚くほどの確率で受け取っ
てもらえる︒読んでいるひとも多い︒
﹁ありがとうございます﹂と言われ

を受け取ってくれるのか﹂議論をし
たりもする︒これは愛媛でやったこ
とですが︑フライヤーを配るときに
飴玉をつけて配ったりする︒また︑
大学入試日での門前宣伝で︑﹁ブラッ
ク企業・ブラックバイト﹂のフライ
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合をどのように機能させるかという
ことも︑重要です︒さらに︑当事者︑
被害者への徹底した寄り添いと︑問
題解決までの執着も必要でしょう︒
組織率１８％の時代に︑労働組合が
社会に問題をアピールするプレゼン

然いますし︑職場以外にもいるわけ
です︒そういうひとにどのようにつ
ながっていくかという点で︑労働相
談の工夫が必要です︒また︑そのよ
うなひとたちの居場所として労働組

礎に労働組合を組織するという正攻
法は重要ですが︑他方で︑労働組合
の組織率が１８％を切っている状況
のなかで︑労働問題︑社会問題をか
かえながらも孤立している当事者︑
被害者がいます︒職場のなかにも当

組合運動とっての限界点を突破する
ヒントがあるのではないでしょうか︒
まとめてみると︑まず︑当事者ある
いは被害者に寄り添い︑絶対に孤立
させないということです︒職場を基

以上のことのなかに︑既存の労働

す︒
交渉し協約をつくるというのはま
さにそういうことだと思います︒ど
んな場合でも交渉に持ち込むことが
必要です︒交渉では労使は対等であ

ば︑その権利の目的物が侵されるだ
けではなく己の人格までも脅かされ
るのである︒権利のために闘うこと
は自身のみならず国家・社会に対す
る義務であり︑ひいては法の生成・
発展に貢献するのだ﹂といっていま

妥協しないということです︒この点
にかかわって︑ドイツの法学者であ
るイエーリングは︑その主著﹃権利
のための闘争﹄︵１８７２︶におい
て︑﹁自己の権利が蹂躙されるなら

始めています︒課題は地続きなのだ
から︑運動も当然︑地続きだろうと
いうことです︒
第３に︑以上のことを前提に権利は
守りきる︒これは権利主体の形成に
非常に重要です︒あいまいにしない︑

したがって市民社会におけるさまざ
まな運動に関わることが必要です︒
いろいろな運動に顔を出してつながっ
て︑支援をしてネットワークをつく
るということを︑新しい世代はやり

は︑その根底に労働問題を抱えなが
ら多様な分野に広がっています︒す
べての社会運動の軸たるべき労働組
合活動は︑それらの広範な領域にも
目配せし︑市民社会の権利の問題で
も解決の道筋を示す必要があります︒

す︒例えば︑光洋シーリングテクノ
の若者労働組合は派遣労働者の正規
雇用化に成功しましたが︑その背後
にはＪＭＩＵの非常に有能な活動家
がいました︒徳島の有名な船井電機

かと思います︒
以上︑若者の労働運動の経験を見
ながら︑最後に言いたいのは︑実は
このような若者の運動の背後には︑
実は︑これまでの運動を支えてきた
熟達した活動家がいるということで

働組合が目立つということが大事で
す︒﹁我々はここにいるんだよ﹂と
いうシグナルを社会に対して送ると
いうことです︒これによってこそ︑
若者は﹁巻き込まれる﹂のではない

によりも重要であると考えます︒そ
してこれらのために︑既存の労働組
合の活動家がさまざまな問題に好奇
心を持ちアンテナを張り︑経験に学
ぶ必要があります︒工夫された運動
の構築と社会的発信力の強化で︑労

ることに﹁巻き込む﹂工夫をする必
要があります︒﹁今の若い者は・・・﹂
ではなく︑若いひとと一緒に真摯に
学び︑ともに汗を流すことなしに︑
次の世代が創れない︒そのことがな

り︑法的知識を最大限活用し何らか
の成果に結びつけることが必要です︒
そしてこれを通じてしか︑権利を守
り︑事態を前進させるということは
できないのです︒
第４に︑若い世代を学び︑実践す

です︒

動を担ってきた活動家と︑新しくこ
れから社会に出る活動家の相互ネッ
トワーク︑連携関係の構築ではない
でしょうか︒
以上︑まだまだ考察途上ですが︑
みなさんの議論の素材となれば幸い

ているわけではなく︑連続的なもの
であると思っています︒この経験も
検討し︑これから運動のなかに普遍
化していく必要がありますが︑特に
重要なのは︑これまでの労働組合運

闘争をたたかってきた経験が︑柔軟
に新しい活動に適用されています︒
その指導の仕方も︑当事者の意見を
尊重しながら支援していく︑寄り添っ
ていくという形になっています︒
既存の運動と新しい運動は隔てられ

第２回理事会 論点フォーラム

論点 職場の青年結集

【報告１】職場の青年結集について

【報告２】青年結集 職場の経験
【報告３】 青年結集の「条件」
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４ むすびにかえて︱労働問題︑社
会問題の当事者に組合はどう向き合
うか︱

能力の向上も必要だと思います︒
第２に︑﹁自分以外にも困ってい
るひとがいる﹂という︑高い人権意
識を現代において再生しなければな
らないと思います︒現代の社会問題

真生・流通科学大学教授
※理事会（１時〜）終了後開催します。

上瀧

洋・日本共産党京都府委員会国民運動委員会

森田

会場：京都市職員会館かもがわ
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です︒社会は複雑怪奇といいたくな
るほどです︒
その点︑自然現象にはそのような複
雑さはありません︒どんな水も高い
ところから︑低いところへながれて

条件の中で︑同じように行動してい
るわけではありません︒そういう個々
人が集まって社会を構成しているの
ですから︑社会は複雑で混沌として
いるように見えます︒中にはとても
変わった人もいます︒個々バラバラ

の集団です︒人間たちは 我々がい
つも経験しているように︑さまざま
な人がいて︑それぞれ自分の考えや︑
自分の好みや︑自分の立場や利害関
係の中で生活しています︒皆が同じ

この質問は︑私たちの常識ともい
うべき考え方を示していると思われ
ます︒社会というものは大勢の人間

た︒たとえばアルキメデスの原理と
か︑ユークリッド幾何学というよう
に︑古代ギリシアの自然科学は有名
です︒
ところが社会現象については︑自

いていたことで︑したがって自然界
には法則性がありそうだと早くから
考えていました︒今日私たちが知っ
ているように︑数千年以前から古代
ギリシアや古代中国や古代インドな
どで︑自然科学の基礎が作られまし

ありません︒自然物は同じ条件のも
とでは︑同じような動きをします︒
このように社会現象と自然現象とは
全く性格が異なります︒このことは
ずいぶん昔から私たちの先輩が気づ

いきます︒どんな石ころでも︑必ず
上から下へ転がります︒人が手を加
えない限り︑下から上に転がる石は

れど︑個人の集まりである社会は目
に見えない︒人間の感覚器官でとら
えることができない︒社会というも
のは︑名称はあるが︑実在物ではな
い︑単なる観念あるいは名辞に過ぎ

観察・測定・実験が自然科学の基礎
です︒そこで得られたデータを基に
して自然科学が成り立っています︒
ところが︑社会現象の場合はこれが
できない︒社会というものは︐目に
見えない︒個々の個人は見えますけ

場合︑人間の眼に見える ︱ ある
いは人間の感覚器官・いわゆる五感
︵視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚︶
でとらえられる事柄です︒つまり自
然科学の研究は感覚実証から始まる︒

は全く違うというのが当時の人々の
常識でした︒
人々がそのような常識にとらわれ
たについては︑もう一つの事情があ
ります︒自然現象は物質的世界の動
きですから︑その動きはほとんどの

なりえないと考えられていたのです︒
すなわち︑人間関係や社会の動きな
どは︑すべて偶然であり︑自然現象
のような法則性などないと思われて
いましたから︑その点で自然現象と

然科学でいうような法則性などない
と思われてきました︒社会科学とい
われる学問が成立したのは︑やっと
１９世紀になってからです︒社会現
象の中には何の法則性もないから︑
社会現象は科学的な研究の対象とは

﹃諸国民の富﹄です︒これは経済学
という学問の始まりでした︒つまり
彼らイギリスの経済学者は経済現象
にも一定の法則性が在るのではない
かということに気が付いたというこ

在るということではないかという疑
問が起こってきました︒イギリスの
理論家の中で議論が始まりました︒
経済現象・社会現象についての科学
的研究の始まりです︒その成果の中
で最 高の も のが アダ ム・ ス ミス の

ました︒当時１０年おきに経済恐慌
が起こりました︒人々の中にこのよ
うな経済恐慌の起こる原因は何か︑
経済変動が定期的に起こるというこ
とは︑社会現象の中に何か法則性が

が現れ始めたということです︒当時
ヨーロッパで資本主義が最も発達し
ていたのはイギリスでした︒１８世
紀の後半ごろになると︑発達した資
本主義国の特徴である経済恐慌︵大
不況︶が繰り返し起こるようになり

このような状況に変化が起こった
のは１８世紀の末ごろからでした︒
この時期にヨーロッパで大きな社会
的変化が始まりました︒それは資本
主義の発展とその行き詰まりの現象

ないというとらえ方が長く支配的で
した︒つまり人間は存在するが︑社
会は存在しない︒存在しないものは
科学的研究の対象ではないというの
が人々の中で長い間 支配的な考え
でした︒
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哲学…Question ０１

自然現象についての科学的
認識がなんらかの意味で可能
であることはほとんどの人が
認めていると思いますが、社
会現象についての科学的認識
は不可能ではないか。自分の
利害で勝手な行動をしている
社会のなかに法則性などある
のでしょうか。

哲学 答える先生は

鰺坂 真
関西大学名誉教授

う意識が誕生し︑ドイツではカント
やヘーゲルなどが﹁自由の意識の進
歩﹂といったことを提唱するように
なっていました︒これらの動向はい
づれも社会現象の中に一定の法則性

ということが意識されるようになり
ました︒これはやはり社会現象の中
にも法則性が在るのではないかとい
う意識の誕生です︒
またこれらとは別に︑ヨーロッパ
の啓蒙主義者の中で歴史の進歩とい

おり︑革命が成功したのはフランス
だけであり︑他の地方では革命は成
功しなかったが︑要するにどこの地
方でも同じ条件がそろえば︑同じよ
うな革命運動が起こるのではないか

されることが起こりました︒彼らは
市民革命という現象の分析を行い︑
フランス革命という革命運動はフラ
ンスだけで起こったのではなくて︑
ドイツやオーストリアなどのヨーロッ
パ各地で同じような運動が起こって

のがあるのではないかということに
気付いたということです︒
これらイギリスの経済学者とは別に︑
フランスなどの歴史学者の中で︑歴
史の法則性というようなことが意識

とです︒経済現象・社会現象の中に
も一定の法則性が在るのではないか︑
それは自然現象とは異なるけれども︑
社会現象も単なる偶然の連鎖なので
はなく︑やはり一定の原因と結果の
関係があり︑法則性というようなも

ツ・イデオロギー﹄の冒頭で︑次の
ように書いています︒﹁人間自身は︑
彼らがその生活手段を生産し始める
や否や︑自らを動物から区別し始め
る︒人間は彼らの生活手段を生産す

食住に必要な資料を賄う︒この点が
人間と他の動物との違いです︒動物
たちは労働するのではなく︑目の前
のものを採って食べるだけです︒人
間は生産労働をすることによって生
きている︒マルクスは初期の﹃ドイ

個人が生きているという事実である︒
人間が生きているのは︑まず衣食住
が足りているということが必要であ
る︒この衣食住を賄うのには何が必
要か︒人間は労働によって︑この衣

て見たときに︑人間社会の一定の構
造とその運動の法則性が見えてくる
のではないかということに気が付き
ました︒彼は人間社会というものが
どういうものかということを考える
ときに︑第一に確認できることは各

うか︒マルクスは︑人間個々人を見
ているだけでは何の法則性も発見で
きない︒個々人は皆バラバラで偶然
の動きをしている状態が見えるだけ
である︒しかし人間たちを全体とし

を認めねばならぬという動きでした︒
これらの動きを総合する形で︑社会
科学の基礎をきづいたのがカール・
マルクスです︒
マルクスはどのようにして社会現
象の中に法則性を見つけたのでしょ

いきました︒これは最初の狩猟採集
経済です︒やがて農業や牧畜の時代
になり︑生産の仕方︵生産様式︶が
発展して行きます︒生産の様式が変
化・発展するにしたがって︑人類社

して用い︑石を投げつけるなど︑団
結して︑猛獣に対抗した︒こうして
地上生活に成功しました︒しかも猛
獣を打ち倒せば︑これは食料になる︒
これは最初の労働です︒このように
してわれわれの先祖は人間になって

彼らは地上で直立二足歩行をするよ
うになり︑前足︵手︶が自由になっ
た︒この手を有効に使って︑団結し
て猛獣に対抗することに成功しまし
た︒すなわち︑手で棒切れを武器と

すい︒それで何時までも木にしがみ
付いていれば︑進化はありません︒
ある時に一群の猿が木から降りて︑
地上で生活することに成功した︒こ
れが我々の先祖ですが︑彼らはどの
ようにして︑地上生活に成功したか︑

知られるところです︒長く樹上生活
をしていましたが︑木の上は食料が
乏しい︒木から降りて︑広い野山で
食料を求めたいと思っても︑地上に
降りれば︑猛獣たちの餌食になりや

ることによって︑間接的に彼らの物
質的生活そのものを生産する︒﹂こ
こで生活手段と言っているのは︑衣
食住に必要な物資のことです︒
人間の祖先は︑一種の猿であった
ということは︑進化論によってよく

学的解明の手がかりも得られるわけ
です︒

人類社会は漠然と考えていたのでは︑
直接は目に見えないし︑科学的な研
究の対象にはなりそうにはありませ
ん︒しかしマルクスのように︑理性
の力で︵思考力で︶分析していくと︑
人類社会の構造が見えて来るし︑科

社会の構造や運動の法則性が見えて
くるということです︒マルクスたち
はこのことに気が付きました︒彼は
これをさらに突き詰めていくために
﹃資本論﹄の研究に打ち込みました︒

した︒
このように人間を個人とのみ理解
していると︑社会は偶然の集まり︑
混沌とした無秩序の世界に見えます
が︑社会を全体として捉えて︑人間
社会の成立した基礎を考察すれば︑

会が生まれてきました︒つまり生産
労働の仕方が発展するにつれて︑社
会の在り方が変化する︒生産労働の
仕方が社会の在り方を変化させると
いうことに︑マルクスは気が付きま

会の構造も発展します︒最初の狩猟
採集経済は原始共同体社会です︒農
業・牧畜の経済が始まり︑奴隷制社
会になりました︒この農業経済が発
展して︑封建制社会になりました︒
さらにその発展の末に︑資本主義社
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カール・マルクス

労働者たちの国際協会の開会の辞
１８４８年の革命の失敗の後、労働者階級の全ての党組織と党機関紙は、大陸では、武力という鉄の手によっ
て押しつぶされ、もっとも前進した労働者階級の息子たちは絶望して大西洋の向こうの共和国に逃げ、そして
解放の短命な夢は産業の熱狂、道徳的衰弱、そして政治的反動の新時代の前に消えた。大陸の労働者階級の敗
北は、今ではサンクトペテルブルクの内閣と兄弟の団結にあるかのようにふるまっている、イングランドの政
府の外交術に部分的には負うているが、すぐさまイギリス海峡のこちら側にその伝染性の効果を拡げた。彼ら
の同胞の大敗北が、イングランドの労働者階級を意気地なしにし、そして自分たち自身の大義への彼らの信頼
を壊した一方で、そのことが地主と金銭所有者に彼らのいくぶん揺さぶられた自信を元に戻させた。彼らは、
すでに公表された譲歩を横柄に撤回した。新しい金の産地の発見は巨大な集団的大移動を導いた、イギリスの
プロレタリアートの隊列の中に取り返しのつかない空虚を残して。以前は活動的だった構成員の他のものたち
はより大きな労働と賃金という一時の賄賂によって捕えられ、そして「政治的スト破り」に変えられた。チャー
ティスと運動を支える、もしくは再建することに払われた全ての努力は著しく失敗した。労働者階級の出版組
織は大衆の無関心から一つずつ死んでゆき、そして実際にこれまでイングランドの労働者階級がこんなにもすっ
かり政治的無力の状態に甘んじさせられたことはないように思われた。もし、その時、イギリスと大陸の労働
者の間に行動の団結が無かったのならば、いずれにしても敗北の団結があったのである。
しかし、１８４８年の革命以来経た機関は埋め合わせる特徴を持たないではいなかった。私たちはここに２
つの偉大な事実を指摘するのみである。

◎BY HISASI ISIDA
革命に失敗して、弾圧され、敗走し、大きく後退を強いられている大陸とイギリスの労働者階級が痛々しく記
述されていますが、それでも「埋め合わせる特徴」がある、と前進的な側面をマルクスが指摘するところに展
望が持てます。なぜそう言えるのか、次回以降に期待です。
今回のところではいくつかの単語で悩みました。一つは６行目のｍａｒａｓｍｅです。これは結局ｍａｒａｓ
ｍｕｓという語と同じで消耗症・衰弱を意味します。ＯＥＤにはｍａｒａｓｍｅは１７１５年で廃語になった
と書かれていたのですが…。もう一つは２１行目のｂｌａｃｋｓです。ＯＥＤをずっと読んでも年代のあうも
のがないと思っていたら、ｂｌａｃｋｌｅｇの３の短縮形と書かれているのを見つけました。ｂｌａｃｋｌｅ
ｇの３のａの意味は初出が１８６５年で、「労働者たちがストライキをうっている雇い主のために働こうとす
る労働者に対する汚名」と書かれています。ｂｌａｃｋｌｅｇ黒足＝スト破り、ということになります。また、
「サンクトペテルブルクの内閣との兄弟の団結」は意味す
るところがわかりませんでした。サンクトペテルブルクは
帝政ロシアの首都だったところですが、古典選書の不破哲
三編『インタナショナル』２３ページに解説がありました
ので引用します。「当時のヨーロッパでは、イギリス政府
をヨーロッパへの進出を狙うロシア・ツァーリズムの最大
の敵手とする見方が一般的になっていた。マルクスは一八
〜一九世紀の外交史を綿密に調べて、ツァーリズムの陰の
協力者というのがイギリス外交の現実の姿であることを明

らかにした。」
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ＭＡＲＸ ＥＮＧＥＬＳを直訳で学ぶ。英語版全集から BY HISASI ISIDA

Inaugural Address

of the International Working Men s
Association

The First International

０７
全集VOL.20
ｐ10

After the failure of the Revolution of 1848, all party organizatio
ns and party journals of the working classes were, on the Continent, cr
ushed by the iron hand of force, the most advanced sons of labor fled i
n despair to the transatlantic republic, and the short-lived dreams of
emancipation vanished before an epoch of industrial fever, moral marasm
e, and political reaction. The defeat of the continental working classe
s, partly owed to the diplomacy of the English government, acting then
as now in fraternal solidarity with the Cabinet of St. Petersburg, soon
spread its contagious effects to this side of the Channel. While the r
out of their continental brethren unmanned the English working classes,
and broke their faith in their own cause, it restored to the landlord
and the moneylord their somewhat shaken confidence. They insolently wit
hdrew concessions already advertised. The discoveries of new goldlands
led to an immense exodus, leaving an irreparable void in the ranks of t
he British proletariat. Others of its formerly active members were caug
ht by the temporary bribe of greater work and wages, and turned into
political blacks . All the efforts made at keeping up, of remodeling,
the Chartist movement failed signally; the press organs of the working
class died one by one of the apathy of the masses, and in point of fac
t never before seemed the English working class so thoroughly reconcile
d to a state of political nullity. If, then, there had been no solidari
ty of action between the British and the continental working classes, t
here was, at all events, a solidarity of defeat.
And yet the period passed since the Revolutions of 1848 has not be
en without its compensating features. We shall here only point to two g
reat facts.
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2014/07/14〜08/09

07/14（月） 第１４８期 専科経済学科 第４課 ８０％
・資本主義における生産力発展はなにをもたらすか 〓上瀧真生・流通科学大学教授
07/15（火） 第１４８期 本科 第７課 ７４％
・知のESSCENCE① 人間らしさと働くこと 〓牧野広義・阪南大学教授
07/17（木） 第１４８期 専科哲学科 第４課 ６７％
・社会発展の法則 〓鰺坂真・関西大学名誉教授
07/18（金） 第１４８期 本科 第８課 ５２％
・不況はなぜおこるのか 〓角田修一・立命館大学教授
07/19（土） 第１６回
ブロックと運営委員会の合同会議
07/20（日） 第１２回現代経済学ゼミナール 第４講義 ５１％
・日本の労働者─雇用・解雇の規制緩和をどうみるか 〓萬井隆令・龍谷大学名誉教授
07/21（月） 第１４８期 専科経済学科 第５課 ５３％
・資本蓄積地と〝失業と半失業〟 〓上瀧真生・流通科学大学教授
07/22（火） 第１４８期 本科 第９課 ６１％
・知のESSCENCE② 「競争」は成長・発展の源泉か 〓牧野広義・阪南大学教授
07/24（木） 第１４８期 専科哲学科 第５課 ６７％
・階級闘争の法則 〓鰺坂真・関西大学名誉教授
07/24（木） 第１４８期 専科労働運動学科 第４課 ３３％
・「労働組合その現在」 〓伊藤大一・大阪経済大学准教授
07/25（金） 第１４８期 本科 第１０課 ３９％
・マルクス「労働組合 過去、現在、未来」を読む 〓上瀧真生・流通科学大学教授
07/26（土） 第１７回
ブロックと運営委員会の合同会議
07/27（日） 第３５回集中セミナー ８０％
・過労死はなにを告発しているか 〓森岡孝二・関西大学教授
07/28（月） 第１４８期 専科経済学科 第６課 ８０％
・資本の運動は〝ムダ〟と犠牲を生む 〓上瀧真生・流通科学大学教授
07/29（火） 第１４８期 本科 第１１課 ６１％
・知のESSCENCE③ 知性とは、自由とは 〓牧野広義・阪南大学教授
07/31（木） 第１４８期 労働運動学科 第５課 ４３％
・「労働組合その未来」 〓伊藤大一・大阪経済大学准教授
08/01（金） 第１４８期 本科第１２課 ４５％
・働くものの味方はだれか 〓永戸辰夫・京都学習協講師
08/02（土） 第７回常任理事会（拡大）
08/04（火） 第１４８期 本科 第１３課 ５５％
・知のESSCENCE④ 現代の「神話」と宗教を考える 〓牧野広義・阪南大学教授
08/08（金） 第１４８期 本科 第１５課 ４５％
・知のESSCENCE⑤ 現実をとらえる方法 〓牧野広義・阪南大学教授
08/09（土） 第１８回

ブロックと運営委員会の合同会議

※７月２７日の第３５回集中セミナーは、１００名受講生の内８０名の出席です。京都学習協の運動目標に〝
定員締め切り〟をおきました。受講した労働者が当たり前の様に出席し学習する状態をつくりだす。運動の数
量的側面で無く内容的側面を強めると言うことです。１２月２１日は最後の集中セミナーを２００名定員で。
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