
検証掘軍功浸透と組織私物化の実態!
民主化闘争情報[号外] 2009年6月1日発行日本鉄道労醐含連合会(J暗合) 【No言7】

社宅碓殺人微量!脚を甥朗唱よ!
日本の労働組合で唯一、 7名もの死者を出した内ゲバで血塗られた歴史を持つJ R総連o

被害者にはお気の毒だが、しかし、一般の組合員まで巻き添えにされてはかなわないo

実際、前号の表のうち、 1986年9月に発生した中核派による同時内ゲバ(l名死亡、 8名

重軽傷)は、大阪府(吹田市、高槻市)、兵庫県(西宮市、伊丹市)の社宅で事件が起きた

のである。戦慄の事件を伝える当時の新聞記事の一部を紹介したいo

【朝日新聞1986年9月l日夕刊】

真国労幹部を同時襲撃自宅で9人死傷動労幹部も改革路線を妨害?中核派の犯行か

1日未明から朝方にかけて、埼玉、大阪、兵庫の3府県で、異国鉄労組や国鉄動力車労組の

幹部が住む国鉄宿舎など計6カ所が、鉄パイプを特ったグノトプに襲撃され、真国労大阪地本の

前田正明書記長(37)が死亡したほか、同地本の岡野恒雄委員長(44) 、真国労東京地本の佐藤

司委員長(48)ら組合幹部とその家族ら8人が重軽傷を負った○ ○(中略)-警察庁は、国鉄の分

割・民営化路線に反発する中核派の犯行ではないかとみている○
○(前略)一同日午前4時前、兵庫県伊丹市緑ヶ丘、国鉄アパートの国鉄大阪保線区員で真国

労大阪地本書記長前田正明さん方に、ヘルメット、ガスマスク姿の4-5人の男が外からアルミ製

ハシゴをかけて台所の窓ガラスを破って侵入o寝ていた前田さんの妻のAさんに手錠をしたうえ、

二人に鉄パイプのようなもので襲いかかったo前田さん夫妻は市立伊丹病院に運ばれたが、前田

さんは頭を強く殴られ、脳挫創で約2時間後に死亡、 Aさんも全身打撲で重体o襲撃した男たち

は止めていた白っぽい乗用車で南へ逃走した周囲の電話線は切断されていたo　また、同じこ

ろ、大阪府高槻市、国鉄宿舎、大阪車掌区員で真国労大阪地本執行委員の伸千祐男さん(40)

方が鉄パイプを持った若い男二人に襲われ、仲さんは頭部に重傷、妻Bさんも頭に軽いけが。

午前4時ごろ、大阪府吹田市片山町、国鉄宿舎、新幹線総局大阪第一運転所職員で動労組合

員の京力正明さん(35)方が鉄パイプらしいものを持った4、 5人の男に襲われ、一人で寝ていた

妻のCさんが手足に重傷。約10暗捕れた同宿舎、国鉄宮原機関区勤務で動労大阪鞄本執

行委員の文中恵さん(39)方も別の5入組の男に襲われ、一人で寝ていた妻のDさんが足の骨折

で1ヶ月のけが。同時刻ごろ、兵庫県西宮市松山町、国鉄アパート、神戸保線区員で真国労大

阪地本委員長岡野恒雄さん方が4入組の男に襲われ、岡野さんと妻のEさんが全身打撲で重傷

を負った。埼玉県ではl日午前1時半ごろ、大宮市奈良町、真国労東京地本の佐藤司委員長

方に、 4、 5人の男が侵入、寝ていた佐藤さんの頭、両手足などを殴り、書類などの入ったセカンド

バッグを奪って逃げた。
ー(後略)-

中核派は事件当日に「軍報」なる犯行声明を出し、真国労や動労の役員と妻を「カクマ

ル分子」と名指しして成果を誇示したo当時、社宅の住人は大パニックに陥ったという。

鵜般組合貝の恐怖は募る!だからJRからの草マル追放が必要なのだ!

1995年11月以降、 J R関係の内ゲバは発生していないが、過激派間の抗争など予測の仕

様もない。 J R総連関係者が多数襲撃されてきたのは事実o政府がJ R総連"東労組への

革マル派の浸透を明言する中、 J R社員が不安や恐怖を感じないわけにはいかない!

「検証・J脚ル浸透と組織私物化の実酎」爛射ム定説掲載中! http://homepagel・nifty.co皿伸一晒NGO



脚で雛鑑考へ㈱ざ
内ゲバの対象となり得る革マル派活動家がすぐ近所にいたら…、と考えるだけでも恐ろ

しい。だからこそ、 J R革マル問題を解明し、 J Rから革マルを追放することが必要なの

だ。襲撃対象とされてきた東労組松崎元会長も「様々な党派から30年ぐらいにわたって、

殺すということを含めた様々な襲撃のターゲットにされて…」と自ら証言している。

ところで、内ゲバ事件被害者について補足すると、前々号(N〇・16)の表中、 1987年2月

に中核派の襲撃を受けて重傷を負った佐藤政雄氏は、 J R発足後はJ R東海労組の委員長′

に就任したものの、集団脱退し新たに東海労(J R総連)を結成して初代委員長となり、

その後はJ R総連の福利厚生団体「日本鉄道福祉事業協会」の理事長を務めていた人物o

西岡研介著「マングローブ」にも「松崎の金庫番」などと書かれ何度も登場するo同協会

は、松崎氏の「業務上横領疑惑」に深く関係しているのだが、その問題は改めて検証するo

なお、前号(No.17)の同時内ゲバで、本人は不在で難を逃れた「京力正明氏」は、東海

労副委員長、 J R総連副委員長などを務め、現在はJ R総連特別執行委員であるo同じく

「文中恵氏」はJ R西労組から分裂した西労(J R総連)の近畿地本委員長を務めたo

ところで、宗形明著「JR東日本労政『20年目の検証』」 (p‘33)によれば、 2004年版「J

R東労組手帳」には、内ゲバで死亡した役員のそれぞれの命日の欄に、 「2/10加瀬勝弘氏を

偲ぶ日」 「2I12荒川一夫氏を偲ぶ日」 「3′3松下勝氏を偲ぶ日」 「5/28湯原正宣氏を偲ぶ日」

「12佐田中豊徳氏を偲ぶ日」と記載されているという。これら犠牲者に対しては、東労組

とJ R東日本との合同葬儀や、盛大な法要も営まれたo東労組高崎地本内には松下氏の銅

像が建立され、会社も出席し除幕式が行われたというo情に厚いといえばそうだが、 -般

組合員は異様に感じることだろう○なお、手帳には10月31日に「背信を忘れない日」、 11

月l日に「大弾圧を忘れない日」と記載されているそうだ。前者は2002年に嶋田副委員長

ら役員8名が辞任した日、後者はその翌日に浦和電車区事件で7名が逮捕された日であるo

なぜ?他労組役貝の内ゲバ事件に特別言明を出すJR総連!

またJ R総連は、過去、他労組役員の内ゲバ事件に対し、以下の特別声明を出したo中

核派はこの内ゲバへの犯行声明を出し、 S氏を「松崎と並ぶカクマルの最古参」と呼んだo

1990年3月25日午後8時45分頃、埼玉県工-ザイ労組本庄支部長であるS氏が何者かに 

よって自宅で襲撃を受け重傷を負った。アゴ、両足に受けた打撃は大きく、特に右足は機能回復 

が困難なほどの傷を負っている。-(中略)-JR総連は、S支部長の痛みを我が痛みとして感じ、 

この事件の社会的な抹殺を許さないため、事件の真相解明と犯人逮捕を関係当局に強く要請す 

るものである。JR総連と15万組合員は、S支部長の1日も早いご回復を祈るとともに、一切の 

暴力を許さず、真の民主主義確立のため奮闘することを、ここに明らかにするo 

J R総連は、さらに臨時大会で「襲撃を糾弾する特別決議」を採択したというから驚き

だ。当該労組の依頼があったはずもない。常人には理解不能なこれらの対応は、 J R総連"

東労組の幹部が、労働組合としてではなく、革マル派の立場で動いているとみなければ説

明がつかない。 J R総連への革マル派浸透の疑惑はますます深まるばかりだo

「検証・JR草マル浸透と組織私物化の実態同町R連合ホームパーのこ掲載中! http://homepagel ・nifty.com/JR-RENGO



葛雌・宮脇!lを棚!
前号まで、多数のJ R総連関係者が凄惨な内ゲバで死傷してきた事実を検証した。とこ

ろでJ R総連側は、獲貫して「絶対に逮捕されることのない何者かによる犯行」 「権力の謀

略」などと主張し、中核派や革労協が犯行声明を出しているにも関わらず、内ゲバである

とは絶対に認めようとしない。そして、これとまったく同じ主張をしているのが革マル派

だ。このような特異な主張をしているのは、奇妙にも、 J R総連関係者と革マル派だけで

ある。これで両者の関係を疑わない方がおかしいだろう。

松嶋氏は「まともな労働組合が邪魔だがら役目が殺された」と主張l

本号では、この間題について、まずJ R総連関係者の発言から紹介したい。

OJR東労組元会長“松崎明氏　高崎地本松下委員長の葬儀における弔辞(1988年4月10日) 

絶対に逮捕されることのない余裕を持った虐殺者たちを、俺は、「何者か」と呼ぶ「何者か」に 

よる虐殺を俺たちは許さない。 

○松崎明氏　水戸地本組織部長加瀬勝弘氏13回忌における挨拶(2001年2月3日) 

虐殺は目的でなく手段であった。明らかに、それを通じて内ゲバ説をでっち上げ、あたかも組合 

が過激派革マル派に乗っ取られているかのような、その組合を庇護している会社であるような印象 

付けを世間に向かって行う、そういう一つの過程であったように思います。労働組合がまともな労 

働組合であっては邪魔になる、だから邪魔者を殺してきた。 

OJR総連前副委員長(現・特別執行委員)四茂野修氏「週刊現代裁判」での東京地裁におけ 

る証言(2008年7月24日) 

(被告側代理人)-前略葛「公安当局の直接・間接の関与によってもたらされた運動の破壊として捉 

えるべきだ」と思うと。これがあなたの御認識だと思いますけれども、この内ゲバと呼ばれる事件に 

おいて、公安当局が直接に関与しているというのは、どういった事態を想定してお書きになったん 

ですか。(四茂野)例えば情報を何らかの形で、そうした内ゲバをやっている党派に伝える、そ のナとを通じてそうした事件を起こさせる、そうしたことがあった可能性は非常に高いと思いますの 

ヽ (代理人)あるいは、○○派と呼ばれるような人たちでやったことになっているけれども、そうではな 

くて、実は公安当局に属するような人たちによって行われた可能性もあるというようなことも想定さ 

れておられるんですか。(四茂野)可能性はあると思っております。(代理人)先ほどの御本の 

中ですと、公安当局が間接に関与しているというのもありますが、これはどういった状況を想定して 

ぉられるんですか。(四茂野)例えば党派間の対立をあおっていくとか、そうした操作が公安当 局によって行われた可能性はあると思っております。(代理人)内ゲバと呼ばれるものについて、 これが本当に内ゲバなのかということについては、あなた御自身は、現在、本当にそうなのかは分 

からないという御認識なんですね。(四茂野)まず、それが党派間において起こったこと、そのこ 

とについては全く否定はしておりません。しかし、それに対して、様々な公安当局の関与があった 

と、直接間接の関与があった可能性は非常に商いというように思っているということであります。 

彼らは内ゲバについて、公安当局の関係者が襲撃した、あるいは、中核派などに情報を

流して襲撃をやらせてきたと言いたいようだが、常識では到底理解できない珍説であるo

「検証・JR革マル浸透と組織私物化の実態川部適合ホームパーゾに掲載中ロ曲p : //homep age l.nifty. com/JR‾REN GO



焼許。旧軍勃贋透と組織私物化の異露!
民主化闘争情報工号外] 2009年6月1O日発行日本鉄道労働組合連合会(JR連合) 【No. 20】

阜榊脚の府ゲバ勧詳述!
前号に続き、内ゲバ事件に対するJR総連側の「権力の謀略」などとする主張について

検証したい。彼らの「珍説」は随所にみられるが、現J R東労組委員長,千葉勝也氏は、

東日本鉄産労(現J R東日本ユニオン、 J R連合加盟)がJ R東労組を訴えた「品月悼掌

区掲示板事件」で証人として出廷しく2000年10月3日)、以下のように証言した。

(原告側代理人)この件(注:JR総連関係者への内ゲバ事件)に関して東労組は、内ゲバではな 

いというふうにおっしゃっている。(千葉)(うなずく)(代理人)じゃあ、犯人はどういう人だという 

ふうにあなたたちは考えていらっしゃいますか。(千葉)何者かは分かりません∩(代理人)な 

ぜ、そういうふうに言えるんですか。(千葉)逮捕された形跡がないからです。(代理人)以前 に逮捕されてないということが、絶対に逮捕されることのないというふうになりますか。(千葉)で 

も、この間何度もこういうものが起きていますけれども、こういうことに対する犯人が捕まったというの 

は、非常にレアなケースを除いてはないと思いますね。それから、こういう細かいことまでは立ち入 りたくないですけれども、非常に悠々と組織だってやられてると。そういう状況の中では、逮捕され ないということがやっぱりあるのではないかという、それは我々の憶測ですね。そういうことです。 

労組の帝国壬鷺的胃組に反対した鉄道弾何章が権力に膚殺された? !
一方、草マル派も、 JR総連と同様に、随所で内ゲバを「権力の謀略」などと主張して

きた。革マル派の初代議長で絶対的指導者であった故黒田寛一氏は、草マル派の出版社で

ある「あかね図書販売」発行の「内ゲバにみる警備公安警察の犯罪(下)」 (玉川信明編著)

に掲載されたインタビューの中で以下のように語っている。

(丁:注玉川氏) 殺されっぱなし、同志たちを死なせっぱなし。それなのに、今、なぜ反撃をやら

ないのですか? (K:注黒田氏)書く防衛のための反撃>の闘いは1979年11月21日の青解派

の残存3拠点粉砕、 1976年11月17日の中核派残存求殺隊4拠点粉砕、これが最後だoとどめ

の一撃だ! (丁)その前も、機関紙ではずっと「勝利」だの「中核は瓦解寸前」だのと繰り返してい

る。にもかかわらず、両派とも軍団が健在なのはどういうわけか? (K)また同じことを繰り返す。

理路なのだ! 80年代の殺人襲撃を間べてくださいよ。労働組合の帝国主義的再紀や「国鉄民営

化」にもとづく首切り・合理化・非合理的労働強化(一人乗務-ロングラン、長時間労働など) 、そし

壬広域配転出向・転籍などの攻撃葛これらに反対する鉄道労働者が、ほぼ毎年l人が虐殺され

た。大阪の鉄道官舎3か所など埼玉、大阪、兵庫で6カ所が同時刻に襲われたさいには、二名の

労働者が虐殺されています。負傷者もでています。残念無念!

同書では、書名にもあるように内ゲバが警察による謀略であるとの主張を延々と述べ

巻末の「謀略年表」では、内ゲバを時系列でまとめている。その中には、本情報(N〇・16)

で紹介した内ゲバもそれぞれ記載されている。黒田氏も、上記の通り、 J R総連関係者の

襲撃を「権力の謀略」として述べているほか、革マル派の書籍には、他にも「鉄道労働者
への虐殺」としてJ R総連関係者への内ゲバについて記載がある。これで、 J R総連関係

の内ゲバ被害者は「革マル派と関係ない」との主張など、とても信用できるはずがない!

「検証・JR草マル浸透と組織私断的実態同軸R連合舟ibl六一ゾに掲載中‖匝p : //homepagel ・nifty・ COm力R-REN G O



、脚醐つ!
内ゲバ問題の検証を進める中で、 JR総連側、草マル派ともに、なぜそこまで「権力謀

略論」にこだわるのかは、常識的にどうしても理解できないところだ。警察は革マル派の

「権力謀略論」について、次のように解説している。

荒唐無稽な「権力謀略論」 (1"9年発行警察庁広報誌「焦点」 258号p.12)

草マル派は、平成9年5月に発生した神戸事件について、 「少年犯行説はデッチあげ」、 「CIA

主導の謀略的権力犯罪」などとおよそ健全な国民には理解されないような荒唐無稽な主張を機関

紙等で展開していますが、こうした主張は、今に始まったことではありません。

同派は、昭和49年ころから内ゲバ事件について、いわゆる権力謀略論を展開し始めました。そ

の背景には、革マル派が中核派や革労協に対する党派闘争(内ゲバ)勝利宣言を発したこと(昭

和49年)があります。 「勝利宣言」以降、 「革マル派に対して白旗を掲げた」中核派や草労協は、も

はや草マル派を攻撃する力を残しているはずがなく、 「権力謀略部隊による攻撃の追認役にすぎ

ない」とするつじつま合わせの主張が「権力謀略論」なのです。一方的勝利宣言を発したために
``引っ込みがつかなくなっだ’状態を回避し、反権力意識の高揚と組織の結束という一石二鳥を企

図した主張と言えます。

しかし、内ゲバ事件の減少に伴い、こうした主張をする機会が少なくなってきたことから、最近で

は、 〇一157問題、丁R列車防護無線盗難事件、警察庁長官狙撃事件や神戸事件等社会的反響の

大きい特異事件をとらえて、 「革命的左翼の壊滅や危機管理体制の強化などを目的とした国家権

力の謀略である」などと「権力謀略論」を展開するようになりました。

前号で紹介した革マル派の出版社「あかね図書販売」発行の「内ゲバにみる警備公安警

察の犯罪(下)」の「謀略年表」でば各内ゲバについて「中核派が追認」 「青解派(狭間

派)が追認」など、対立党派が権力の謀略を「追認」したように記載されている。

常人にはとても理解できない理論だが、松崎氏、四茂野氏、千葉民らの証言などをみる

と、 J R総連"東労組の執行部も、革マル派と同じ理解をしていると考えざるを得ない。

JR総連は浦和事件を「公安富豪のでっち上げ」と主張

さる6月5日にはJ R浦和電車区事件の刑事裁判の控訴審判決が言い渡され、被告7名

を有罪とした-審判決を支持し、控訴は棄却された(J R連合ホームページを参照)が、

JR総連"東労組は「J R総連“ J R東労組であるが故に下された『国策裁判』による不

当“反動判決」 「J R東労組を破壊するための『国策弾圧』」 (東労組「抗議声明」)、 「公安

警察によるでっち上げ事件」 「国家権力に異を唱える者に対する弾圧」 (J R総連2009年度

運動方針)などと訴えている。これらの主張は、革マル派の「権力謀略論」と酷似してい

る。とても普通の労働組合の主張とは思えない。

加害者である被告7名(全員を組合が雇用)は最高裁に上告したが、上告が棄却され有

罪が確定したら、執行部はどう責任をとるのだろう。 「権力謀略論」は、革マル派活動家に

は通じても、一般組合員には通用するはずはないだろう。

次号では荒唐無稽な「権力謀略論」の矛盾点について検証する。

「検証・JR革マル浸透と組織私物化の実態同封R連合ホームへL舛こ掲載中! ht七p ://ho皿ePagel.nifty.co皿力R-RENGO



梯許。旧軍初演透と組織雑物化の異腰!
民主化闘争情報[号外] 2009年6月17日発行日本鉄道労働組合連合会(JR連合) 【N°, 22】

「捌醐形此脚別自己脚!?
J R総連と革マル派の「権力謀略論」に関しては、本情報で繰り返し紹介してきた革マ

ル派「綾瀬アジト」からの押収資料を基に作成したとされる警察資料に、前号で紹介した

警察庁広報誌「焦点」にも記載のある「JR列車防護無線盗難事件」について、非常に興

味深い記載がある(宗形明著「異形の労働組合指導者『松崎明』の誤算と嵯峡」 p.63)。

この資料によれば草マル派が「権力謀略論」を組織的に徹底させていることになるが、

J R総連関係者は、革マル派の組織方針を忠実に守り、いかに荒唐無稽であろうと、襲撃

事件は「権力の謀略だ」と言い張っているのだろうか。なお、 J R総連委員長の柴田光治

氏とは、本情報(N0.15)で寵載した「宇和」なる秘密党員名を持つとみられる人物、副委

員長の小谷昌幸氏とばNo.16に記載した、 1980年に鉄道関係労働者初の内ゲバ事件で重傷

を負った人物だ両名ともに、革マル派である可能性が濃厚である。

91年5月の内ゲバでは中核派が遷贈される!それでも…

前々号(No,20)の通り、 J R東労組千葉委員長は、内ゲバではない根拠について「逮捕

された形跡がない」と証言したが、 J R総連関係者への内ゲバ(No.16参照)のうち、東労

組水戸地本組織部長・湯原正直氏への襲撃事件(1991年5月l日)では、中核派非公然活

動家が逮捕された。中核派機関紙「前進」 (2072号、 2002年10月7日)に次の寵事がある

(宗形明著「J R東日本労政『20年目の検証』 p.25参照」。

片山武夫同志が出獄12年間の獄中闘争に勝利 

9月23日、91年5・1戦闘戦士、片山武夫同志が12年間の長期獄中闘争に勝利して横浜刑 

務所からの出獄をかちとった。片山同士は、91年5月l日、ファシスト労働運動を進めるJR総 

連幹部・カクマル湯原せん滅戦闘を、警察権力の銃撃にもひるまず戦いぬいた革命的戦士であ 

る。-(中略)〇日帝権力は、K=K連合(警察こカクマル連合)の庇護のもとにいた湯原を救えと 

ばかりに、片山同志に違法な銃撃を加えて右顔面と左胸に銃弾が貫通する重傷を負わせた。だ 

が、片山同志は不屈の闘魂でこの殺人的弾圧をはね返して生きぬき、権力の不法を真っ向から 

弾劾する裁判闘争と完黙・非転向の獄中闘争を闘いぬいた。-(後略)- 

当時の新聞各紙は、警察が銃撃のうえ、中核派非公然活動家の片山氏を逮捕したと報じ

た。犯人逮捕は、 J R総連や革マル派にとって大きな誤算だろう。千葉氏が「犯人が捕ま

ったというのは、非常にレアなケースを除いてはない」と証言したのは、この事件を指し

ているようだ。この事件に対する彼らの見解は非常に興味深く、次号で検証を深めたい。

「検証・JR草マル浸透と組織私物化の実態旧跡A‘÷ソに掲載申! http://ho皿ePagel.nifty・ COm〃R「RBNGO



梯詔,旧軍マル浸透と組織私物化の異態!

民主化闘争情報[号外] 2009年6月22日発行日本鉄道労側組合連合会(JR連合) 【N○○ 23】

府ゲI椛が紡瞥・脚でも権力の第略啓の?
東労組水戸地本"湯原組織部長への内ゲバ事件(1991年5月1日)では、中核派非公然

活動家が逮捕された。 「絶対に逮捕されることのない何者かによる犯行」とするJ R総連や

革マル派にとっては困った事態だろうが、彼らは、この逮捕をも「権力の謀略」と牽強付

会している。松崎氏が会長を務める国際労働総研発行「われらのインター」 (Vol.10)には、

内ゲバ事件に関する松崎氏と四茂野氏(取総連前副委員長)との興味深いやりとりがある。

(四茂野)直接の波及はやっぱり小谷教宣部長襲撃でした。80年のそれが最初で、それから取 

になってからかなり集中的な襲撃事件が起きるのです。われわれ「松崎組」としてばただやられる 

ばかり。やられたことを口実にしながらホラ、革マルだろ、ホラ、内ゲバの当事者だろ、だからこんな 

組合駄目なんだということをずうっとやられてくるわけですよ。(松崎)全部やられっぱなしなので 

すよ。(四茂野)「松崎組」の反撃は、ただ世の中に不当だと言うだけ。そんなの誰も取り上げな 

いから。事態は不可思議なのが多いです。警官がパトカーで家の前に停まっている、その目の前 

で家に突入しているのですから。(松崎)その後で警官がピストルを発射しているのだからね∩ 

(四茂野)しかもそれがメーデーの日の朝ですよ∩メーデーの日の朝に労働者を襲撃するのは左 

翼ですかということなのですよ。(松崎)私らは権力の謀略だと思っていますから、それを俺が やったなんていつまで言うのも止めてくださいよと。-(後略)- 

四茂野氏は、 2008年7月24日の証人尋問で「様々な公安当局の関与があったと、直接間

接の関与があった可能性は非常に青いというように思っている」と証言したが(No.19参照)、

上記の記事を見ると、警察の仕業と言いたげな特異な考え方が何となくわかってくる。

革マル派は「 JR縦連の組合分製をI†ックアップする富豪の犯行」と主張!

また、前掲「内ゲバにみる警備公安警察の犯罪(下)」にある内ゲバに関する「座談会」

(p.472)によれば、革マル派は、湯原氏の事件について、 J R総連の組合分裂をバックア

ップするために企んだ警察の犯行だと考えているようだ。内容は論評のしょうもないが、

見れば見るほど、 J R総連と革マル派の常識離れの主張は実にそっくりである。

丁一(前略)-県警は、この男片山を「非公然の中核派地下軍活動家」という具合におしだし、 「内ゲ

バ」の証拠ブツででもあるかのように宣伝したのだが、片山武夫というこの男は、杉並区共同購入

センターに居住する公然部門の専従八百屋であって地下軍ではない。そもそも天涯孤独な境遇

にある片山は、ここで生け贅として射殺され消される予定だったのではないのか。実際の襲撃犯

人は誰一人として逮捕されていないばかりか、ワゴン車も完全に闇に消えてしまった。警察がグル

になって湯原氏襲撃を強行したことはあまりにも明白だ。 Aなぜ何のためにこの謀略襲撃が企

まれたんですか。 Gこの年の2月1朝日として「JR総連との断
絶」を打ち上げた。アメリカ主導の多国籍軍のイラクへの軍事攻撃に抗議する運動を丁R総連がつ

くりだしたその矢先に、大松はJR総連からの脱退と、鉄産労と連合してのJR連合結成、というかね

てからの計画を、実行に移した。このJR総連の組合分裂をノ岬こ、この組織的混

乱のまっただ中で、 「内ゲバ」を装っての湯原氏の襲撃が演出されたに違いない。

「検証・蹄ル浸透と組織私物化の実態出切R連合ホーム!ヾ-のこ掲載中I http://homepagel.nifty. com/JR-RENGO



何砧r槍ガの第倍叱呼ぶ異動櫛比朋ルよう!
これまで、 J R総連と革マル派が内ゲバを「権力の謀略」と主張する特異な考え方につ

いて検証してきたが、最後に、東労組元会長の松崎氏が「週刊現代裁判」で2009年1月26

日に自らこの間題に関する見解について証言した内容を紹介したい。松崎氏も内ゲ川ま「権

力の謀略」と信じて疑っていないようだ。

(被告代理人)内ゲバについて、草マル派は、 権力の謀略グループによる犯行という見解を持って

いることは御承知と思いますけれども、あなた御自身いわゆる内ゲバというものについて、権力の

謀略グループによる犯行が一部にでもあるとか、そういった可能性があるとか、あるいはそれはな

いと、どのようにお考えですか。 (松崎)そういう可能性はあるんじゃないですかo (被告代理

人)何か根拠のようなものはありますか。 (松崎)これはですね、丞戸で襲撃される可能性があ

宣吐㌣ことを察知した、これは鮮明に覚えていますが、湯原君というのが警察に連絡をして、パト

ヵーが家のところにいたにもかかわらず、そのような事件が起こってしまったことがありましてね、三

れは何なんだよとそのときは思いましたね。

JR総連も革マル派も中校派も「国東権力の難度」とする主張は同じ!

J R総連も革マル派も、自らが受けている攻撃をすべて「国家権力の弾圧」 「警察の仕業」

と訴える主張や思考回路は、非常に酷似しており、まことに興味深いo中核派は本情報

(N。.22)で紹介した機関紙「前進」にあるように、 「警察=カクマル連合」と、反対に、革

マル派が警察と結託していると主張しており、さらに、わけがわからなくなってくるo

いかに荒唐無稽でも、革マル派は、自己批判までさせて珍説を信じ込ませ、それがJ R

総連幹部の発言に反映されているのでは、と疑わざるを得ないo J R総連のこうした常識

ではとても理解できない主張は、およそ普通の労働組合のものとは思えないoただし、 J

R総連の執行部に浸透する革マル派が、そう主張していると考えれば、合点がいくが…o

この主張は浦和電車区事件に対するJ R総連事東労組の見解と同じ構図だo彼らは、警

察のみならず、裁判所も国家権力の側にあるとみている。参考までに2009年6月8日のJ

R総連第25回定期大会で決議された「蒲郡駅事件・浦和電車区事件の『不当判決』に怒り

を持って抗議し、反弾圧の戦線をさらに推し広げるための特別決議」の一部を紹介したいo

これらの不当判決に共通し刊、るのは、あらかじめ有罪ありきの懇意的な判断であるoいずれも 

ノ¥珪警察によって丁R総連・各単組及び組合員への不当逮捕や不当な家宅捜索が仕組まれて 公安、」▲ひ、 「事件」がでっち上げられ、検察や裁判所がそれを追認するという、極めて政治的な「国策弾圧」 旦壁図がつくられている。いまや司法の独立性はその仮象すらかなぐり捨て去られている。そして 

「過激派・テロリスト」キャンペーンを流布し、国家糧力によって主導されたこのような弾圧に、マス コミや一部会社幹部、_丁R連合、嶋田一味などが組み込まれてきたことは言うまでもないo 

J R総連の運動方針の第一番目は「弾圧粉砕の闘い」である。これが普通の労働組合な

のか。 J R総連の良識ある-般組合員の皆さんは、不都合なことは何でも「国家権力の弾

圧」と叫ぶ異常な組合から、一刻も早く訣別されるよう強く訴えたい○

○検証・JR革マル浸透と組織私物化の実態出揃話→パこ掲載中日匝p://ho皿ePagel ・nifty. oom"R-RENGO



脚醐形は醐!
本号からばJR総連と草マル派との「対立」について検証する。
「週刊現代裁判」などで、 J R総連側は坂入氏の拉致事件(N〇・12参照)など、革マル派

との「対立」を強調し、同派との関係はなく、むしろ意見が対立し、関与を排除してきた

と主張している。しかし、労働組合の方針が革マル派の方針と相容れないのは当り前で、

対立以前の問題である。そもそも、普通の労働組合は無縁であるはずの草マル派が、こと

さらに組織に関与しようとし、関係者を拉致重監禁まですることこそ異常だ。彼らが革マ

ル派との「対立」を強調すればするほど、両者の胡散臭い関係を疑わざるを得ないo

例えばJR総連側は、彼らが草マル派と無縁である理由として、以下のように、草マ

ル派が2001年に発生した「航1同時多発テロ」を賛美したが、 J巳総連"東労組は反対し

たことを論拠に挙げている。 「航1テロ」を賛美する労組など、どこにあるというのか。 「テ

ロに反対したから革マル派とは関係ない」とは、実に幼稚な言い訳である。

O 「週刊現代裁判」での梁次邦夫氏(東労組大宮地本元副委員長)尋問(2009

(原告側代理人) (草マル派と対時するようになったできごとは)そのほかに何かありますか。 (梁

次)_(前略)葛Ol年の9.11、同時テロに対して草マル派が、あれは聖戦である、ジハードであると賛

美しましたんで、私たちは戦争にもテロにも反対という行動、アフガン難民支援闘争もやってまし

たから、そんなテロを賛美する、そういう草マル派に対する糾弾もやってました(代理人)今、言

いました2001年9月11日の同時多発テロに関して、あなただけではなくて、東労組もテロに対し

て反対の意思を表明してたわけですね(梁次)もちろん東労組もそうですけど、 JR総連全体で

その反対をやってました(代理人)その点でも革マル派と意見が違ったと、そういうことですねo

(梁次)意見、全く違いました。

「坂入事件」以前にも動労蔦4代青年部真が革マル派に揖致される!

難解なJR総連と草マル派との「対立」であるが、関係資料を紹介し、検証を進めるこ

ととしたい。まず「坂入事件」以前の1994年に発生した革マル派による拉致〃監禁という

特異な事件を紹介する。 2008年4月発行の「松崎明秘録」には、松崎氏のインタビューと

それを解説した以下の記載がある(p.102)。松崎氏は「うちのメンバー」が革マル派に拉致

され、海外に逃亡して死亡したことを自ら語り、解説で事件の詳細が説明されているo

松崎　革マルはね、 最初は分派活動を完全に保障するということになってたんですよ。みなさん、

不思議に思うかもしれないけど、そうだったんですよ。ところがそれはある時期までだったo連盟圭

と公園」で、草マルに何年もバクられて事実上リンチをくってた者が何人もいるし、 1人はオーストラ

リアへ逃げていって死んじやったです。目黒のさつき会館の入口に碑がありますけどね0

※以下、解説部分　労働運動家の樋口篤三は、 …(中略)… 1994年の革マル派による皿総連

労働者の粒致について、 《昨今、ようやく分かってきたが、葛(中略)- 「1994年」とばJR総連革マ

ル派幹部が同派主流に拉致された時である。本部批判の沖縄草マル派-(中略)-に、 「説得」に

派遣された上野孝(動労第4代青年部長)らが同調し、査問のため2年半も監禁されていた時、つ臆

まり草マル派主流聞R総連グループが反旗をひるがしていたのであった

「検証・J蹄ル浸透と組織私物的実態! 」閉R連館→かしゾに掲載中! http://ho皿ePagel.nifty.com/JR-RENGO


