
検認J略章欄臓物伍の男鑑!
民主化闘争情報工号外] 2010年1「月25日発行日本鉄道労働組合連合会(JR連合) 【N。・ 169】

醐嚇鰯轍物? !
松崎明東労組元会長が、 『週刊現代』の記事で名誉を毀損されたとして、講談社と西岡

研介記者を相手に1億1千万円の損害賠償と謝罪広告を求めて起こした訴訟の控訴審判

決が、 10月27日、東京高裁で言い渡された。

裁判で、原告(松崎氏)は、 『週刊現代』掲載の連載記事「テロリストに乗っ取られたJ

R東日本の真実」において、 ①原告は革マル派最高幹部である、 ②J R総連や東労組が列

車妨害等の犯罪行為を行い、これを原告が指導している、 ③原告が組合費を横領したり、

組合を私物化している、 ④原告がJR東日本を支配している、との印象を与え、原告の社

会的評価を低下させたと主張した。これに対し、 2009年10月26日に東京地裁で言い渡さ

れた一審判決でば上記①と、 ③のうち「原告が組合費を横領している」との印象を与え

る記事について、 「公共の利害に関する事実について、専ら公益を図る目的で掲載された

ものであり、かつ、被告らが、原告が草マル派最高幹部であると信じ、また、原告が組合

費を横領したと信じたことについてば相当の理由があるから、被告らの故意又は過失は

否定される」と判示するとともに、謝罪広告の掲載についても認めなかったo一方、上記

②、 ④、および③のうち「原告が組合を私物化している」との印象を与える記事について

は名誉毀損の不法行為が成立するとして慰謝料等550万円の支払いを命じた。

なお、一審判決は、謝罪広告を認めなかった理由として、以下の通り判示したo

原告は、損害賠償のほか、名誉回復のための措置として謝罪広告を求めているけれども、本 

件語事には、被告らが真実と信じたことについて相当の理由があると認められる記事が相当程 

度あること、本件損害賠償請求が一部認容されることにより原告の損害の回復が図られることな 

ど諸般の事情を考慮すると、原告が主張する謝罪文を掲載することは、名誉回復措置として相 

当でないというべきである。 

原告"被告双方は判決を不服として控訴していたが、 10月27日、東京高裁は、被告"

講談社側に330万円の支払いを命じる判決を言い渡したo記事の一部について「真実と信

じたことに相当の理由がある」として支払額を減額する一方、謝罪広告の掲載については
一審に続き認めなかった。

賠償鞍減額の判決にも見解すら出さないJR総連・東労組!

一審判決に対してJ R総連、東労組はそれぞれ「『勝利』判決にあたって」などとする見

解を発表し、 「個人が行った名誉毀損訴訟としては、画期的な判決と言える」と誇示する一

方で、松崎氏は判決を不服として直ちに控訴した○約1年前に一審判決が言い渡された際

には、松崎氏本人も登場して記者会見に臨み、 J R総連や東労組は見解や情報を出して大

いに騒いだのだが、今回の控訴審判決では、記者会見は行ったものの松崎氏の姿はなく、

組織も見解すら出していない。今回も松崎氏は上告した模様で、賠償額が550万円から330

万円に減額されて怒り心頭のはずだと思うが、なぜ、沈黙を決め込んでいるのだろうo

松崎氏は、自ら会長を務める国際労働総研の機関誌「われらのインター」で、毎号、盛

んに論文を掲載してきたが、 2010年4月発行の「Ⅵl・31」を最後に、長らく記事が途絶えて

いるのも気に懸かる。これらのことには、何か理由があるのだろうか。

「検証・JR単利レ浸透と組織秘断切実酎」樹齢軸ペ七月こ掲載中! http ://homepage l ・nrty. cOm/職.-RENGO



解椀物号胸筋こと働軍営例弛あり!
前号では、松崎明東労組元会長が原告の「週刊現代裁判」の判決などを検証した。引き

続き、東京地裁・一審判決(2009年10月26日)の内容について詳しく検証を進めたい。

まず、判決では、判断の前提として「民事上の名誉毀損に当たる行為についても、その

行為が公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図るものである場合には、

当該事実の重要な部分が真実であることの証明があればその行為には違法性がなく、ま

た、その証明がなくても、行為者において当該事実の重要な部分を真実と信じるについて

相当の理由があるときは、その行為には故意又は過失がないと解すべきである」との見解

を述べたうえで、 「原告は草マル派最高幹部である」と真実と信じたことについて、以下の

通り、その理由を示している(「No.64」参照)。

原告(注:松崎氏)は、草マル派の基となった組織の創設者の1人であり、革マル派が結成さ 

れたときは理論的指導者であり、議長に次ぐ副議長の地位に就いた者であったこと、被告西 

岡は、警察庁幹部及び警視庁幹部から、原告が未だに革マル派の最高幹部であるとの説明を 

受けたこと、被告西岡が警察庁幹部から提供を受けた資料には、平成8年8月10日の草マル派 

の非公然アジトの揃発の押収品から、原告が現在も草マル派において黒田に次ぐ最高幹部とし 

て組織内では絶大な権限を有しているとの記載があること、資料の記載内容が歴代の警察庁警 

備局長の国会答弁、国会議員の質問趣意書とこれに対する内閣の答弁書と矛盾しないことが 

確認できたこと、原告ば昭和61年のインタビューの際には、動労が貨物安定宣言を出した昭 

和53年10月以前に草マル派との関係が切れていたと語ったものの、平成4年発行の著書にお 

いて、昭和53年に上記宣言が行われたときにはまだ草マル派だったと思うとの記載をし、平成6 

年のインタビューにおいて、何年に革マル派を辞めたかは、わからないと答えるなど、革マル派 

を辞めた時期について矛盾するともとれる発言をしているところ、これらの著書、発言を被告西 岡が確認し、分析していたと認められることを考慮すると、被告らが上記資料に基づき、原告が 

革マル派最高幹部であると信じたことについては、相当の理由があるものというべきである。 

原告は本件記事当時、原告は革マル派最高幹部ではなかった旨主張し、上記の主張に沿 

う供述をするけれども、上記供述は、上記相当性に関する判断を左右するものとは認め難い。 

以上によれば被告らの故意又は過失は否定されることとなるから、本件記事による不法行為は 

盛重畳逆上_ 

JR総連にとっず勝利判決」とはかけ離れた判決の内容!

J R総連“東労組は、記者会見等でも自らに都合の悪い内容については明らかにして

いないが、判決を読めば読むほど、彼らにとって「勝利判決」とはかけ離れた内容であ

ることがわかる。そして、控訴審判決もこの一審の判断を認め、さらに以下の通り述べて

ダメを押している。松崎氏が革マル派最高幹部と信じることの真実相当性について、もは

や裁判判例は確定したとみてよいだろう。

「検証・JR噂tyレ浸透灘職私物化の実態中間R連合汁ムペイに掲載中上ttp ://homepagel誰ty. com力R輸R巳NGO



焼詔J仔革棚鰯物化の異態!
民主化闘争情報[号外] 2010年12月1日発行日本鉄道労働組合連合会(JR連合) 【No" 171】

裁轍材鶴a溜今宮鰐筋の畠駒皆座的翻る!
本号では、松崎明東労組元会長が原告の「週刊現代裁判」の判決の中から、松崎氏が組

合費を横領していることの真実相当性に関する部分の検証を進める。

すでに、松崎氏の別荘購入に関わる組合費横領の疑惑に関しては、 「N〇・77へ85」 「N〇・93

へ100」 「No.107」などで詳しく検証してきたところであるが、 「週刊現代裁判」の東京

地裁・一審判決(2009年10月26日)は、この間題について、 「当裁判所の判断」として、

以下の通り判示している。

被告西岡ば警察庁幹部から、原告(注松崎氏)がJR総連の関連団体である国際交流基金 
の金銭を不正に流用し、別荘等を購入した疑惑があると聞き、さらに警視庁幹部から、原告が横 

領した金銭でハワイのコナにあるコンドミニアムを別荘として購入したと聞いたこと、被告西岡ら 

の取材により、原告がハワイに別荘を購入していることが判明したこと、上記別荘の価格が31万 

5000ドルであり、日本円にして数千万円に上るものであったこと、その後、警視庁公安部が業 

務上横領の容疑で、JR総連本部、JR東労組本部及び原告の自宅を捜索したこと、被告西岡 

は、警視庁幹部から上記容疑の内容についての説明を受けたことを考慮すると、盤宣旦巫」土 

記取材結果等に基づき、原告が組合費を横領したとの事実、組合費を私的流用した原告の財 

産の1つがハワイのコンドミニアムであるとの事実、カンパ以外に土地、株を売って別荘を買った 

との原告の弁解が嘘であったとの事実、原告が錬金術により資産を生んだとの事実及び原告が 

その資産を横領で作ったとの事実を、いずれも真実であると信じたことについてば相当の理由 

があるものというべきである。平成11年11月26日に国際交流基金口座に原告名義で3800 

万円が振り込まれたとの事実、平成17年12月9日、JR総連が、原告らの業務上横領容疑につ 

いて、原告が国際交流基金の口座に預けていた金銭の返還を受けたに過ぎないと発表したと 

の事実、同月27日、JR総連及て丹R東労組が、原告らへの捜索が、嫌疑がなかったにもかかわ 

らず行われたものである等として、国及び東京都を相手に国家賠償請求訴訟を提起したとの事 

実は、これらの事実を被告西岡が認識していた又は認識し得たとしても、原告から国際交流基 

金口座に入金された金銭が原告に出金されるということ自体、金銭の管理の在り方として自然な 

ものとはにわかに評価できないことに照らすと、上記相当性に関する判断を左右するものとは認 

逆壁土　以上によれば本件記事のうち、横領の印象を与えることにより原告の社会的評価を ° 低下させる記事については被告らの故意又は過失が否定されることとなるから、不法行為は 

産室遮。 

判決はJR総連の言い訳もバツサリと切り捨てる!

このように裁判所は、松崎氏が「組合費を横領したとの事実」 「組合費を私的流用した

原告の財産の1つがハワイのコンドミニアムであるとの事実」 「カンパ以外に土地、株を売

って別荘を買ったとの原告の弁解が嘘であったとの事実」 「原告が錬金術により資産を生ん

だとの事実」 「原告がその資産を横領で作ったとの事実」を、いずれも真実であると信じた

ことについては、相当の理由があると明快に判示している。さらにJ尺総連が、松崎氏ら

の業務上横領容疑を「国際交流基金の口座に預けていた金銭の返還を受けたに過ぎない」

と発表したことなどを認識していたとしても、松崎氏から国際交流基金口座に入金された

金銭が松崎氏に出金されるということ自体が不自然だとして、 「相当性に関する判断を左右

するものとは認め難い」とJ R総連の言い訳をバッサリと切り捨てた。

「検証・J蹄ル浸透と組織私物化の実態! 」酬一に掲載印http://homepage l証rty. com/JR-RENGO



醐脇雛砺弱雄維鰯!
本号では、松崎明東労組元会長が原告の「週刊現代裁判」の判決の中から、松崎氏が「組

合を私物化している」ことの真実相当性に関する部分の検証を進める。
「N。.169」で述べた通り、東京地裁・一審判決(2009年10月26日)は、松崎氏が「組

合費を横領したり、組合を私物化している」との印象を与える記事について、 「組合費を横

領している」ことが真実であると信じたことには相当の理由があると判示した一方で、 「被

告(松崎氏)が組合を私物化したとの事実や、さつき企画の商品を強制的に組合員に売り

っけるなどして、さつき企画を錬金術の道具とし、 J R東労組を食い物にしているとの事

実が真実であると認めることはできず、 (西岡記者など)被告らにおいて、これらの事実を

真実と信じるにつき相当の理由があるものと認めることもできない」と述べた。

東京高裁は松崎氏の組合私物化について新たな判断を示す!

しかし、本年10月27日に言い渡された東京高裁"控訴審判決は・ -春よりも踏み込ん

で、松崎氏の組合私物化について、新たに真実相当性を認めたo少し長くなるが、判決の

当該部分(当裁判所の判断)を2回に分けて掲載したいoまず、松崎氏がJR総連・東労

組の「国際交流基金」口座の金員を引き出してハワイの別荘を購入したことや、沖縄の別

荘の購入代金が東労組等の口座から支払われていることに対する弁明に関する記述を紹

介する(「No.77へ85」 「No.93へ100」参照) 。

日、 JR東労組むR総連が設置した国際交流基金口

座に、一審原告名義で3800万円が振り込まれ、平成12年4月20日、一審原告の指示により

国際交流基金口座から3000万円が林和美名義の口座に送金され、この金員がハワイのコナ

にある一審原告個人名義の別荘の購入に充てられた。一審原告ば上記3800万円につい

ては、沖縄の今帰仁村の建物を3800万円で鉄福に売却した金員を、国際交流基金口座に振

り込んだものであると主張する。ところで、一審原告は、上記3800万円が一審原告名義の口

座に入金されるに至った事情について、次のように主張する。すなわち、一審原告ば沖縄の

今帰仁村に土地を購入して建物を建てることを計画し、土地を妻松崎光子名義で購入したoそ

の後、一審原告は、建物を建て、名義をさつき商事株式会社(現在のさつき企画)としたo一審

原告は、上記土地建物の代金はすべて一審原告の資産をもって充てたoその資産について

は、土地の手付金は富本が一審原告から預かっていた現金をミサワホームに支払い、建物建

築の手付金は宮本が一審原告から預かっていた現金で支払い、その後の支払は、大和銀行

八重洲支店の「東日本旅客鉄道労働組合執行委員長松崎明」名義の定期預金、同支店の
「東日本旅客鉄道労働組合」名義の定期預金、第一勧銀本店の「東日本旅客鉄道労働組合

総務部財政部」名義(これは、解散した動労の資金を管理するために作られた「東日本さつき

会」が法人格を持っていなかったために、名義を借りて開設した口座であるoなお、東日本さつ

き会の活動のために一審原告が立て替えていた金があったので、その返済として小切手を振り

出してもらった。 )の普通預金を原資としたが、これらの口座にある預金樹R東労組の預金では

なく、一審原告の預金であり、本来一審原告に渡されるべきものであったoその後、一審原告

は、今帰仁村の土地建物を鉄福に売却することになり、 3800万円が「国際交流基金口座」に預
¥うのである。

(ア)原判決のとおり、平成11年11月26

け入れられ、そのうちの3000

「検証・蹄ル浸透と組織私物的実態! J閉瑚蛤汁ムペ→パこ掲載即http ://h。mePage l.nrty・ COm仰.一RENGO



箱轍鮒紙の鰯を竹秘娩廟彰を勧l胸繍!
前号で述べた通り、松崎明東労組元会長が原告の「週刊現代裁判」で本年10月27日に

言い渡された東京高裁・控訴審判決は、一審よりも踏み込んで、松崎氏の組合私物化につ

いて、新たに真実相当性を認めた。本号では、前号に続き、判決の当該部分(当裁判所の

判断)を紹介したい。

判決の内容はきわめて明快だ。そもそも、沖縄"今帰仁村の別荘の土地取得や建物建築

の代金を松崎氏自らの資金で支払ったのかどうかも疑問であることや、松崎氏が東労組名

義の口座や「国際交流基金」の口座を自分のものとして使用していること(「N〇・77へ85」

「No.93へ97」参照)などを厳しく指摘している。自らの資金で支払ったのかどうかもわ

からない沖縄の別荘を売却した資金でハワイの別荘を購入したうえに、その資金が、なぜ

かJ尺総連「国際交流基金口座」を経由して入出金されているのだから、松崎氏が自分の

資金でハワイの別荘を購入したと信用できないのは当然だoまた、判決は、ハワイの別荘

関係の費用をさつき企画に負担させようとしていたことについても言及した(「N〇・98 」

参照)。これらの事実関係を基に、判決は、松崎氏の行為は「公私混同といわざるを得な

い」と断定している。

東京高裁判決がJR連合の検証の正当性を裏付ける!

東京高裁判決でのこうした指摘は、本情報が詳細な検証のうえに厳しく指弾してきた、

松崎氏やそのグループによる悪質な組織私物化をまさに裏付けるものだo J R連合の指摘

の合理性、正当性を裁判所が認めたと言ってよいだろうo裁判所も否定するJ R総連・東

労組や松崎氏の唯我独尊、荒唐無稽な言い訳は、まったく通用しないのであるo

「検証JR草マル浸透と組織私鞠的実態川和醇合計ムペ→パこ掲載中上ttp ://homepage l.nmy・ cOm/JR-R]ENGO



雛醐・朋轍醜棚弥粥物朝雄聯!
JR連合は、これまで5月26日、 8月25日、 JR総連に「公開質問状」を送付し、政府

が認定する革マル派の浸透問題に対する見解を求めてきたが、不誠実、無責任極まりない

姿勢をとり続けてきた。

そして11月8日の衆議院予算委員会では、 J R東労組松崎明元会長や田城郁参議院議員

と革マル派との関係などについて質疑応答が行われたo自民党平沢勝栄議員は、田城議員

が松崎氏の側近であったことを指摘し、草マル派との関係について「それはやはり疑いが

持たれますよ、今まで側近中の側近だったんですから」などと述べたo公人中の公人であ

る国会議員が草マル派との関係を疑われているとすれば国民が納得できるよう真相を解

明し説明する社会的責任がある。 J R総連や東労組にも説明責任が求められるのは当然だo

さらに、松崎氏が原告の「週刊現代裁判」では、昨年10月26日の一審判決、本年10月

27日の控訴審判決で、裁判所は「(松崎氏が)革マル派最高幹部であると信じたことについ

て、相当の理由があるものというべきである」と判事し、松崎氏の主張を否定したo

このほか、本年10月12日に閣議決定された政府答弁書では、業務上横領被疑事件につ

いて、 2007年2月に警察が行った捜索や差押えなどが違法だとしてJ R総連らが提起した

国家賠償請求訴訟の原告に田城議員が含まれていること、田城議員に関しては控訴棄却の

判決が確定していること、田城議員の個人名義の口座への入金も行われていたとの事実が

認定され、この内容が控訴審でも維持されていること、が明らかにされたo

JR総連げ公開質問状」を送付し真相解明と説明をあらためて求める!

こうした問題認識を踏まえ、 J R連合は、 12月6日付でJ R総連に再度の「公開質問状」

を送付し、 13日までの文書回答を求めた。 J R連合の質問は、公益に適う非常に重要な指

摘であり、 J巳総連が真相解明と説明責任を果たさない限り、徹底した社会的追及が続く

ことは避けられない。

1.裁判所が「革マル派の最高幹部と信じたことについて相当 の理由がある」と判事したJR東労組

松崎明元会長の側近を務めていた田城郁参議院議員について、国会審議でも指摘された通

り、草マル派との関係に関する疑いが持たれることは当然であると考えるoこれに対する貴組織

の見解を明らかにされたい。

2.公人たる国会議員である田城議員が、革マル派との関係を疑われていることについて、田城議

員本人はもちろん、貴組織としても、国民が納得できるよう真相を解明し、説明責任を果たすべ

きだと考える。これに関する貴組織の見解を明らかにされたい。

3.警視庁が2008年3月18日に東京地方検察庁に送致した協会の元理事長に関わる業務上横

領被疑事件と田城議員との関係について、以下の点に関する事実関係を明らかにされたいo

(1)協会元理事長名義の預金口座から、田城議員の個人名義の口座に入金された金員は、協
会の公金であるのかどうか、事実関係を明らかにされたい。

(2)協会元理事長名義の預金口座から田城議員の個人名義の口座に、どのような目的で、いく
ら入金され、どのような使途のために費消されたのか、事実関係を明らかにされたいo

(3)上記事件に関して、田城議員は2007年2月に警視庁による家宅捜索と差押えを受けたこ
とはあるのか、

「検証・醐透駒的実態川部諦強打ムペ→パこ掲載中! http://homepagel.nrty・COm力R-RENGO



阜棚・脚棚砺会長カ輝左!
草マル派創設者で今日まで最高幹部であったとみられる東労組の松崎明元会長(竹歳)

が、 12月9日23時12分、入院先の栃木県内の病院で突発性問質性肺炎のため死亡した。

葬儀は家族のみで執り行った模様で、後日、 「しのぶ会」を開催する予定という。 「N〇・169」

では、自ら会長を務める国際労働総研の機関誌「われらのインター」で、 2010年4月発行

「ⅥL31」を最後に長らく記事が途絶えていることを指摘したが、松崎氏は9月末から入院

加療中だったようだ。以下に、顔写真入りで報じた朝日新聞と産経新聞の記事を紹介する。

動労元委員長松崎明さん死去(朝日新聞12/10夕刊) 

JR東日本労組(注:東労組が正当)の初代委員長で、旧国鉄の動労でストライキなどを指揮した 

松崎明さんが9日、亡くなったことがわかった。74歳だった。埼玉県出身。高校を卒業後、1955 

年に旧国鉄に入った。61年に旧動労青年部を結成して初代部長となり、若い機関士や運転士を 

中心にストを辞さない過激な闘争手法で国鉄当局と激しく対立した。その後、組合活動を理由に 

解雇されたが動労に残り、75年の「スト権スト」など数々のストライキを指揮。スト権ストでは全国で 

列車を数日にわたって止めるなどし、動労は「鬼の動労」などと呼ばれた。動労の委員長として国 

鉄の分割民営化には反対したが、その後に方針を転換。87年の民営化後手打R東労組の初代委 

員長として経営側とも密接な関係を保ち、上部団体の全日本鉄道労働組合総連合会OR総連)に 

も強い影響力を持ったとされる。95年聞R東労組会長に就任。2001年に同顧問、02牢固R総連 

特別顧問。07年には、JR総連の内部組織の資金3千万円を横領したとして、業務上横領の疑 
いで警視庁に書類送検されたが、嫌疑不十分で不起訴となった。今年11月8日の衆院予算委 

貴会で、自民党の平沢勝栄議員から「(松崎氏は左翼過激派)草マル派の最高幹部の一人と認 

識しているかIと問われ、岡崎トミ子国家公安委員長が「葺マル派創設時の幹部の一人であるIと 

答垂塩_ 

」R東労組元委員長松崎明氏が死去74歳(産経新聞12/11朝刊) 

JR東労組元委員長の松崎明氏(74)が、入院先の病院で9日深夜、問質性肺炎で死亡したこと 

が1〇日、関係者への取材で分かった。葬儀は家族葬で執り行うという。著書などによると、松崎 

氏は埼玉県出身。昭和30年に旧国鉄に入社。36年に動労(当時)青年部長になり、60年に動労 

委員長に就任した。ストライキを辞さない闘争手法で国鉄側と激しく対立。スト権奪還ストなど数々 

のストを指揮し「鬼の動労」とも呼ばれた。国鉄の分割民営化には反対していたが、その後は協調 

路線に転換。その劇的な変化から「コペルニクス的転回」と言われた。JRに移行してから広東労 

組の委員長などを務め平成13年には顧問に就任。-線を退いても同労組や上部団体のJR総連 

に強い影響力を保持し、経営サイドとも太いパイプを持っていたとされる。松崎氏をめぐって手打 

R総連の関連資金約3千万円を着服したとして平成19年に警視庁が業務上横領容疑で書類送 

検。東京地検が嫌疑不十分で不起訴処分とした。過激派「革マル派」との関係も指摘された。星 

月8日の衆院予算委貴会では、自民党の平沢勝栄議員が「(松崎氏が)草マル派の最高幹部の 
一人と認識しているか」と岡崎トミ子国家公安委員長に質問。岡崎氏は松崎氏について「幹部の 

一人であると思っているiと答弁し、その後「創設時の幹部の一人であるiと答弁を修正していた. 

カリスマ指導者・松崎氏の死去でJR総連や労使関係はどう変化するのか?

今日まで革マル派最高幹部であったとみられ、 J R内革マル派やJ R総連"東労組執行

部が尊崇してきた松崎氏の死去は、彼らの組織にどのような影響をもたらすのであろうか。

次号より検証を進めていきたい。

「検証・J龍掌vl侵透糊的実態川和輸トムペ七生こ掲載中上ttp ://homepagel.nlrty・ cOm"R-RENGO



桝膀鰯摺物蹴鞠?
J R東労組松崎明元会長の死去は、革マル派、 J R内革マル派、 J R総連と東労組など

の構成組織、そしてJ R東日本を中心とする労使関係にどのような影響を及ぼすのであろ

うか。これまでの検証を基に、その可能性を指指したい。

まず、革マル派中央やJ R内革マル派との関係についてはどうか。警察が作成したとみ

られる、 96年に警視庁が摘発した革マル派「綾瀬アジト」からの押収物の解析資料には、

「副議長と言われているJ R東労組会長の松崎明は、現在も革マル派の最高幹部であり、

組織内では絶対的な権限を有している」などと記載されている(「No.舛」 「No.65」)。また、

同資料には、 1989年以降、革マル派内で黒田寛一議長ら党中央と、沖縄県委員会、および

これに同調したJ R内革マル派との間で深刻な対立が起こったことも記載している

(「No.153」)。これについては、松崎民らJ R総連関係者43名が原告の「J R革マル派43

名リスト裁判」の2010年6月30日に原告側が提出した準備書面にも同様の対立の経過が

記載されており、こうした事実の存在をJ R総連自らが認めている(「No.152」)。

そして、元J R東労組中央執行委員(現J R労組委員長)の本間雄治氏は、週刊現代裁

判での証人尋問(2009年3月3日)で、この対立に関して、茸マル派中央からは弁護士(W

氏)、 J R内革マル派からはJ R総連前委員長の小田裕司氏とJ R東労組前委員長の石川尚

書氏が出席し話し合いが持たれたと述べた(「No.46へ48」 「No.161」)。これについては、上

記「リスト裁判」の原告準備書面でも両者の「交渉の場の設定」を認めており、草マル派

中央がJ R内草マル派の要求に応じなかったと記載している(「N0.152」)。

革マル派中央の動きは松崎氏以外では到底収めきれない喜?

そしてこの間題の収束については、 「No.156」の通り、宗形明著「異形の労働組合指導者

『松崎明』の誤算と踵疎」 (高木書房)に以下の記載がある(p.25へ)。

革マル派内部の「対立」の真相は推認するしかないが、 J R総連委員長とJ R東労組委

員長では蜂があかない問題でも、松崎氏は、革マル派創始者の黒田議長をも抑えて収束さ

せてしまったという。革マル派中央とJ R内革マル派の間では、 2000年頃に「坂入氏拉致

事件」などで再び「対立」が顕在化し、当時のJ R総連小田委員長が警察に告発までして

大騒ぎしたが、 2002年以降は突然静まり返り、革マル派機関紙「解放」にはJ R総連に対

する記事が見当たらなくなった。なお、激しい「対立」の最中にも、なぜか「解放」には

松崎氏批判は一言もない。こうした状況証拠からみて、革マル派中央、 J R内革マル派と

もに、松崎氏が組織をコントロールしていたと考えざるを得ない。 J R総連や東労組のト

ップのクラスでは到底収めきれないものと想定される。原理主義の革マル派中央は、松崎

氏亡き後、 J R内革マル派への対応を含め、どのように行動するのか、大いに注目される。

「検証Ⅲ嘩キル浸透嘲瑚醜約位の実態! 」闇R連合恥ぺ-のこ掲載申! ht『。:〃ho皿.p。g。l、亜ty.。。皿/凪一班NGO



圏認証囲囲四囲彊重囲圃匪園田
前号に続き、 J R東労組松崎明元会長の死去による影響について考えてみたい。

本号では、 J R内革マル派、および、 J R総連とその構成組織の執行部に関する影響を

検証する。松崎氏の死去を受けて、 J R総連は翌日の12月10日付「J R総連通信No.999」

において、同氏の写真とともに、以下の追悼記事を掲載した。

追悼一抵抗とヒューマニズムの精神で障害燃やし続けた労働者の生き様を称える一 

松崎明さんJR総連元特別顧問の松崎明さんが12月9日23時12分にご逝去されました 

(享年74歳)松崎氏は何よりも平和と自然と人間を愛し抵抗とヒューマニズムの精神で全 

世界における労働運動の大舞台で生涯労働者魂を燃やし闘い続けてこられました謹ん 
でご冥福をお祈りします 

2002年に全役職を退任して8年以上が経過しているが、 J R総連の松崎氏への賞賛は尋

常ではなく、まさに個人崇拝だ。 JR東労組本部が2003年1月23日に出した「8人の中央

指導部の辞任に対する見解」の一部を改めて紹介する(「No.74」)。

我々は松崎前顧問を組織外の人だとは思っていない。一丁R東労組の育ての親であり、紛れもなく 

丁R東労組にとっての重鎮である。この事実は揺ぐものではない.今でも労働運動の第一線で闘っ 

ているナと卓越した洞察力と的確な判断、そして陰に陽に実践的なアドバイスをしてくれる松崎 ヽ一一_ヽ 前顧問は「余人をもって代え難いI存在である工R東労組のみならず、日本の労働運動にとって 

ヽ..′ヽ も必要な人物である。この評価を否定し「ぶら下がり」と言うなら、それは明らかに見解の相違であ 

って、そのように思っている者とは闘うしかないことを明らかにしておく。 

最近でも、 2009年10月26日付の「松崎明氏による『週刊現代』訴訟の勝利判決にあた

って」なるJR総連の見解には「我々の人格的代表者」とまで記載されている。松崎氏を

崇め奉る評価を否定する者とは「闘うしかない」との意気込みには唖然とするほかない。

自らに意見する者を放逐し周囲をイエスマンで固めた松崎氏

松崎氏は自らに批判的な者を次々と放逐した。組合私物化の度を増した同氏に批判的で

あった元J R総連委員長の福原福太郎氏もパージされた。福原氏は「松崎の右腕」とも言

われた人物だ同氏は、 2005年6月、松崎氏の組織の私物化と腐敗や草マル派との関係を

内部告発した「小説労働組合」を出版した。さらに、 J R東労組嶋田元副委員長に近いA

元企画局長が、松崎氏が会社人事に激怒し「順法闘争だ! 」と吼えた発言に異を唱えたこ

とをきっかけに、嶋田氏のグループは徹底して追及を受けて2002年に追放されたo西岡研

介著「マングローブ」には「J R東労組内部で松崎の言うことに逆らうことは御法度。そ

の直後から私たちはJ R東労組内部で『組織破壊者』のレッテルを貼られ、罵言雑言を浴

びせられ、さまざまな虚偽の情報を流されました」との同氏の発言を紹介している(p・126)。

自らに意見する者を放逐し、イエスマンぽかりで周囲を固めてきた松崎氏。偉大な指導

者を失ったJ R総連、東労組執行部において、排他的、独善的で猪疑心の強い革マル派の

性質を考えれば、組織内での対立や混乱の発生は不可避ではなかろうか。かの国の世代交

代を想起させる。まさか、息子に組合を継がせることはないだろうが…。

「検証・JR革マル浸透と組織私物化の実態! 」閉R連合ホームバーゾに掲載中! http:/仙omepngel.nifty.co皿〃R_RENGO



勧飾脇萎醐蹴るのか?
J R東労組松崎明元会長の死去による影響に関して、本号からは、労使関係の変化につ

いて考えてみたい。 12月15日の産経新聞朝刊には、 「マングローブ」の著者である西岡研

介記者による「J Rに巣くった『革マル派最高幹部』」と題する以下の寄稿が掲載された。

この中で西岡氏は、 J R東日本における労使関係の経過や課題について解説し、労政の今

後の行方に着目して問題を提起した。

JR東日本の最大労組rJR東労組」の元会長で、上部団体UR総連」副委員長などを務めた松

崎明氏が9日、死去した。 74歳だった。松崎氏は昭和30年に旧国鉄に臨時職員として採用さ

れ、旧「動労」 (国鉄動力車労働組合)に加入。青年部長、委員長などを歴任した。国鉄時代に

は「反マル生闘争」や「スト権スト」などで経営側と激しく対立し、 「鬼の動労」などと呼ばれた。

しかし62年の国鉄分割民営化直前に、それまでの対立路線を転換し、民営化に賛成。その後

も、民営化されたJR東日本と十数年にわたって「労使協調路線」をとり続け、経営陣にも多大な

影響力を持っていた。だが、この松崎氏には別の顔があった。極左セクト「革マル派」最高幹

部としてのそれ、である。革マル派は昭和38年の結党以来、他のセクトと血で血を洗う内ゲバ

を展開してきたが、 50年ごろから党派性を隠して各界各層に浸透。極めて非公然性、排他性の

高い思想集団だ。そんな集団の最高幹部が率いた丁R東労組、総連に「革マル派系の労働者

が相当浸透」 (歴代の警察庁警備局長の国会答弁)するのは当然のことだった。そして、そん

な組合と「労使協調」路線をとっていたJR東日本ではけR東労組ニアラザレバ人ニアラズ」という

風潮が生まれ、それは民営化から20年余の歳月を経て、もはや丁R東日本の“企業風土’になっ

てしまった。それを象徴的に表したのが、平成14年に警視庁公安部が摘発した「浦和電車区

組合脱退・退職強要事件」だった。 JR東労組の組合員だった運転士=当時(27)=が「組合の方

針に従わなかった」という理由だけで半年もの間、集団による`いじめ’’を受け、組合を脱退させ

られただけでなく、退職にまで追い込まれた事件だ。この間、 JR東日本の管理職は見て見ぬ

ふりを続けていたわけだが、公安部はこの事件で、革マル派幹部を含む7人を強要容疑で逮

捕。 7人はその後、強要罪で起訴され、 1審、 2春とも全員が有罪判決を受けた。

現在は最高裁に上告中だが、 JR東労組、総連はいまだに「冤罪だ」などと訴え、そのキャンペ
ーンを組合活動の主軸に据えている。このような異常な労働運動を展開す初iR東労組、総連の
“精神的支柱’’となっていたのが松崎氏だった。一方、JR東日本は2審(注;1番が正当)の判

決を受け、彼らを懲戒解雇処分にするとともに、被害者である運転士に非公式に謝罪。今年1

月、事件から8年ぶりに復職させた。この経営側の判断に対し岬R東労組は猛反発し、それま

で「労使協調路線」をとり続けていた両者に緊張関係が続いている。そんな折も折の松崎氏の

死去である。これを機眉R東日本は20年余にわたって続けてきた、革マル系労組との「協調」と

いう歪な労務政策を転換できるのか。全国のJR、治安当局関係者がJR東日本経営陣の動向に

注目している。

JR浦和電車区事件刑事裁判の上告審の動向にも注目!

西岡氏の指摘通り、 J R総連"東労組の′精神的支柱’’であった松崎氏亡き後、 J尺東

日本が従来の歪な労務政策を転換できるのかどうかが最大の注目点だ。 1審" 2春と加害

者全員に有罪判決が下され、松崎氏を先頭に、彼らが最重要運動課題に据えて「えん罪」

を叫び続けてきた浦和電車区事件の刑事裁判について、最高裁の最終判断が下される日も

近いとみられる。この上告審の結果も、労使関係に大きな影響を及ぼすとみられている。

「検証・JR草マル浸透と組織私物化の実態! 」閉R連合ホームパーゾに掲載中! http:/仙o皿ep8gel.nifty.com/JR鵜RENGO



脚傷物朋で手織の会鮒耕信雄虜や!?
前号に続き、 J R東労組松崎明元会長の死去による労使関係の変化について検証してい

きたい。松崎氏の死去を報じた新聞各紙は、同氏の経歴として、かつては動労委員長とし

て国鉄側と激しく対立していたが、急遽、方針を展開して分割民営化に賛成、 J R移行後

は経営側と「密接な関係」 「太いパイプ」を持っていたと記載した。 JR東労組委員長とし

て君臨し、鉄道労連、後のJ R総連を通じてJ Rの労働界を制覇しようと野望を持ってい

たと思われるが、 1992年にJ R連合が結成されて目論見は完全に破綻した。現在の組織数

は、 JR連合7.8万名に対してJR総連は6.9万名となり、その差は約1万名に拡大してい

る(2010年度厚生労働省調査)。

JR東日本の労政転換に不信を募らせていた晩年の松崎氏!

こうした情勢の中で、組織戦略の失敗や誤算を重ねた晩年の松崎氏ば会社(J R東日

本)に対してどのような思いでいたのか。 2007年7月17目にJ R浦和電車区事件の加害者

7名が刑事裁判の-審で有罪判決を受け、 J R東日本は社員籍のある6名全員を懲戒解雇し

たが、会社のこの決断に対して怒り心頭に発した松崎氏は、自らが会長を務めていた国際

労働総研の機関誌「われらのインターVbl.13」 (2008年9月15日発行)で、次のように会社

を激しくなじっている(p.5)。

・・・(前略) …本紙11号および12号などにおいて開示されている文書、 「あの連中にはアメ玉を

喰わせ、時間をかけ、次第に牙がなくなるように対応し、ついには牙がなくなってしまう-というよ

うな遠大な計画がJR東日本の革マル派戦略だ」 「松がやめれば、カクもたいしたことない。島田

(嶋田)なら取り込める。その時は、会社が前に出る。勝負するということだ」-ここに明らかにさ

れているシナリオも嶋田一味を勇気づけるものであったことは当然であろう。会社が勝負に出

てきた。あえて仲間たちの生首をぶった切った。ここまでやりながら「会社の労務政策は変更しま

せんから」などという嘘八百が通じるとでも思っているのであろう。私の知るところでは、公刊され

ている出版物において明らかにされている、現大塚会長、現清野社長、野宮当時仙台支社総

務部長、佐藤正男同勤労課長などの密談・謀議について、会社側からのしかるべき反論も弁明

もされていない。どこをもって「労政は変えませんから」などという甘ったれたことを言い通そうと

するのかお伺いしたい。 … (後略) …

この文章で明らかなように、松崎氏は、 J R東日本がJ R東労組を基軸とする労務政策

を変更しようとしていると不信を募らせて、相当なる警戒心と反発心を露にしている。逆

に言えば、会社は松崎氏に対してJ R東労組基軸の労使関係を保証し、松崎氏はそこまで

会社を制圧していると信じてきたのだろう。ところが、 J R浦和電車区事件の加害者を懲

戒解雇するなど、会社が同氏の意に反した対応を平然と行ってきたうえに、清野社長らに

よる「J R東日本の革マル派戦略」が実際に存在したことが明らかになった。これにより、

松崎氏のJ R東日本への疑心暗鬼が嵩じ、怒り心頭に発したものと思われる。 J R東労組

の執行部は、 「松がやめれば、カクもたいしたことない」とする会社が、松崎氏亡き後、ど

のような出方をするのか、戦々恐々としていることは間違いない。なお、松崎氏が述べて

いる「J R東日本の草マル派戦略」については、次号で詳しく検証したい。

「検証・JR草マル浸透と組織私物化の実態! 」離合ホームパーのこ掲載中! http:/布。mepagel.nifty. com〃R-RENGO


