
酬傍難停形舶賭解物尿瓶!
J R総連、東労組、東労組大宮地本梁次副委員長が、 「週刊現代」の連載記事で名誉を毀

損されたとして、講談社と西岡記者を相手に損害賠償と謝罪広告の掲載を求めて起こした

訴訟の判決が、 2月23日、東京地裁において言い渡された。やや長くなるが、 2回に分け

て、判決の関係部分を紹介したい。

第3争点についての判断　3争点(3)について 

エ(ア)組合費等に関する表現について見ると、①松崎が原告両組合の組合費やカンパを原資 

として複数の不動産を自己又はその家族の名義で購入したこと、②原告丁R東労組が松崎のた 

めに複数の高級車を保有していたことの各事実が重要な部分について真実であるか、又は被 

告西岡及びK(注十週刊現代I編集長)がこれが真実であると信ずるについて相当な理由があ 

ったかどうかを検討した上、これに対する評価が意見ないし論評としての域を逸脱したものであ 

るかどうかを考える必要がある。 

(イ)そこで、まず①の事実について検討するに、被告西岡は、警視庁公安部や警察庁警備局 
の要職を歴任したA及び警視庁公安部各課で勤務したことのあるBから、松崎について業務上 

横領事件の嫌疑があることを聞いて、取材を開始したこと、週刊文春の取材班から派遣された 

記者が松崎がハワイ州コナ市でコンドミニアムを購入したことについて裏付けを得たこと、被告 

西岡が平成16年11月30日に松崎に不動産購入の原資について質問した際、松崎は、その 

原資として、自らが相続した不動産や株を売却して得た代金等とともに、カンパもあると回答した 

こと、警視庁が平成17年12月7日に松崎の業務上横領事件で松崎の自宅等十数か所につい 

て捜索差押えを行ったこと、そして、その際の捜索差押令状に記載された被疑事実は、おおよ 

そ、平成12年4月20日、原告丁R総連の国際交流委員会の活動資金等を預け入れるために開 

設していた「全日本鉄道労働組合総連合会国際交流基金代表松崎明」名義の口座(以下「本 

件口座」という。)から、松崎がアメリカ合衆国所在の別荘の購入費等に充てるために3000万円 

を払い戻した等というものであったこと、原告丁R総連国際委員会(上記国際交流委員会が改組 

した団体である。)が平成17年12月9日に配布したビラには、本件口座からの払戻しがされた 

ことを前提に、本件口座には、松崎が沖縄県国頭郡今帰仁村所在の住宅を鉄福に売却し、そ 

の代金が本件口座に振り込まれていたから、払戻しがされたのは松崎の金銭であって、業務上 

横領にはならないとの見解が記載されていたことの各事実が認められる。これらの事実に照ら 

すと、松崎が本件口座から3000万円を払い戻し、その金銭でハワイ州コナ市のコンドミニアムを 

購入したことは真実であるということができる。そして、警視庁において、松崎のこのような行為に 

ついて、業務上横領罪に当たるとして、捜索差押令状の発付を請求し、捜索差押えを行ったこ 

と、被告西岡がこのことをBから聞いて知っていたこと、松崎が被告西岡の質問に答えて不動産 

購入の原資の一つとしてカンパを挙げていたことからすると、被告西岡及びKが原告両組合の 

資金を原資として上語コンドミニアムを購入したと信ずることについて相当の理由があったという 

べきである。 

「週刊現代裁判」判決は松崎氏の横領容疑を詳細に検証!

上記の通り、判決では、西岡記者らが松崎民らの業務上横領被疑容疑を「真実であると

信ずるについて相当の理由があった」と明確に判示された。つまり、松崎氏の組織私物化

を真実だと信じることはもっともだ、と裁判所が認めたということである。

「検証・JR単科レ浸透と組織私物化の実態出刃R達冶前書ムペ王′一に掲戦中! htt, ://h。m。叩g。 1.nIfty. 。Om力R-RENGO



脇微傷軌招ず!誘鰯日影腕端物!
前号で紹介したJ R総連らが原告の「週刊現代裁判」の判決の内容について、引き続き

検証していきたい。裁判所は非常に興味深い指摘と判断を行っている。

そして、本件記事部分3(注:JR総連・東労組が松崎氏の私的使用のために組合費を支出して 

いると述べる部分)では、このようなコンドミニアム以外にも、松崎及びその家族がアメリカ合衆国ハ 

ワイ州ヒロ市のコンドミニアムや東京都品川区と埼玉県小川町のマンションを購入したことも摘示さ 

れているが、被告西岡の調査によればこれらの資産の価値が数千万円を超えるものとみられるこ 

とからすると、被告西岡及びKにおいて、松晴らがこれらの資産も同じような方法で購入したと考え 

ることもやむを得ないというべきである∩したがって、被告西岡及びKが上記①(注:松崎が原告両 

組合の組合費やカンパを原資として複数の不動産を自己又はその家族の名義で購入したこと)の 

事実が真実であると信ずるについて相当の理由があったといわなければならない。 

原告両組合(注:JR総連・東労組)は、上記払戻しの前に、松崎が本件口座に金銭を預け入れ 

たから、松崎は自らの金銭を払い戻したにすぎないこと、そして、原告JR総連の国際委員会が上 

記捜索差押えの直後にこのような事実を発表していたことを挙げて、被告西岡及びKが上記①の 

事実を真実であると信ずるについて相当の理由があるとはいえないと主張する。しかし、上記の通 

り　国際委員会は、松崎が所有する住宅を鉄福に売却した際の代金を本件口座で預かったと主 ヽ 張していたところ、売買代金を買主でも売主でもない者の預金口座に預けることが一般的に行わ 

れているとはいえず、しかも、証拠及び弁論の全趣旨によれば国際委員会が配布した上話ビラ 

にも、松崎が本件口座に金銭を預けたとの記載があるのみで、その理由については特に記載され 

ていないことが認められ、国際交流委員会又は松崎等によって、鉄福から松崎に支払われた金銭 を本件口座で預かった理由について十分かつ合理的な説明がされていなかったといえる。そうす 

ると、被告西岡及びKにおいて、原告両組合が主張する事実を知っていたとしても、上記相当の 

理由があると認められることは妨げられないというべきである。 

国際交流基金への入金理由は? JR総連は組合貝に説明せよ!

判決は「No.99」で紹介したJ R総連国際委員会の説明について、売買代金を買主でも売

主でもない者の預金口座に預けることが一般的に行われているとはいえないこと、松崎氏

の金銭を国際交流基金口座で預かった理由について合理的な説明がされていないことを指

摘し、 J尺総連らの主張には信用性がないことを明確に述べている。松崎氏が「預けた金」

かどうかもわからないのに、彼らの言い訳を信用できるはずもなかろう。

さらに、コナのコンドミニアム以外にも、松崎と家族がハワイ・ヒロのコンドミニアム

や品川区と埼玉県小川町のマンションを購入し、資産価値が数千万円を超えるとみられる

ことから、松崎民らがこれらの資産についても組合費やカンパを原資に購入し、組織を私

物化していたことについても真実であると信ずる相当の理由があったと判示している。

J R総連〃東労組が自ら訴えた裁判で、反対に、松崎氏の組織私物化は真実だと信用す

る理由があるとの判断が下される形になった。彼らは「J R総連破壊の意志が貫徹された

不当判決」として直ちに控訴した模様だが、判決を批判する前に、まず、組合員が納得で

きるよう事実を説明すべきである。判決には、他の争点についても興味深い判断が多数示

されている。改めて検証を深めていくこととしたい。

「検証・J龍辞yレ浸透と組織私物化の実態! 」脚R3蜘ムパーシtに掲載中! http://h。mePage Lnmy・ CO孤"R-R]ENGO



醐!胸鰍!
2月23日に東京馳裁で言い渡された、 J R総連、東労組、東労組大宮地本梁次副委員長

が原告の「週刊現代裁判」の判決は、興味深い判断が多数示されていることから、前号に

引き続いて検証していくこととしたい。

第3争点についての判断3争点(3)について(4)本件記事部分3

イ鉄福(注:日本鉄道福祉事業協会)に関する表現については、松崎及びその家族等が鉄福

の所有する不動産を独占的に使用していたとの事実が重要な部分について真実であるか、又

は被告西岡及びK(注十週刊現代」編集長)がこれが真実であると信ずるについて相当の理由

があったかを検討する必要があるところ、証拠及び弁論の全趣旨によれ私鉄福(日本鉄道福

祉事業協会)が沖縄県国頭郡今帰仁村、同県官古郡及び群馬県嬬恋村に土地及び建物を所

有していたこと、鉄福は原告両組合の組合員等の福利厚生を図ることを目的とする団体である

萱整護露盤
労組委員長)らはこのような保養施設の存在を知らなかったこと、登記上、上記今帰仁村の土塊

は松崎の妻から、建物はさつき商事からそれぞれ鉄福に売却されたと記載されていること、この

ような売却がされる前は、松崎やその家族が今帰仁村の土地及び建物を使用していたこと、 …

(中略) …が認められる。そして、これらの事実に加え、杢件記録を精査しても、上記パンフレット

薫監護警護露盤
聾唖、豊子喜慧

であるとの表鉄福が松に照らすと

を逸脱したものではないということができる。したがって、鉄福に関する表現性 告両組合に対

2003年1 〇月に取得した別荘がなぜ同年1月発行のパンフに記載?

判決は上記の通り、 J R総連らが横領容疑等を懸命に否定してきた言い訳をほとんど採

用せず、松崎民らの組織私物化を信じることには相当の理由があると断じた〇本情報「N〇・89
へ91」において、家宅捜索や厚生労働省の「改善報告書」を受け、慌てて事業協会がパン

フレットを作成し沖縄などの別荘を組合員等が広く利用できると言い訳のために宣伝して

いた実態などを検証した。判決でも「2003年1月」と記載されたパンフレットに、事業協

会が2003年10月20日に取得した群馬県嬬恋村の別荘の記載があり、作成日付が正しくな

いと考えられることを指摘したほか、パンフレット作成前に事業協会がJ R総連の組合員

等に別荘を使用させたり広告したりしたことはうかがえないと明確に判示しているoそし

て、 「鉄福が松崎の蓄財の隠れ蓑」との表現も意見や論評の域を逸脱していないと判断したo

このように、 J R総連らが自ら訴えた裁判で、幼稚な虚偽工作がばれる結果となったo

改めて検証するが、 「6"19判決」では、事業協会が財政資料も改ざんしていたことも判明し

た。彼らの行為は相当悪質である。 J R総連にコンプライアンスを語る資格はない!

憐証・JR辞yレ浸透と組織私物切実酌」間R連合汁ムペ」ゾに掲載中上ttp ://homepage l ・r頓y. cOm/JR-RENGO



せつ拍動物件のき矧棚借ら脇!
引き続き、 JR総連らが原告の「週刊現代裁判」の判決の内容について検証する。本号

でば松崎氏や家族が「さつき企画」を私物化していた件に関する判断について紹介した

い。この間題については本情報「No.69 -72」で検証しているので、こちらも参照されたい。

第3争点についての判断3争点(3)について(4)本件記事部分3

ウさつき企画に関する表現については、さつき企画が松崎及びその家族によって財産を殖やす

ために利用されていたことの事実が重要な部分について真実であるか、又は被告西岡及びK

(注; 「週刊現代」編集長)がこれが真実であると信ずるについて相当の理由があったかを検討する

必要があるところ、甲8号(注:書証番号)によれば、第8回記事には、松崎らが財産を殖やした方

法に関するより具体的な事実、すなわち、当時さつき企画の唯一の株主であった松崎が、ミュージ

シャンであって、原告両組合と関わりがない息子のAをさつき企画の代表取締役に就任させたこ

と、松崎がA夫妻に原告両組合の組合歌等を作詞作曲させ、さつき企画がそのCDを原告両組合

の組合員に売っていたこと、さつき企画が原告両組合を通じてウコンやプロポリス等の健康食品を

原価に比べて高値で原告両組合の組合員に販売していたこと等の各事実が記載されていること

が認められる。そして証拠及び弁論の全趣旨によれば、平成13年ころには松崎がさつき企画の

襲馨董璽馨襲馨喜
ば被告西岡は、さつき企画の前身であるさつき商事の取締役を務めていたA(注;元東労組中

央執行委員)から、さつき企画の販売する健康食品の販売価格が原価に比べて高いと聞いたこと

が認められる。これらの各事情に照らすと、被告西岡及びKが上記各事実が真実であると信ずる

について相当の理由があるというべきである。そして、上記認定事実に照らすと、さつき企画が

驚業鑑諾詩誌紫藷課業議書
構成しないというべきである。

JR総連の訴訟のお陰で松崎氏の組織私物化の真実性ますます高まる!

判決ば松崎氏が「さつき企画」の唯-の株主であったこと、息子A氏が同社の取締役・

代表取締役に就任したこと、複数の労組のために歌を作ったこと、 「さつき企画」の社員が

労組の地方本部の大会や中央委員会等、組合の機関紙などでその販売する健康食品の宣伝

をしたこと、地方本部の役員が所属組合員への販売促進を行い、注文をまとめて「さっき

企画」に発注したことなどの事実関係を認めたoそして「さつき企画」が松崎氏と家族に

ょって財産を殖やすために利用されていたとの事実を真実だと信ずるに相当の理由がある

こと、 「さつき企画」が松崎の集金マシーンの-つであるとの表現は、意見"論評の域を逸

脱したものではないことを明確に判示した。 「デッチあげ」 「弾圧」などと叫び、組合費で

裁判を乱発するJR総連・東労組だが、そのお陰で、裁判所から「松崎氏らの組織私物化

を事実と信用するには相当の理由がある」とのお墨付きが与えられたo J R総連"東労組

は「不当判決」と糾弾しているが、控訴審でさらに真実性が高まることが期待されるo

「検証・JR革i7/レ浸透と組織私物化の実酌」的R連合汁ムパーのこ掲載中! http://homepagel.nifty.co皿4R-晒NGO



醐管棚励喝朋督励〃 !
J R総連らが原告の「週刊現代裁判」の判決には非常に興味深い判断が多数示されて

ぉり、引き続き検証を進める。本号から松崎民らの組織私物化問題から一旦離れ、 「松崎氏

が革マル派の最高幹部であること」等の記事の真実相当性についての判決内容を紹介する。

(5)本件記事部分4

ァ本件諦事部分4ば松崎が草マル派の最高幹部であること、原告両組合が松崎の意向に従うこ

との各事実を指示するものである- (後略) - 。

イげ)まず、松崎が草マル派の最高幹部であることについて見ると、松崎が昭和38年の草マル派

結成時に副議長を務めていたこと、草マル派を脱退したことを理由として、革マル派が松崎に報

復等をしたことがないこと、本件資料には、松崎が議長の黒田寛一に次ぐ最高幹部として組織内

では絶大な権限を有し、草マル派幹部を指揮・指導して、党建設に精力的に取り組んでいるとの

記載、松崎は、黒田寛一と同様、革マル派の組織全般にわたって指揮・指導しているとの記載が

あること、被告西岡は警視庁公安部や警察庁警備局の要職を歴任したAから松崎が革マル派の

閣圏詔閣議園圏国語麗圏醒
いうべきである。

第3争点についての判断3争点(3)について

(イ)a原告両組合(注:JR総連・東労組)は、松崎は革マル派を脱退し、繰り返しそのことを公言し
ていたから、上記相当の理由はないと主張する。

bしかし、証拠及び弁論の全趣旨によれば、革マル派を脱退した時期に関する松崎の発言とし

て、例えば以下のようなものがあり、その内容は変遷し、あいまいであるo　すなわち、 『フォーカ

ス』s60 6/19号では、松崎の発言として、 「オレも確かに草マルの副議長だったが、異論じや労働

運動はできない」との記載がある。松崎の著作である『鬼が撃つ』(H4 10/27発行)には、 「1978

年に「貨物安定宣言」を行ったとき、私はまだ革マルだったと思う」との記載があるo福原福太郎

(注:JR総連元委員長)の著作である『記録「国鉄改革」前後一労組役員の備忘録から-』 (H15

5/1発行)には、 「話題豊富な松崎氏はマスコミから“草マル派の副議長,,とも言われていた。国鉄

改革の段階でその革マル派を離れたと、きいた」との記載があるo 『フライデー』H6 8/19・26合

併号には、松崎の発言として、草マル派は「俺が辞めだと思ったときから辞めたことになるe別に

辞めるための儀式なんてない」との記載があるo 『宝島』H6 8/24号には、松崎の発言として、革

マル派を辞めたのは、 「さあ、何年でしょうか。事例が出ないのでよくわかりませんねo自分勝手に

辞めただけのことですから」という趣旨の記載がある。

。原告両組合は、松崎は、革マル派と動労との間に無用なあつれきが生じないよう、時には革マ

ル派に迎合しながら、動労本体とともに徐々に草マル派から離脱していったことから、上記のよう監護董
せて考えると

¥ることからあいまいな
がいまだ

部であると信ずるのもやむを得ないというべきであ垂草マル派の最壷

裁判所はJR総連の主張を退けて明確に判示!

松崎民らがいくら「革マル派とは関係ない」と主張しようとも、裁判所は「松崎がいま

だ革マル派の最高幹部であると信ずるのもやむを得ない」と明確に判示しているのであるo

「検証・JR串7~浸透教職私物化の実態同町R連合汁ムペ→パこ掲載中! http ://homept}ge l ・nIfty・ cOm万R葛RENGO



裁醐網棚脇る!
前号ではJ R総連らが原告の「週刊現代裁判」の判決が「松崎氏がいまだに革マル派の

最高幹部であると信ずるのもやむを得ない」と判示したことを記載したが、本情報「No.64」

の通り、昨年10月26日の松崎氏が原告の「週刊現代裁判」も同じ判断を下している。こ

れが控訴審で覆る可能性は低く、この見解は社会の通説になったと言ってもよいだろう。

さて、本号では、 JR総連らが原告の「週刊現代裁判」の判決について、 「JR総連・東

労組が松崎氏の意向に従う」との事実に関する判決内容を紹介し、検証を進めたい。

第3争点についての判断3争点(3)について〈5)本件記事部分4 

ウ(ア)次に、原告両組合(注:JR総連・東労組)が松崎の意向に従うとの事実について検討する 

に、松崎が原告JR総連の中央執行副委員長及び特別顧問を務めたほか、原告JR東労組の中 

央執行委員長、会長及び顧問といった要職に就任したこと、特に、JR東労組は、松崎のために 

会長職及び顧問職を創設したこと、松崎以外に会長職に就いた者はいないこと、原告丁R東労組 

中央執行委員会が嶋円らの辞任について平成15年1月23日に発表した見解「8人の中央指導 

部の辞任に対する見解」にば「将来にわたって盤石な丁R東労組を松崎前顧問とともにつくるこ 

と、これ肘R東労組の基本的な組織戦略である」といった記載や「我々は松崎前顧問を組織外の 

人だとは思っていない.ふTR東労組の育ての親であり、紛れもなくJR東労組にとっての重鎮であ 

る。この事実は揺らぐものではない。今でも労働運動の第一線で闘っていること、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前顧問は、「余人をもって代 

え難い」存在である」との記載があること、JR東労組を脱退した者らで構成されるJR東労組を良く 

する会が松崎がJR東労組を支配していると批判していたこと、原告JR東労組が原告丁R総連に加 

盟する組合の中で最大の組合であり、その組合員は、原告丁R総連全体の組合員の約7割を占め 

ることからすると、松崎の原告両組合に対する影響力が強いと見ざるを得ない。のみならず、被 

告西岡及び加藤において、原告両組合の組合員の中に革マル派の構成員が相当数存在するこ 

とが真実であると信ずるについて相当の理由があることは上記のとおりであるところ、本件資料に 

は、松崎が草マル派の組織内で絶大な権限を有している、草マル派のJR産別組織に対しては絶 

対的権限を有しているなどの記載がある。そうすると、被告西岡及びK(注:「週刊現代」編集長) 

において、松崎が原告両組合内に相当数存在する草マル派構成員を通じて原告両組合に対す 

る影響力を行使することができると信ずることもやむを得ないというべきである。以上からすれ 

ば、被告西岡及びKが原告両組合が松崎の意向に従うとの事実が真実であると信ずるについて 

相当の理由があるといわなければならない。 

(イ)原告両組合は、原告両組合の運営は中央大会で選出された中央執行委員が規約や大会決 

議に従って行っているものであるから、原告両組合が松崎の意向に従うと信ずることは相当でな 

いと主張する。しかしこのような手続が執られていることは、松崎の中央執行委員等に対する影響 

力が強いことを否定するものではないから、原告両組合の上記主張を採用することはできない。 

JR総連は2002年に一切の組合役職を退任した松崎氏に今なお服従!

本情報「No.74」で「8人の中央指導部の辞任に対する見解」を紹介したように、松崎氏

がJ R総連重東労組で個人崇拝されてきたことは詳細に検証してきたが、裁判所も同じ見

解を示した。 2002年に一切の組合役職を退任した松崎氏に今なお服従する彼らは、およそ

普通の組合とは言えないだろう。組織の私物化が起こるのも必然である。

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



潮聞物酷・脚朋脚男
引き続き「週刊現代裁判」の判決について検証を進める。本号では原告である梁次邦

夫氏(J R浦和電車区事件裁判被告)が革マル派幹部であることの真実相当性に関する裁

判所の判断について検証したい。

第3争点についての判断3争点(3)について(6)本件記事部分5 
ア原告梁次が草マル派幹部であるとの事実が重要な部分について真実であるか、又は被告西岡 

及びK(注:「週刊現代」編集長)において、これが真実であると信ずるについて相当の理由があ 

るかどうかを検討するに、上記(1)の取材経過にかんがみ、被告西岡又はKが本件記事部分5を 

執筆又は編集するに当たって依拠した資料としては、以下のものがあると認められる。 

(ア)国会の会議録　丙5によれば平成14年11月6日開催の第155回国会衆議院内閣委員 

会第4号会議録には、奥村萬需雄警察庁警備局長が、政府参考人として、西村眞悟委員の質 
問に対し、浦和電車区事件に関し、同月1日に革マル派活動家を含む被疑者7名を通常逮捕し 
たこと、この被疑者の中に、警察において革マル派活動家と見ている者が1人いること、ほかに 

も、被害者を脅迫する過程で、俺は革マル派だというような発言を行った者が1名いることをそれ 

ぞれ回答したことが認められる。丙6によれば同年12月4日開催の第155回国会衆議院国土 

交通委員会第6号会議録にも、同局長が浦和電車区事件に関し草マル派活動家を含む被疑者 
7名を通常逮捕したことを回答したことが認められる。 

(イ)内閣総理大臣の答弁書　証拠によれば参議院議員山下八洲夫の質問書に対する内閣 
総理大臣小泉純一郎の答弁書に、浦和電車区事件の被疑者として逮捕された者の中に、革マ 
ル派活動家とみられる者がいると承知しているとの記載があることが認められる。 

(ウ)警察による発表等　証拠によれば警視庁公安部は、浦和電車区事件に関し、原告梁次ら 
を逮捕した際に、草マル派幹部の原告梁次を含む7名を通常逮捕したと発表したこと、新聞社各 

社がそのことを報道したことが認められる。 

(エ)原告梁次についての逮捕状等の記載　証拠及び弁論の全趣旨によれば原告梁次に対す 
る逮捕状と原告梁次の保釈請求に対する検察官の意見書には、いずれも、原告梁次が革マル 

派構成員であると記載されていたことが認められる。 

(オ)A及びBからの聴取内容等　証拠及び弁論の全趣旨によれば、被告西岡は、A及びB(注; 

警視庁関係者)から、原告梁次が革マル派の幹部であると聞いたことが認められる。また、丙97 
によれば、本件リストに原告梁次の氏名が記載されていることが認められる。 

イ以上の事実に照らすと、警視庁、警察庁及び検察庁等が原告梁次を革マル派幹部であると認 
識し、正式にこれを発表したということができるところ、このような発表の内容に疑間を生じさせる 

事情がある場合は格別、そうでない限りは、発表された事実が真実であると信じたとしても相当の 
理由があると考えるべきである。したがって、本件記事部分5を執筆し又は編集した被告西岡及 

びKにおいて、原告梁次が革マル派幹部であると信ずるについて相当の理由があるというべきで 
●.　●　● 

本間氏は「梁次氏はJR革マル派のカンパの’棄金担当者」と陳述

すでに本情報「N0. 8」で、元東労組中央執行委員の本間雄治氏が、革マル派へのカンパ

を集約する会議に、梁次氏が東京地本の北の支部のJ R草マル派「財政担当者」として出

席していたと「週刊現代裁判」の陳述書に記載したことを紹介し、同氏が革マル派構成員

で「マングローブ」の一員である可能性が高いことを検証した。裁判所は、梁次氏が革マ

ル派幹部だと信じるに十分な理由があると明確に述べた。 J R総連らが裁判をすればする

ほど、彼らと革マル派との関係の真実相当性を示す判例が出されるのは、実に興味深い。

「検証・JR草マル浸透と組織私物化の実態同封R連合ホームへL沼こ掲載中! http://homepagel.nifty.com力R-RENGO



醐醐鯛醐醍醐勘る!
本情報「No.77」より松崎氏が原告の国家賠償請求訴訟の「6"24判決」に触れ、松崎氏の

業務上横領被疑事件の検証を行ってきた。最後に判決の判断を紹介したい。事件の被疑事

実の要旨は「原告(松崎氏)、 S、 Y及びHが、共謀の上、 2000年4月20日、 JR総連国

際交流推進委員会のための業務上預かり保管中の国際交流基金口座の預金のうち3000万円

を、私的用途に充てるため同口座から引き出すなどして横領した」ということだ。そして

裁判の最大の争点は、 2005年12月7日に目黒さっき会館や松崎氏の自宅など、 12月16日

に同氏名義の貸金庫、 2006年l月18日に羽田空港で同氏の身体をそれぞれ捜索して物件を

差し押さえた当時、同氏に業務上横領の嫌疑があったかどうかということである。すでに

判決が認めた事実関係は詳細に検証したが、以下に争点の判断の部分について記載する。

第3　争点についての判断 
1争点(1)ア(本件各捜索差押えにおける原告(注:松崎氏)の嫌疑の有無)について 

(2)鵜(前略)-警視庁の捜査によって、本件各令状の発付が請求された時点で、国際交流基金 

口座から3000万円が払い戻され、原告の長男夫婦が使用する本件(注:ハワイの)マンションの購 

入代金に充てられたこと、上記払戻に先立ち、3800万円が、福祉事業協会の口座から原告口座 

に、原告口座から国際交流基金口座に順次送金されていたこと、M(注:松崎氏の妻)及びさつき 

商事が本件土塊建物を購入した際に、原告夫婦の資金が拠出された形跡がなく、本件(注:沖縄 
の)土地の購入代金の一部正和R東労組の口座を支払原資としていたこと、本件土地建物代金の 

流れに関与している国際交流委員会、福祉事業協会及びさっき商事は、いずれもJR総連ないu 
R東労組の関連団体であり、原告の強い影響力が及んでいたことが判明していたと認められる。 

そうすると、警視庁の警察官は、本件各令状発付請求時点で、福祉事業協会から原告口座に送 
金された3800万円が、本件土地建物の売却代金に由来する可能性を把握していたものの、杢佳 

土地建物が原告個人の資金によって購入されたものではなく、したがって、その後、原告口座から 
3800万円が国際交流基金口座に送金され、同口座から払い戻され本件マンションの購入代金に 

充てられた3000万円についても、原告個人の資金に由来しないと疑うに足りる相当の理由があっ 

たといえるから、本件被疑事件について、原告に嫌疑があったというべきである。-(中略)-ま 

た、原告は、本件土地の購入代金の原資の一部となったJR東労組の預金は、同僚からのカンパ 

を一時的に預け入れたものであると主張するが、そのような一時的な預け入れが定期預金により 

なされるとは通常考え難く、仮に客観的には原告の主張のとおりであったとしても、捜査の手段で 

ある捜索差押許可状の発付を請求する段階で、捜査機関にかかる事情についてまで捜査を遂げ 

ることを期待することは困難であるから、やはり前記認定を左右しない。このように、本件各令状 

発付請求時点で、原告に上記嫌疑があると認められる以上、同令状発付請求や本件報道発表に 

違法性があるとはいえない。 

JR総連・束労組は事実関係を説明せよ!

判決の判断はきわめて明快だ。松崎氏の妻とさつき商事が沖縄の別荘を購入した際、夫

婦の資金が拠出された形跡がなく、一部は東労組の口座を支払い原資としていたこと、別

荘購入に関連する団体には松崎氏の強い影響力が及んでいたこと、上記の東労組の預金に

は定期預金も含まれ、松崎氏のカンパを「〇時的に預けた」とは考え難いことなどから、

松崎氏に業務上横領の嫌疑があったと認められるとしている。ここまで嫌疑が明らかにさ

れた以上、 J R総連"東労組は組合員が納得するまで事実関係を説明すべきことは当然だ!

「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.rifty. co皿〃R-RENGO



1鯖5醐棚鯛餓膀事件を醐!
本号からは、日本鉄道福祉事業協会元理事長のS氏と同協会職員であったY氏に対する

業務上横領被疑事件について、詳細に内容の検証を進める。これは規模が大きく多数の者

が関与する非常に興味深い事件である。まず、事件の概要と、家宅捜索と差押えを受けた

J R総連ら原告が提起した国家賠償請求訴訟について解説したい。

この事件は、 「(国賠訴訟の)原告S及び原告Yが、共謀の上、業務上預かり保管中の『財

団法人日本鉄道福祉事業協会理事長S』名義の預金口座の普通預金口座から、原告S所有

のログハウス購入建設代金等に充てる目的で、 2000年6月28日、 2億1888万7804円を引

き出し、同日、 S名義の預金口座に、そのうちの1億4888万7804円を振り込んで横領し

た」というものである。そして「(同日、)その余の7000万円が原告松崎名義の口座に振り

込まれ、 2001年3月29日、本件福祉事業協会口座は解約されていることが判明した。そし

て、上記一連の入出金の手続を銀行窓口で行った者は、原告Yであった」という(「 」内

は後述「6・19判決文」より引用)。この事件に関連して2007年2月15目からの中旬に「目

黒さつき会館」をはじめ、多くのJ R総連関係者の事務所、居室、身体等の家宅捜索が行

われ、合計2257点にも上る物件の差押えを受けた。 2月15日当日の新聞報道を紹介する。

【読売新聞】 (200712/15夕刊)

JR総連元理事長1億5000万着服容疑警視庁捜索東労組元会長口座に7000万円

JR東労組などを傘下に持つJR総連の関連の財団法人「日本鉄道福祉事業協会」の元理事長

らが、同財団名義の銀行口座から約l億5000万円を着服した疑いがあるとして、警視庁公安部は
15　日朝から、業務上横領の疑いで、東京・品川区の同財団や丁R総連などの捜索を始めた。ほぼ

同時期に同じ口座から約7000万円力汀R東労組の元会長名義の口座に振り込まれており、公安

部は、この振り込みの経緯についても解明を進める。調べによると、財団の元理事長は在職中の
2000年6月、財団の経理担当の女性に指示し、財団名義の銀行口座から、一度に約1億5000

万円を無断で引き出し、元理事長名義の銀行口座に入金させた疑い。また、同じころ、残る約
7000万円についても、JR東労組の元会長名義の銀行口座に振り込まれ、外貨で預金されてい

た。一(中略)葛公安部によると、財団の口座は00年6月22目に開設され、その直後から同じ財

団名義の別の口座や丁R総連名義の口座から振り込みが相次ぎ、計約2億2000万円が集まった

翌日の同28日、約1億5000万円が引き出されていた。 -(中略)一公安部は元理事長らが当初
から財団の資金を着服する目的で、新たに財団名義の口座を開設したとみており、な呵R東労組
の元会長名義の口座にも、 同じように資金が流れたのか関係者から事情を聞く。一(後略)-

JR総連ちか不当捜索だとして訴えた国賠訴訟は鵜春で完全敗訴!

そして、家宅捜索を受け物件を押収された原告らは、東京簡裁裁判官が発付した捜索差

押許可状の請求・執行にあたった警視庁の警察員らと、令状を発付した裁判官の違法な職

務執行で損害を被ったと主張、東京都と国に国家賠償請求訴訟を提起した。 J R総連、福

祉事業協会、鉄道ファミリー、事件の被疑者であるS氏とY氏、松崎氏など、 3者の法人と

25名の個人が原告となっており、賠償請求額は総額9339万円に上る。原告にはJ R総連や

東労組の現職役員などよく知られた人物も多数含まれる。なお、一審判決は2009年6月19

日に東京地裁で言い渡され、原告らの請求を棄却した。この「6"19判決」に対し、全面敗

訴となったJ R総連は「乱暴な理論での反動判決」として怒りをぶつけている。
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観中朝鱗醐獅〃吻鰯婚皆!
前号より開始した福祉事業協会元理事長のS氏と同協会職員であったY氏に対する業務

上横領被疑事件についての検証を進める。複雑でわかりくい事件であるので、 「6"19判決」

が認めた「認定事実」を紹介しながら、解説を加えていくこととしたい。

第3　当裁判所の判断1認定事実

(1) 2002年6月21日に発生した原舘R総連の執行委員らによる別件暴力行為事件について、

公安二課は、2003年6月12日、同年9月23目及び同年10月23日、さっき会館内の原告JR

総連の事務所等に対する捜索を行い、証拠物を差し押さえた。その際、さつき会館内の別館4

階に所在する原告福祉事業協会の当時の理事長であった原告Sが使用していた居室から、段ボ
ール箱の中の布袋にあった本件福祉事業協会口座及び本件S口座のほか原告松崎名義等の預

金通帳合計24通を押収した。なお、この中には、法人格がない団体であるJR総連国際交流推進

委員会が運用する「全日本鉄道労働組合総連合会国際交流基金口松崎明」名義の預金口座に

係る通帳も含まれていた。

本情報「No.94」で検証したが、なぜ福祉事業協会理事長の居室から、松崎氏名義やJ R

総連国際交流基金名義の預金通帳が続々と発見されるのか。常識では考えられないことだ。

松崎一派による私物化を疑うのは当然だ!

多数の預金通帳を保管していた業務上横領事件被疑者のS氏とはどのような人物なのか。

「6・19判決」の「認定事実」には、次のような記載がある。

(7)原告Sは、 1985年、原告松崎が動労中央執行委員長であった当時、同副委員長の職にあ

り、旧国鉄民営化に伴い、東日本旅客鉄道労働組合連合会(後町R東労組となった。以下「東鉄

労」という)及び原告JR総連(当時の略称は「鉄道労連」であった)が結成された際には、原告松崎

が東鉄労中央執行委員長及び鉄道労連執行副委員長に就任し、原告Sは、鉄道労連執行副委

員長に就任し、さらに、 1991年7月、原告松崎が原告福祉事業協会理事長に就任した際、原告S

は同理事に就任し、 1夕98年6月、原告松崎が原告福祉事業協会理事長を退任後、原告Sは同理

事長に就任していた。また、原告Sは、 1998年6月には原告鉄道ファミリー代表取締役に、 2000

年11月にはさつき企画代表取締役に就任していた。原告Sは、国鉄民営化前の1987年2月

13　日、革マル派と対立関係にある中核派による襲撃を受けて、重傷を負ったが、その際、中核派

は、その機関誌において、原告Sについて、原告松崎の片腕であり、 「動労」草マル派の最高幹部

であると記載していた。

このように、 S氏は常に松崎氏のごく近くの役職に就いている側近中の側近で、中核派

からの襲撃を受けた革マル派の大物とみることができる。松崎氏名義の預金通帳を保管し

ていたことからみて、松崎氏からも相当信用が厚い人物であるといえよう。なお、 S氏に

関しては、本情報「No.16」 「No.18」で内ゲバ事件について記載しているので参照されたい。

松崎氏を頂点とする-派によって組織の私物化が常態化し、公金も好き放題に私的に使わ

れていたと疑うのも当然である。さらに検証を深め、事件の真相を解明していきたい。
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