
中国工会運動の新しい情勢と古くからの問題 
 

◎なぜこの文章を訳そうと思ったのか 

 

JASIC 争議に関するある論評で、改革派といわれた元広州市総工会主席（委員長）の陳偉光氏の著書《《《《忧忧忧忧

与思——三十年工会工作感悟》『憂いと思い――三十年の工会活動で考えたこと』（2012 年、中国社会科学

出版社）から次の引用がされていました。 

 

「実際、多くの党政幹部は工会に対する認識がハッキリしていない。工会は党が労働者に結びつく橋梁

と紐帯であるが、だからといって工会を党委員会の付属機関や出先機関だとみなし、したがって党と工

会【の関係：ヌケ？】を部分的にとどめ、大衆組織としての工会の特徴を十分に発揮させず、工会を決

定的に大衆から乖離させてしまう。工会と党政部門の根本的な区別は、それ（工会）は労働者大衆の自

治組織だというところにあり、政治的には党の指導に従うが、具体的な業務においてはそれ自身の独立

性をもっているのである。」（『憂与思』第一章第二節） 

 

『憂与思』は未読ですが、上記の抜粋を読んだとき、「中国工会運動の新しい情勢と古くからの問題」（1978

年 11 月）という文章を思い出しました。その文章は、文革中に活動を停止させられ、毛沢東が死に、鄧

小平が復活した後の1978年に活動を再開した総工会が開催した総工会第9回大会について書かれたもの

で、筆者は、当時マカオに亡命していた中国トロツキストの向青氏で、社会主義に向けた過渡期におけ

る党と労働組合の関係はどうあるべきかを、マルクス主義の立場から論じたものです。少し前に訳しか

けていたのですが、全訳してみました。いくつか訳語がわからないものもありますが、とりあえず紹介

しておきます。 

 

訳出した「中国工会運動の新しい情勢と古くからの問題」は、香港のトロツキストグループが 1990 年に

出版した『論中国官僚社会主義』（中国官僚社会主義を論じる）に収録されたもので、他の論考をふくめ

社会主義の立場から、主に 50 年代からの社会主義改造、文革、70 年代末のポスト文革期の諸政策を批

判した論文集です。 

 

◎陳偉光氏の『憂与思』について 

 

なお、陳偉光氏の『憂与思』ですが、中国版 wiki の百度百科に『憂与思』の項目があり、目次が紹介さ

れています。 

https://baike.baidu.com/item/%E5%BF%A7%E4%B8%8E%E6%80%9D 

 

『憂与思』目次 

序（凴同慶） 

自序（陳偉光）：時光（歳月の意味、自分の名前の一文字「光」とかけている？：訳注） 

第一章 中国の特色ある社会主義工会の発展の道 

 一、中国と西側の工会の比較 



 二、全体的利益と具体的利益の関係 

 三、権利維持（争議）と安定維持（弾圧）の関係 

第二章 工会組織の建設と工会の役割の発揮 

 一、工会の組織建設が直面する問題および広州スタイル 

 二、工会主席（組合委員長）の管理職兼任と立場性の衝突 

 三、職員代表大会制度 

第三章 団体協議制度と産別工会体制 

 一、産別工会の結成の意義 

 二、団体協議の全面推進の条件と方法 

 三、団体協議の立法化 

第四章 工会民主主義と工会の自己改革 

 一、工会役員の直接選挙と民主集中制 

 二、工会の自己改革 

 三、工会とメディアの関係 

第五章 労働者の集団性事件と工会の役割 

 一、労働者の集団性事件の特徴と労使関係の転換 

 二、労働者の集団性事件における工会の立場と役割 

 三、労資衝突の調停制度と関連立法 

第六章 産業の構造転換と社会組織の管理 

 一、広東省の産業の構造転換と「二つの移転」 

 二、広東省における労働力不足問題 

 三、社会組織管理体制の改革と労働 NGO 

第七章 最低賃金制度と労働立法 

 一、わが国における最低賃金制度の実施の必要性 

 二、労務派遣と期間の定めのない雇用契約 

 三、悪意ある賃金支払い遅延の犯罪化 

付録 

 付録１：工会主席が発言するなんて、お久しぶりです 

 付録２：鄧主席への一通の書簡 

 付録３：広州市総工会アメリカ訪問記 

 

中国労働関係学院の凴同慶氏による『憂与思』の序は下記リンク先から見ることができます（中国語） 

http://sociology.cssn.cn/ldshxzywyhwz/zjzl/ftq/wz/201212/t20121231_1987658.shtml 

 

この凴同慶氏の序から第三章まではウェブから PDF 形式でダウンロードすることができます。 

http://alrexchange.sps.cuny.edu/sites/default/files/files/Chapter1.pdf 

http://alrexchange.sps.cuny.edu/sites/default/files/files/Chapter2.pdf 

http://alrexchange.sps.cuny.edu/sites/default/files/files/Chapter3.pdf 

 

また、総工会の月刊の機関誌『中国工人』では同書が出版された直後の 2013 年 2 月号から、同雑誌で「陳



偉光憂思録」という連載で第一章から第七章までが転載されており、現在もウェブでバックナンバーを

見ることができます。書籍とウェブ版に違いがあるかどうかは未確認です。つまり、付録を除いて、全

文をウェブから DL できます。 

 

第一章 

http://www.chineseworkers.com.cn/newsitem/275950687 

第二章 

http://www.chineseworkers.com.cn/newsitem/275978250 

http://www.chineseworkers.com.cn/newsitem/276102329 

第三章 

http://www.chineseworkers.com.cn/newsitem/276122154 

http://www.chineseworkers.com.cn/newsitem/276227488 

第四章 

http://www.chineseworkers.com.cn/newsitem/276325538 

http://www.chineseworkers.com.cn/newsitem/276345932 

第五章 

http://www.chineseworkers.com.cn/newsitem/276365353 

http://www.chineseworkers.com.cn/newsitem/276379524 

第六章 

http://www.chineseworkers.com.cn/newsitem/276389350 

http://www.chineseworkers.com.cn/newsitem/276395854 

第七章 

http://www.chineseworkers.com.cn/newsitem/276408104 

 

また、社会運動への弾圧が厳しくなる直前の 2015 年 2 月には、成都と重慶の間に位置する四川省遂寧市

の総工会の研究所で、『憂与思』に関する研究会が開催されており、そこでの発表資料がウェブ上で観る

ことができます（中国語）。 

https://slidesplayer.com/slide/11603624/ 

 

清華大学社会学系博士研究員の孟泉氏が『中国工人』に書評を執筆してます。 

http://www.chineseworkers.com.cn/newsitem/276389315 

 

著者の陳偉光氏による自序は、開明派といわれる彼と党との関係などがよく分り興味深い内容です。す

でに 7 年ほどが経過しており、情況は大きく変わっていますが、中国における工会の役割など根本では

変わらない記述も多いと思われますので、本文も含めて何らかの形で紹介できればと思います。 

 

2019 年 5 月 

  



中国工会運動の新しい情勢と古くからの問題 

向青 

 

1978 年 11 月 

 

中国工会は［1978 年］10 月 11 日から 21 日かけて第九回全国代表大会を開催した。大会閉幕後、北京日

報は社説を発表し、今回の大会は工会の活動家に「中国の労働運動に春がやってきた」ことを感じさせ

たと述べるとともに、現代の労働者階級が中国の現代化の使命を担い、「中国の労働運動の偉大な新たな

スタート地点」となったと述べた。 

 

いわゆる「春」と「新たなスタート地点」は、ある種の意味においては真実である。1966 年、いわゆる

「プロレタリア文化大革命」が始まってすぐ、中華全国総工会および各地の工会機関は毛沢東と江青ら

に指示された「造反派」によって占拠、破壊された。工人日報（総工会の機関紙）も閉鎖された。かれ

ら［造反派］は、建国以降の 17 年間、中国の労働運動が「暗黒系列による支配」を受けてきたと宣言し

た。かれらは工会が労働者の生活や福利厚生に関心をもってきたことと生産の効率化を支援してきたこ

とを犯罪だとみなした。昨年やっと全国総工会は活動を再開した。今回の工会「第九回体会」は「第八

回大会」から 21 年も経っていた。いま「労働運動の暗黒系列による支配」論は公式に否定され、「文化

大革命」以前の工会組織と工会活動の基本方針はすべて回復した。その意味において、とくに伝統的な

工会官僚（彼らと現在政権に復活した中共の伝統的党政官僚集団とは血肉で結びついている）の感状に

おいても、冬から春への転換であり、「新たなスタート地点」についたと言える。 

 

「文革」派は、労働者が造反にたちあがることを呼びかけ、中共の伝統的な実権派が労働者に対して「管

理、統制、抑圧」することに反対する一方で、「経済主義」の名の下に労働者の福利厚生を実現すること

にも反対し、ひいては労働に応じて与えるという原則さえも反対した。かれらの路線は労働者民衆に実

際の利益をもたらすことはなく、また「働こうが働くまいが、どれだけ働こうが働くまいが、うまく働

こうが下手に働こうが、もらえるものは同じだ」という考えを労働者に与えた。それは労働者が自らの

労働の価値を実感できないようにしてしまい、ゆえに真の労働運動をつくることはできず、生産のかく

乱、労働規律の破壊、工会組織の瓦解という結果をもたらしただけであった。「文革」のなかで暴発した

「四人組」は、権力の全面的掌握にむけてあらゆる手段を行使し、経済を管掌する従来の官僚派をかく

乱し、毛沢東が独裁的な全権を奪還するという目的を果たし、正常な秩序を回復することを決定した後

も、かれらはかく乱政策を続けた。 

 

「四人組」が打倒された後、中共の伝統的支配集団ははじめて「混乱を鎮めて正常化する」政策を実施

し、経済建設に着手し、「四つの現代化」という目的に向かって進んだ。「文革」以前の種々の活動方針

と組織機構も次第に復活した。工会の復活もその一環である。いま宣言された「新たな時期における工

会活動の基本方針」、つまり「中国共産党の指導のもと、党の 11 回大会の路線に従い、広汎な労働者を

団結させ、教育し、引きつけて政治的自覚を不断に高め、現代科学技術を掌握し、企業管理に積極的に

参加し、社会主義労働コンテストを広範に開催し、労働生産率の向上に努めるとともに、生産を発展さ



せるという基礎のうえに徐々に労働者大衆の物質的な文化生活を改善し、新たな時期の総任務を実現す

るために奮闘する」という基本方針は、「文革」以前の工会活動の基本方針、とくに 1957 年の工会「第

八回大会」で宣言された基本方針と同じものである。 

 

中共はこれまで一貫して工会が「労働者階級が自発的に結合した大衆組織であり、党が大衆につながる

紐帯であり、中華人民共和国の支柱である」と認めてきた。そうであれば、工会は労働者大衆からの熱

烈な擁護を受ける一方で、党と国家機関から十分に尊重されなければならないはずである。しかし実際

にはそうなっていない。「文革」以前においてさえ、工会は「あってもなくてもどっちでもいい」機関だ

と常にみなされており、労働者と企業行政当局のどちらからも尊重されず、共産党は何度にもわたって

その指導者が思想と路線において誤りを犯したと批判した。 

 

大衆から乖離した工会 

 

これまで中共当局が工会に対しておこなった大きな批判は、1950 年の一度を除いてすべて「経済主義」

「サンディカリズム」の類についてであった。つまり工会があまりに労働者の現実的利益に関心を置き

すぎて、政治教育を重視せず共産党の指導を十分に受け入れてこなかったというものである（1950年は、

新しい工会組織および中共の全国政権が樹立されたばかりで、工会は生産を強調しすぎて大衆から乖離

していると批判された）。このような批判は明らかに事実ではなく、中共が工会をどうしたいのか、どう

したくないのかを反映したものにすぎない。 

 

1957 年の「整風」運動の当初、つまり中共統治下でもっとも開放的な言論の自由であったいわゆる「大

鳴大放」の時期、工会活動家の一部が工会活動の状況を明らかにしたことがあった。たとえば全国総工

会弁公室の副主任、李修仁が「中央の責任ある同志」につき従って京漢と粤漢の沿線の十の都市を 50 日

余りかけて視察したときに彼が見聞きして感じたことを 5 月 8 日の工人日報による当時有名になったイ

ンタビューで、次のように述べている。 

 

「李修仁によると、彼は視察先で見たり聞いたりした労働者の騒動のある共通点は、工会を見放してい

るということだった。なぜならこれらの工会組織は大衆の正当な要求に関心を払わなかったり支持しな

かったりというだけでなく、ひどい場合には行政の官僚主義の擁護にまわり、不合理な決議や規定など

を擁護したからである。だから広州、長沙、武漢、新郷、石家荘などの一部の労働者は、本来は自らの

利益を代表する工会を、行政指導下の「労働者管理科」「官僚主義の舌」「行政の尻尾」などと呼んだの

である。労働者と行政指導者のあいだで矛盾が尖鋭化し、過激な方法で問題解決をした場合、労働者は

工会を見放した。工会が大衆から乖離したのである。工会と大衆のこれほどまでの乖離は、工会活動の

「危機」ではないだろうか。」 

 

「多数の工会幹部は労働者の正当な要求に対して、決して無視しようとしたり、関心を示さなかったり

というわけではない。彼らは労働者の正当な要求を支持しようとしたのだが、是非の限界が分らなくな

ってしまうことがあった。彼ら曰く、彼らの業務は、労働者大衆と党・政府の指導が一致している時は、

党は満足し、行政は支持し、労働者は喜び、工会も光栄に感じ、だれもが大喜びする。労働者と党・政



府の指導の意見に矛盾が発生した時は、工会幹部はどのように正確にこれらの矛盾を処理していいのか

わからない。彼らによると、彼らは党員であり、党内には党紀があり、党組織の決議には従わなければ

ならず、そうでなければ「サンディカリズム」「党から独立しようと騒いでいる」「追従主義」といった

類のレッテルを貼られ、ひどい場合には党から除名になるかもしれない。他方、彼らは労働者によって

選出されたのであり、労働者の利益代表であり、労働者の多数の意志に従わなければならず、そうでな

ければ労働者から「行政の尻尾」等と言われ、労働者から見捨てられてしまう。このような矛盾に直面

して、これらの幹部には二つの顔が生じる。党内においては、官僚主義の種々の規定は「正しくない」

ので糺さなければならず、労働者のあれこれの正当な要求を解決しなければならないと言う。もし自ら

の意見が採用されないときは、党内における行動の一致を保持するために、党外の大衆に向かって、こ

れらの官僚主義の種々の規定は「正しい」ので執行しなければならず、労働者のあれこれの正当な要求

は解決できないと言う。あるいは大衆の面前で沈黙してしまう。その結果、何が正しくて何が正しくな

いのかがわからなくなり、どちらのやり方でも対処が難しくなるのである。多くの工場や鉱山の幹部は

みなこのような矛盾のなかで苦悩している。」 

 

「李修仁は記者に対して、視察において思い通りにいかなかった事を語った。かれは当初は工会幹部が

労働者の正当な利益のために走り回り、そのために「頭から血を流している」（＝困難に直面している）

事例を収集し、［そのような幹部たちのために］中央の責任ある同志らからの支持を得ようと思っていた。

しかし結果は大変失望するもので、そのような事例を集めることができなかった。」 

 

「広東省のある工会幹部は、工会幹部は四等幹部であると考えている。彼らによる分類では、党幹部が

第一、政府幹部が第二、エンジニアが第三、第四がやっと工会幹部だという。このような卑下した現象

は他の都市でも耳にすることがあった。ある工会幹部はさらに落胆しており、自分は四等幹部にすら達

しておらず、業務主任にさえかなわないと考えている。工区長でもいっぱしの長であり、権限がある。

管理人員も人をあごで使い、誰をどの住宅に住まわせるかという住宅分配の大権を握っている。しかし

工会幹部は歓迎されず、発言も役に立たず、大会を開いても舞台で報告させてもらえない。」 

 

中共のいうところの「サンディカリズム」 

 

この訪問記を掲載した同じ日の工人日報には、全国総工会主席の頼若愚（1958 年逝去）が、工会はどの

ように「人民内部の矛盾」に対応するのかという記者からの問いに答えた記事が掲載されている。当時、

熱烈な民主化の空気の中で、頼若愚はその後に組合はどう活動するべきかという意見を提起している。

以下、その抄録を転載する。 

 

「頼若愚同志は、工会組織は大衆自らの組織であることに、間違いはないと述べた。しかし工会は次の

ような地位にもあるという。それは大衆組織という一面であり、大衆の意見を代表する。一方でそれは

単一の個人ではなく、全国の統一した組織であるという一面。このような組織として、全体状況、国家

の直面している状況を把握し、大衆の長期的な利益を代表し、大衆の一部の不正確な意見に対しては、

我慢強く説得しなければならない。頼若愚同志は、工会のこのような地位はすこし扱いづらいという。

このような地位にあると、工会は指導者（企業の経営陣を指す：向青）と大衆の両面を理解し、工会は



人民内部の矛盾における調整効果を発揮しなければならない。しかし、工会組織のこのような地位は、

指導者と大衆の両方と矛盾を発生させる可能性もある。工会が大衆の意見を反映すると、企業の官僚主

義に直面して、摩擦が発生する。大衆の一部の不正確な意見に直面し、工会が説得活動を行えば、摩擦

が生じる可能性がある。頼若愚同志は、問題は工会組織と労働者大衆の間に摩擦が生じるかどうかでは

なく、重要なことは発生する可能性のある摩擦にいかに対処するかであると語る。若愚同志は、工会が

大衆の側に立って活動を進めなければならないと強調した。彼は、公開はまず大衆の側に立って大衆の

正確な意見を支持しなければならない、もし大衆が不正確な意見を持っていたとしても大衆の中に身を

置いて説得を行わなければならない、こうしてはじめて大衆は工会の意見を聞こうとすると述べた。」 

 

「もちろん大衆の意見がかならず正しいあるいは全部正しいということはない。大衆の不正確な意見に

対しては、工会は説得をしなければならない。しかし問題の中心は、工会が大衆から乖離してはならな

いということである。もし工会が大衆から乖離してしまったら、大衆の不正確な意見に接し、工会が説

得する必要があるときに、大衆は工会の意見を聞かないだろう。もし大衆から乖離していなければ、大

衆は工会の話を聞くだろうし、説得も効果的な役割を果たす。われわれは次のような状況を考えること

ができるだろう。工会が大衆から乖離しているときに大衆が騒動を起こした時、工会はわきに追いやら

れ、他の組織が結成され、結果として工会は役割を果たすことができなくなる。頼若愚同志は続けてこ

う述べた。だから、工会の最も重要な役割は、大衆の合理的意見を支持することであり、工会がまずそ

れについて責任を果たしてはじめて大衆の不正確な意見に対して説得することができるのだ、と。」 

 

「頼若愚同志はつづけて大衆の意見を詳細に分析した。彼によると、我々が大衆の中に不正確な意見が

あるかもしれないというとき、大衆の意見が全部不正確であるとか不正確なことが多いなどと絶対に考

えてはいけない。逆に、大衆の多くの意見は正確で合理的なことが多いことを見なければならない。過

去の多くのサボタージュ統計によると、大衆の意見の中で、６０％以上は仕事に関することで、例えば

労働組織、原材料使用、供給、生産設備、組織制度などについて意見があり、これらの意見は尊重、支

持されるべきものである。政治的には、大衆も頻繁に意見や要求があるが、これらの意見や要求は往々

にして大衆の民主的権利に関係するものであり、例えば官僚主義を批判して報復されたというケースは、

大衆の民主的権利の侵害であり、大衆が報復の回避を求めた時には、工会も支持しなければならない。

賃金、福利厚生、文化活動、スポーツなどの面で、大衆の要求はおうおうにしてそれほど高いものでは

なく、これらに関する意見の多くも賃金や福利厚生費の増大を伴わないものである。たとえば食堂が不

衛生だとか、託児所や診察所に不備があるとか、賃金が合理的ではないとかの意見についても工会は支

持しなければならない。文化、技術の学習に関する要求についても同じである。これらの意見の大部分

は合理的で正確なものである。工会はこれらを支持しなければならないということが、重要な点である。

大衆の正確な意見を支持してはじめて、工会は大衆の利益を代表するといえるし、労働者大衆の中で信

頼を勝ち得ることができ、何か問題に直面した時に大衆が耳を傾けてくれるのである。」 

 

「頼若愚同志は続けて、いかに大衆の不正確な意見に対処すべきかを語った。彼によると、大衆の不正

確な意見について、不正確な主張をする大衆にかわって無条件で工会の主張をおしつけるべきなのだろ

うか。もちろんそうではない。そのような状況に直面したときは、工会は説得をしなければならない。

彼によると、問題は説得すべきかどうかにあるのではなく、どのように説得すべきかが重要なのだとい

う。工会は大衆の中に入って大衆を説得しなければならない。彼によると、不正確な意見や高すぎる要



求であっても、それには何らかの理由があることを見抜かなければならないという。つまり合理的な要

素もあるということだ。このような合理的な要素がほんのわずかであっても、工会はまずそれを肯定し、

しかも充分に同情しなければならない。その後に、工会は不正確な部分に対して説得をおこなってはじ

めて大衆は受け入れるのである。」 

 

「不正確な意見に対してはどのように説得を行えばよいのだろうか？頼若愚同志はつづけてこう述べる。

押し付けるのではなく、我慢強く説得する、啓発的な方法で大衆自らが討論し、自らで解決するように

しなければならない。もし討論を経ても解決できず、大衆が依然として考えを変えなかったときはどう

するのか？若愚同志によると、そのような状況であっても工会は大衆から乖離してはならず、責任をも

って、大衆の意見を関係する相手［経営陣？］に提起し、他方で、もし大衆の意見がまだ不正確だと工

会が考えるのであれば、引き続き大衆に対して自らの態度を表明し説得を行う。工会組織的にいえば、

大衆の多数が必ずしも正確であるとは言えないときもあるが、工会には民主的原則があり、少数は多数

に従わなければならないので、工会幹部は自らの見解を保留しつつ、活動のなかで少しずつ説得を行う

しかない。ただこうしてのみ、工会は正確な意見を堅持しつつ、また大衆から乖離せずにすむのである。

もちろん、これを実践するのは容易ではない。しかしできないことではない。この面での経験は少ない

が、ゼロではない。」 

 

「最後に頼若愚同志は、工会は人民内部の矛盾を正確に解決するために役割を果たすためには、工会の

民主主義がもっとも重要になると述べる。彼によると、工会にとって、現在の工会問題の一つは民主主

義の問題だという。民主主義があってはじめて、工会が大衆自身の組織であることを体現することがで

きる。また彼は、工会は現在の情勢に対応し、二つの問題をうまく解決しなければならないという。そ

れは行政との関係および党との関係という問題である。」 

「彼は、行政との関係でいえば、これまでは行政との一致を強調してきたことで、違いがわからなくな

っている面があるので、問題が発生した際には経営陣の側にたって、大衆の意見を代表できず、人民内

部の問題という簡略化された考えについて、工会の活動方法が硬直化し、大衆と経営陣との間での調節

作用の役割を十分に発揮できなかった。これは変えなければならない。」 

 

「党との関係の面では、頼若愚同志は、工会は党の指導を受け入れなければならないという問題はすで

に過去において解決済みであり、それは正確である。しかし大衆組織として、工会は党の政策や思想的

指導のもとで独立した活動を行わなければならいことを、いまだ十分に注意しているとは言えない。た

だ独立した活動の展開だけが、自らの役割をはっきりとさせることができるのである。」 

 

「若愚同志は、過去われわれがこの二つの問題をうまく解決してこなかった、工会組織の役割は十分に

発揮されていない、ゆえにいわゆる『工会はあってもなくても同じ』という問題が発生したのである、

と述べた。」 

 

工会の独立性は徹底して否定された 

 

その一か月後、中共は当初言ってきた「言論は無罪、聞く者は戒めを」という「大鳴大放」運動から、



批判する者を攻撃する「反右派」運動へと転換し、上に引用した李修仁と頼若愚の意見と報道を、誤り

のあるあるいは偏ったものであると認定し、労働者の闘争行動を指示した一部の工会幹部を粛清した。 

 

1958 年夏、全国総工会において中共中央が直接指導する鳴り物入りの「反右派」整風がおこなわれた。

8 月、執行委員会の第二回会議が行われ３名の主席団委員（現在の常務委員会委員に相当し、うち一名

は書記局書記を兼任し、一名は工人日報社長を兼任する）と一名の執行委員を更迭した。この執行委員

会で新たに選出された主席の劉寧一は講話のなかで特に次のことを強調した。「すべての工会幹部は最も

根本的な真理を深く記憶しておかなければならない。それは工会組織が無条件に共産党の指導を受け入

れなければならないということである。……工会組織は党中央と各級の党委員会の統一的指導と統一的

な業務配置のもとに活動しなければならない……。」 

 

この整風運動の主要な対象は工人日報社長の陳用文であり、彼は［主席団委員と一緒に］党籍もはく奪

された（党歴 20 年）。彼の罪状は何だったのだろうか？政府系新聞の発表によると「彼は『工会は組織

的に独立している』として公然と工会と党が『一致しなくても構わない』と宣伝し……さらに『大衆に

組織的に党に服従させることは一種のセクト主義傾向である』と語り……『党と工会は組織系統から言

って互いに干渉するものではなく、党支部が工会に命令する権利はない』と公然と語ったのである。」さ

らに彼は「いわゆる『マイナス面』を暴露することに特に熱心であり、『労災事故』『中毒』『報復措置』

『解雇』などの材料の収集を強めていた。彼は『バラバラに報道しても効果はなく、注意をひきつけな

い、やるなら徹底してやるべきであり、始めから終わりまで一貫した報道こそ勢いがある』と述べた。

今春各企業で行われた反社会分子と不良分子の排除の際に、彼は『勝手気ままに解雇された労働者』の

材料を集めるよう指示を出していたのである。」 

 

それ以降、中共は徹底的かつ公然と工会の独立自主権をはく奪し、工会を完全に党の付属機関にしてし

まい、党が自由に人事異動を指揮し、ときには工会幹部を工会以外の業務に派遣するなどを行った。現

在の第九回大会の開幕にあたり人民日報の社説は「ある党委は『いまだに『工会はあってもなくても同

じだ』という誤った思想が存在し、工会は『三流部署』に過ぎず、工会の責任者が企業経営陣の会議に

参加することもできず、重要な文書を閲覧することもできない……そのうえ工会幹部はよく別の業務に

駆り出されている。』と述べた。」 

 

中共はこのような態度で工会に対応したが、それはマルクス主義の原則だと自称している。彼らの理論

はおよそ次のようである。共産党は労働者階級の最も先進的で最も自覚した部分であり、労働者階級の

根本的、長期的利益を代表しているので、工会というもっとも広範な労働者大衆組織の指導を含む、す

べての労働者組織を指導するのは当然であり、いかなる労働者組織であっても党の指導から乖離すると

まちがいを犯し、他階級の思想の影響を受ける、と。この理論は本来は正確であり、マルクス=レーニン

主義もたしかにそのように主張している。しかしここにははっきりとさせなければならい二つの点があ

る。一つ目は、この理論でいわれている共産党は、真に科学的共産主義を順守している革命党を指して

いるのであり、真に労働者階級と一体となった、大多数の労働者を擁している党のことであり、共産党

と自称しているからといって自動的にその資格を有するものではない。第二に、いわゆる指導とは、民

主的な政治的指導を指すのであり、党が見解と路線を提示し、労働者大衆が他の見解や路線と比較した

のちに、選択するものである。労働者大衆は最高決定件と指導部に対する密接な監督権を永遠に有する



のであり、党は大衆組織の行政的長ではなく、大衆組織に従うよう指示する権限はない。中共はこの二

つの点をどちらも歪曲している。 

 

まず第二の点から論じる。明らかに中共のやり方は、労働者の選択の自由を許さず、それは命令であり、

管理であり、支配であり、指導ではない。中共は労働者階級の頭の上に君臨する官僚集団になっており、

新貴族階層になった。マルクス=レーニン主義の党は、資本主義から共産主義への過渡期においては、共

産主義政党が労働者階級全体を指導して支配を行う、すなわちプロレタリア独裁を実施するという主張

をもっているが、党が労働者者階級を支配しなければならないなどと主張したことはない。ここからも、

引用した陳用文、頼若愚などの工会の独立と民主主義に関する主張が、工会の正当な権利と方針を代表

するものであり、マルクス＝レーニン主義に合致することは疑いない。 

 

第一の点に関しては、状況は比較的複雑である。中共は一貫して労働者階級に対する指導を伝統的権利

として証明してきた。つまり、自らが指導した中国革命が勝利し、中国労働者階級の政権が自分たちの

指導の下で樹立されたのであるから、引き続き指導する権利を有するという考えである。中共が中国革

命を指導したのは歴史的事実であり、われわれは当然それを認めるものである。だが問題は、政治的指

導権は歴史の功績だけで永遠に付与されるのかということである。指導権は不断に新たな証明を必要と

するのではないだろうか。中共でさえも歴史の功績だけで永遠にそれが付与されるとはいうことはでき

ず、実際に新しい状況に到達するごとに自らの指導が正しいことを改めて宣言しつづけてきた。だが、

この宣言は実際の試練に耐えることはできていない。というのも、それがもし「文革」以前のことであ

れば、中共の最高指導集団はだいたいにおいて一致団結を保持しており、物事の是非の判断についても

大きな揺り戻しはなかったし、さらには大衆行動による攻撃を受けることもなかったことから、労働者

階級の伝統的指導権はすくなくとも表面的には疑いをはさむ余地はなかった。だが「文革」を経た今日、

状況は大きく異なっている。劉少奇と鄧小平を筆頭とする「実権派」、党規約上に明文化された「後継者」

であった林彪、毛沢東が最も親しく最も信頼していた江青ら「四人組」が、つぎつぎと全国人民の面前

で共産党によって批判、打倒されてきた。最初に批判され打倒された（しかも二度も）鄧小平ら古い実

権派は、いまや再度、党の正式な代表だと宣言された。すべてのトップクラスの指導者のなかで毛沢東

本人だけが党の宣伝機関からの攻撃を受けたことがない（ゆえに中共はいまだに彼の旗を高く掲げてい

る）。だが、なぜ毛沢東は劉少奇と林彪が重大な犯罪を犯し始めた時に、すぐに彼らを更迭もせず、さら

に公然と批判しなかったのか。とくに誰も納得できないのは、なぜ党史上、最大最悪の「四人組」が、

全党の、とりわけ毛沢東、周恩来、葉剣英などの指導者によってかくも長く容認されてきたのかという

ことだ。だれがかれらを指導機関に入れるよう推薦したのか。なぜ毛沢東は死に至るまで公然と「四人

組」を一言でも批判することがなかったのか。「四人組」から攻撃を受けた周恩来、葉剣英、鄧小平ら党

内の大人物は、なぜ毛沢東の生前に人民の面前で公然と四人組に抵抗しなかったのか。なぜ後々の今に

なっても、中共指導集団は毛沢東と彼ら自身が、林彪と「四人組」による犯罪の連帯責任を公然と認め

ようとしないのか。このような党が革命党といえるのか。このような指導者が革命指導者と言えるのか。

華国鋒および周恩来、葉剣英、鄧小平なども「風派」（風見鶏派）と「捂派」（建前派？）と称される人

物ではなかったのか？中共はいずれの実権派であっても、その時に出された方針や路線については、党

の名において労働者が無条件に擁護するようもとめてきた。しかしこれらの実権派の人物の方針や路線

は走馬灯のようにくるくると変わり続けた。こうして、すこしでも思考しようとする中国労働者はだれ

もが次のように考えた。「結局のところ誰があんたら共産党の真の代表なんだ？結局のところあんたら



共産党の方針や路線とはなんなんだ？あんたらの党の大指導者はみんな前に言ったことと後に言ったこ

とが違ってて、自分でもわかっていないのに、どうしておれたち労働者に黙って着いてこいなんて言え

るんだ？あんたら共産党の決めたことについて、最初から労働者を決定に参加させてこなかったし、お

れたちの前で公然と議論したこともない。つまり、あんたら共産党はおれら労働者の党じゃない。」 

 

中共は労働者階級の根本利益を真に代表していないことと、指導という名で中共が工会を抑圧している

こと、この二つは切り離すことはできない。なぜなら真に労働者階級を代表する党ではなく、労働者の

上にのしかかっている官僚の党だからこそ、工会が民主的指導方法をとることを好まないのだ。労働者

大衆組織において民主的方法で指導権をとる党のみが、真に労働者階級の根本利益を代表する党になる

ことができるのである。 

 

中共の工会に対する現行政策 

 

現在、中共は労働規律を再生し、生産を高め、建設を加速させるために、また自らの労働者大衆基盤を

再建するために（これは「文化大革命」によって無残に破壊された）、工会組織を復活させざるを得ず、

しかもそれは１９５７年の工会「第八回大会」で規定された路線を復活させざるをえない。つまり、工

会の一部に組織的独立性を認めるというものである。もしこのように統制を若干緩めなければ、工会そ

のものが復活できなかったからである。いま政府は「工会の権利を尊重し、工会の職責の範囲について

は、彼らにやらせ、党委員会と行政機関が代行してはならない」と強調し、「工会の指導者は党と大衆へ

の責任を一致させることを堅く肝に銘じ、『大衆から恨まれても、党に批判されなければいい』といった

誤った思想は克服し、労働者のために発言し、公正無私の態度で労働者を率いて官僚主義、主観主義、

違法行為、規律違反の現象と闘わなければなければならない」と求めた。このような態度はこれまでの

２０年間の態度とくらべると、いうまでもなく僅かながらの改善だといえる。しかし労働者大衆に依拠

するという点（これは工会のすべての活動の基本条件である）については、今回の「９回大会」の規定

は、「８回大会」にも及ばないのである。 

 

ここで工会の新旧の規約を比較してみよう。差異は極めて少ないが、すべての修正が、工会の民主的権

利の拡大ではなく縮小となっている。たとえば、全国代表大会を５年ごとに開くことは新旧の規約で変

わりないが、旧規約においては絶対に動かせない規定だった。もちろん過去においてそれが実行されて

はこなかったが、執行委員会に対して［大会の５年ごとの開催を］明文規定で縛っていた。だが新しい

規約では、執行委員会に延期する権利を付与した（前倒しで開催する権利も明文化されたが、これまで

の慣例から、前倒しで大会を開催することは禁じられていなかった）。また以前は省レベルの代表大会は

３年に一回、より下部の地方レベルでは３年に二回あるいは一年ごとであったが、今回はすべて三年に

一回という規約に統一された。基層組織（各企業単位の工会組織）の全体大会あるいは代表大会は、組

合員が直接に民主的権利を行使する場所であり、工会民主制の基礎である。「８回大会」の旧規約では、

その開催を何年に一回とした規定は存在しなかったが、「９回大会」の規定では年一回と明記された。こ

れは進歩に見えなくもない。だが注意しなければならないのは、基層レベルでの大会の延期が可能であ

ると定められただけで、前倒しでの開催については触れられていないことである（比較的高位の代表大

会は前倒しも延期も可能とされている）。このように中共による民主的権利の扱いは何と「貴重」とされ、



何と「節約」されていることだろうか！さらに重要な事例がある。現行の組合規約には「マルクス・レ

ーニン主義と毛沢東思想を努力して学ぶ」義務が明記された。これは旧規約にはなかったことである。

この新規定は次のマルクス・レーニン主義の原則に真っ向から違反している。つまり、「労働組合員には、

けっして一定の政治的見解をもつようにもとめてはならない。この意味では、宗教にたいする態度の問

題のばあいと同様に、労働組合は無党派的でなければならない。プロレタリア国家の労働組合員にもと

めるべきことは、同志的な規律を理解することだけであり、勤労者の利益を守り、勤労者の権力、すな

わちソヴィエト権力を助けるために、労働者の力を統一する必要があることを理解することだけである。」

（新経済政策の諸条件のもとでの労働組合の役割と任務について、レーニン全集［大月版］第３３巻１

８６ページ）マルクス・レーニン主義を宣伝することと、マルクス・レーニン主義を強制的に大衆に学

習させることとは全く違うし（毛沢東思想に至っては、そもそもが偽マルクス主義である）、マルクス主

義の名前を使って思想統制を実行することはさらに全く違う次元の問題である。思想統制と真のマルク

ス・レーニン主義の政策は相容れないものである。ゆえにこの点は、旧規約に比べて新規約が大きく後

退した点である。 

 

中共は一貫して工会の独立自主権を認めず、一貫して各レベルの工会組織に対して同じレベルの党委員

会の集中的指導を受け入れることを堅持し、一貫して工会内部に反対派が存在することを許さない――

国家全体において社会主義的民主制度の存在を認めないなかで、これらの現象は避けがたい――このよ

うな状況の下、前述のような工会運動の種々の矛盾と困難も必然的に存在し続け、工会や労働者と共産

党のあいだの衝突を不断に引き起こす。これらの衝突において、真の労働者階級の戦士と革命的マルク

ス主義者が、工会民主主義と工会の独立自主を実現しようとする側にたつことは当然である。 

 

中国の工会運動がもう一つ別に困難と紛糾に直面する基本方針問題は、労働者の生活と生産の発展の関

係をいかに処理するか、つまり工会の活動は生産を中心とすべきかどうかという問題である。１９５８

年、工会を共産党の絶対的な統制下に置くと同時に、さらに工会の活動を生産を中心とする方針に確定

した。そしていま「第九回大会」で採択された倪志福（彼は総工会の新しい主席に選出された）の活動

報告では、「工会活動は生産を中心とする」ことが重ねて言明された。この生産に関する任務とは、工会

が「広範な労働者を動員、組織して社会主義労働コンテストを展開し、高品質、高生産性、低コストに

努め、国家の計画ノルマを完成、超過し、労働生産性を不断に高めなければならない」ということを指

している。 

 

労働者の国家では、全労働人民が国有企業の主人であり、国家機関を通じて一切の国有企業を管理する

だけでなく、各企業の労働者が自らの所属する企業の管理に直接参加するという状況において、労働者

は当然にも生産に関心を持つべきであり、しっかりと生産を行うことは当然にも工会の任務の一部にな

る。この道理は簡単に理解でき、反対意見はないし、反対することもできない。しかしここで証明され

ているのはしっかりとした生産の達成は工会の活動に含まれるというだけで、それを活動の中心にすべ

きだということは証明されていない。工会の活動は生産をしっかりおこなうことの他に、労働者の生活

改善や労働者が文化や政治、生産技術や管理技術を学ぶことなど、他にもある。結局のところ工会がど

の方面の活動を中心とすべきかについては、工会というこの組織の本質に基礎をおかなければならない。

つまり、工会が持つ他の組織あるいは機構と根本的に異なる特性を基礎にしなければならず、労働者が

工会を組織する主要な目的に根ざさなければならないのである。 



 

しっかりと生産を行うことは工会特有の任務ではない。またこの任務はおもに工会が担わなければなら

ないものでもない。中国の現行の生産管理制度は「党委員会の指導下における工場長またはマネージャ

ー（原文「経理」）の請負制」である（9 回大会における鄧小平の祝辞を参照）。党委員会と工場長ある

いはマネージャーとの関係は、ここでの議論の範疇に属さないので、ここでは一体のものとして、簡単

に工場長ということにする。工場長をトップとする企業の経営機構全体が生産の請負人であり、当然彼

らが生産活動を中心をする。工会は企業行政の一部ではないことから、工会には別の活動の中心がある。

労働者の主要な活動はもちろん生産である。工会は労働者から構成されてはいるが労働者とイコールで

はない。１９６６年に毛沢東と江青は王洪文らの輩に工会を破壊させたが、全国２０００万の労働者の

頭部を打ち砕いたわけではなかった（若干の工会幹部の頭部を打ち砕いかもしれないが）。労働者は工会

に加入しなくても、工場に行けば生産活動ができるし、生産方法の改善に関する意見を提供したり、労

働コンテストに参加することなどもできた。 

 

工会の正当な任務 

 

歴史的に労働者が工会を組織してきたのは、自分の労働条件を改善するためであった（賃上げ、時短、

作業環境の改善等）。もちろんそれは資本主義の時代から始まった。しかし、労働者政府が成立してから

も、そのような役割は依然として存在しつづけた。これこそ工会特有の役割である。ゆえに、工会の活

動は労働者の最も直接的で最も切実な利益を擁護することが中心にならなければならない。レーニンは

そのように言っていた（「新経済政策条件下における労働組合の役割と任務」の第９節を参照）。もし工

会が労働者の最も直接的で最も切実な利益の擁護を中心的任務としないのであれば、それは実際にはそ

れは工会とは言えない、あるいはその特殊な役割を果たすことができない。中共は労働者の福祉ではな

く、生産を公開活動の中心とするよう迫った結果、労働者も企業の経営部門も工会を経営の尻尾とみな

し、経営部門における労務部とみなし、ひどいときにはあってもなくてもどちらでもいいものだと考え

るようになった。 

 

工会が労働者の福祉を活動の中心に据えることは、経済主義とは無関係である。なぜなら革命事業の政

治活動の放棄を工会に提起するものではないからである。福祉中心とはまた過度な福祉を要求するもの

ではない。福祉を公開活動の中心に据えたからといって、すぐに過度な福祉を要求するなどと推測する

理由はない。前に引用した頼若愚の発言では、労働者の福祉に関する要求は一般的にそう高くはなく、

そもそも全く国家負担を増加させない。しかし労働者の福祉を中心に据えた工会の活動が、自主独立的

に発展することは、官僚どもの種々の特権にとっては大きな脅威となる。それゆえ中共官僚はこの種の

工会方針に断乎として反対するのである。 

 

工会の生産活動従事には、経営行政による生産業務とは違った、それ自身の特徴を持つべきである。ま

ず、工会は労働者の切実な利益を擁護する立場から生産活動に参加すべきであり、経営行政による「モ

ノをみて人を見ない」対応と増産による労働者の切実な利益の侵害を防止し糾さなければならない。次

に、工会は労働者政府が企業行政の人員を監督することを手助けし、かれらの汚職、浪費、古臭い規則

の固守といった官僚主義的行為を防止し摘発しなければならない。三つ目に、工会は労働者のなかから



行政人員を育成するとともに、すべての労働者の生産過程に対する理解を高め、労働者がより直接的に

生産を管理できるようにしなければならない。レーニン主義の労働組合の路線はこういったものである。

しかし中共はスターリンの官僚主義的伝統を継承し、工会は経営行政の助手として責任を果たすよう求

め、労働者による過酷な労働を動員して生産任務を完成させることを保証することが中心になっている。

労働者階級の立場にたてば、生産任務が合理的に設定されていれば、工会はいうまでもなくそれを完成

させる手助けをし、合理的範囲内であればそのノルマを超過することさえ可能であろう。だが工会がな

すべきは、生産任務を完成を保証するために、過酷な労働を労働者に奨励するのはなく、技術と労働の

組織化の革新の方法を用いなければならない。それゆえ、工会が生産活動に従事するさいも労働者の福

祉を中心としなければならない。生産目標の引き上げでも労働者に何ら損失をもたらさないこと（心理

的緊張を増幅させず、健康を損なわず、余暇時間を失わない……）を保証することは、労働者の身近な

利益を代表するとともに、遠大な利益も代表する。労働者階級自身の健全な発展こそ、最も遠大な利益

である。一時的な増産で労働者に損害をもたらすことは、身近なことだけを考慮して遠大な利益を犠牲

にするということである。中共がこれまで進めてきた労働コンテスト運動はまさにこれに当たる。「九回

大会」の方針もこれに当たる。倪志福は報告で「労働強度の強化や残業の増加の一面だけを強調しては

ならない」と述べた。かれらは労働強度の強化を原則的に禁止ではなく、一面だけ強調をしてはならな

いと言ったに過ぎない。しかし労働者階級の利益は原則的禁止にあるのである。 

 

方針全体が、中国工会の独立活動を許さず、工会を共産党と企業の経営行政による動員の道具にするも

のであることから、工会が職員代表大会を招集して企業管理に参加すること及び作業部署［原文：車間］

の主任を選挙で選出する方法も、官僚たちが民意の一部を聴取し基層幹部の業務成績を考課する一手段

に過ぎず、労働者を主人公とする民主制度などとは全く言えないのである。しかも職員代表大会も何ら

新しい制度ではなく、１９５７年には既に存在していたものである。 

 

以上の分析は我々に次の事を示している。「九回大会」は「中国労働運動の偉大な新しいスタート」だと

は全くいえず、工会運動は依然として中共官僚に幾重にも拘束されている。ただ工会の自主独立と内部

における民主主義を実現すること、そして労働者の福祉の擁護を活動の中心にすることによってのみ、

中国労働運動に本当の春が訪れることになるのである。 

 

１９７８年１１月１１日 

 

 

 


