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日弁連総第５６号   

２０１０年（平成２２年）８月３１日

   

内閣総理大臣 菅   直 人 殿 

 

日本弁護士連合会         

会長 宇都宮 健 児    

 

勧  告  書 

 

 当連合会は，別紙申立人等目録記載の各申立人からなされた人権救済申立事件に

ついて調査した結果，次のとおり勧告します。 

 

第１ 勧告の趣旨 

 申立人らは，別紙申立人等目録記載の勤務先から，同目録記載の年月日に解雇

され，又は免職若しくは退職勧告の処分を受けた者であるが，これら解雇，免職

及び退職勧告の措置は，いわゆる「レッド・パージ」として申立人らが共産党員又

はその同調者であることを理由になされたものと認められる。 

 これは，申立人らの思想・良心の自由及び結社の自由を侵害するとともに同人ら

を処遇上差別した重大な人権侵害行為であった（日本国憲法１９条・２１条１項・

１４条１項，世界人権宣言２条１項・７条・１８条・２０条１項）。申立人らは，

これら解雇等の措置によって，申立人らに非があるかのように取り扱われてその名

誉を侵害されたばかりでなく，生活の糧を失うことによって苦しい生活を強いられ

るなど，生涯にわたる著しい被害を被ってきた。 

 このような人権への侵害は，当時わが国が連合国最高司令官総司令部（ＧＨＱ）

の占領政策の下にあり，ＧＨＱの指示や示唆があったとはいえ，いかなる状況下に

おいても許されるものではないばかりでなく，当時から日本政府も自ら積極的にそ

の遂行に関与し，又は支持して行われたものであると認められ，さらに１９５２年

に平和条約が発効した後は，日本政府として申立人らの被害回復措置を容易に行う

ことができたにもかかわらず，今日までこれを放置してきたのであって，これらに

対する国の責任は重い。 

 よって当連合会は，国に対し，申立人らが既に高齢であることを鑑みて，可及的

速やかに，申立人らの被った被害の回復のために，名誉回復や補償を含めた適切な

措置を講ずるよう勧告する。 
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第２ 勧告の理由 

  別紙「調査報告書」記載のとおり。 
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申 立 人 等 目 録 

 

 氏名 （年齢） 勤  務  先 解 雇 等 

年 月 日 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Ａ１ 

Ａ２ 

Ａ３ 

Ａ４ 

Ａ５ 

Ａ６ 

Ａ７ 

Ａ８ 

Ａ９ 

Ａ１０ 

Ａ１１ 

Ａ１２ 

Ａ１３ 

Ａ１４ 

Ａ１５ 

Ａ１６ 

Ａ１７ 

Ａ１８ 

Ａ１９ 

Ｂ１ 

Ｂ２ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 

Ｆ 

(90) 

 (81) 

(81) 

(81) 

(81) 

(87) 

2008年逝去 

(80) 

(85) 

(81) 

(86) 

(80) 

(86) 

(81) 

(83) 

(83) 

(83) 

(83) 

(83) 

(84) 

(84) 

(87) 

(83) 

(81) 

(89) 

関東配電株式会社 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

日本発送電株式会社 

関東配電株式会社 

同上 

日本発送電株式会社 

関東配電株式会社 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

日本発送電株式会社 

日本国有鉄道 

同上 

中央気象台 

Ｖ１株式会社 

Ｚ１株式会社 

東京都 

1950年８月26日 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

同上 

1950年11月10日 

1950年10月31日 

1950年11月7日 

1950年7月27日 

1950年10月30日 

1950年2月13日 
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レッド・パージによる解雇に関する 

人権救済申立事件 

調査報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１０年８月１９日 

日本弁護士連合会 

人権擁護委員会 
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調 査 報 告 書 

 

 下記人権救済申立事件について，次のとおり調査の結果を報告します。 

   

事件名 レッド・パージによる解雇に関する人権救済申立事件 

（２００６年度第１０号，２００７年度第４号） 

受付日 ２００６年５月２日，同年１０月１２日，２００７年４月１１日 

申立人 Ａ１ほか２４名 

相手方 国，アメリカ合衆国 

 

勧 告 の 理 由 

目 次 

 第１ 申立ての概要及び調査の経過 

  １ 申立ての趣旨 

  ２ 申立ての理由と解雇者側の回答 

 第２ レッド・パージの歴史的経過と政府の対応 

  １ 本件の論点とレッド・パージの経過 

  ２ レッド・パージの全体像 

  ３ レッド・パージに至る歴史経過 

  ４ 行政整理・企業整備の中でのレッド・パージ 

  ５ 教育機関におけるレッド・パージ 

  ６ 共産党に対する直接規制―幹部追放・アカハタ発行停止 

  ７ レッド・パージの本格展開と拡大 

  ８ 小括―日本政府の立場と役割 

 第３ 日発及び関東配電に関する事実認定・判断 

  １ 日発及び九配電会社における大量解雇に至る経緯 

  ２ 電産関係申立人らの経歴 

３ 電産関係申立人らの解雇の状況 

４ 電産関係申立人らの解雇後の状況 

５ レッド・パージによる解雇かー総論 

６ レッド・パージによる解雇かー各論 

 第４ 日本国有鉄道に関する事実認定・判断 

  １ 日本国有鉄道におけるレッド・パージの状況 

  ２ 申立人Ｂ１について 
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  ３ 申立人Ｂ２について 

 第５ 気象台に関する事実認定・判断 

１ 申立人Ｃの経歴 

２ 解雇の状況 

３ 解雇後の状況 

４ レッド・パージによる解雇か 

 第６ 都立高校に関する事実認定・判断 

１ 東京都における教員レッド・パージ 

２ 申立人Ｆの就職から退職に至るまでの経緯 

３ 解雇後の状況 

４ レッド・パージによる解雇か 

 第７ Ｖ２株式会社に関する事実認定・判断 

１ 経歴 

２ 組合活動 

３ 解雇の経緯 

４ 解雇後の状況 

５ レッド・パージによる解雇か 

 第８ Ｚ１株式会社に関する事実認定・判断 

１ 入社から退社までの経緯 

２ 退職後の状況 

３ レッド・パージによる解雇か 

 第９ 人権侵害性の判断 

  １ 申立人らの人権 

  ２ 占領下の人権侵害と日本政府の責任 

  ３ 被害の深刻性 

  ４ 申立人らと使用者との合意ないし和解について 

  ５ 日本政府以外の地方公共団体の責任 

６ アメリカ政府の責任について 

  ７ レッド・パージの法律による救済例 

８ 結論 

 第 10 まとめ 
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【凡 例】 

 

・ ＧＨＱ： 連合国最高司令官総司令部（General Headquarter of the Supreme 

Comander for the Allied Powers, GHQ / SCAP） 

・ 解雇等： 解雇，免職処分又は休職処分（休職期間満了による当然退官）を総

称する。 

・ 三宅『レッド・パージ』： 三宅明正『レッド・パージとは何か―日本占領の

影―』（大月書店，１９９４年） 

・ 平田『史的究明』： 平田哲男『レッド・パージの史的究明』（新日本出版社，

２００２年） 

・ 明神論文①～④： 

 ① 明神勲「教員レッド・パージ裁判の検討(一)」釧路論集第１２号(１９８０年) 

 ② 明神勲「教員レッド・パージ裁判の検討(二)」釧路論集第１３号(１９８１年) 

 ③ 明神勲「教員レッド・パージの被追放者数をめぐって」北海道教育大学紀要

・教育科学編第３８巻第２号(１９８８年) 

 ④ 明神勲「教職員レッド・パージ概要ノート（その６）」北海道教育大学紀要

・教育科学編第５５巻第２号(２００５年) 

・ 『資料労働運動史・昭２４』： 労働省編『資料労働運動史・昭和２４年』１

９５１年・労務行政研究所 

・ 『資料労働運動史・昭２５』： 労働省編『資料労働運動史・昭和２５年』１

９５２年・労務行政研究所 

・ 『日本労働年鑑・２３集』： 法政大学大原社会問題研究所編『日本労働年鑑

・第２３集』１９５０年・時事通信社 

・ 『日本労働年鑑・２４集』： 法政大学大原社会問題研究所編『日本労働年鑑

・第２４集』１９５１年・時事通信社 

 

shiga206
テキストボックス
※本勧告書は、ホームページへの掲載に際して、申立人や相手方を含む関係者氏名等の標記を加工しております。



 

- 4 -

第１ 申立ての概要及び調査の経過 

１ 申立ての趣旨 

日本政府は，申立人らに対する解雇等のレッド・パージが憲法や国際条約に

違反した弾圧であったことを認め，特別法を制定して，犠牲者の名誉回復と正

当な国家賠償を行うこと。 

  アメリカ政府は，レッド・パージに関するマッカーサー司令官の声明，命令

書簡の全ての無効を宣言し，今後このような反民主主義的，反人権的な政策，

行為を行わないことを世界に誓約すること。 

 

２ 申立ての理由と解雇者側の回答 

  申立人らに対する下記の解雇等は，いずれも申立人らが共産党員ないし共産

党同調者であることを理由としたものである。これは，特定の思想・信条を理

由とする差別的取扱いとして，思想・良心の自由，法の下の平等等に違反する

人権侵害である。 

(1) 日発及び関東配電関係 

ア 申立ての理由 

   申立人Ａ１，申立人Ａ２，申立人Ａ３，申立人Ａ４，申立人Ａ５，申立

人Ａ６，申立人Ａ７，申立人Ａ８，申立人Ａ９，申立人Ａ１０，申立人Ａ

１１，申立人Ａ１２，申立人Ａ１３，申立人Ａ１４，申立人Ａ１５，申立

人Ａ１６，申立人Ａ１７，申立人Ａ１８，申立人Ａ１９は，いずれも日本

発送電株式会社（以下「日発」という）ないし関東配電株式会社（以下「関

東配電」という。）に入社し，勤務し，日本電機産業労働組合（以下「電

産」という。）の一員として活動をしてきた（以上，１９名の電産関係の

申立人らについて，以下「電産関係申立人ら」という。）。 

ところが，日発及び関東配電は，１９５０年８月２６日，電産関係申立

人らに対し理由を一切示さずに解雇を通告した。これは思想を理由とした

解雇であり，いわゆるレッド・パージである。 

レッド・パージは，国民の思想・良心の自由を保障し，基本的人権の確

立を明記している日本国憲法や，世界人権宣言に違反した不当な行為であ

る。また，アメリカ占領軍や日本政府がポツダム宣言に忠実であるならば，

企業がレッド・パージを強行することもあり得なかったことである。 

しかし，政府や企業は，レッド・パージから半世紀を経た現在に至るま

で，自己の重大な責任を認めず，レッド・パージされた者に対してなんら

の救済策も講じてない。 
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よって，電産関係申立人らは，日本政府及びアメリカ政府に対し，申立

の趣旨に記載のとおりのことを求める。 

イ 解雇者側の回答 

 Ｏ株式会社に照会をしたところ，同社は，「本件解雇は関東配電株式会

社及び日本発送電株式会社が実施したものであり，当社が実施したもので

はありません。また，関東配電株式会社及び日本発送電株式会社は昭和２

６年に既に解散しております。したがいまして，本件解雇に関しては，当

社は当事者としての立場になく，また，関東配電株式会社及び日本発送電

株式会社が解散して既に半世紀以上が経過していることから，当社として

意見を申し上げることはできません。」と回答している。 

(2) 日本国有鉄道関係 

ア 申立ての理由 

     （ア）申立人Ｂ１は１９４１年９月に日本国有鉄道に就職し，見習（試傭）

期間を経て，機関助士から機関士となり，小山機関区真岡機関支区に勤務

していた。 

しかるに１９５０年１１月１０日に「国鉄の機密を漏洩し，国鉄の運営

を阻害した」との理由で解雇した。これは思想信条を理由とした解雇で，

いわゆるレッド・パージである。 

レッド・パージは思想・良心の自由を侵害する憲法違反のものであると

ころ，その無効を宣言し，申立人Ｂ１の名誉を回復する必要がある。また

レッド・パージにより職を失い困窮した生活を送らざるを得なくなった。

このような生活困窮について国に対し相当の補償をすることを求める。 

（イ）申立人Ｂ２は１９４０年１０月に日本国有鉄道に就職し，駅手として

川越線武蔵高萩駅で働くようになった。その後，国鉄教習所による研修を

経て，熊谷駅で勤務していた。 

しかるに１９５０年１１月１５日に具体的な理由を明らかにされるこ

となく解雇を通告された。これは思想信条を理由とした解雇であり，いわ

ゆるレッド・パージである。 

レッド・パージは思想・良心の自由を侵害する憲法違反のものであると

ころ，その無効を宣言し，申立人Ｂ２の名誉を回復する必要がある。また

レッド・パージにより職を失い困窮した生活を送らざるを得なくなった。

このような生活困窮について国に対し相当の補償をすることを求める。 

イ 解雇者側の回答 

（ア）解雇者側の現在までの組織変更 
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解雇者は，日本国有鉄道法に基づき１９４９年６月１日に発足した公共

企業体である。それ以前は国営事業として運輸省鉄道総局が経営を担って

いた。 

その後，日本国有鉄道はいわゆる国鉄分割民営化によって，１９８７年

４月１日，地域別の６つの旅客鉄道会社に分割された。また同時に日本国

有鉄道は，固定資産売却益による長期債務償還や余剰人員の再就職促進な

どを行うことを目的として日本国有鉄道清算事業団に移行し，その業務に

あたることになった。同事業団は１９９８年１０月２２日に解散となり，

日本鉄道建設公団がその業務を引き継ぎ国鉄清算事業本部が組織された。

その後，２００３年１０月１日独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援

機構にその業務が引き継がれて現在に至っている。 

よって本件で問題となるのは独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援

機構及び「小山機関区」「熊谷駅」を取り扱っているＱ株式会社というこ

とになる。 

（イ）解雇者側からの回答 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構からは，①申立人Ｂ１が

１９４１年９月１日に小山機関区庫内手として試傭され，１９５０年８月

１日まで勤務していたとの記録はあるが，退職発令の記録はないとのこと

である。また解雇の理由，またその解雇について外部からの指示があった

かどうか，などについては不明であるという回答であった。また②申立人

Ｂ２が１９４０年１０月２１日に武蔵高萩駅の駅手として試傭され，その

後，熊谷駅改札掛として勤務していたとの記録はあるが，１９５０年１０

月３１日に解雇されたこと，またその解雇理由，その解雇について外部か

ら指示があったかどうかなどについては不明であるという回答であった。 

他方Ｑ株式会社からは「Ｑ株式会社は関連法に基づき，日本国有鉄道と

は別個の企業体として発足し，その社員は新規採用したものであるのであ

って，日本国有鉄道の使用者たる地位は承継していないとの回答がなされ

ている。 

(3) 中央気象台関係 

ア 申立ての理由 

      申立人Ｃは１９４６年中央気象台（その後，１９５６年７月１日，中央

気象台は気象庁に昇格した。）有線通信課に技術職員として採用され，１

９５０年には気象通信所に勤務していた。 

しかるに１９５０年１１月７日，免職通知により解雇された。その辞令
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書では「共産主義の同調者で公務上の機密を漏洩し公務の正常な運営を阻

害する等秩序をみだる虞れがあり公務員として適格を欠く」とされていた。 

レッド・パージは思想・良心の自由を侵害する憲法違反のものであると

ころ，その無効を宣言し，申立人Ｃの名誉を回復する必要がある。またレ

ッド・パージにより職を失い困窮した生活を送らざるを得なくなった。こ

のような生活困窮について国に対し相当の賠償をすることを求める。 

イ 解雇者側の回答 

  気象庁（元「中央気象台」）に対する照会の回答では，申立人Ｃは１９

４６年４月２日に雇用され，雇用の終了した日は１９５０年１１月２日で

あるとされている。 

また，申立人Ｃの退官の理由については，「本人から提出された退官願

には，「今度家事の都合により退官したいので御願い致します」となって

います」と回答している。 

そして，申立人Ｃが「共産主義の同調者で公務員として適格を欠くもの

と認める」として免職された旨を主張していることについて照会したとこ

ろ，「事実関係の確認はできません」との回答がなされた。 

そして，気象庁からは，退職に至るまでの手続について，「所定の手続

により行ったものと判断されます」との回答がなされており，気象庁とし

ては適法に依願免職となったと理解しているとのことであった。 

(4) 都立高校関係 

  ア 申立ての理由 

  申立人Ｆは，１９４３年１０月１日から都立Ｕ１高等学校（就職時は都

立Ｕ２高等女学校）に勤務していた。 

  ところが，１９５０年２月１３日，突然，学校長より解雇を言い渡され

た。いわゆる「レッド・パージ」である。 

  思想信条の自由は憲法で保障されているのに，その思想信条を理由に，

解雇され働く場を奪われたのは違憲・違法である。 

  そこで，人権救済を申し立てる。 

イ 解雇者側の回答 

  東京都教育委員会は，当連合会からの照会に対し，申立人Ｆの履歴書が

ないため，東京都に任用された年月日，東京都に解雇されたまたは退職し

た年月日，本件解雇の告知の有無，解雇の理由，解雇の背景事情，解雇に

対する今後の対応予定について，いずれも不明と回答した（２００８年３

月７日付け回答）。 
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(5) Ｖ２株式会社関係 

ア 申立ての理由 

      申立人Ｄは１９４６年１月８日にＶ１株式会社（１９５０年１２月から

Ｖ２株式会社）に入社し，勤務していたが，１９５０年７月２７日，なん

ら理由を示されることなく突然解雇を言い渡された。いわゆるレッド・パ

ージである。 

レッド・パージは思想・良心の自由を侵害する憲法違反そのものである

ところ，その無効を宣言し，申立人Ｄの名誉を回復する必要がある。また

レッド・パージにより職を失い困窮した生活を送らざるを得なくなった。

このような生活困窮について国に対し相当の賠償をすることを求める。 

イ 解雇者側の回答 

Ｖ２工業株式会社を合併したＶ３株式会社からは，合併前後の資料は保

管しておらず，関係者も在籍していないため，事実関係を把握できない，

との回答がなされている。 

(6) Ｚ１株式会社関係 

     ア 申立ての理由 

   申立人Ｅは１９４６年Ｚ１株式会社亀戸工場に入社し庶務課給与係とし

て勤務していた。１９５０年６月ころ，大量解雇があったので，活動を支

えるため同年８月に共産党に入党した。そして亀戸工場の門前で申立人Ｅ

がレッド・パージに関するビラを配布したところ，工具課に配転された。

その後，上司から「党員名簿に載っているので，これ以上かばいきれない

と言われた。申立人Ｅは１９５０年１０月末に解雇された。いわゆるレッ

ド・パージによる退職である。 

レッド・パージは思想・良心の自由を侵害する憲法違反のものであると

ころ，その無効を宣言し，申立人Ｅの名誉を回復する必要がある。またレ

ッド・パージにより職を失い困窮した生活を送らざるを得なくなった。こ

のような生活困窮について国に対し相当の賠償をすることを求める。 

イ 解雇者側の回答 

Ｚ１株式会社の労政人事部からは①申立人Ｅについての「業務上都合」

によるとは「リストラ等企業の合理的運営上の必要性による解雇」が実施

されたときの記載表現で，これがレッド・パージによるのか否か不明。②

退職理由の記載は当社の自主判断で，日本経営者団体の指導に基づいたも

のではない。③レッド・パージによる解雇かは不明であり，仮にレッド・

パージによるものであったとしても，連合国最高司令官の命令によるから，
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当社が名誉回復を図るべきものではない，という回答であった。 

 

第２ レッド・パージの歴史的経過と政府の対応 

１ 本件の論点とレッド・パージの経過 

(1) 本件においてレッド・パージの歴史的経過を再確認する意義と必要性 

 本件は，レッド・パージによる解雇等の人権侵害について，国に対してそ

の救済措置を求める申立事件である。 

 「レッド・パージ」とは，戦後占領下の日本において，ＧＨＱの指示や意

向を受けて１９５０年後半を中心に行われた，共産党員及びその同調者の公

職や企業からの追放である，というのが一般的な理解の共通部分といえよう。 

 しかし，本件においては国の責任が求められており，日本政府のレッド・

パージについての責任根拠をどう考えるべきかという問題がある。また，本

件申立人の中には１９５０年２月に免職等を受けた者も含まれるが，この時

期の申立人に対する免職等がレッド・パージと言えるかというもう一つの問

題がある。 

 そこで，これらの点を明らかにするためには，１９４９年段階からの共産

党員等の追放がどのように行われたのかを，現在のレッド・パージ研究水準

を踏まえて確認し，その歴史的経緯の中に申立人らの解雇等を位置づける必

要がある。それは同時に，１９４９年から１９５０年にかけてのレッド・パ

ージ全体の中で，日本政府自身が，単にＧＨＱの指示・指令に従ったという

にとどまらず，ＧＨＱの意向を受けつつ，あるいはＧＨＱと共同して，日本

政府自身の反共政策に基づく積極的な選択を行い，これを遂行したという部

分が，相当に重要な位置を占めていたことを明確にすることにもなる。 

 そこで，以下本節では，これらの点を明らかにするため，多少長文になる

が，レッド・パージの歴史的経過を記述することにする。 

(2) １９４９年から１９５０年前半までのレッド・パージの問題点 

 典型的かつ明瞭なレッド・パージとしては，１９５０年５月３日に連合国

最高司令官マッカーサーが，日本共産党を破壊的活動を行う政党として公然

と非難し，断固たる措置をとる等との声明を発し，同年６月以降共産党中央

委員の公職追放，アカハタの発行停止等を吉田首相宛書簡で次々と指令し，

日本政府もこれを推進して，その後公務や民間企業から大量の共産党員，同

調者等が追放されていった過程が，その中心をなすものであり，また，共産

党員ないしその同調者であるがゆえの追放であったことが史実としても明瞭

である。 
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 しかし，今日のレッド・パージ研究においては，その前の１９４９年の行

政整理・企業整備といわれる行政機関・民間企業の大規模な人員整理の中で，

レッド・パージはすでに開始されていたと見るのが，むしろ一般である。た

だ，１９４９年段階においては，１９５０年のマッカーサーの声明や指令及

びこれを受けた政府の措置等に比べれば過渡的性格を有し，また，共産党員

等だけを対象にしたものではない大量の人員整理の中に含めて行われた等の

ため，当該解雇等がレッド・パージとして行われたものかどうか，一義的に

明らかとは限らないという問題がある。 

 本件の申立人Ｆは，１９５０年２月に教育機関から免職の措置により追放

されたというケースである。したがって，その免職等のレッド・パージとし

ての人権侵害性を判断するためには，１９４９年段階の政治・経済状況とそ

こでのＧＨＱや日本政府の対共産党政策を踏まえ，行政整理・企業整備など

のレッド・パージとしての意図と性格を確認しながら，その過程の中に本件

免職等を位置づけてその性格を明らかにする必要がある。 

 それは同時に，日本政府がレッド・パージの初期の段階から，これに積極

的に関わり，推進する役割を果たしていたことを明確にすることにもなる。 

２ レッド・パージの全体像 

(1) レッド・パージの全体像と段階 

 今日の研究では，レッド・パージを１９４９年の行政整理・企業整備の中

で行われた共産党員等の職場からの追放も含めて捉えるのが一般であるが，

その代表的なものとして次の捉え方がある。 

   ア 明神論文①（９５頁） 

 １９４９年の行政整理・企業整備と１９５０年のレッド・パージの中間

に，教員のレッド・パージが位置する。行政整理・企業整備が事実上のレ

ッド・パージをその内に含んだ人員整理と特徴づけられるのに対し，教員

レッド・パージは事実上のレッド・パージと特徴づけることができる，と

する。 

   イ 三宅『レッド・パージ』（２６～４６頁） 

 １９５０年夏以降のレッド・パージに先立って，１９４８年末から５０

年にかけてまず軍関係で公然と，ついで行政整理・企業再建整備の中では

暗黙裡に，そして教員に対しては半ば公然とかつ組織的に，レッド・パー

ジが行われたとし，早い時期からの米軍雇用労働者関係のものを付加して

いる。 

   ウ 平田『史的究明』（２１～２２頁） 
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   ・ 第１段階―１９４９年４月行政機関職員定員法制定に始まる行政整

理，及び経済安定九原則等に基づく企業整備において，一般的な人員整

理の中に含めて行われたパージ。 

   ・ 第２段階―１９４９年９月から１９５０年春にかけて，共産党員等を

狙い撃ちにした公立学校教員のパージで，大学教員のパージもこの段階

に含めることができる。 

   ・ 第３段階―マッカーサー書簡に基づく１９５０年７月のマスコミ関係

から同年１１月まで行われた，広範囲の直接的なレッド・パージ。 

(2) レッド・パージの結果の概要 

 以上のようなレッド・パージによって，公務や企業から追放された共産党

員やその同調者の人数は，とくに企業整備による部分が把握しにくいことか

ら特定が難しいが，少なくとも３万人前後には及んだということができる。 

 その内訳の概要は，次のとおりである。 

   ア 行政整理では，国家公務員１４万６６５７人（うち国鉄９万４３１２人），

地方公務員９２８４人の合計１５万５９４１人が人員整理の対象とされ，

そのうち共産党員・同調者は，国家公務員９２８０人（うち国鉄２５９１

人），地方公務員１６５０人と集計されている（諸資料の平田『史的究明』

４４頁のまとめによる）。 

    企業整備では，主な企業４３社で５万７７２５人が人員整理の対象とさ

れ，うち共産党員２６１６人，同調者５２９人（実施期間は１９４９年２

月～５０年９月）という統計がある（『資料労働運動史・昭２５』１０７

９頁）。なお，１９４９年２月から１２月までの企業整備対象人員は，同

年７～９月をピークに８８１４事業所４３万５４６６人というデータがあ

り（労働省編『労働行政史・第２巻』１９６９年・労働法令協会５０９頁），

そのうち約２万人程度は共産党員・同調者だった可能性がある。 

   イ 教員のパージにおいて，辞職勧告を受けた教員は総計約１２００人とさ

れる（明神論文③３６～４７頁，三宅『レッド・パージ』３８頁）。 

   ウ １９５０年のレッド・パージにおいては，民間１万１８９３人，公務員

１１７７人の合計１万３０７０人以上とまとめられている（三宅『レッド

・パージ』６～１２頁）。 

(3) レッド・パージの戦後史における位置づけ 

 以下では，歴史的経過を追って，レッド・パージの具体的内容と特質を述

べるが，その前に，これを鳥瞰するため，著名な政治学者がレッド・パージ

の時代に近接する時期に著した代表的著作を引用しておく（岡義武編著『現

shiga206
テキストボックス
※本勧告書は、ホームページへの掲載に際して、申立人や相手方を含む関係者氏名等の標記を加工しております。



 

- 12 -

代日本の政治過程』（岩波書店，１９５６）所収の岡義武執筆部分「現代日

本政治における外圧・反応」１６～３４頁）。 

 「日本の非軍事化および民主化を目標とした以上の初期占領政策は，客観

的にはある程度において進歩的意義をもったものであり，その限りにおいて

この時期の占領軍は解放軍的役割を荷っていたということができる。占領政

策の直接的および間接的結果としてもたらされた変革を当時の世上では一括

してしばしば『民主革命』の名でよんだのも亦，それを物語るものである。

‥‥‥けれども，占領政策はその後やがて徐々に修正され出すようになった。

その原因の一つは，戦後世界政治の変動の中に求めることができる。第二次

世界戦争下においてアメリカ，イギリスとソ連邦との間にはすでに鋭い反目

がしばしば露呈したが，それは戦後には米ソ両国の対立に集中的に表現され

た形で発展するにいたり，しかも，急激に深刻の度を加えるばかりでなく，

その対立面は地域的にも拡大することになった。‥‥‥つぎに第二の原因は，

以上のことと関連する。戦後わが国には労働者運動が急激に高揚をみること

になったが，これは一つには，前述のように占領軍による日本民主化の諸措

置によって助成されたものであるが，なお一つには戦後のわが国の経済情勢

によって大きく助けられたのであった。すなわち，戦後わが国内に現出する

にいたった烈しいインフレーションは勤労大衆の生活を甚だしい逼迫に陥れ

るにいたり，そのことは労働組合の広汎かつ急速な結成に拍車をかけること

になった。しかもこのような経済情勢の中にあって進展する組合運動は急進

的色彩を帯びることになり，それにともない組合運動に対して共産党が大き

な指導力または影響力を獲得することになった。‥‥‥労働者運動が示すに

いたった以上のような様相は，支配層を恐怖させたばかりではない。アメリ

カの占領政策も亦次第に反共的方向をあらわにすることになった。」 

 その後この方向性のもと，１９４７年から１９４９年にかけて，２．１ゼ

ネスト禁止命令，政令２０１号制定，団体等規正令の制定などによる労働運

動や共産主義に対する規制が導入され，それと並行して日本経済の早期自立

を目的とした経済九原則やドッジ・プランに基づくデフレ政策が強力に推進

された。 

 ドッジ・プラン等の遂行のための施策として１９４９年に行われた大量の

人員整理が，公的機関における行政整理と民間における企業整備であるが，

この「政府，民間を通じてなされた減員にあたっては，共産党系の労働組合

員の解雇がこの機会をとらえて行われた。‥‥‥行政整理と企業整備との進

行はかくして組合運動における共産主義勢力の大幅退潮をもたらすことにな
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った。」 

 「以上のようにして，共産党は次第に困難な局面に陥ることになったが，

昭和２５年１月コミンフォルム機関紙に同党中央委員野坂参三の理論に対す

る批判が掲載されたことを契機として党内には一旦動揺が生じ，国際派，主

流派という分裂的対立が生れ，党の行動力はこれがために一旦少なからず弱

められた。それにもかかわらず，しかし，共産党の勢力はなお無視しがたい

ものがあった。このような中で，同年〔１９５０年―引用者注〕５月３日の

憲法記念日にマッカーサー元帥はメッセージを発し，‥‥‥翌６月に吉田首

相に書翰を送り，‥‥‥２４名の日本共産党中央委員全部を公職から追放す

るように指令した〔これらのメッセージ・書翰の内容は後述―引用者注〕。

そして，つづいて共産党機関誌『アカハタ』編集幹部１７名の追放，『アカ

ハタ』の３０日間の発行停止，ついでその無期発行停止を指令するにいたっ

た。その後法務府特別審査局（『特審局』）は団体等規正令によって共産党

系の全国労働組合連絡協議会（『全労連』）中央本部の解散を命じ中央本部

を構成する幹部１２名を同政令にもとづいて公職から追放した（８月）。し

かも，マッカーサー元帥の以上の諸指令は，総司令部の意向に従って新聞社，

通信社，放送局，民間企業において広汎な『レッド・パージ』を行わせる端

緒となったのである。そして，ついで政府もまた，政府機関，公共企業体，

地方自治体および学校教職員に関して『レッド・パージ』を行うことを決定

し，１１月これを実施した。『レッド・パージ』は総司令部との連絡の下に

このように大規模な形において実現をみたのである。 

 世界政治における米ソ対立の激化を背景として，アメリカは以上のように

その占領政策を大きく修正し，そして，それにつれてわが国支配層に次第に

接近し，ひとり共産主義勢力といわずひろく労働者階級に対する関係におい

て支配層に支持を与えるにいたったのである。」 

３ レッド・パージに至る歴史経過 

(1) 戦後の日本共産党の活動再開と労働運動の高揚 

   ア １９４５年８月１４日，日本はポツダム宣言を受諾し，同年９月２日，

降伏文書に調印した。日本の占領政策を担ったＧＨＱは，占領の当初は軍

国主義者の公職追放など軍国主義を廃し，婦人解放，労働組合結成奨励，

学校教育民主化その他の民主化政策を推進した。同年１０月１０日には治

安維持法下で拘束されていた日本共産党の幹部ら政治犯約３０００人が釈

放され，同党の社会的・政治的活動が公然と開始され，同年１２月には第

４回大会（再建大会）が開催された。 
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     なお，この間の同年１０月，ＧＨＱから憲法改正が政府に示唆され，憲

法改正作業が開始されるが，翌１９４６年２月には天皇の地位，戦争の放

棄，封建制度の廃止等を原則とするマッカーサー草案がまとめられ，その

後日本政府案が作成されて，国会で審議の後同年１１月３日に公布される

に至った。 

   イ 敗戦後の日本国民は，食糧不足と激しいインフレによる生活の逼迫を強

いられていた。その中で，労働組合の結成が急速に進み，やがて労働運動

が急進的色彩を帯びる過程で，日本共産党が次第に大きな指導力・影響力

を獲得していくこととなり，１９４６年４月に行われた衆議院議員総選挙

では５議席を得るに至った。 

 このような労働運動と共産党の影響力の広がりに対して，アメリカの占

領政策には早くも方針転換が現れ始めた。たとえば同年５月１９日にいわ

ゆる「食糧メーデー」が皇居前広場に２０万人を集めて開催され，大示威

行進，首相官邸包囲がなされる等の事態に対し，マッカーサーは翌２０日

「暴民デモを許さない」旨の声明を発表して，労働運動に対する批判的態

度を明らかにし始めている（吉田茂『回想十年 第二巻』（新潮社，１９

５７）２６４頁参照）。 

 しかしその後も労働運動は高揚を続け，同年８月にはまず日本労働総同

盟（総同盟）が，続いて共産党色の強いとされる全日本産業別労働組合会

議（産別会議）も結成され，同月以降，国有鉄道労働組合総連合会（国鉄

総連合）や日本海員組合の争議，産別会議の「１０月攻勢」，全官公庁労

働組合連絡協議会（全官公）の共同闘争などが続き，それはやがて吉田内

閣打倒を標榜する政治的色彩をも濃くしつつ，翌１９４７年２月１日のゼ

ネストへと向かうこととなった。 

(2) 対日占領政策の転換―反共の防壁 

   ア このような労働運動の高揚と共産党の影響力の拡大に対し，政府もＧＨ

Ｑも対決姿勢を明確にし，１９４７年１月吉田首相はその年頭所感におい

てこれらを「不逞の輩」と非難し，「彼らの行動を排撃せざるを得ない」

と述べ（吉田・前掲書２６６～２６７頁参照），そして２．１ゼネストに

対して，１月３１日マッカーサーは中止指令を発するとともに，その声明

において，「かくも致命的な社会的武器を用いることを許し得ない」とし

たのであった。このゼネスト中止によって，労働運動も混迷を余儀なくさ

れ，その後，全逓信労働組合を中心とする官公労働者のストライキの実施

とその禁止命令という経過を経て，１９４８年７月３１日，芦田首相宛の
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マッカーサー書簡に基づき，公務員の団体交渉権・争議権を否定した政令

２０１号が公布・施行されるに至るのである。 

 なお，その後この政令２０１号を受けて，同年１１月国家公務員法改正，

同年１２月日本専売公社法・日本国有鉄道法・公共企業体労働関係法の制

定（専売・国鉄を公社化し，職員の団体交渉権は認めるが争議権を否定す

るもの），１９５０年１２月地方公務員法制定と，公務員・公共企業体の

団体行動権制限法制が整備されていくことになる。 

   イ このようなアメリカの対日政策の変更は，国際情勢の反映でもあった。

すなわち，すでに第２次世界大戦中からアメリカ・イギリスとソ連との間

には反目が露呈していたが，１９４６年３月のイギリス首相チャーチルの

鉄のカーテン演説でその対立関係は公然たるものとなり，１９４７年には，

３月のトルーマン・ドクトリン（共産主義封じ込め政策），６月のマーシ

ャルプラン（ヨーロッパ復興計画）発表により，アメリカの対共産主義政

策が明確化される。他方，同年１０月にはソ連を中心にコミンフォルム（欧

州共産党情報局）が設置され，１９４８年４月にソ連のベルリン封鎖，８

月には朝鮮民主主義人民共和国樹立など，共産圏が形成され，その後，１

９４９年４月北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）発足，同年１０月中華人民共

和国成立，ドイツ民主共和国成立など，東西冷戦体制が強固に形成されて

いくことになる。 

     その過程で，１９４８年１月には，アメリカのロイヤル陸軍長官が「日

本を自立化させ，極東における全体主義的脅威（共産主義）に対する防壁

とする」旨を述べたが（同月 8 日付け朝日新聞），これはアメリカの対日

政策の基本を明確に表現したものであった。その後同年７月前記政令２０

１号の制定後，ＧＨＱの経済・労働政策は，同年１１月の賃金三原則，１

２月の経済安定九原則で賃金・物価・金融抑制等による日本の自立復興を

求めるものとして明確化され，その具体化として翌１９４９年３月のドッ

ジラインの発表によりインフレ抑制策（デフレ政策）が徹底されることと

なった。このため，中小企業における解雇，賃金遅配，倒産などが相次ぎ，

大企業においても合理化が推進された。これが，官公労働者に対する行政

整理，民間企業における企業整備として，大規模な人員整理へと展開して

いくことになる。 

     レッド・パージはまず，その人員整理の中で行われていく。 

４ 行政整理・企業整備の中でのレッド・パージ 

(1) 第三次吉田内閣の反共政策 
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 前記のようなアメリカの対日政策の転換の中で，日本側においても，労働

運動の高まりと共産党・共産主義の拡大を抑圧する強硬な方針が検討され，

実施されていくことになる。 

 １９４９年１月の衆議院議員総選挙では，日本共産党が一挙に躍進して３

５議席を獲得した。これに対し，２月１６日成立した第三次吉田内閣の就任

談話において吉田首相は，経済安定九原則の忠実な実行と反共・治安対策を

内閣の基本方針にすえることを宣言した。具体的には，アメリカの非米活動

委員会に類した「非日活動委員会」の設置，共産党の違法な反税闘争排除の

方策立案，教員の共産主義的活動の取締り，行政整理の断行などを挙げてい

る（同月１７日付け朝日新聞・読売新聞）。 

(2) 団体等規正令の制定 

 １９４９年４月４日，勅令第１０１号「政党，協会その他の団体の結成の

禁止等に関する件」を改正し，団体等規正令が公布され，即日施行された。

同規正令は，新たに目的規定を設け，「秘密的，軍国主義的，極端な国家主

義的，暴力主義的及び反民主主義的な団体の結成及び指導並びに団体及び個

人のそのような行為を禁止する」ことを規定した。すなわち，「反民主主義

的な団体」を追加したことが眼目であり，これについて吉田首相は回想録の

中で，「政治団体たる共産党そのものを対象とする」ものであると述べてい

る（吉田・前掲書２７２頁）。この改正は，法務府特別審査局（特審局）の

吉河局長とＧＨＱ民政局（ＧＳ）公職課長ネピアとの間での検討を経た上で

行われたものであり（GHQ/SCAP Records GS(A)-00666，明神論文④１７３頁），

占領政策の規制の対象が，軍国主義者から共産主義者へと転換する転機とな

ったものであった。 

 当時共産党は，団体等規正令に反対の立場をとってはいたが，他方で一般

党員の氏名等の届出には応じるという態度をとっていた。その結果１９５０

年３月現在で１０万８６９２名の党員が特審局に届出された。この届出が，

レッド・パージの対象者を選定する際に利用されたといわれている。 

(3) ＧＨＱの反共政策の表明 

   ア １９４９年５月３日，マッカーサーは日本国憲法施行２周年記念日に当

たり，日本国民に寄せたメッセージの中で，「人間の英知にそむき個人の

尊厳を冒し，個人の自由を抑圧するもろもろの概念が破壊的な力をもって

侵入することを不断に警戒し，もって公共の利益の擁護に当ることを切に

要望する」と述べ，共産主義に対する警戒を呼びかけた（同日付け朝日新

聞・読売新聞）。 
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   イ さらにマッカーサーは，同年７月４日，アメリカの独立記念日に際して

の声明を発し，その中で，初めて直接共産主義を名指しにし，共産主義は

「国家的および国際的民権はく奪運動として出現」したのであり，「かか

る運動に対し法律の効力，是認および保護をこんご与えるべきや否やの問

題を提起する」と述べ，日本の国民は共産主義の脅威を十分に理解してお

り，共産主義の「東進を食止め，南進を阻止する有力な防壁」であると位

置づけた（同日付け朝日新聞・読売新聞）。これは，暗に共産党の非合法

化の可能性を示唆したものとされる（明神論文④１７４頁）。 

   ウ 同年７月１９日，ＧＨＱ民間情報教育局（ＣＩＥ）高等教育顧問のイー

ルズは，新潟大学開学式の祝辞の中で，共産主義者たる教授の大学からの

追放，学生ストライキの排撃，スト学生の追放の演説を行った。これは，

ＣＩＥ局長ニュージェントがイールズの開学式出席を準備し，かつ，その

祝辞の内容についても事前にニュージェントの承認をとって行われたもの

であった。したがって，このイールズ発言は，「レッド・パージを公然と

言明したＧＨＱ最初の公式声明」である（明神論文④１７４頁）。 

     イールズはその後，１１月８日の徳島大学から翌年５月１９日の岩手大

学に至るまで，半年間に２７の国立大学で同趣旨の講演をしている。そし

てこれを受ける形で，弘前大学，山形大学，新潟大学，富山大学，茨城大

学，山口大学，佐賀大学などで教員の辞職勧告が行われ，また旧制学校か

ら新制大学への切換えの際の任用の拒否という形で，事実上のパージが行

われた。そこには文部省の大学執行部に対する行政指導が介在しており，

また佐賀大学のように教授会がパージを認める決議をしたところもあった

（平田『史的究明』１１０～１８２頁）。 

なお，このイールズ講演に対しては，学問の自由，思想の自由を守る立

場から大学人・学生による反イールズ運動が起こり，同年１０月には学術

会議の決議，南原繁東大学長声明，全国大学教授連合の声明等が続いたほ

か，翌年にかけてイールズの講演会が中止される例なども生じた（平田・

同上）。 

(4) 吉田内閣の反共政策の明確化 

   ア 前記１９４９年７月４日のマッカーサー声明に対し，吉田首相は即座に

対応を開始した。吉田首相は，この声明を，共産主義の「非合法化に関す

る総司令部側からの最初の示唆が，公式の形をとって与えられた」（吉田

・前掲書２７５頁）もの，「団体等規正令に現われた占領政策の方向，す

なわち，共産主義を法的に否定せんとする態度を，一段と明白にしたもの」
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（同２７６頁）と受け取り，早速これを歓迎する旨の談話を発表し，具体

的措置について法務府等で研究することとした（明神論文④１７４頁）。 

 なお，与党民自党は「共産党は暴力革命によって自己の独裁をはからん

とするものであり，反共戦線の統一を期する」とし，野党民主党も「共産

党の暴力に対しては断固闘うべき決意を新たにした」と発表している（同

月５日付け朝日新聞・読売新聞）。 

  イ ところで，マッカーサー声明と同日の７月４日は，国鉄が行政機関定員

法に基づく第１次人員整理３万７００人の通告を開始した日であり，その

翌５日に下山事件が発生し，同日東芝が４６００人の人員整理を発表，民

間企業の企業整備も始まり，同月１２日国鉄の第２次人員整理６万３００

０人の通告開始，同月１５日三鷹事件発生という，騒然とした世情が続い

た。そして下山事件，三鷹事件及び後の松川事件は，当時いずれも共産主

義者らの謀略だとの見方が広がり，現に三鷹事件・松川事件では多数の共

産党員らが逮捕・起訴された（後に無罪が確定する。）。 

    このような状況の下，同月１６日には吉田首相が総理大臣声明を発表し，

国民に対し，人員整理の断行を表明するとともに，現下の社会不安は「主

として共産主義者の扇動によるものである」とし，「彼らは盛に流言を飛

ばし，直接行動だの人民革命などとふれまわって民衆をおどかしている。

虚偽とテロが彼らの運動方法なのである」等と口を極めて共産主義者を非

難し，その排撃を訴えた（同月１７日付け朝日新聞・読売新聞）。 

    後述の公務員のレッド・パージ計画が閣議決定されるのは，その直後の

７月２２日のことである。 

(5) 行政整理とレッド・パージ方針の決定 

   ア 経済安定九原則やドッジラインの実施として，緊縮財政と自立復興が求

められる中，１９４９年２月２５日，「行政機構刷新及び人員整理に関す

る件」閣議決定され，また「行政機構刷新要領」が閣議了解されて，行政

機構の刷新と人員整理を内容とする行政整理を６月１日から実施すること

とされた（同年２月２６日付け朝日新聞・読売新聞）。そしてこれに基づ

き，行政機関職員定員法案が同年５月４日閣議決定され，同月３１日成立

し，６月１日施行された。これは，政府関係職員２８万人余，地方公共団

体職員１３万人余の合計４２万人余の整理を予定したものであった（『日

本労働年鑑・２３集』７８０頁，平田『史的究明』４３頁）。 

 なお地方公共団体に関しては，これに先立つ同年４月１３日，「地方公

共団体の行う行政機構の刷新及び人員整理に関する件」が閣議決定され，
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都道府県と５大市の機構は３割程度，その他の市は２割程度を縮減する等

とされた（同月１４日付け朝日新聞，読売新聞）。次いで５月２４日の閣

議決定「地方公共団体の人員整理に関する件」では，人員整理の比率を現

業・非現業別に特定し，同月２６日付けの内閣官房長官・地方財政委員長

連名の通達では，定数条例の政府案まで付して，地方財政の健全化等のた

めに必要な人員の整理を自主的に実情に即して実施することを強く求めて

いる（同月２５日付け朝日新聞，平田『史的究明』４９～５０頁）。これ

らは，地方公共団体の行政整理が，国策として政府の強い指導ないし指示

のもとになされたことを示している。 

   イ そして，前記のようにＧＨＱ及び日本政府の共産主義排除方針が明確化

する中で，この行政整理に含めて，政府関係機関や地方公共団体からの共

産主義者の排除，すなわちレッド・パージが，ＧＨＱと日本政府の極秘の

合意に基づく同年７月２２日の閣議決定を経て，実行されたのである。 

     すなわち同月２１日，日本政府代表としての法務総裁とＧＨＱ代表とし

ての民政局公職課長ネピアとの間で会談がもたれ，政府関係機関から「共

産主義者とその同調者を追放する件」として，その追放を実行する計画を

吉田首相が閣議に提出する案が検討され，ネピアより承認された。そこで

は，「わが国の復興の重要な状況に鑑み，政府機関の公正，穏健かつ民主

的な運営を確保するため，下記アウトラインに従い，人員整理の計画を立

案し，決定する」として，閣議決定案が次のとおり確認されている（GHQ/SCAP 

Records GS(B)-00991，明神論文④１７４頁）。 

     「国家公務員（公共機関を含む），公共企業体（専売公社及び国有鉄道）

及び地方公共団体の職員で，日本共産党員（秘密党員を含む），同党の同

調者及び協力者並びに共産主義を信奉しているとみられるすべての破壊的

分子について，調査をし，一斉に解雇するための措置を実施すべきである。」 

   ウ 吉田首相は，さらに同年８月９日付けマッカーサー宛書簡において，「国

家再建のためのひとつの包括的計画」を提出し，「赤どもの破壊的策略に

たいし，政府が断固として恐れることなく政策を遂行する」決意を披露し

ている。その中で，当面の課題として，「政治的には，われわれはいまや

アジア大陸を席捲しつつある共産主義の流れを阻止しなくてはなりませ

ん」と提起し，この目的達成のために必要な政治上及び経済上の方策を提

言しているが，その政治上の方策５項目の冒頭には，「政府職員ならびに

教育機関から共産主義の影響力を抹殺すること」が明記されている。そし

て，「日本の地理的位置ならびに国民の特性からして，この国は共産主義
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の防波堤となり極東における安定勢力となりうると，結論して差しつかえ

ありません」と進言している（袖井林二郎編訳『吉田茂＝マッカーサー往

復書簡集 １９４５～１９５１』（法政大学出版局，２０００）２７１頁）。 

   エ この行政整理について，吉田首相は後に，「総司令部の示唆に従って，

官庁業務の正常な運営を害する虞れのあるものとして，赤色分子を併せて

解雇する方針を立てた。そして各官庁を督励して，該当者を一斉に調べさ

せ，その年の７月から９月に亘って，他の通常の被整理者と併せて，これ

らの分子を整理させたのである。それからさらに，地方の都道府県に対し

ても，政府の方式に倣って同様な措置を講ずるように勧奨した。」と述べ

ている（吉田・前掲書２８６頁）。 

     このように，行政整理は，「人員削減による国家支出の節約が表向きの

理由であったが，ＧＨＱの示唆に従って官庁業務の正常な運営を害するお

それのある『赤色分子』の追放の意味も含んでいた」（田中二郎他編『戦

後政治裁判史録①』４６６頁）こと，すなわちレッド・パージをも目的と

していたものであることが明らかである。 

(6) 行政整理の中でのレッド・パージの実態 

   ア 国鉄の行政整理とレッド・パージ 

 行政整理の最大の攻防戦となったのは国鉄であった。 

     国鉄においては，１９４７年６月国鉄総連合が解散すると同時に国鉄労

働組合（国労）が結成され，１９４９年６月からは国鉄が公共企業体に移

行していたが，当時国鉄においては，行政機関職員定員法に基づく行政整

理として同年５月末現在９万５０００人の削減が予定されていた（同年７

月３日付け読売新聞）。 

 これに対し国労中央委員会は，同年６月２６日反対のためのストを含む

実力行使方針を決定したが，しかし国鉄当局は，７月４日第１次人員整理

３万７００人の通告を開始した（同月５日付け読売新聞）。そして奇しく

もその翌５日下山総裁が登庁途中で行方不明になり，翌６日に轢死体で発

見されるという，いわゆる下山事件が発生した。さらに国鉄当局が同月１

２日に第２次人員整理６万３０００人の通告を開始し（同月１３日付け朝

日新聞），その直後の同月１５日，今度は三鷹駅構内で無人電車が暴走し

て構外に飛び出し，６人が死亡するいわゆる三鷹事件が発生した。さらに

８月１７日，東芝松川工場の労働組合が企業整備の解雇反対ストに入った

当日，東北本線松川・金谷川間で列車が脱線転覆し，乗務員３人が死亡し

たいわゆる松川事件が発生した。そして三鷹事件では１０名の共産党員ら，
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松川事件では２０名の共産党員・国労組合員・東芝松川工場労組員らが逮

捕・起訴され，下山事件を含め，共産主義者やその影響下にある労働組合

の謀略的行動ととりざたされ，これに対する非難や恐怖が社会に一般化す

ることになった。なお，三鷹事件も松川事件も，後にいずれも無罪が確定

することになる（三鷹事件では，非共産党員１名の単独犯行とされた。）。 

 国鉄当局は，この行政整理の一環として同年７月国労中央闘争委員会の

共産・革同派１７人を免職とし（国鉄労働組合編『国鉄労働組合５０年史』

（労働旬報社，１９９６）２９頁），これによって国労中央闘争委員会は

分裂，以後民主化同盟（民同）系が組合の主導権を握ることになる。そし

てこの国労執行部の混乱と，下山事件・三鷹事件さらには松川事件の続発

する騒然とした世情の中で，国鉄の大量の行政整理は予定どおり実行され

たのであった。国鉄職員の行政整理の人員は９万４３１２人，うち共産党

員及び同調者２５９１人とされている（『資料労働運動史・昭２４』１０

０７頁，平田『史的究明』４４～４６頁，及び同書に引用されている法務

府特別審査局「昭和二五年八月 所謂特殊官庁グループに関する報告」）。 

   イ その他の国家公務員等の行政整理とレッド・パージ 

 行政整理によって解雇された者は国鉄以外の政府関係機関１２省庁で５

万２３４５人，これらの機関を含む国家公務員等（各種公団を含む。）の

共産党員等の解雇者は６６８９人というデータが残っている（同上各資

料）。この共産党員等の解雇者のデータは，前記法務府特別審査局（特審

局）の作成資料によるものであるが，各機関別にＡ，Ｂ，Ｃに区分された

人数が記載されており，Ａは共産党員，Ｂは同情的協力者，Ｃは容共分子

を指すものと推察されるという（平田『史的究明』４６頁）。これによる

と，共産党員等の解雇者の多い主な機関としては，電気通信省２３８８人，

公立学校１５８３人，郵政省１４５０人，配炭公団２５８人などとなって

いる。なお，地方公共団体については，都道府県（５大市を含む。）９４

５人，市町村７０５人の合計１６５０人とされている。 

 そしてこの資料には，「かような行政整理が行われた結果，従来政府関

係各官庁内に結成されていた党細胞を始め，各労働組合内の分派は勿論の

こと，個々の党員や同調分子の大部分が，当該官庁内から排除されて各官

庁に対する共産主義的勢力の浸透が一応粛正され，‥‥‥各官庁内におけ

る共産主義的組織と活動の人的基盤の大部分は，右の行政整理によって破

壊され，一掃されるに至ったものといわざるを得ないものである」とのコ

メントが記載されている。特審局の勝利宣言とも解されよう。しかし他方
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でなお，相当多数の党員や同調者が残存していることも指摘されている（平

田『史的究明』４４～４６頁の記述による。）。 

 このように，特審局自らが，１９５０年の時点で行政整理の対象者のう

ち共産党員等のＡＢＣのランク付けをして調査集計し，前記のようなコメ

ントをしていることからも，日本政府が，共産党員及びその同調者等を把

握した上，行政整理に意図的に含ませて排除していたことが推認される。 

   ウ 地方公共団体における行政整理とレッド・パージ 

 地方公共団体の行政整理については，政府の政策として，前述のとおり

１９４９年４月以降数回の閣議決定によってその方針や整理の規模を定

め，通達を発してその実施を指示するなどしていた。そして各地方公共団

体は，それぞれの定数条例に基づいて人員整理を行った。 

 結果として行われた地方公共団体の行政整理の人数については，整理人

員９２８４人，うち「不当馘首者」（共産党員等）が１４１９人というデ

ータがある（天達忠雄編『講座地方自治体第４巻・自治体労働者』（三一

書房，１９６２）７１～７５頁）。もっとも，前記特審局資料によれば整

理・追放された共産党員等は１６５０人とされている（平田『史的究明』

４６頁）。 

 都道府県・市町村別のデータがある前記『講座地方自治体第４巻』によ

れば，東京都が整理人員２０００人（うち不当馘首者３３７人），京都市

が整理人員２４７人（うち不当馘首者１１３人），京都交通が整理人員１

２７人（全員不当馘首者），北海道が整理人員１００人（うち不当馘首者

５６人），神戸市が整理人員１３９人（うち不当馘首者４８人），などと

なっている。そして神奈川県は整理人員７０人（うち不当馘首者１８人），

横浜市は整理人員６８人（うち不当馘首者３０人）とされている（ただし，

この横浜市の人数は，後述「第３ 横浜市職員に関する事実認定及び判断」

で述べる人数とは正確に一致しない。）。 

   エ 地方公共団体の整理対象者リストの作成・指示 

 ところで，地方公共団体の行政整理については，政府から，単なる実施

の指示を超えて，具体的な整理対象者のリストが示されていたとみられる。 

 その端的な例として，横浜市の免職者１０人が提訴した訴訟の控訴審（東

京高裁，１９６１年９月１９日）で証人に立った石河京市元市長は，要旨，

①当時横浜市の職員は不足の状態で，人員整理の必要はなかった，②しか

し，占領軍の意向だとして政府から「これこれの者は好ましくないから市

において措置するように」と人名をあげて指示がきたので，結局その線に
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沿って免職処分をした，その指示は，その者の氏名，各人別の理由を付し

た名簿でなされた，③その理由は大体において共産党関係のことであった，

④指名された者の中に，市職員にしておけないという者はいなかった，⑤

指示の該当者は２１０人を超えていたが，最後は８０数人まで減らして実

施した，と証言している（横浜市従業員組合・横浜市復職期成同盟『横浜

市従レッド・パージのたたかい‥‥憤り，苦節，そして連帯の三十年』１

９８０年・３９頁，全国自治体関係不当解雇反対同盟『今日に続くたたか

いの軌跡―自治体レッド・パージ反対闘争四〇年の記録―』１９９０年・

３頁，東京都不当解雇反対同盟『闘いの火は消えない』１５２～１５３頁）。 

 また，１９４９年当時の香川県総務部長は，名古屋高等裁判所の事件で

の証人尋問（１９７２年４月１４日）で，自治庁からの使いの者により，

占領軍からの指令で公務員の中から共産党員ないしはそれに近い者を排除

することになったとして，ＡＢＣにランク分けされた県庁職員の氏名が書

かれた書面を渡されたこと，書面にはＡは共産党員であり，Ｂは共産党の

支持者であること，Ａは必ずやめさせることなどが書かれていたことを証

言している（全国自治体関係不当解雇反対同盟・前掲書４頁，東京都不当

解雇反対同盟・前掲書１５４頁）。 

 北海道では，ＣＩＣ（ＧＨＱ民間諜報局所属の対敵諜報部隊）総務課の

ムカイ准尉が百数十人のリストを提示して追放を指示し，道の人事課，部

局長が一人一人点検の上非該当者を確認して，ムカイ准尉等と折衝し，５

６人まで削減して定数条例により人員整理したとの，田中元知事らの証言

がある（高橋昭夫『証言・北海道戦後史』１９８２年・北海道新聞社２１

３～２１８頁）。 

 さらに，『大阪府職労三五年史』（１９８２年）や『山梨県職労働運動

史』（第１巻，１９７７年）にも，占領軍や協力者によって追放対象の共

産党員や支持者の名簿が作成されていたことが記載されている（平田『史

的究明』５３～５４頁）。 

 これらの事例から，政府やＧＨＱが関与してこのような整理対象者名簿

が作成され，地方公共団体に具体的な指示がなされていたことは，事実で

あると推認される。 

(7) 企業整備の中でのレッド・パージ 

   ア 企業整備の性格 

     「企業整備」とは，賃金三原則及び経済安定九原則に起因する民間企業

の大規模な人員整理・企業合理化のことである。行政整理が定員法に基づ
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く公務員労働者の大量解雇であったのに対し，企業整備は民間企業労働者

の大量解雇であり，行政整理が先行し，企業整備はこれに追随する形で行

われた。 

 その企業整備においてもまた，共産党員やその同調者の職場からの追放

が，その大量解雇に含めて行われた。すなわち，「たいていのところでは

共産党系の組合幹部が整理対象の中に含まれていた」（日本労働組合総評

議会編『総評十年史』（労働旬報社，１９６４）１５４頁）「民間企業と

公企業たるとを問わず，いわゆる赤色分子排除は〔１９５０年の〕レッド

・パージに先んじて，企業整備による人員整理という形で，かなり消化さ

れていた」（日経連三十年史刊行会編『日経連三十年史』（日本経営者団

体連盟，１９８１）２４４頁）。 

 前記のように，１９４９年７月４日マッカーサーのアメリカ独立記念日

の声明が共産主義の排除を明言し，吉田内閣が直ちにこれに呼応して，共

産主義者とその同調者を追放するための閣議決定や計画提言をし，かつ，

そのための行政整理を実行に移し始めていた。その過程の中で経営者側も

また，明確に共産党員の排除の方策をとるに至っていた。同年８月２０日

日経連は，下部団体・会員会社に対し，「当面の労働情勢に対応して経営

者のとるべき態度」なる文書を配布し，企業整備の実行等の統一を図り，

資本家経営の団結を要請した。その中では，「破壊分子を追いだせ」とし

て「経営内にある共産党員の排除こそまず第一に行うべきである」と明言

し，いままで「非協力者」として首が切れるかどうかが法規上問題であっ

たが「これの解答が今回の国鉄の人員整理によってあきらかになった」と

して，業務に対する協力の程度を重視し，正常な業務運営を阻害する行為

等を基準に排除できる，などとしている（同年８月２１日付け読売新聞，

『日本労働年鑑・２３集』８２７～８３０頁（なおこの資料では９月７日

付け文書として収録されている。））。国鉄の行政整理が範例とされてい

ることも注目される。 

 これらのことから，企業整備は，ＧＨＱ及び日本政府の意を受け，意識

的に共産党員及びその同調者の排除が行われたものということができる。 

   イ 企業整備の概要 

 労働省は，主要企業における１９４９年１月以降１９５０年９月までの

人員整理と共産党員等の排除状況を「昭和２５年１０月現在労働省調」と

して集計しているが，これによると主要企業４３社での整理対象者は５万

７７２５人で，そのうち共産党員は２６１６人，その同調者は５２９人と
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されている（『資料労働運動史・昭２５』１０７９頁）。 

 また，労働省編『労働行政史・第２巻』（労働法令協会，１９６９）５

０９頁によると，１９４９年２月から１２月までの各月ごとの企業整備に

よる整理人員数は，同年７月から９月までをピークとして，８８１４事業

所４３万５４６６人とされている。企業整備とは，これほどに大量の人員

整理であった。この中の共産党員等の数は不明であるが，極めて多数の共

産党員等がこの中に含まれていたと推定される。 

 なお，行政整理について特審局が共産党員等の追放対象者を個別に把握

していた（前述）のと同様，企業整備についても，前記のように労働省自

らが１９５０年当時に作成した『資料労働運動史・昭２５』の中で「整理

者中共産党員数」「同上同調者数」の統計をとっていることからして，企

業整備の中で共産党員及びその同調者の排除が意識的に行われていたこと

及びその内容を，政府自身が明確に認識・把握していたことが理解される。 

   ウ 企業整備の具体的内容 

 前記『資料労働運動史・昭２５』によれば，整理者中共産党員数の多い

のは，Ｚ１が整理人員５５５５人中３５５人，東芝電気が整理人員４５８

１人中２０２人，日本電気が整理人員３５６９人中２００人，日産自動車

が整理人員２０００人中４００人，トヨタ自動車が整理人員１６００人中

３５０人等である。 

 なかでも代表的なものとされる東芝電気の企業整備は，「１９４９年東

芝争議」とよばれる激しい労使対立の中で，他社に先立って実施されたも

ので，同年７月５日に前記４５８１人の人員整理の発表がなされ，同月２

８日に発表された地方工場多数の処分に伴う２１００人の人員整理を含め

ると，合計６６８１人にものぼる大量解雇であった。その人員整理基準で

は，「職務怠慢の者」「社規を紊す者」「会社業務に協力せざる者」など

が挙げられ，「赤い労連」とも言われた東芝労連の組合幹部や活動家を含

めて，その闘争力を打破するものとして企業整備が行われたと評されてい

る（平田『史的究明』６８～７０頁）。 

５ 教育機関におけるレッド・パージ 

(1) 教育機関からの共産党員ら追放の意図と性格 

 教育機関からのレッド・パージは，先に述べたように，レッド・パージ全

体の中で第２段階とも位置づけられ，その特徴として，行政整理・企業整備

に続いて１９４９年９月という早い時期から開始され，しかも行政整理・企

業整備とは異なり，共産党員ないしその同調者を特定して追放の対象にして
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いる点に大きな特徴がある。 

 吉田内閣の反共政策の中でも，教育機関からの共産党の影響力の排除は，

当初から特に重要な位置付けを与えられていた。すなわち，１９４９年２月

１６日第三次吉田内閣発足の首相就任談話においても，その反共・治安対策

の一つとして「教員の共産主義的活動の取締り」が挙げられ，同年８月９日

の吉田首相のマッカーサー宛書簡における「国家再建のための一つの包括的

計画」の中でも「政府職員ならびに教育機関から共産主義の影響力を抹殺す

る」ことが目的とされていた（前述）。「吉田にとって『教育機関から共産

主義の影響力を抹殺する』ということは，共産主義対策において念頭を離れ

ることのなかった課題であった」（明神論文④１７４頁）。 

 また，同年７月１９日のイールズの新潟大学における反共講演は，前述の

ように，レッド・パージを公然と言明したＧＨＱ最初の公式声明であったと

位置づけられるが（同論文），その追放の中心的根拠は，「共産主義者は考

えるべきこと，教えるべきことを本部から命ぜられるのであって，教えたり

研究したりする自由をもっていない」という点にあり，それは大学に限らず，

小・中・高校における共産主義教員の追放をも含意するものであった（平田

『史的究明』８０頁）。そして，イールズの活動に関連した大学教授の追放

もまた，前記教育機関からのレッド・パージの一環として位置づけることが

できる。 

(2) 公立学校教員のレッド・パージの概要 

 小・中・高校におけるレッド・パージは，１９４９年９月３０日の佐賀県

を皮切りに，１０月に３１府県，１１月に１２道県，１９５０年２月に東京

都などと続き，同年３月までに集中して，高知県を除く４５都道府県で実施

され，１１１３人以上，推定約１２００人の教員が強制的に追放された（明

神論文③３６～４７頁，明神論文④１７５～１７７頁）。この時期に集中し

て全国一斉に行われたのは，後述のように文部省が共産党員等の調査を行い，

極秘裏に全国教育長会議を開催して指示を徹底するなど，これを主導したか

らである。 

 教員のパージの方法については，一部，行政機関定員法や定数条例による

過員整理という位置付けがなされたケースもあったが，多くは一定の「不適

格基準」に基づく「教職不適格者」に対して辞職勧告をする，という方法が

とられた。そして辞職勧告に対して諾否の回答が求められ，受諾した場合は

依願退職となり，拒否した場合は官吏分限令を適用して休職処分となり，高

等官は２年，判任官は１年の休職期間満了により当然退職となるというもの
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であった。 

 前記不適格事由は各県ごとに定められたが，概ね，①職務不良，職務能力

低劣及び素行不良の者，②教育委員会，校長の指示に従わず学校運営に非協

力の者，③教育基本法８条２項に違反する者，という内容で共通しており，

①だけを理由にしたものは極めてまれで，多くは②と③を該当事由とされ，

③に眼目があったと評されている（明神論文②３０頁）。なお，教育基本法

８条２項は「法律に定める学校は，特定の政党を支持し，又はこれに反対す

るための政治教育その他の政治活動をしてはならない」というものである。 

(3) 教員のレッド・パージの遂行過程 

   ア １９４８年７月，学校教育法及び義務教育費国庫負担法の一部が改正さ

れ，１９４９年１月より，国庫が負担する教員数と給与の基準額を定め，

その半額を国庫が負担するという定員定額制が導入された。当時，公共事

業費や地方交付税の削減から地方財政には余裕がなく，各都道府県は，教

員の整理について検討せざるを得ない状況におかれた（明神論文②２０～

２２頁，平田『史的究明』８２頁，同年７月２１日付け読売新聞）。 

  イ １９４９年７月末以降，文部省は，各都道府県に，公立学校中の共産党

員及びシンパ・容共分子の調査と人数の報告を求めるなど，教職員レッド

・パージに向けての調査活動をスタートした（阿部彰「教育長天野利武論」

1982 年・大阪大学人間科学部紀要第８巻２８～２９頁，阿部彰『戦後地方

教育制度成立過程の研究』１９８３年・風間書房５４４・５７５頁，明神

論文④１７５頁）。 

ウ 全国秘密教育長会議（１９４９年９月７日，８日） 

 文部省（当時）は，１９４９年７月２２日の閣議決定の方針に基づき，

同年９月７日（東日本），９月８日（西日本），極秘に全国の教育長を招

集し，ＧＨＱの口頭の指示により教員レッド・パージの指示を行った。 

 この全国秘密教育長会議に出席した京都府教育長天野利武氏のメモによ

ると，この会議の内容は，次のようなものであった。 

 「文部省人事課長からの親展至急電報で招集された同会議は，文部大臣

官邸を会場とし（文部省に出張させバスで移動）三時間にわたり開かれ，

大臣，局長，人事課長から教員整理の具体的実施方策について，左のよう

な指示指導がなされた。」 

 「一，本措置は，ＧＨＱの口頭指示であり，directive ではないが，そ

れに相当するのでやらねばならない。ＧＨＱの指示云々について責

任ある者は一切口外してはならない。 
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  二，行政整理の枠内で行うが，それ以外の者は国家公務員法其他所定

の規定によって免職を実行する。最大多数を検討する（八月末から

実施を見込む）。 

  三，実施は事前に漏洩しないように平常事務遂行の態を以て実行する。 

  四，七月末日指示した調査はこれを行うための準備の意味を持ってい

る。 

  五，日本共産党は暴力的破壊的団体になりつつある。故に其党員やシ

ンパが，その色にあることは排除されなければならない。この趣旨

からすれば日本共産党を非合法正当として解散させれば一番よい

が，現在の段階ではそこまでいけない。したがって，党籍だけを持

つだけでは止めさせられないので，国家公務員法，教育基本法，其

他の条文に照らして少しでも抵触すれば罷免させるという手を用

いる以外に手はない。 

  六，排除の方法には困難があるが，ＧＨＱは断行の決意を有するから

やらねばならぬ。しかし，教育公務員法等があってやり難い。どう

してもやれぬ場合にはＧＨＱ自らやる。出来ぬ場合については，詳

細にその理由を附して文部省に申出る。 

  七，排除に支障をきたすことがあるといけないから，ＣＩＥに連絡す

ることは実施の直前にすること（ＣＩＥと本件とは無関係であ

る。）。教育委員にも，同様準備完了後に話をすること。一切の準

備が終わってから教育委員の危険分子は避けて，個別的に話をな

し，会議の時は多数決で行うこと。 

  八，府県知事に直接相談して府県の協力を求める。国警，ＣＩＣに相

談する場合にも内容は極秘にする。 

  九，辞職勧告によりやるのがよい。辞職勧告をする場合には充分根拠

を調べ，（理由を）出さねば時間をおかずして直ちに法律を適用し

て一方的に免職にしてしまう。休職でなく免職でなければならない

が，第一段階は休職処分でもよい。」。 

 この全国秘密委員長会議に先立つ７月末ころ，文部省は，あらかじめ該

当者の調査を都道府県に指示していた。 

６ 共産党に対する直接規制―幹部追放・アカハタ発行停止 

(1) 政府の共産党非合法化構想 

 ＧＨＱ側資料によると，吉田首相は１９５０年３月６日，マッカーサーと

の個人的会談で，共産党の解散をマッカーサーの権限でやってほしいともち

shiga206
テキストボックス
※本勧告書は、ホームページへの掲載に際して、申立人や相手方を含む関係者氏名等の標記を加工しております。



 

- 29 -

こんだ（共産党非合法化構想）。それに対しマッカーサーは，自分の権限で

することはできないが，国会が立法によって実施するならば反対はしないと

答えた（竹前栄治『戦後労働改革』１９８２年・東京大学出版会３６０頁）。 

 その後，共産党非合法化法案が準備されていたが，同年６月４日，皇居前

広場の米軍将兵に対する暴行事件の関連で，吉田首相が「共産党の非合法化

を考慮せざるをえない」と述べ，法務総裁も，共産党非合法化の問題は占領

政策の問題ではなく日本が自主的に行う問題であり，団体等規正令とは別に

非合法化法案の立法が必要である等と述べている。ただ，この構想は，直後

にマッカーサーによる共産党中央委員及びアカハタ編集責任者の追放指令が

なされたことにより，当面見送られたとされる（平田『史的究明』２０４～

２０５頁，同年６月５日付け朝日新聞）。 

(2) マッカーサーの憲法記念日の声明（１９５０年５月３日） 

 他方この間，ＧＨＱから，共産党の直接的規制と排除の意思が本格的に表

明されるに至る。 

 まず，マッカーサーは，同年５月３日の憲法記念日における声明で，共産

党は最近では「合法の仮面をかなぐり捨て，それに代って公然と国際的略奪

勢力の手先となり外国の権力政策，帝国主義的目的および破壊的宣伝を遂行

する役割を引受けたのである。同党が以上のようなことをやっていることは，

とりもなおさず同党が破壊しようとしている国家および法律から同党がこれ

以上の恩恵と保護をうける権利があるかどうかの問題を提起し，さらに同党

の活動を果してこれ以上憲法で認められた政治運動とみなすべきかどうかの

疑問を生ぜしめる」などと，党名をあげて公然と共産党を非難するとともに，

この反社会的勢力をどう処理するか急速に解決を迫られており，公共の福祉

を守り通すために必要ならば断固たる措置をとるべきことを明言した（『資

料労働運動史・昭２５』１０８１頁）。 

(3) マッカーサーの共産党中央委員追放書簡（１９５０年６月６日） 

 マッカーサーは，同年６月６日付け吉田首相宛書簡において，「真理を歪

曲し，大衆の暴力行為を煽動してこの平穏な国を無秩序と闘争の場所に変え，

これをもって代議民主主義の途上における，日本の著しい進歩を阻止する手

段としようとし，また日本国民の間に急速に成長しつつある民主主義的傾向

を破壊しようとしてきた。」かれらは「虚偽で，煽動的な言説やその他の破

壊的手段を用い，その結果として起る公衆の混乱を利用して，ついには暴力

をもって日本の立憲政治を転覆するのに都合のよい状態を作り出すような社

会不安をひき起そうと企てている。」として，日本政府に対し，共産党中央
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委員２４人全員の公職からの追放措置をとることを指令した（『資料労働運

動史・昭２５』１０８３頁）。 

(4) マッカーサーのアカハタ編集責任者追放書簡（１９５０年６月７日） 

 マッカーサーは，続いて翌７日付け吉田首相宛書簡を発し，日本における

代議民主政治が発展するために，真に自由で責任のある新聞の発達を奨励す

ることが，占領軍の諸政策のうちで最も根本的なものの一つであったが，共

産党の機関誌赤旗は，「共産党内部の最も過激な無法分子の代弁者」として，

「法令に基く権威に対する反抗を挑発し，経済復興の進歩を破壊し，社会不

安と大衆の暴力行為を引起そうと企てて，無責任な感情に訴える放縦で虚偽

で煽動的で挑発的な言説をもって，その記事面や社会欄を冒瀆してきた。こ

れらのこと一切に対しては，公安を確保するために即刻是正的措置をとるこ

とを必要とする」として，共産党中央機関紙「アカハタ」の編集責任者１７

人の追放措置をとることを指令した（『資料労働運動史・昭２５』１０８４

頁）。 

(5) マッカーサーのアカハタ発行停止書簡（１９５０年６月２６日） 

 ６月２５日朝鮮戦争が勃発したが，翌２６日マッカーサーは，吉田首相宛

の書簡において，最近のアカハタは，「朝鮮の事態を論ずるに当って事実を

歪曲し，これによって同紙が日本の政党の合法的な機関紙ではなく，日本国

民の間に，特に今回は日本にいる多数の朝鮮人の間に，人心を攪乱して公共

の安寧と福祉とを侵害することを目的とした，悪意のある，虚偽の煽動的な

宣伝を広めるために用いられる国外の破壊勢力の道具であるという事実を証

明している」等として，「アカハタ」の３０日間発行停止の措置をとること

を指令した（『資料労働運動史・昭２５』１０８５頁）。 

(6) マッカーサーのアカハタ無期限発行停止書簡（１９５０年７月１８日） 

 さらにマッカーサーは，同年７月１８日付け吉田首相宛書簡により，アカ

ハタ及びその後継紙並びにその同類紙の発行に対し課せられた停刊措置を無

制限に継続することを指令した。すなわち，「日本共産党が公然と連繋して

いる国際勢力」は民主主義社会の脅威であり，「かかる目的のために宣伝を

播布するため公的報道機関を自由且つ無制限に使用することは新聞の自由の

概念の悪用であり，これを許すことは公的責任に忠実な自由な日本の報道機

関の大部分のものを危険に陥れ，且つ一般国民の福祉を危くするものである

ことが明らかとなった。」「現実の諸事件は共産主義が公共の報道機関を利

用して破壊的暴力的綱領を宣伝し，無責任，不法の少数分子を煽動しては法

に背き秩序を乱し公共の福祉を損わしめる危険が明白なことを警告してい
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る。それ故日本において共産主義が言論の自由を濫用して斯る無秩序への煽

動を続ける限り，彼等に公的報道の自由を使用させることは公共の利益のた

め拒否されねばならない」としたのである（『資料労働運動史・昭２５』１

０８５頁）。 

７ レッド・パージの本格展開と拡大 

(1) 公共的報道機関のレッド・パージ 

    １９５０年７月２４日，ＧＨＱ民政局公職課長ネピアは，新聞各社と日本

放送協会の社長，会長ら経営者を呼び出して会談し，マッカーサーの７月１

８日付け書簡に基づき，「社内の明白な党員およびシンパを全部追い出せ。

これは司令部の命令ではないから，経営者各自の責任において遂行されたい」

等と伝達した（戸木田嘉久『労働運動の理論発展史・上』（新日本出版社，

１９６３）１４９頁）。 

    これを受けて，同月２８日，新聞・通信・放送各社のレッド・パージが行

われた。このとき解雇通告を受けたのは，朝日・毎日・読売・日経・東京の

５新聞社に共同・時事の２通信社及びＮＨＫの合計８社３３６人であったが，

その後８月３日，５日と波状的に解雇が続き，日本新聞協会の８月末現在の

調査では，４９社７００人にのぼった（平田『史的究明』２１５頁）。 

 なお，この報道機関の解雇に対して，後述のとおり大橋法務総裁らが直ち

にこれを擁護する見解を発表しているが，ＧＨＱもまた，民間情報教育局の

ニュージェント局長が同年８月３日声明を発表し，日本の新聞発行者及び日

本放送協会経営者が「現存ならびに潜在的な破壊分子の解雇を命じたことは

時宜を得た勇敢な措置である」ばかりではなく，７月１８日付け書簡の主旨

に「まったく合致するものである」と評価している（同年８月４日付け朝日

新聞。平田・２２１頁に記述あり）。 

(2) １９５０年８～９月のレッド・パージとＧＨＱの関与 

 報道機関のレッド・パージの後に続いて，１９５０年８月２６日，電気事

業経営者会議は，電産労組（日本発送電株式会社と９つの配電会社の労働者

で組織された日本電気産業労働組合の略称）に対し，合計２１３７人の人員

整理の通告を行った。「現下の諸情勢に鑑み，事業の公共性に自覚を欠く者，

常に煽動的言動をなし，他の従業員に悪影響を及ぼす者等，円滑なる業務の

運営に支障を及ぼし，又は之に協力しない一部従業員は直ちに之を排除する

のやむなきに至った」とされた（『資料労働運動史・昭２５』２３１頁）。

この電産のパージに関しては，かなり早期の段階からＧＨＱの指示や命令が

あったことが指摘されている（平田『史的究明』３０９頁など）。 
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 その直後の同月２８日，結核予防会で４３人の従業員に対する解雇が通告

された。その際理事長からは，ＧＨＱ公衆衛生福祉局長サムス准将の，「Ｂ

ＣＧワクチンの重要な生産を，危険に瀕させつつある者」の解雇指示に関す

る書簡が読み上げられた（三宅『レッド・パージ』６３～６５頁）。 

 ９月２２日には，映画界１３７人の監督・俳優その他の映画関係者が解雇

通告を受けた。その通告書には，マッカーサーの５月３日以降の声明・書簡

の「精神と意図に徴し且つ映画演劇企業経営者に与えられたる関係各当局の

重大な勧告と指示に基き」解雇する等と記載されており，実際，９月上旬に

経営者代表がＧＨＱ経済科学局労働課長エーミスに呼ばれ，その解雇を要請

ないし命令されたとの記録がある（平田『史的究明』２５１～２５７頁）。 

 同じ９月２２日，日本通運でも人員整理が通知され，同月２５日５１５人

に退職勧告がなされ，３０日までに辞表を提出しなかった５０４人が解雇さ

れた。これに先立ち，９月５日の組合定期大会にはＧＨＱ労働課のバーロー

教育班長が出席し，「全日通組合員がその組織の中からすべての過激な共産

主義分子を取り除くことを念願」するなどという，露骨なあいさつをしてい

る（三宅『レッド・パージ』７５～８２頁）。 

 このように，９月ころまでのレッド・パージは，ＧＨＱの露骨な関与が行

われていることが，特徴として指摘されている（三宅『レッド・パージ』８

２頁）。 

(3) 労働課長エーミスの１０大産業労使との会談 

 ９月２５日，ＧＨＱ経済科学局労働課長エーミスは，民間企業の１０大産

業（石炭，金属・鉱山，造船，鉄鋼，自動車，私鉄，電機，重機械，銀行，

化学）の労使代表を招き，要旨次のように述べた。 

 ①重要産業より共産主義的破壊分子は排除されるべきである。②この排除

は，経営合理化，企業整備とは別個に行われなければならない。③苟も労働

組合運動に専心した者又は会社の労働組合御用化に反対した者等の便乗整理

は絶対にあってはならない。④この措置は企業経営者及び労働組合の自覚と

責任において実施されるべきであり，総司令部政府の命令ではない。⑤この

措置は１０月中に完了されたい。なおエーミスは，追放すべき者のリストや

その計画・内容の提出を求めている（三宅『レッド・パージ』８３～８４頁，

『資料労働運動史・昭２５』２１７頁）。 

 なお，私鉄の労使は，翌２６日にも再度エーミスに呼ばれ，改めてレッド

・パージを示唆されている（三宅『レッド・パージ』１４１頁）。 

(4) 日本経営者団体連盟の「赤色分子排除対策について」 
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 ＧＨＱからの要請に呼応して，日本経営者団体連盟は，１０月２日，「赤

色分子排除対策について」と題する文書を作成し，傘下の経営者にレッド・

パージを指示した（『資料労働運動史・昭２５』２２３頁，『日本労働年鑑

・２４集』７７５頁，三宅『レッド・パージ』１９５～１９９頁）。 

 この文書は，「前文」「赤色分子排除処理要綱」「赤色分子追放の場合に

おける秘密党員並に同調者の判定について」からなっている。 

 「前文」では，「今や共産党の支配下にある赤色分子即ち党員並びにその

同調者は他国の政治目的に奉仕しその指令に従って国際的謀略を遂行する役

割を公然と表明するに至り赤色分子に対する社会的評価はここに全く変化し

て，もはや民主的憲法の保証をうけるに値するかどうかを疑わざるを得ない

段階に到達した」「赤色分子を企業経営に包含しておくことはもはや絶対に

許容し得ないことであり速やかにこれが排除を断行せねばならぬ」と，レッ

ド・パージの必要性が強調されている。 

 そして「赤色分子排除処理要綱」では，基本方針として，「５月３日のマ

声明の趣旨に鑑みれば一般私企業においても速かにこれが防衛措置を講ずる

必要があること」「同一業種に属する数会社が共同して可及的に実施時期を

揃えること」などが述べられ，これを踏まえて，①排除の対象，②排除対象

の選定，③排除の性格，④事前準備，⑤通告の方法，⑥解雇の取扱，⑧退職

手当，解雇予告手当の支給，⑨事業対策について詳細に定めている。 

 そのうち，①排除の対象としては，(1)共産党員，(2)秘密党員，(3)その者

の言動から共産主義の同調者とみられるものが挙げられ，また，③排除の性

格については，「赤色分子の排除は…広く社会的存在としての企業の防衛ひ

いて公共の福祉という観点からとられざるを得ない解雇措置であることをそ

の性格としこの点に大義名分がおかれること（この場合，(1)総司令部の強力

なる指示，(2)経営者の自主的措置という二つの解雇理由が考えられるが，前

者はこの際適当でないから後者が表面上の理由となり，従って具体的には「業

務上の都合」による解雇という普通の形がとられることになろう）」と述べ

られている。 

 さらに「赤色分子追放の場合における秘密党員並に同調者の判定について」

では，前記排除の対象者の判定に関しての着眼点等が詳細に述べられている。 

(5) 日本政府による民間企業レッド・パージの積極的擁護 

 以上のような民間企業におけるレッド・パージの本格的開始と遂行の過程

で，日本政府は，これを合憲・適法として積極的に擁護する姿勢を，公式に

繰り返し表明した。また，後記のとおり，同時並行して政府自身も政府関係
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機関等からの共産党員等の追放を推進している。 

   ア 報道機関のレッド・パージについての政府の見解 

 前述のとおり１９５０年７月２８日に報道機関のレッド・パージが行わ

れたが，その直後の同月３１日に大橋法務総裁は，衆議院法務委員会にお

いて，「この措置は経営者がマッカーサー書簡の主旨を解釈した結果，自

主的に行ったものと思う」，政府としては「法律的にいっても雇用契約解

除の極めて正当な理由だと思う」，「政府としては全面的に賛意を表する

とともに極力支援する」との見解を表明した（同年８月１日付け朝日新聞，

平田『史的究明』２２２頁）。また，８月３日にも岡崎官房長官が，「今

回新聞通信放送の責任者が，各社内における破壊的分子を解雇したことは

政府の希望と全く一致するもので，勇断に対し深く敬意を表したい」と語

っている（同月４日付け朝日新聞）。 

   イ レッド・パージの適法性の労働省通牒 

 さらに政府は，同年１０月９日，労働省通牒「企業内における共産主義

的破壊分子の排除について」を，各都道府県知事宛に発し，そこにおいて，

民間企業のレッド・パージを積極的に擁護して，法令に違反しないと位置

づけている（『資料労働運動史・昭２５』８８６頁）。 

 すなわち，「最近新聞放送事業その他の公共性の強い事業において世上

レッド・パージと称せられる解雇が行われているが，かかる解雇自体は，

数次のマッカーサー元帥の声明及び書簡の次第もあり，経営者が自己の企

業を破壊から防衛するための措置として行われるものであり，その限りに

おいては憲法，労組法，労基法その他の法令に違反するものとは解せられ

ない。」「従って右の限度において行われている限り労政行政の見地から

は異存をさしはさむ筋合のものではなく，且つこの措置は企業経営者及び

民主的な労働組合がその自覚と責任において実施すべきであって，行政当

局はこれを主導的に指導する立場にあるものではない。」 

   ウ 保利労働大臣の全国労働委員会連絡協議会等での見解表明 

 また，当時の保利茂労働大臣も，同年１０月１１日に開かれた全国労働

委員会連絡協議会の席で，レッド・パージを合法とする日本政府の法的見

解を表明している。すなわち，「共産党は今日なお，合法政党として存続

しているとはいいながら，社会一般では，これに対してマ元帥が本年６月

６日付の吉田総理宛書簡で指摘された通り『暴力をもって日本の立憲政治

を顛覆するのに都合の良い状態を作り出すような社会不安をひき起そうと

企てている』政党であるという判定を下しつつある。したがって使用者が
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こういう一般的な社会の認識に基いて，自分の企業がそうした社会不安の

中心に巻き込まれるのを防ぐため，自己の責任において共産党員を整理し

たとしても，それは一般的には企業防衛のための措置であって，労働基準

法第３条にいうところのいわゆる信条を理由として，労働条件に差別をつ

けたものとは解釈し得ないのである」等と述べた（『資料労働運動史・昭

２５』８８７頁）。 

 さらに保利労働大臣は，同月２０日関東経営者協会役員会の挨拶でも，

「この種の解雇は単なる政治的信条又は政党的所属関係の故にする解雇で

はなく，企業を危険から防衛しようとする経営者の考慮に出たものであり

ますから，憲法に違反するものでないことは勿論，労働関係法にも抵触す

るものではないと確信している」等と表明した（『資料労働運動史・昭２

５』８８８頁）。 

(6) 民間企業のレッド・パージの拡大 

 以上のようなＧＨＱ，政府，企業経営者の対応の中で，１９５０年１０月

から１２月にかけて，各産業でレッド・パージの嵐が集中的に吹きすさぶこ

ととなった。 

 この間に行われたレッド・パージの規模は，４３７社約７５００人に及ぶ。

しかもその多くは，１０月半ばから１１月上旬に集中しており，各企業が一

斉に，前記ＧＨＱ・日本政府・日経連の指導・指示等に基づいて，これを行

ったことが明らかである。 

 主な産業をみると，石炭産業は全体で解雇者が２１４８人と電産に次いで

多く，三井鉱山４５５人，北海道炭坑汽船２８６人が多い。鉄鋼業では１０

０２人以上の解雇者を出しており，うち八幡製鉄が２３０人と最も多く，日

本鋼管が１８９人とこれに次ぎ，川崎製鉄も５４人に及ぶ。私鉄では全体で

５９０人以上が解雇され，西鉄６７人，東急４１人，広島電鉄３８人，東武

３７人，京阪神３２人などとなっている（『資料労働運動史・昭２５』１０

７８頁，三宅『レッド・パージ』８５～１６３頁）。 

(7) 政府関係機関のレッド・パージ 

   ア 先に述べたように，日本政府は，１９４９年の行政整理におけるレッド

・パージにおいて自ら積極的にこれを遂行し，地方自治体にもこれを遂行

させ，さらに１９４９年後半から１９５０年３月にかけての教育機関にお

けるレッド・パージでは，これを主導した。 

 吉田茂『回想十年 第二巻』（２８６～２８７頁）では，行政整理後の

「官公庁における赤色追放」について，「そのようにして，官庁機構の中
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から，破壊的分子を排除するには排除したが，固よりそれによって完全に

一掃し得るわけもなく，またその後時の経過とともに，新たに増加するも

のも多くあるはずである。そこでその次ぎの昭和２５年７月から民間と歩

調を合わせて，いわゆる赤色追放を進め，重ねて破壊的勢力の排除に努め

た」と位置づけられている。 

   イ 具体的には，１９５０年８月２３日，大橋法務総裁と岡崎官房長官が協

議をし，「国家公務員は国家公務員法第７８条第３号を適用する」等の方

針を決めた。同法７８条は解任・免職の規定で，その第３号は「その他官

職に必要な適格を欠く場合」との規定である。 

 それを受けて９月５日には，「共産主義者等の公職からの排除に関する

件」が閣議決定され，「民主的政府の破壊から防衛する目的をもって，危

険分子を国家機関その他公の機関から排除する」とし，地方公務員や教員

についてもこれに準ずる措置が講ぜられるように努めるものとされた。１

１日には各省事務次官宛通達として脱党届提出者についての取扱要領や，

排除の実行前の各省庁間の対策・打合せのための「次官会議に諮るべき事

項」が発せられ，１２日には前記閣議決定をマッカーサーの５月３日声明

や６月６日書簡との関係で趣旨を位置づけた「共産主義者等の公職からの

排除に関する件」が閣議了解された。これらはいずれも極秘裏に行われ，

これらに基づいて政府関係機関のレッド・パージが行われることになった

（塩田庄兵衛『レッド・パージ』１９８４年・新日本出版社４７～５３頁，

三宅『レッド・パージ』１７３～１７５頁，平田『史的究明』２０６～２

０７頁。原資料の所在も同書の記載を参照）。 

 ただ，この閣議決定に基づく公務員等の免職者は，すでに前年の行政整

理で事実上のレッド・パージが行われたことから人数的にはそれほど多く

なく，国鉄・専売等を含む政府関係機関全体で１１７７人という統計とな

っている（『資料労働運動史・昭２５』１０７８頁，三宅『レッド・パー

ジ』１０～１２頁）。 

(8) レッド・パージ後の日本共産党の動向 

 共産党は，１９５０年１月コミンフォルムによる野坂理論（平和革命論）

に対する批判を受けて所感派（主流派）と国際派の対立が顕在化した後，同

年６月６日のマッカーサーによる中央委員２４人の追放によって決定的な局

面を迎え，徳田ら主流派は地下に潜行し，中央委員会は完全に分裂して事実

上解体するに至り，分裂は全党に及んだ。そして主流派は１９５１年２月に

第４回全国協議会（四全協）を開いて「武装闘争」の「軍事方針」を採択し，
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同年１０月の五全協でいわゆる暴力革命論である民族解放民主革命を規定す

る「５１年綱領」を採択した。こうして共産党は，１９５５年７月の六全協

による方針の転換まで，火炎びん闘争に象徴される極左冒険主義の時代に突

き進むことになる。１９４９年ころに１０数万人いた党員は，約３万人に減

少していた（朝日新聞社編『日本共産党』１９７３年１６６～１６８頁）。 

８ 小括―日本政府の立場と役割 

 以上のレッド・パージ全体の経過の中で，とくに日本政府の立場と役割を中

心に要点をまとめておく。 

(1) 敗戦後，ＧＨＱの下で，当初日本の民主化を目標とした占領政策は，共産

党が復権して影響力を強め，労働運動も急速に盛り上がる過程で，１９４６

年には早くも変化が現れる。そして東西冷戦構造が形成されるのと並行して，

ＧＨＱも吉田内閣も共産党に対する対決姿勢を強め，その後のデフレ政策の

下で，躍進した共産党と高揚する労働運動に対し，１９４９年２月に成立し

た第３次吉田内閣は当初から明確な反共政策を標榜するに至る。同年４月に

はＧＨＱと政府の連携のもとで団体等規正令を制定して共産党を規制対象と

して明確に位置づけ，直後の５月３日及び７月４日のマッカーサー声明で，

ＧＨＱも共産党を正面から非難してその非合法化を示唆するが，吉田内閣は

直ちにこれに呼応し，非合法化の具体的措置の検討に入るのである。 

 なお，１９４８年１月には早くもアメリカの陸軍長官が日本の自立が「極

東における全体主義的脅威（共産主義）に対する防壁」と位置づけ，前記１

９４９年７月４日のマッカーサー声明でも日本が「共産主義の東進を食止め，

南進を阻止する有力な防壁」と明言され，同年８月９日の吉田首相からのマ

ッカーサー宛書簡でも「この国は共産主義の防波堤」と位置づけられている

こと等は，国際情勢の中での日米両国の連携した反共政策を端的に表現する

ものであり，日本において特異な激しいレッド・パージが敢行されたことを

基本的に規定するものであったといい得る。 

(2) その時期は，ちょうどドッジラインによるデフレ・緊縮財政の方針に基づ

く行政整理・企業整備が準備され，開始される時期と一致し，政府は国鉄の

人員整理を皮切りに，その中に共産党員等のパージを含めて行政整理を開始

するが，同年７月２２日には法務総裁とＧＨＱ民政局公職課長ネピアとの協

議に基づいて，政府及び地方公共団体から「共産主義者及びその同調者を追

放する件」を閣議決定するなどして，行政整理の中に積極的かつ明確に共産

党員等の排除を目的として位置づけたのである。また，行政整理に追随する

形で行われた企業整備における大量解雇の中でも，同様に共産党員等の排除

shiga206
テキストボックス
※本勧告書は、ホームページへの掲載に際して、申立人や相手方を含む関係者氏名等の標記を加工しております。



 

- 38 -

が明確に位置づけられたが，これについてもＧＨＱと政府がこれを督励した

のであった。 

 また，教育機関におけるレッド・パージは，行政整理・企業整備に次いで

１９４９年９月から１９５０年３月にかけて行われたが，イールズ旋風も含

めて，そこにおけるＧＨＱ及び吉田内閣の共産党排除の意思は極めて明確か

つ計画的であり，追放対象者のリストもＧＨＱや政府によって作成されたと

みられる。 

(3) １９５０年に入って，マッカーサーは５月３日以降矢継ぎ早に声明や吉田

首相宛書簡を発し，共産党を公然と非難して共産党員・同調者の職場追放を

具体的に指令ないし督励するに至るが，もともと共産党の排除，非合法化を

政策目標としていた吉田内閣は，これを積極的に受け止め，マッカーサーの

指令・指示を直ちに実行に移すとともに，レッド・パージの憲法上・法令上

の適法性を繰り返し表明し，民間企業のレッド・パージを促進するとともに，

政府自ら公務員の共産党員排除の閣議決定等を行い，公務員のレッド・パー

ジを推進した。 

(4) 以上のような過程からすれば，レッド・パージにおける日本政府の果たし

た役割は，決してＧＨＱの指示・指令に従ったというにとどまらず，ＧＨＱ

の意向を積極的に受け止めつつ，自らの反共政策に基づく自らの判断・選択

として，共産党員・同調者の公的機関と民間企業からの追放を主体的・積極

的に推進し，又は支援・督励し，ＧＨＱと連携してレッド・パージ全体を遂

行したものと評価することができるのである。 

 

第３ 日発及び関東配電に関する事実認定・判断 

１ 日発及び九配電会社における大量解雇に至る経緯 

(1) 日発及び九配電会社の設立 

 １９３３年３月２６日に電力管理法が成立した。同法は，電力会社・都道

府県企業局，民間企業の全てを対象に，日本に存在する全ての電力施設を国

家が接収・管理するという趣旨の法律であり，接収した電力会社は，日発に

よって管理し，一元運営を行うものとされた。これに伴い，電力国家管理を

行う機関として電気庁が設けられた。 

 日発の事業目的は，日本発送電株式会社法に基づき，電力設備及びその付

属設備を保有して，政府の管理のもとで発電及び送電を行うことであった。

日発の特質としては，①将来においても政府が必要と認めた場合には，何時

でも事業者に対してその他の設備を強制出資させることができる，②総裁・
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副総裁・理事は政府が任命する，③定款の変更・社債の募集・利益金の処分

に関する決議は主務大臣の認可を要する，④電気料金は政府が決定する，な

どである。即ち，日発は，民間の株式会社の形態を取っていたものの，国策

会社として，発電に関する重要な施策計画や新規事業の決定に至るまで，政

府が直接関与することとなっていたのである（川原俊雄「電気事業の創始か

ら公益事業体制の確立－九配電会社の誕生まで－」）。 

 その後，政府は電力国家管理の趣旨を徹底させるために，発送電管理の強

化に加えて配電管理も必要であるとし，配電事業についても発送電事業と同

様に国家統制によって管理するため，１９４１年８月に配電統制令を公布し，

施行した。配電統制令の特徴は，①配電会社の設立は，商法の規定によらず，

統制令の規定によって，逓信大臣が地区別に配電会社の設立を配電事業者に

命令する，②配電会社は，一定区域内での配電事業の統制を営むことを目的

とするもので，一般会社とは異なる国策会社である，③役員の任命は株主総

会で行い，逓信大臣の認可を受ける，④会社の運営に関しては，国策遂行上

必要な制限と同時にある種の特典も与えられる，などである。即ち，日本の

電力事業は全て政府の管理下に置かれることとなったのである（川原・前掲

書）。以上の経過の中で，１９４１年４月１日に九つの配電会社が発足して

いるが，関東配電はその一つである。 

(2) 電産労組の結成 

１９４５年１０月頃から，日発及び九配電会社において，次々と労働組合

が登場してきた。やがて，企業ごとの労働組合がまとまって，産業別労働組

合を結成する動きが顕れ，そのためにまず協議会（電産協・日本電機産業労

働組合協議会）が作られた（１９４６年４月７日）。電産協は，１９４７年，

単一産業別組合・電産へと発展した（１９４７年５月６日）（以上，川西宏

祐「電産の興亡」早稲田大学出版部５頁～７頁）。 

(3) 日発及び関東配電における大量解雇 

   日発及び九配電会社は，１９５０年８月２６日，電産に所属している多数

の従業員に対し，「同年８月３０日限りに任意退職されたい。そうでないと

同月３１日に解雇する」旨の合意解約の申込みの誘引及び条件付き解雇の意

思表示をした。発表された整理人員は次の通りである。 

北海道配電（５２名），東北配電（２５８名），関東配電（３９０名，内

電産所属３１７名，関東配電労働組合所属７３名），中部配電（１３８名），

北陸配電（２６名），関西配電（１９９名），中国配電（５２名），四国配

電（６０名），九州配電（１２５名），日発（８３７名），合計２１３７名
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（内電産所属２０６４名）。 

   労働省によれば，日発及び九配電会社における人員整理該当者２１３７名

中，共産党員は１８３８名であるとのことである。 

   また，労働省によれば，同年９月５日の時点で解雇者の７６％が退職願を

提出している（「電産の興亡」３０１頁）。そして，解雇者のうち，退職願

を提出している者については，解雇通告を取り消して，通常の依願退職とし，

割増金が渡されている。 

２ 電産関係申立人らの経歴 

(1) 申立人Ａ１ 

申立人Ａ１は，１９４０年２月１日，Ｐ株式会社（１９４３年に関東配電

に統合された。）に入社し，当初，前橋支店熊谷出張所に配属された。本件

解雇当時は，組合の専従として，電産労組埼玉県支部の書記長を勤めていた。

勤務状況としては，特に懲戒処分を受けたことはない。なお，Ｐ労働組合陸

上競技大会で１００ｍ競争で優勝したりするなどしたことがある。 

共産党には１９４８年１月１５日に入党している。共産党においては，細

胞長，地区委員候補，支部長を務めていた。 

(2) 申立人Ａ２ 

 申立人Ａ２は，１９４８年４月，関東配電栃木支店宇都宮営業所料金係台

帳事務員として入社した。本件解雇当時も，同所において勤務していた。勤

務状況としては，特に懲戒処分を受けたことはない。 

 共産党には，１９４８年５月１日に入党している。組合歴としては，１９

４９年４月に電産栃木支部宇都宮分会の執行委員，同時に書記長，１０月に

栃木支部の拡大執行委員を務め，１９５０年６月まで拡大執行委員であった。 

(3) 申立人Ａ３ 

  申立人Ａ３は，１９４６年４月，関東配電に入社し，当初，佐野営業所に

配属された。本件解雇当時は料金課に勤務していた（特に資料はない。）。

勤務状況としては，特に懲戒処分を受けたことはない。 

  共産党には，１９４６年９月１６日に入党している。本件解雇後，安定区

委員長を務めるなどしている。 

(4) 申立人Ａ４ 

 申立人Ａ４は，１９４７年１０月，関東配電に入社し，埼玉支店熊谷営業

所に配属され，本件解雇当時まで同所にて勤務した。勤務状況としては，特

に懲戒処分を受けたことはない。 

 共産党には，１９４８年４月に入党している。職場で労働組合運動を行っ
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たり，地域では青年運動を行ってきた。 

(5) 申立人Ａ５ 

   申立人Ａ５は，１９４６年５月２１日，関東配電に入社し，京橋支社工務

課地中線係に配属された。本件解雇当時まで同係にて勤務していた。勤務状

況としては，特に懲戒処分を受けたことはない。 

  共産党には，１９４８年３月に入党している。共産党においては，関東配

電京橋支社細胞準部会の責任者等を勤めていた。 

(6) 申立人Ａ６ 

    申立人Ａ６は，１９４２年４月１日，関東配電に入社し，豊島支社文京営

業所営業係に配属された。本件解雇当時まで同係にて勤務していた。勤務状

況としては，特に懲戒処分を受けたことはない。 

共産党には１９４６年頃に入党している。共産党においては，支部長を務

め，党後援会では副会長を務めていた。 

(7) 申立人Ａ７ 

申立人Ａ７は関東配電に勤務し，その後，軍隊と捕虜で６年間の空白期間

があったものの，１９４９年に復員して復職した。その後，電産関東配電本

店分会員にもなり，日本共産党関配本店細胞に所属し，経営支部の活動にも

参加した。 

(8) 申立人Ａ８ 

  申立人Ａ８は，関東配電に１９４６年６月１日入社した。最初に配属され

たのは，京橋支社渋谷出張所の検針係であった。 

   勤務当時，成績優秀等で表彰されたことなどはない。ただし，入院中に，

事務員から書記補に昇格していた（辞令は受け取っていない。）。 

   申立人Ａ８は，１９４９年２月２３日，日本共産党に入党し，解雇当時は

共産党員であった。レッド・パージを受ける２年ほど前から，民主青年同盟

の役員を務めていた。レッド・パージ前には組合活動は特にしていなかった。 

(9) 申立人Ａ９ 

 申立人Ａ９は，１９４０年４月１日に日発に入社し，関東支店送電課に配

属された後，亀戸変電所に異動となり，解雇当時まで同所において勤務して

いた。申立人Ａ９は，解雇当時，共産党員であった。 

(10)申立人Ａ１０ 

   申立人Ａ１０は，１９４８年１２月６日に関東配電に入社し，埼玉支店久

喜営業所に配属され，本件解雇当時まで同所にて勤務した。１年９か月間の

短い勤務であったが，総務課の給与担当で，度々の賃上げ闘争の結果の清算
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事務で，毎日長時間の残業を行ったり，自宅に仕事を持ち帰るなど，まじめ

に勤務をしてきていた。特に懲戒処分を受けることはなかった。 

   共産党には，１９４９年３月３日に入党した。現在まで共産党員である。

共産党では，職場要求実現のために，労働組合執行委員となり，電産埼玉久

喜分科会教宣部長として活動した。 

(11)申立人Ａ１１ 

 申立人Ａ１１は，１９４６年９月１日，関東配電に入社し，青梅営業所に

配属され，本件解雇当時まで同所にて勤務していた。 

 申立人Ａ１１は共産党員ではなかったが，ビラ配りなどの手伝いをよくし

ていたので，申立人Ａ１１としても，共産党同調者であると評価されてもや

むを得ないと思っている。 

(12)申立人Ａ１２ 

   申立人Ａ１２は，１９４７年４月２０日，日発に入社し，尾久変電所に配

属された。本件解雇当時も同所にて勤務していた。勤務状況としては，特に

懲戒処分を受けたことはない。 

   共産党には，１９５０年６月２５日に入党し，荒川区の地区委員会に所属

して活動を行っていた。 

(13)申立人Ａ１３ 

     申立人Ａ１３は，１９４０年４月にＰ株式会社に入社し，前橋支店足利営

業所に配属され，本件解雇当時まで料金係台帳専務員として勤務してきた。

１９４４年１２月には足利営業所の女子社員３人で甲種電気工事人の免許を

取得したが，関東配電は，女子職員の範として表彰している（朝日新聞記事）。 

   申立人Ａ１３は，本件解雇当時共産党には入党していなかった。また，当

時，会社側から，共産党同調者であるとの指摘を受けたこともなかった。申

立人Ａ１３によれば，申立人Ａ１３が解雇されたのは，電産統一会議の集会

に参加したためであろうと述べている。なお，その後，１９５５年４月に共

産党に入党し，２００５年７月１５日に５０年党員証を取得している。 

(14)申立人Ａ１４ 

  申立人Ａ１４は，１９４７年頃に関東配電に入社し，当初，京橋支社に配

属された。本件解雇当時は，渋谷営業所に勤務していた。勤務状況としては，

特に懲戒処分を受けたことはない。 

本件解雇当時，申立人Ａ１４は共産党の党員であり，共産党では，青年共

産同盟中央合唱団員を勤めていた。 

(15)申立人Ａ１５ 
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  申立人Ａ１５は，１９４１年４月１日，Ｐ株式会社八王子営業所に入社し

た。入社当時，職員養成所実習科に配属された。解雇当時は，関東配電多摩

支店八王子営業所の配電課試験係であった。 

   勤務していた当時，申立人Ａ１５は，勤務給は仲間内で最高であった。ま

た，懲戒処分を受けたり，業務運営を妨害したとして注意・指導受けたりし

たことはなかった。 

   申立人Ａ１５は，１９４９年７月ころ，日本共産党に入党した。労働組合

内のグループに属し，労働運動の進め方について話し合いをしていた。 

(16)申立人Ａ１６ 

  申立人Ａ１６は，１９４２年４月，関東配電に入社し，当初，技術員養成

所に配属された。本件解雇当時は，多摩支店配属課内線係に勤務していた。

勤務当時，表彰をされたことはあるが，特に懲戒処分を受けたことはない。 

共産党には１９４７年１月に入党している。 

(17)申立人Ａ１７ 

   申立人Ａ１７は，１９４７年４月１日頃，関東配電に入社し，久保町変電

所に配属された。本件解雇当時も同所にて勤務をしていた。勤務状況として

は，特に懲戒処分を受けたことはない。 

申立人Ａ１７は１９４６年頃に共産党に入党している。 

(18)申立人Ａ１８ 

申立人Ａ１８は，１９４５年８月１０日頃，関東配電に入社し，当初，本

店において給電科電話係に配属された。本件解雇当時も同係にて勤務してい

た。勤務状況としては，特に懲戒処分を受けたことはない。 

申立人Ａ１８は共産党には入党したことはないし，会社側から共産党同調

者であると指摘を受けたこともなかった。組合活動をしていたことはあるが，

申立人Ａ１８は，特に組合活動を頻繁に行っていたというわけでもなかった。 

(19)申立人Ａ１９ 

    申立人Ａ１９は，１９４８年１月１日，日発に入社し，当初，今治大力発

電所に配属され，事務課に勤務していた。その後，１９４９年初夏に喀血を

し，病院に入院加療中であり，仕事からは離れていた。勤務状況としては，

特に懲戒処分を受けることはなかった。 

   申立人Ａ１９は，１９４６年春に共産党に入党した。入党時は，ビラ貼り，

ガリ版，他部署への連絡等を行い，また労働組合での活動で他団体と共同で

活動を行っていた。しかし，解雇当時は，入院中であり，離職同様で，党活

動は行っていなかった。解雇後，共産党からも離党している。 
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３ 電産関係申立人らの解雇の状況 

日発ないし関東配電は，１９５０年８月２６日，電産関係申立人らに対し，

「８月３０日限りに任意退職されたい。そうでないと同月３１日に解雇する」

旨の解雇通知を出した。 

申立人Ａ６，申立人Ａ１２，申立人Ａ１４は，１９５０年８月３１日までの

間に退職願を提出し，退職金を受領して退職をしているが，その余の電産関係

申立人らは，８月３１日までの間に退職願を提出しなかったため，８月３１日

付けで解雇されている。 

４ 電産関係申立人ら解雇後の状況 

(1) 裁判関係 

申立人Ａ２，申立人Ａ３，申立人坂上，申立人Ａ７，申立人Ａ８，申立人

Ａ９，申立人Ａ１３，申立人Ａ１，申立人Ａ４，申立人Ａ１１，申立人Ａ１

０は，１９５０年８月３１日付けをもって関東配電から解雇されているが，

同年，解雇無効を理由として，訴訟提起をした。 

しかし，申立人Ａ１，申立人Ａ４，申立人Ａ１１，申立人Ａ１０は，途中

で訴えを取り下げており，申立人Ａ２，申立人Ａ３，申立人坂上，申立人Ａ

７，申立人Ａ８，申立人Ａ９，申立人Ａ１３は，裁判上の和解をし，雇用関

係の消滅を認めるに至っている。 

(2) 生活状況 

電産関係申立人らは，本件解雇後，生活の糧である職を失うことにより収

入が途絶え，厳しい生活状況の中で生活を送ってきた。電産関係申立人らか

らの聞き取りにおいて，次のような事情が窺われた。申立人Ａ６は，就職に

あたってレッド・パージされたことが分からないように事実と異なることを

記載して就職をしてきたが，後日，レッド・パージをされたことが判明した

ために退職して欲しいと言われて辞めざるを得なかったことがあった。また，

申立人Ａ１０は，本件解雇後，行商を行ったり，共産党の常任をしていたり

したが，駐在所の巡査が度々家を回ってくるなど，監視とも言えるような状

況下に置かれていた。また，申立人Ａ１１，申立人Ａ１２，申立人Ａ１５ら

は，解雇後，職業安定所を訪れていたが，レッド・パージを理由として，就

職の紹介をしてもらえなかった。 

このように電産関係申立人らは，本件解雇によって，多大な被害を受けて

きていたのである。 

５ レッド・パージによる解雇か－総論 

(1) 本件退職勧告ないし条件付きの解雇をした当時，日発及び関東配電は，解
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雇理由を明らかにしていなかった。通告書にも，文面上は，「当社は今般業

務上の都合により貴殿に退職して戴くことになりました。」とあるのみであ

った。 

そこで，電産関係申立人らをはじめとする被解雇通告者は，会社側に対し

て解雇理由を明らかにするよう求めたが，それでも会社側は解雇理由につい

て何ら示すことはなかった。 

(2) その後，電産関係申立人らは，Ｏ株式会社が日発ないし関東配電との間の

雇用契約上の雇用主たる地位を承継したとして，Ｏ株式会社に対して従業員

地位確認請求事件を提起した。同訴訟において，Ｏ株式会社は，日発ないし

関東配電との間の雇用契約上の雇用主たる地位を承継したことを争っている

ものの，「日発および関配の原告等に対する本件解雇は，連合国最高司令官

の指示に基づく，いわゆるレッド・パージとして行われたものであ」ること

を認める主張をしているのである。 

そして，Ｏ株式会社は，「『事業の公共性に自覚を欠く者，常に扇動的言

動をなし他の従業員に悪影響を及ぼす者等円滑な業務の運営に支障を及ぼし

又はこれに協力しない者』との基準を設け，この基準に該当する者，即ち共

産党員又はその同調者を企業から排除することとした。」と主張している。 

即ち，関東配電ないし日発は，共産党員又はその同調者でありさえすれば，

基準に該当する者と判断し，解雇を行ったのである。この点，解雇当時の関

東配電社長であるＧは，前述の訴訟における証人尋問において，以下のよう

に証言をしている。 

弁護士「共産党員であってかつ事業の円滑な運営を阻害しないものは，解

雇されなかったんでしょうか」 

Ｇ「共産党員であったならば，解雇されたと思います」 

弁護士「同調者についても同様ですね」 

Ｇ「同調者は同調者であることを，つまり個別に見て同調者なることを確

認するのでありますから，なんかさような行為につながることがなけれ

ば同調者と判別されませんから，さように判別されたものを同調者とし

たわけであります」（Ｇ証人調書，１９６４年，１６１～１６２頁。「電

産の興亡」２８１頁～２８２頁）。 

また，解雇当時の日発本店考査係長であるＩの証人尋問調書によれば，「基

準は抽象的な表現になっております。がこれは具体的には，共産党員並びに

その同調者ということで，実施するというふうに聞いております。」（Ｉ証

人調書，１９６４年，９４頁。「電産の興亡」２７４頁）と証言をしている。
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さらに，解雇当時の日発総裁室人事係長であるＪも，「同調者」の認定につ

いて，「やはり本当の党員と常に行動を共にすると，あるいはアカハタをし

ょっちゅうまくと，それから職場で破壊的言辞をなして当然には同調者だと

常識的にみられる人，それは同調者と，こういうふうに考えたわけです。」

「ビラをまくばかりでなくて，壁に貼ったものもずいぶんありましたが，そ

ういうことは誰がやったかということは調査しておりました。これはもちろ

ん同調者ということでございます。」（Ｊ証人調書，１９６４年，２８頁。

「電産の興亡」２７７頁）と証言をしている。 

(3) これらの事実からすると，日発及び九配電会社は，「事業の公共性に自覚

を欠く者，常に扇動的言動をなし他の従業員に悪影響を及ぼす者等円滑な業

務の運営に支障を及ぼし又はこれに協力しない者」という解雇基準を一応提

示しているものの，その実態は，「共産党員又はその同調者」か否かという

ことのみを解雇の判断基準としていたと認定することができる。そして，こ

のことは，本件一連の解雇に当たって，被解雇者に対して，「事業の公共性

に自覚を欠く者」とか，「扇動的言動をなし」た者などという個別の具体的

な理由は何ら示されずに多数の労働者を一挙に解雇していることからも裏付

けられる。 

したがって，日発及び九配電会社における一斉解雇は，一般論としては，

いわゆるレッド・パージであったことは疑いの余地がないところである。 

６ レッド・パージによる解雇か－各論 

 以上述べたとおり，日発及び九配電会社における一斉解雇がいわゆるレッド

・パージを目的としたものであったことは疑いの余地はないところであるが，

個々の申立人の解雇について，レッド・パージではなかったかについての特別

の事情が存在したのか否かについて，以下個別に検討することとする。 

(1) 申立人Ａ１，申立人Ａ２，申立人Ａ３，申立人Ａ４，申立人Ａ５，申立人

Ａ６，申立人Ａ７，申立人Ａ８，申立人Ａ９，申立人Ａ１０（以下本項にお

いて「申立人Ａ１ら」という。）について 

   電産関係申立人らがＯ株式会社を被告として提起した従業員地位確認訴訟

請求事件において，会社側は，申立人Ａ１らはいずれも共産党員であったこ

とを認識した上で解雇通知を出したことを認めている。 

そして，会社側は，解雇理由について，申立人らが共産党員であったとい

う事実以外の事実は主張していなかったのである。さらに，今回の調査にお

いては，申立人らが，業務の運営に支障を及ぼすような破壊活動を行ったと

いう事実も認められなかった。 
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そこで，前記５の認定事実もあわせ考えると，申立人Ａ１らに対する本件

解雇は，共産党員であることを理由としたレッド・パージであったと認定す

ることができる。 

(2) 申立人Ａ１１，申立人Ａ１２，申立人Ａ１３について 

  電産関係申立人らがＯ株式会社を被告として提起した従業員地位確認訴訟

請求事件において，会社側は，申立人Ａ１１，申立人Ａ１２，申立人Ａ１３

について，いずれも共産党同調者であると認識した上で解雇通知を出したこ

とを認めている。なお，申立人Ａ１２は，本件解雇当時共産党員であったの

であり，会社側の主張は客観的事実と異なるものであるが，申立人Ａ１２は

本件解雇のわずか２か月前に入党していたこと，申立人Ａ１２は共産党に入

党したことを公然とさせていなかったことなどが原因であると思われる。い

ずれにしても，会社側は，申立人Ａ１２が少なくとも共産党同調者であると

認識した上で解雇通知を出したことは争いがないことである。 

そして，会社側は，解雇理由について，申立人Ａ１１，申立人Ａ１２，申

立人Ａ１３が共産党同調者であったという事実以外の事実は主張していなか

ったのである。さらに，今回の調査においては，申立人らが，業務の運営に

支障を及ぼすような破壊活動を行ったという事実も認められなかった。 

そこで，前記５の認定事実もあわせ考えると，申立人Ａ１１，申立人Ａ１

２，申立人Ａ１３に対する本件解雇は，共産党同調者であることを理由とし

たレッド・パージであったと認定することができる。 

(3) 申立人Ａ１４，申立人Ａ１５，申立人Ａ１６，申立人Ａ１７（以下，本項

において「申立人Ａ１４ら」という。）について 

 申立人Ａ１４らは，いずれも，本件解雇当時共産党員であった。 

 申立人Ａ１４らは，Ｏ株式会社を被告とした従業員地位確認訴訟請求訴訟

を提起していていなかったため，会社側が，申立人Ａ１４らを共産党員と認

識した上で解雇通知を出したのかは明らかではない。しかし，申立人Ａ１４

らにおいて，業務の運営に支障を及ぼすような破壊活動を行ったという事実

は認められないこと，会社側から解雇に当たって格別の理由は述べられてい

なかったこと，他のレッド・パージをされた従業員の同日に同じ態様で解雇

通知を受け取っていたことなどを併せ考えると，申立人Ａ１４らに対する本

件解雇通知は，共産党員であることを理由としたレッド・パージであると認

定すべきである。 

(4) 申立人Ａ１８について 

申立人Ａ１８は，共産党員ではなかったし，会社側から，共産党同調者で
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あると指摘を受けたこともなかった。そこで，申立人Ａ１８については，レ

ッド・パージであったとの確たる証拠はないようにも思われる。 

しかし，申立人Ａ１８は，会社側の整理基準である「事業の公共性に自覚

を欠く者，常に扇動的言動をなし他の従業員に悪影響を及ぼす者等円滑な業

務の運営に支障を及ぼし又はこれに協力しない者」であったという事実は認

められないこと，会社側から解雇に当たって格別の理由は述べられていなか

ったこと，他のレッド・パージをされた従業員の同日に同じ態様で解雇通知

を受け取っていたこと，同日に同じ態様で解雇通知を受け取っていた１９２

名がＯ株式会社を被告として従業員地位確認請求訴訟を提起しているが，Ｏ

株式会社は，１９２名全員について，共産党員ないし共産党同調者であるこ

とを認識した上で解雇通知を発送したことを認めており，共産党員ないし共

産党同調者でなかった者に対して解雇通知を発送していた事例は確認できて

いないことなどを併せ考えると，申立人Ａ１８に対する本件解雇通知は，共

産党の同調者であると認識した上で，その事実のみをもって解雇通知を発送

したものと考えざるを得ず，共産党同調者であることを理由としたレッド・

パージであったと認定すべきである。 

(5) 申立人Ａ１９について 

申立人Ａ１９は，１９４９年初夏から入院加療中であり，本件解雇時まで

約１年間にわたり休職中であったこと，この間，共産党の活動も行っていな

かったことなどを併せ考えると，申立人Ａ１９に対する解雇通知はレッド・

パージとは無関係であったのではないかとの疑問もないわけではない。 

しかし，申立人Ａ１９は会社側の整理基準である「事業の公共性に自覚を

欠く者，常に扇動的言動をなし他の従業員に悪影響を及ぼす者等円滑な業務

の運営に支障を及ぼし又はこれに協力しない者」であったという事実は認め

られないこと，会社側から解雇に当たって格別な理由は述べられていなかっ

たこと，申立人Ａ１９は解雇当時共産党員であったことなどを併せ考えると，

申立人Ａ１９に対する解雇通知は，共産党員であることのみを理由としたレ

ッド・パージであったと認定すべきである。 

(6) まとめ 

  以上述べたとおり，電産関係申立人らは，いずれも，共産党ないし共産党

同調者であることを理由としたレッド・パージによる解雇であったと認定す

べきである。 

 

第４ 日本国有鉄道に関する事実認定・判断 
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１ 日本国有鉄道におけるレッド・パージの状況 

前述したように（第２の４（５）以下）１９４９年５月に行政機関における

機構刷新と人員整理を目的として定員法が成立した。この法律は職員の適正な

配置転換などによって行政能率の向上を目的としたものであったが，合わせて

レッド・パージをも意図されているものであった。 

定員法の施行により一定のレッド・パージの成果は上がったものの，①新た

に党員ないしその同調者になったものがいること及び②各行政機関において党

員又はその同調者である職員を十分に把握できなかったという課題が残ること

になった。そのため定員法に基づくものでない直接的なレッド・パージが行わ

れることになったのである（平田哲男「レッド・パージの史的究明」新日本出

版４８頁，なお本書３２頁以下，特に３７頁）。 

本件の日本国有鉄道関係の申立人らはいずれもこの２段階目のレッド・パー

ジの対象であった。 

２ 申立人Ｂ１について 

(1) 入社から退社までの経緯 

申立人Ｂ１は１９４１年９月７日に国営事業としての国有鉄道に１６歳で

就職することになり小山機関区に配属となった。他方，国営事業が公共企業

体化したため申立人Ｂ１も日本国有鉄道の公共企業体職員となった。 

就職当初，申立人Ｂ１は釜掃除を行っていたが，その後機関助士見習の「石

炭くべ」を行い，その後，各資格試験に合格することになり，１９４２年１

２月には小山機関区機関助士として,さらに１９４５年１１月には小山機関

区機関士として働くようになった。１９５０年１１月当時は水戸管理局水戸

機関区小山支区機関士であった。 

また申立人Ｂ１は労働組合運動にもかかわっており，１９４７年４月には

国鉄労働組合真岡機関支区分会青年部長，１９４８年４月に国鉄労働組合真

岡機関支区分会長，国鉄労働組合宇都宮支部委員として活動した。そして１

９４８年には正式に共産党に入党している。 

共産党入党により申立人Ｂ１も定員法に基づく解雇の対象となる可能性が

あった。しかし当時の真岡機関支区分会長などの尽力により,この時の解雇は

免れることになった（ただしこの支区分会長は，その後転勤させられてい

る。）。他方，定員法による解雇に対しては全国的な反対運動が起ってきて

おり，申立人Ｂ１もそれに参加し，運動組織の機関紙の配布など積極的に活

動するようになっていた。 

(2) 解雇の状況 
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１９５０年１１月１０日申立人Ｂ１は水戸機関区長から「国鉄の運営を阻

害し，機密を漏洩した」との理由で解雇通告を受けることとなった。 

なお申立人Ｂ１はこの解雇通告を受ける前，当時の真岡の機関区長から「共

産党から抜けられないのか。抜ければパージを免れるよ。」等と説得された

ことがあった。この時，機関区長はいずれからか圧力を受けていたようであ

り，またそれは「組合活動」でなく「共産党に所属していること」が問題で

あることを前提とする説得行為であった。しかし申立人Ｂ１はこれを拒否し

ていた。 

解雇当日は警察官が約２０名，鉄道公安官が約１０名動員されていた。ま

たその異様な雰囲気を察知した同僚２０名あまりが応援に集まってきた。 

その中，水戸機関区長（真岡支区は１９５０年４月から管理管轄が水戸に

変わっていた。）が辞令を持参し，申立人Ｂ１に対し，口頭で読み上げた。

その解雇理由の要旨は「国鉄の運営を阻害し，機密を漏洩した。」というも

のであった。申立人Ｂ１は「自分は表彰も受けている。運営の阻害もしてい

ないし機密も漏洩していない。そもそもその『機密』というのが分からない。」

などと反論した。しかし機関区長からは回答はなかった。そしてＢ１は辞令

の受領を拒否したところ，機関区長は逃げるように帰っていった。 

その後，２度くらい辞令は郵送されてきたが，申立人Ｂ１はいずれも開封

せずに返送してしまっている（以上，Ｂ１定一「党とともに歩んだ半世紀 わ

が人生の回想録」随想社）。 

(3) 解雇後の状況 

解雇後２か月あまりは，申立人Ｂ１は組合員のカンパを受け，組合分会長

として専従の仕事をしていた。しかし４５人あまりの組合員の給料から自分

の給料を負担してもらうことが心苦しかったことや，ちょうどその時共産党

から誘いもあったので，共産党の専従活動家になることとなった。 

しかし当時（１９５０年代）の党の専従活動家に対しては給与の支払いは

なかった。申立人Ｂ１は文字どおり飲まず食わずの生活を強いられたのであ

る。 

(4) レッド・パージによる解雇か 

申立人Ｂ１に対する解雇理由は「国鉄の運営を阻害し，機密を漏洩した」

とされている。しかしその理由自体抽象的であり，具体的な事実を指摘した

ものではない。またそれに対し申立人Ｂ１が水戸機関区長に反論し説明を求

めたがなんら説明はなかった。またこの抽象的理由を前提として，それに該

当する事実について申立人Ｂ１には見当たらないのである。 
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他方，前述したとおり，この解雇通告前，真岡の機関区長から申立人Ｂ１

に対し，いわば共産党からの「離党勧告」というべきものがなされており（「党

から抜ければパージは免れるよ。」）それを拒否したところからこの解雇通

告に至ったという事実経過が認められる。 

以上の事実関係を総合考慮すれば，申立人Ｂ１に対する解雇通告がレッド

・パージであったことは容易に認定できるというべきである。 

３ 申立人Ｂ２について 

(1) 入社から退社までの経緯 

ア 申立人Ｂ２は１９４１年１０月２１日に国営事業としての国有鉄道に就

職し，川越線武蔵高萩駅において駅手（駅内における種々雑多な仕事の担

当）として働き始めた。１９４２年４月には国鉄教習所普通部に入学し，

翌年１０月には同所を卒業した。そして卒業直後から高崎線熊谷駅改札係

として勤務するようになった。１９４５年５月には徴兵されることとなっ

たが，同年９月には帰還し，再び熊谷駅に配属された。熊谷駅では改札係

のほか，倉庫係，警備係も担当し，解雇当時は警備係の責任者であった。

なお１９４９年６月１日には国鉄が公共企業体となったため，申立人Ｂ２

も最終的には公共企業体職員となったことになる。 

申立人Ｂ２は１９５０年３月から肋膜炎を発症しており，同年１１月ま

で治療を受けていた。 

イ 他方，民主青年同盟が結成されたので，１９４６年９月に申立人Ｂ２も

これに加入し，同年１１月には熊谷駅班の班長となった。また１９４８年

５月には日本共産党に入党している。 

入党直後，職場での演説会があり，駅長や助役も参加している中，先輩

の共産党員から申立人Ｂ２が共産党に入党したことが紹介され，申立人入

党は職場全体に知られることとなった。 

また国鉄の寮三つの職員を組織化し，三寮細胞というものをつくり，申

立人Ｂ２が細胞長となった。当時食糧配給公団の不正事件が発生したが，

これに対し，寮の仲間を引き連れ公団に交渉にも行った。また積極的に演

説行為をも行っていた。 

労働組合活動の面では１９４６年には国鉄労働組合青年部上野支部委員

となり，その後，国鉄労働組合熊谷分会青年部副部長，国鉄労働組合熊谷

分会執行委員にも選任されている。 

(2) 解雇の状況 

申立人は１９５０年３月に肋膜炎を発症しており，「職場復帰」をしたの
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は同年１１月８日であった。復帰直後，申立人Ｂ２は職場が緊張しているこ

とを感じ取った。 

申立人Ｂ２が改めて聞いた解雇通告は同年１１月１５日のことである。駅

助役が申立人Ｂ２を駅事務室に呼び申立人Ｂ２に対し「（解雇であるから）

もう来なくてよい。」旨申し向けた。そして解雇の理由についても色々と述

べたが，難解な説明であり申立人Ｂ２には理解できないところもあった。し

かし「上の方の方針である。」との趣旨であることは理解できた。また駅助

役は職務上やむを得ず，告知を行っているように思われた。 

申立人Ｂ２は助役でなく直接駅長から事情を聞きたいと思い，駅長の官舎

を訪ねたが留守であった。 

その後，同年１１月１８日ころ，助役が申立人Ｂ２の住む国鉄寮に来て「解

雇を受けてくれ（了解してくれ。）。」と言って来たが，申立人Ｂ２はこれ

に応じなかった。 

なおこの一連の解雇の通告に際して，申立人Ｂ２の健康問題（肋膜炎）に

ついての言及は一切なかった。 

(3) 解雇後の状況 

解雇後も申立人Ｂ２は国鉄寮に残った。他方，共産党の地区委員会に在籍

するようになった。しかし地区委員会勤務といっても当時は無給であり，自

ら本を売って生活をするような状態であり苦しかった。７年間にわたり国鉄

寮にいたが，実家から「いつまでもそこにいても仕方がないから帰って来い。」

と言われ，戻ることとした。１９５７年には自営で茶店をしていたが，１９

６４年７月には診療所に勤務することとなり，その後，医療生活協同組合の

活動をして現在に至っている。 

なお１９５１年ころ，党員が来て「レッド・パージについて裁判を起こす

動きがある。ついてはカンパをお願いしたい。」と話していった。申立人Ｂ

２はみんなが提訴するならば自分もこれに加わろうと考えた。しかしその後，

カンパを募っていた人の金銭管理が悪かったようであり，結局この提訴の動

きは立ち消えとなり，申立人Ｂ２も提訴には踏み切らなかった。 

(4) レッド・パージによる解雇か 

ア 駅助役は申立人Ｂ２に対し解雇理由について「上の方の方針である」と

説明したということである。前述したとおり，この時期はいわば「上の方

針として」国鉄職員に対する二段階目のレッド・パージが行われている時

である。また申立人Ｂ２は共産党入党以来活発に党活動を行ってきている

ことも事実であった。 
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このような事実関係を総合評価するならば，申立人Ｂ２の解雇がレッド

・パージによるものであると十分に認定できるものである。 

イ ところで申立人Ｂ２は１９５０年３月ころ肋膜炎を発症し同年１１月７

日ころまで治療に専念しており，「職場復帰」は同月８日となっている。

そこで解雇の理由が健康上のものであったという考えもあり得る。 

しかし，解雇当時申立人Ｂ２は健康を回復しており通常の業務に充分に

耐えられる状態になっていたのである。また使用者は労働者が疾病にかか

り療養のため休業する期間及びその後三十日は解雇してはならないのであ

り（労働基準法１９条１項），この時点で疾病を理由とする解雇はできな

いのである。さらには申立人Ｂ２の疾病を問題とするのであればそれに言

及することについて特に難しい問題は生じない。難解な説明は不要である

し，「上の方の方針」となるはずもない。しかるに駅助手は解雇理由の説

明の際，申立人Ｂ２の健康問題に一切触れなかったというのであるから，

解雇の理由が健康問題であったとは考えられないのである。 

ウ なお独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構からの回答において

申立人Ｂ２の解雇日が１９５０年１０月３１日であることが，申立人Ｂ２

の認識（同年１１月１５日）と異なる点若干問題となる。 

  これについては内部的な決定は既に１０月３１日になされていたが，そ

の告知が１１月１５日になされたと見られる（その事実を同僚が既に認識

していたことから，申立人Ｂ２が復帰した際，職場が緊張していたと感じ

られたのである。）。１０月３１日の決定について，申立人Ｂ２が療養中

であったためその告知が１１月１５日になったものと考えられる。 

エ 以上の検討によると申立人Ｂ２に対する解雇は健康上の理由でなく，レ

ッド・パージによる解雇と認定できるというべきである。 

 

第５ 気象台に関する事実認定・判断 

１ 申立人Ｃの経歴 

  申立人Ｃは１９２２年８月５日に生まれ，１９４０年に旧制中学を卒業後，

朝鮮通信養成所で勉強し，逓信省の技師としてソウル市内で市外通信保守の業

務に従事していた。１９４４年から兵役に従事し，戦後日本に引き上げてきた。 

 申立人Ｃは，１９４６年５月に気象台に入省した。気象台での仕事も通信技

術を生かしたもので，具体的には海外の気象情報をモールス信号で受信して，

これを本庁に送るという仕事であった。 

 職場には労働組合（全気象大和田支部）が存在し，申立人Ｃも執行委員とな
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って活動した。しかし気象庁の労働組合は，それほど組合活動が盛んではなく，

組合員は１００人程度であった。 

 申立人Ｃは，「野火止」という名の全気象大和田支部機関誌の１９５０年６

月２５日号に，「思うつぼ」と題する２０００字弱の随筆を寄稿した。これは，

日本の朝鮮統治下の状況を引用しつつ，「自分が利するためには同胞の苦しみ

を何とも思わないような奴隷根性をもつことは帝国主義者の思うつぼである」

という主旨のものであった。 

なお，申立人Ｃは，共産党に入ったことはなかった。 

２ 解雇の状況 

(1) 申立人Ｃは，１９５０年１１月７日に罷免処分を受けた。気象通信所長か

ら交付された罷免の辞令書には「貴職は共産主義の同調者で公務上の機密を

漏洩し公務の正常な運営を阻害する等秩序をみだる虞があり公務員として適

格を欠く者と認める。よって国家公務員法第７８条３号の規定により免職す

る」と記述してあった。そしてこの辞令を渡される時，所長から，前述の機

関誌寄稿の随筆に触れられて，「おまえはこういうものを書いていたじゃな

いか」と言われた。 

 申立人Ｃは，この処分に納得できずにその場ではこの辞令書の受領を拒否

した。しかしその後書留郵便で送付されたものを妻が受け取ってしまった。 

(2) 他方，申立人Ｃを採用してくれたときの担当者であったＬ課長が，申立人

Ｃが罷免されることに同情した。処分から１週間経った頃に，申立人Ｃにつ

いて１１月２日付で「依願退職」していたことにすることとなった。 

 この結果，申立人Ｃは，あらためて「家事の都合」を理由とする依願退職

受理に辞令書を受け取った。このように「依願退職」の形で退職とされたの

で，審査請求等の不服申立てはしなかった。 

(3) なお１９５０年１１月９日の毎日新聞では，「気象通信所で赤追放」との

見出しで「運輸省では７日夕刻所属中央気象台気象通信所の赤い分子追放を

行った。該当者は外国気象係Ｎ（元党員），通信係Ｃ（同調者）の２名であ

る」との記事を掲載した。 

 もっとも，この記事により申立人Ｃの「依願退職」が問題とされたことは

なく，特に実害は生じなかった。記事掲載のＮは共産党に入党しており，申

立人Ｃとも親しい関係にあった。 

３ 解雇後の状況 

(1) 申立人Ｃは１９５０年１１月に職を失った。当時，申立人Ｃは既に結婚し

ており３歳と０歳の幼い子どもを抱えていた。 
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 申立人Ｃは職探しに奔走したが，厳しい状況であった。例えば，電源開発

では，求職の時に，面前で紹介者に対し「なんで傷ものをつれてきたのだ！」

とまで言われた。Ｌ課長は申立人Ｃの経歴に傷が付かないように苦労してく

れたものの，実際にはレッド・パージされたことが伝わっていたことになる。 

 申立人Ｃにはタイプの技術があったので，米軍朝霞キャンプのタイピスト

として，何とか職を得た。 

(2) 気象台を追われ困ったのが住居であった。当時，申立人Ｃは埼玉県大和田

町の「Ｒ荘」という名の木造の官舎に家族４人で住んでいた。申立人Ｃの部

屋は３畳と６畳の２間だけであり，台所，便所，風呂などはすべて共用であ

った。このように慎ましい居宅ではあったが，当時の状況下では，他に転居

するところを探すというのは容易なことではなかった。１９５０年１１月に

職を追われてからも，申立人Ｃ一家はここに居住し続けていた。このため周

りの人からは「いつまで官舎に居座っているのだ！」と陰口をたたかれるこ

とにもなった。 

 １９５１年７月に，国は申立人Ｃに対して，この宿舎からの退去を求め訴

訟を提起してきた。その訴状では，申立人Ｃについて「昭和２５年１１月２

日依願退職し」となっていた。なお，共同被告となったＫ氏，Ｈ氏はいずれ

も気象台の職場の同僚であり，１９４９年８月に共産党からの届出に基づい

て行政整理によって解雇されたものである。 

 この訴訟は，最終的に，「明渡先を見つけ次第退去する」という内容の和

解で終わった。さらに，後述するように申立人Ｃはその後復職したので，結

果として，１９６０年までにこの宿舎で生活することが可能となった。 

(3) １９５２年３月に申立人Ｃは気象台気象通信所への復職を果たした。この

際にもＬ課長が尽力してくれスムースに復職できた。 

 しかし，新規採用扱いであったため，給与の号俸が大きく下がり（退職時

６級６号であったのが３号下の６級３号に下がった。），生活は苦しかった。

ただし，レッド・パージされたことのために職場で排斥されたりするという

ことまではなかった。なお申立人Ｃの給与は１９５３年１０月に６級６号ま

で昇級し，１９５７年１月には７級７号にまで昇給した。 

 それでも申立人Ｃは，復職後は給与が低くて生活が苦しかったため，仕事

が終わった後や休日にはアルバイトに専念するような状況であった。 

(4) 申立人Ｃは，１９５７年６月３０日に気象台を辞めてＴ２というＴ１の子

会社に移った。これは気象台での給与が低くて生活が苦しかったためである。

この就職の際には，レッド・パージされた経歴があることは発覚しなかった。
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しかし申立人Ｃは，定年まで，いつレッド・パージのことが発覚するかとい

う不安感に悩まされ続けていた。 

 その後，申立人Ｃはこの会社で定年まで働き，現在は三鷹の自宅で一人住

まいをしている（妻は既に逝去。子どもは独立した。）。 

４ レッド・パージによる解雇か 

 本件は，報道新聞記事，罷免の辞令書の記載内容，機関誌の記事，建物明渡

請求訴訟の訴状等の裏づけがあり，申立て内容が真実であることは明らかであ

る。問題は依願退職をどのように評価するかという点である。 

 しかし，依願退職といっても申立人Ｃがその自由な判断に基づいて退職を申

し出たのではなく，前提としてレッド・パージが行われており，Ｌ課長の尽力

により「依願退職」という形が取られることとなったに過ぎない。本質的には

申立人Ｃの意に反して職場を失うことになったのであるから，レッド・パージ

の犠牲者であると評価すべきものである。依願退職の形式になったことは，補

償ないし名誉回復の方法の具体的内容の場面で考慮すれば足りると思われる。 

 

第６ 都立高校に関する事実認定・判断 

１ 東京都における教員レッド・パージ 

(1) 教育機関におけるレッド・パージは，前述のとおり（第２の５），行政整

理・企業整備に続いて１９４９年９月という早い時期から開始され，しかも

行政整理・企業整備とは異なり，共産党員ないしその同調者を特定して追放

の対象にしている点に大きな特徴がある。 

(2) 東京都は，１９４９年１０月ころ，いわゆる「赤い教員」を追放するため，

個人調査を開始した。 

(3) 東京都は，当初，同年１１月，整理基準案を策定し，同月１７日の定例教

育委員会にかけて正式承認を得た後，公表，同月中に３００～３５０名を整

理する予定であった 

    ところが，同年１１月においては，持ち越しとなった。 

(4) その後，東京都は，１９５０年１月，教職不適格基準として「刷新基準要

綱」を定めた。 

 この「刷新基準要綱」の内容は， 

「一 勤務成績不良のもの。１ 職務を怠るもの。２ 欠勤，遅刻，早退の

多いもの。３ 無断で勤務を離れるもの。  

 二 職務能力の低いもの。１ 教授能力の低いもの。２ 教育への熱意を

欠くもの。３ 教員として信用，品位を失い，成績を上げることのでき
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ないもの。 

三 学校経営上非協力のもの。１ 法令或は指揮監督者の正当な命令を守

らないもの。２ 学校の教育方針又は民主的運営に協力を欠くもの。３ 

学校を拠点として，又は教員の身分を利用して，一党一派に偏した，政

治活動をする傾向が強く，教育上支障があるもの。」 

というものであった。 

(5) 同年２月１３日，都教育長は，小学校教員１５３名，中学校教員６８名，

高等学校教員２４名，幼稚園教員１名の合計２４６名に対して，各学校の校

長あるいは区学務課長を通じて整理通告を行った。 

 整理通告の内容は，同月１５日の正午までの４８時間以内に辞表を出すこ

と，及び，もし応じない場合には，その日をもって休職処分にするというも

のであった。 

(6) 同年２月１６日，都教育長は，同月２０日までに退職願を提出すれば休職

処分は取り消し１５日付依願退職扱いをする措置をとった。同月２０日まで

に勧告受理者は２２４名となった。 

  最終的に，拒否者７名を除いた２３９名が勧告を受諾し依願退職となった。 

２ 申立人Ｆの就職から退職に至るまでの経緯 

 申立人Ｆは，１９４３年１０月１日より都立Ｕ１高等学校（就職時は都立Ｕ

２高等女学校）に着任した。その後，申立人Ｆは，同校において理科の教員と

して勤務していた。 

  申立人Ｆは，１９４６年１０月１日，共産党に入党した。 

 東京都は，１９５０年２月１３日，「２月１５日の正午まで４８時間の内に

辞表を出せ，もし応じない場合には，その日をもって休職処分にする。」旨の

整理通告を行った。 

 その際，申立人Ｆは校長に対して，納得いかない旨を述べた際，「これは自

分が決めたことではなく，ＧＨＱからの指令なので何ともできない。」旨述べ

た。 

  その後，申立人Ｆは，不本意ながらも退職勧告を受諾し，退職した。 

 東京都の調査した教員レッド・パージの対象者の中には，申立人Ｆの名前が

あった。 

３ 解雇後の状況 

  その後，申立人Ｆは，診療所に勤務したり，朝鮮学校の教師や日本共産党に

おいて勤務するなど職を転々としていた。 

４ レッド・パージによる解雇か 
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 申立人Ｆが校長に対して，納得いかない旨を述べた際，校長は申立人Ｆに対

し，「これは自分が決めたことではなく，ＧＨＱからの指令なので何ともでき

ない。」と述べられたに留まり，刷新基準要綱に該当する具体的事由の指摘が

なかったこと，また関係資料に照らしてみても申立人Ｆに「刷新基準要綱」に

該当するような具体的な事情がなかったこと，さらには，全国教員整理者名簿

には「東京都では○共を含む２４７名の教員を整理した」との記載があり，その

中に申立人Ｆの名前があったことからすれば，本件退職勧告は，申立人Ｆが共

産党員であることを理由として教員の職から排除すべくなされたものと認定す

るのが相当である。 

 

第７ Ｖ２株式会社に関する事実認定・判断 

１ 経歴 

申立人Ｄは,１９２６年９月２日に出生し，Ｓ大学専門部（夜学３年）を卒業

後,１９４６年１月８日にＶ１株式会社に入社した（１９４９年１２月，集中排

除法による企業分割で東京地区の６工場がＶ２株式会社となった。）。 

当初木根川工場総務課勤労係に配属されたが，約半年後，肺浸潤に罹患し，

通院治療のため倉庫係に配転された。１９４７年１月から１９４９年３月まで

は組合専従，同年４月から解雇までは行程係であった。 

共産党には，１９４７年１１月に入党した（５０年党員証）が，入党前から

社内の社会科学研究会に参加し,党員と一緒に活動をしていた。団体等規正令に

よる登録もされており，地元の公安とは顔なじみであった。 

２ 組合活動 

組合の名称は，当初Ｗ１労働組合Ｖ１木根川分会であった。その後，１９４

８年１０月からＷ２労働組合Ｖ１木根川分会となり（Ｖ１各分会はＶ１連合会

を結成），１９４９年１２月からＷ２労働組合Ｖ２木根川分会となった（６分

会はＶ２連合会を結成）。 

労働組合には入社時に自動的に加入し，１９４７年１月に木根川分会専従の

書記に就任した。組合専従になっても給料は保障されていた。その後の組合活

動の状況は次のとおりである（連合会の中央執行委員を兼ねたこともあった。）。 

１９４７年１月から同年９月     専任書記（専従） 

１９４７年９月から１９４８年４月  書記長（専従） 

１９４８年４月から同年９月     闘争委員（専従） 

１９４８年９月から１９４９年３月  書記長（専従） 

１９４９年３月から同年１２月    職場委員 
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１９４９年１２月から解雇時     書記長 

３ 解雇の経緯 

ドッジラインによって会社の業績が悪化し，１９４９年６月ころから，低賃

金に加え，給料の遅配が始まった。会社は様々な経営合理化を図ったが，賃金

は再々遅配となり，労働者の生活は困窮を極めた。 

申立人Ｄは，１９４９年１２月から分会の書記長に再任され，工場長との日

常的な交渉のほかに，連合会の一員として本社での団体交渉にも参加した。 

各分会が次々とストライキに入り，木根川分会も１９５０年７月５日から無

期限ストライキに入った。１９５０年７月１７日に会社は１５０人の人員整理

案を発表した。１９５０年７月２７日の第１９回団体交渉で組合（連合会）は

会社側に企業再建案を提示したが，会社は一方的に解雇通知を発した。 

申立人Ｄは，解雇通知が届き，団体交渉当日である１９５０年７月２７日付

で解雇されたことを知った。その後も工場に行ったが，門に守衛がいて工場の

中に入ることはできなかった。 

木根川工場（分会）では，１２８名中１９名が解雇され，工場の入口に名前

が貼り出された。解雇者の中には長期欠勤者や出勤状況不良者も含まれていた

が，大部分が共産党員とその支持者であった。 

会社全体では，解雇者は１５０名であり，党員数は不明であるが，共産党員

である組合幹部８名が含まれていた。 

４ 解雇後の状況 

(1) 仮処分申立てと和解の経緯 

１９５０年８月２５日，申立人Ｄを含む５名が，地位保全の仮処分の申立

てを行った（代理人はＸ法律事務所のＭ弁護士）。仮処分申立人５名中４名

が党員であった。５名の代表であった申立人Ｄは，裁判終了まで連合会の書

記長として働いた。申立人Ｄは裁判の続行を希望していたが，寮から追い出

されて職もなく生活に困窮している者もいたことから，やむを得ず和解に応

じた（１９５１年３月１日）。 

申立人Ｄの解雇理由についての会社側の主張は，前記事件記録によれば，

次のとおりである。基準判定表の懲戒，規則紊乱，低能率に該当し，解雇基

準該当記述書による懲戒，規則紊乱，勤怠，不要不急部門に該当する。懲戒

（予定）の理由はビラ貼り，規則紊乱は，外部団体の者を守衛に阻止された

にもかかわらず社内に誘導したこと及び就業時間中に執行委員会を招集した

ことを指す。 

これに対する申立人Ｄの主張は，同記録によれば，次のとおりである。懲
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戒は予定というだけであり，またビラ貼りは正当な組合活動である。外部団

体の者が守衛に阻止された事実はない，また書記長には執行委員会を招集す

る権限はなく，規則紊乱の事実はない。解雇前６か月の出勤率は９８パーセ

ントであり，勤怠の事実はない。前年の昇給額は工場平均より高く，昇給額

序列は工場全体１２９名中４８番であり，第二作業係３９名中１１番であっ

た。 

申立人Ｄの主張は，具体的かつ詳細であって，会社の主張する解雇理由の

存在を否定するに十分であると認めることができる。 

申立人Ｄは，当時の労働争議において，分会書記長として積極的にかかわ

っており，会社は解雇基準に該当しないにもかかわらず，組合幹部としての

活動を理由に解雇したものと認めるのが相当である。 

(2) 解雇後の職歴 

裁判終了後，党の指示で，区政の動きなどを掲載した葛飾の地域新聞を発

行したが，生活費を賄えず，２年ほどで断念した。１９５３年から１９６５

年２月までは零細な業界新聞社に勤務していた。 

１９６６年１０月ころ，Ｙ病院の事務長に就職したが，１９６７年に葛飾

区議会議員に当選したため，その職を辞し，１９９１年まで通算５期（１期

休み）区議を勤めた。 

５ レッド・パージによる解雇か 

本件は会社の経営悪化に伴う経営合理化の名の下に行われた人員整理であ

る。一方で組合の勢力を減殺する目的をも持っていたと考えられ，申立人Ｄも，

組合幹部としての活動を理由に解雇されたものと認定できる。 

一方，本件では，共産党員の排除という明確な目的は必ずしも明らかではな

い。しかし，私企業についても１９４９年から，ＧＨＱや政府が関与し，企業

整備の名の下に，意図的に共産党員やその同調者の排除を行っていたことは，

第２，４（７）企業整備の中でのレッド・パージで述べたとおりである。当時，

Ｖ２でも，組合幹部の多くは共産党員であり，木根川分会では１２８名中１９

名が解雇されたが，その多くが組合活動を行っていた共産党員や同調者であっ

た。また，会社全体では１５０名が解雇され，党員数は不明であるが，Ｖ３東

京労働組合「２０年のあゆみ」（５３頁）に，主な解雇者として，申立人Ｄを

含む組合幹部８名の氏名及び組合での役職が記載されている。そして，同頁に

「Ｖ２のレッド・パージはこの争議を期して企業合理化の中で一挙に行われ

た」とされ，６０頁でも，１９５０年１０月以降のレッド・パージについての

記述の中で，「Ｖ２は７月の闘争でほぼ全員解雇されたが」としている。 
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したがって，申立人Ｄについても，単に組合活動を行っていたというだけで

はなく，共産党員であったがために解雇されたものであって，レッド・パージ

による解雇と認定できる。 

 

第８ Ｚ１に関する事実認定・判断 

１ 入社から退社までの経緯 

Ｚ１株式会社亀戸工場は現在存在せず，株式会社Ｚ２が合併により承継した。

申立人Ｅは同社から２００７年８月２０日付でＺ１亀戸工場，退職者索引の写

しを得た。なお現在の承継者は株式会社Ｚ１である。 

退職者索引によれば申立人ＥがＺ１株式会社亀戸工場へ入社したのは１９４

６年１１月１３日であり，退職したのは１９５０年１０月３０日であることが

認められる。 

申立人Ｅが所持する「五十年党員証」によれば，日本共産党への入党年月は

「１９５０（昭和２５）年８月」であることが認められる。これまでの調査に

よれば，当時労組の婦人部長として活動したこと及び工場の門前でレッド・パ

ージを批判するビラを一人で配ったこと，こうした活動と党員であったため給

与係から工具課へ配転させられたこと（申立人Ｅは後日，理解のある上司が引

き取ってくれたことを知った。），配転により孤立し，組合の婦人部長を辞め

たこと，業務上非違行為はとりたててなかったこと，同年９月ころ解雇通知と

思しき郵便物が届けられたが中身を見ずに返却したこと，さらに団体等規正令

に基づく共産党員名簿に名前が載っていたことから工具課の上司においてもか

ばいきれず，その結果，申立人Ｅは１９５０年１０月３０日をもって退職金を

受領して退職したことなどが推認される。 

２ 退職後の状況 

申立人Ｅは生活困難な時代にレッド・パージにより社会的信用と定職を同時

に失い，手芸をするなどして生計を支え，女手ひとつで子どもを育てるなど苦

難の人生を歩んできた。 

３ レッド・パージによる解雇か 

申立人Ｅの退職理由は退職者索引によれば「業務上都合」とされているが，

レッド・パージとの関係でどのように理解すべきか問題である。 

レッド・パージの始まり，その拡大，さらなる民間企業への拡大については

前述したとおりである。 

特に，日経連が作成し傘下の企業へ配布した「赤色分子排除対策について」

という文書には『赤色分子排除処理要綱』が掲げられており，「総司令部から
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の強力なる指示」は適当ではないから，「経営上の自主的措置」が「表面上の

理由となり，具体的には『業務上の都合』による解雇という普通の形がとられ

ることになろう。」と解雇理由の表記方法まで指導していた。 

このような経緯と事実に照らせば，申立人Ｅは「共産党員」であり「活動」

を続けていたこと，他方Ｚ１株式会社が作成した「退職者索引」の退職理由欄

の「業務上都合」はエーミス労働課長の１０月中という解雇措置期間に間に合

わせるために，本件はレッド・パージによる解雇であるのに，日経連による前

記指導に従い，表面上の理由として「業務上都合」という取扱いにしたものと

考えられる。 

また，配転時に引き取ってくれた上司から団体等規正令による党員名簿に名

前が載っているため，かばいきれないと言われた結果辞めざるを得なくなった

のであるから，形式的には会社の都合による退職として退職金を受領したとし

ても，実質的にはレッド・パージによる解雇と認めるのが相当である。 

 

第９ 人権侵害性の判断 

１ 申立人らの人権 

(1) 申立人らには，特定の思想や主義を信奉し，あるいは，特定の政党を支持

する思想・良心の自由，結社の自由が保障され，平等原則により，このよう

な特定の思想・信条を有していることを理由に差別的取扱いを受けないこと

が保障されている（日本国憲法１９条・２１条１項・１４条１項，世界人権

宣言２条１項・７条・１８条・２０条１項）。 

(2) これら思想・良心の自由，結社の自由及び平等原則は，個人の尊厳に直結

するものとして保障されているのであり，憲法や天皇から恩恵として与えら

れたものではなく，人間であることにより当然に有するとされる基本的人権

である。 

   この人権の固有性の考え方の淵源は，１７７６年のアメリカ独立宣言，す

なわち，「すべての人間は平等に作られ，造物主によって一定の譲り渡すこ

とのできない権利を与えられており，そのなかには生命，自由および幸福の

追求が含まれている…」という宣言などに求められ，国際人権規約（社会権

規約と自由権規約）前文にも，人権が「人間の固有の尊厳に由来する」もの

と謳われている。 

   以上のように考えると，基本的人権は，人間が社会を構成する自立的な個

人として自由と生存を確保し，その尊厳性を維持するため，それに必要な一

定の権利・自由が当然に人間に固有するものであることを前提として認め，
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そのように憲法以前に成立していると考えられる権利・自由を憲法が確認し

たものということができる。 

(3) そして，そもそも，ＧＨＱ（特に，連合国最高司令官）自体が，言論・宗

教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重が確立されること等を求めたポツ

ダム宣言や降伏文書等に基づき日本統治の権限を付与されたものである以

上，その範囲を逸脱して行動すること許されず，前憲法的・自然権である基

本的人権をないがしろにする指示・命令を出す法的権限などあるはずもない。

また，仮に，かかる趣旨・内容の指示・命令を事実上出したとしても，それ

は無効の指示・命令といわねばならない。 

(4) したがって，占領下におけるＧＨＱの指示・命令に従ったのだとしても，

企業が申立人らの思想・良心の自由や結社の自由を侵害し，処遇上差別する

ことは，個人の基本的人権を侵害する重大な違法行為というべきこととなる。 

２ 占領下の人権侵害と日本政府の責任 

(1) 連合国による日本の占領下では日本政府及び各企業は，マッカーサー指令

に従わざるを得ない立場に置かれていたことは間違いがない。そしてレッド

・パージは，一般的にＧＨＱの指示や示唆にもとづいて実施されたものとさ

れている。 

 しかし，とくに第２において述べたように，レッド・パージが行われる契

機にはＧＨＱの指示や示唆があったとしても，日本政府や企業自身もまた，

レッド・パージを積極的に推し進めようとしてきたことが認められる。その

結果，３万人にも及ぶ人たちが，その犠牲となり，職を失い，名誉を毀損さ

れた。その広汎な被害の重大性，人権侵害の深刻さに照らしても，ことに日

本政府の責任は重いといわなければならない。 

 しかも，占領下の当時においても，レッド・パージの少なくとも一部は，

回避可能であったといえる。１９４９年の行政整理・企業整備については，

ＧＨＱの関与はあるとしても，未だマッカーサーの指示・指令などは存在せ

ず，それは同年から翌年にかけての教育機関におけるレッド・パージについ

ても同様であって，日本政府が積極的に選択したという性格が相当に強い。

大学教員に対するレッド・パージは，イールズ講演などＧＨＱの積極的企図

や要求があったにもかかわらず，大学関係者の反イールズ闘争などの抵抗も

強く，他の分野に比べて相当に歯止めがかかったとみられている（平田『史

的究明』１３６頁）。 

 また，１９５０年６月から７月にかけてのマッカーサー書簡は，直接には

共産党ないしアカハタに対するものであり，直接に民間の産業を対象とした

shiga206
テキストボックス
※本勧告書は、ホームページへの掲載に際して、申立人や相手方を含む関係者氏名等の標記を加工しております。



 

- 64 -

ものではなく，それ以外にレッド・パージを指示する書簡等は存在しない。

それゆえ，「マッカーサーの具体的指示があった」のか否かについては，当

時から論争があり（石井照久「レッド・パージと日本の裁判権」季刊日本管

理法令研究３２号(１９５１年)３０頁以下，東大労働法研究会「労働判例研

究」ジュリスト２４７号(１９６２年)８０頁），裁判例も分かれている。政

府や企業として，他に選択の余地がなかったとは言い難いのである。 

(2) そもそも思想・良心の自由，法の下の平等は，前記のとおり，人間の尊厳

に由来する自然権的な権利として保障されているものである。それゆえ，思

想・良心の自由，法の下の平等は，連合国最高司令官をも規制する上位規範

といえるのであり，連合国最高司令官といえども，思想・良心の自由，法の

下の平等を侵害してはならないとの制約を受ける。したがって，思想・良心

の自由，法の下の平等を侵害する指示は法的効力を有しない。 

 ちなみに，国際人権（自由権）規約４条１項は戦争・内乱等「国民の生存

を脅かす公の緊急事態の場合」の個人の権利制限措置を容認するが，同条２

項は，その場合でも１８条（思想・良心及び宗教の自由）の保障の規定に違

反することは許されないとして，思想・良心の自由は緊急事態下の一時的効

力停止も許されないことを確認している。 

 さらに，日本管理の指針であるポツダム宣言（第１０項）は，日本に対し

て「思想ノ自由」の確立を求め，「降伏後ニ於ケル米国ノ初期対日方針」（１

９４５年９月２２日）でも「政治的見解ヲ理由ニ差別待遇ヲ規定スル法律」

等の廃止を求めている。これは，連合国自身が思想・良心の自由が重要な人

権であり，それを侵害してはならないということを当然の前提としているか

らである。そして，連合国極東委員会の「降伏後の対日基本政策」（１９４

７年６月）では，連合国最高司令官の権限は「降伏条項を実施し並びに日本

国の占領及び管理の遂行のために確立された政策」を実施するために認めら

れるとともに，その限度の範囲に限定されると確認されている。したがって，

連合国最高司令官はそもそも，思想・良心の自由を侵害するような指示を出

す権限は有していないといえるのであるから，思想・良心の自由を侵害する

指示は，権限の濫用・逸脱として法的効力を有しないと解するのが相当であ

る。 

(3) さらに，以上の点を一旦措くとしても，１９５２年４月２８日，連合国と

日本国との間の平和条約が発効した以降，連合国の占領は撤廃され，日本国

に完全な主権が確立したことに留意されるべきである。すなわち，これによ

る占領の終了と主権の回復後は，日本政府は，自主的にレッド・パージによ
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る被害の回復を図り，被解雇者の地位と名誉の回復措置をとることが十分可

能であったし，行うべきであったことは疑いを容れない。これを放置・容認

し，現在に至るまで何らの人権回復措置を行っていないことの責任は重いと

言わざるを得ない。 

３ 被害の深刻性 

  申立人らは，本件解雇等により名誉を著しく害された。また，解雇等をされ

た申立人らは，生活の糧である職を失うことにより収入が途絶え，その後の就

職活動にも深刻な影響を受けた。その被害は，解雇等の当時のみならず現在に

至るまで続いており，その人生の大半を前記被害が回復されないまま過ごして

きた。 

本件解雇等は申立人らのその後の人生を規定したといっても過言ではない

のであり，申立人らが本件解雇等により被った被害は極めて重大かつ深刻なも

のといわざるを得ない。 

４ 申立人らと使用者との合意ないし和解について 

関東配電及び日発の関係では，申立人Ａ６，申立人Ａ１２，申立人Ａ１４は，

１９５０年８月３１日までの間に退職願を提出している。また，申立人Ａ２，

申立人Ａ３，申立人坂上，申立人Ａ７，申立人Ａ８，申立人Ａ９，申立人Ａ１

３は，１９５０年８月３１日付けをもって関東配電から解雇され，その後，訴

訟提起をしたものの，１９５１年４月２７日に裁判上の和解をし，雇用関係の

消滅を認めるに至っている。そして，申立人Ａ１，申立人Ａ４，申立人Ａ１１，

申立人Ａ１０も，１９５０年８月３１日付けをもって関東配電から解雇され，

訴訟提起をしたものの，その後，訴えを取り下げている。即ち，関東配電及び

日発の関係では，多くの申立人らは，レッド・パージ後，会社側と和解するな

どして解雇無効の主張を撤回しているのである。 

また，都立高校の関係では，申立人Ｆは，１９５０年２月１５日，退職勧告

を受諾して退職し，また，その際退職金も受領している。 

Ｖ２の関係でも，申立人Ｄは，同時に解雇された４名とともに，１９５０年

８月２５日，地位保全の仮処分の申立てを行ったが，１９５１年３月１日和解

に応じ，和解金を受領している。 

しかし，申立人らとしても，自己の意思によって自主的に退職したのではな

く，退職勧告をやむなく受け入れたに過ぎないのである。 

特に，１９５１年４月当時，既に司法的救済を求めて多くの訴訟が全国で展

開されたが，その多くは原告が敗訴する状況であった。また，当時，共産党に

対する偏見があるため，再就職が困難であり生活費にこと欠く状況であったこ
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となどの事情もあった。 

そこで，そのような理由から，不本意ではあるが生活の糧を得るために苦渋

の選択として使用者側と示談をせざるを得なかったとしても，やむを得ないこ

とと言える。 

それゆえ，申立人らが使用者と示談をしたとしても，それにより侵害された

人権が回復されたと評価することはできず，むしろ人権回復されずに未解決の

まま残されていたということができる。 

したがって，申立人らが使用者と合意ないし和解をしたことをもって，本件

の人権救済を拒むことは正当とは思えない。 

５ 日本政府以外の地方公共団体の責任 

 申立人Ｆについては，東京都が退職勧告を行っているとのこととの関係で，

地方公共団体の責任についても付言しておきたい。 

 各地方公共団体が必ずしも不本意にレッド・パージ解雇を実施したのではな

いことが推認されること，前記特審局の資料によると行政整理の際に解雇され

た共産党員及びその同調者が１万９３０名と厖大な数にのぼることは既に述

べたとおりである。 

 本件では，日本政府に対して勧告を行うが，レッド・パージを実施した各地

方公共団体も，人権侵害であるレッド・パージを正面から受け止め清算するこ

とを怠ってきたものといわざるを得ず，その意味では本勧告は，実質的にはレ

ッド・パージを実施し，名誉回復措置を講じていないすべての地方公共団体に

対し，等しく発せられるべき性質のものであることが留意されなければならな

い。 

６ アメリカ政府の責任 

    申立人らは，アメリカ政府に対しても謝罪と名誉回復等を求めている。 

たしかに，既に述べた歴史的経過に鑑みれば，連合国の一員であったアメリ

カ政府が日本におけるレッド・パージに相当程度影響を与えていたことは否定

できないと思われる。 

  しかし，アメリカ政府の責任を問うためには，レッド・パージに関する当時

の連合国内の各国の関与等の分析も不可欠とならざるを得ない。例えば，アメ

リカ合衆国，ソビエト連邦，イギリス，中華民国，オーストラリアなどの当時

の連合国内においてどのような経緯でどのような話し合いがなされ，その間，

アメリカ政府がどのような関わりを持っていたのか，また，ＧＨＱの行ってき

た政策について各国がどのように責任があるのかなどについて，当時の文献資

料を調査したり，当時の状況を知る証人などから事情を聴取することが必要と
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なってくるのである。 

  しかし，アメリカ政府の関与に関して日本国内で十分に研究がなされている

とは言い難く，当委員会も，調査能力，対応能力に限界があることを考えると，

アメリカ政府の関与について，詳細な調査をすることは困難であるといわざる

を得ない。 

  申立人らの人権救済申立てに対しては，日本政府に対して名誉回復と補償を

求める警告ないし勧告を行っており，申立人らの申立てに対して一定の判断を

行っていることもあわせ考えて，今回の調査報告書ではアメリカ政府に対する

判断を行わないこととした。 

７ レッド・パージの法律による救済例 

  イタリアでは，１９７４年及び１９９９年，戦後の一定期間に共産党員や労

働組合員の活動家であることを理由に不当に解雇された民間企業の労働者に

対して，解雇されなければ本来受け取れるはずであった年金分を国が補償する

法律が制定された。また，２００１年には，公務員に対して補償する同趣旨の

法律も制定されている。 

８ 結論 

 そこで，前記人権侵害に対して，申立人らの被った被害の回復のために，名

誉回復や補償を含めた適切な措置を講ずるよう勧告するものである。 

 なお，申立人Ａ７は，２００８年１０月１６日に逝去されている。しかし，

申立人Ａ７をはじめ，生涯背負い続けた名誉等の人権侵害の回復を見ることな

く亡くなられた方々の無念さに思いをいたすとき，政府は，それら故人に対す

る救済の趣旨を含めて，その人権侵害の回復措置を講ずべきものと考える。 

 

第１０ まとめ 

１ 本件解雇等は，申立人らの思想・良心の自由，結社の自由，法の下の平等を

侵害するものである。それにより，申立人らの名誉等が傷つき，深刻な被害を

生み出している。 

２ 申立人らのようにレッド・パージにより解雇等を受けた者の中には，訴訟を

提起し司法による救済を求めた者も多数存在する。しかし，中外製薬最高裁決

定（昭和２７年４月２日決定・民集６巻４号 387 頁）にみられるように，多く

の裁判では，マッカーサー指示が超憲法的効力を有することなどを根拠に原告

らの要求を退けてきた。人権救済において司法が十分な役割をはたしてこなか

ったといわざるをえない中で，申立人らは，救済のための最後の砦として弁護

士会に対して人権救済を求めてきている。レッド・パージという歴史的大事件
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について，弁護士会が法律家団体として政治的観点を排し，あくまで法的観点

から人権擁護の視座に立ってこれを検証し，申立人らを含めレッド・パージに

より解雇された者らの人権救済を図ることは極めて重要な意義がある。 

３ 本件は今から６０年も前に起きたものではあるが，現在においても依然とし

て職場における思想差別が克服されたわけではない。現在も形を変え類似の被

害は繰り返されている。 

職場において思想・良心の自由，法の下の平等などが保障されるべきことは，

過去の問題ではなく現代的な人権課題である。まして，政府などの権力機関が

自らこれを侵害したり，その侵害を推進し助長するなどの行為が，決して繰り

返されてはならない。現在及び将来にわたり，職場において思想差別が繰り返

されないようにするためにも，過去の人権侵害に対してその侵害事実と責任を

認め，救済をしていくことは極めて重要である。 

とりわけ，占領下という特殊な状況下における人権侵害に対しても救済を行う

ことは，どのような状況下におかれても人権は保障されなければならないとい

う，人権の固有性・普遍性・不可侵性をあらためて確認するという意味におい

ても重要な意義を有するものである。 

４ 以上から，当連合会は，申立人らの申立について，内閣総理大臣に対し，前

記人権侵害に対して，申立人らの被った被害の回復のために，名誉回復や補償

を含めた適切な措置を講ずるよう勧告するものである。 

５ なお，当連合会では，本件に先立ち，２００８年１０月２４日，本件申立人ら

と同様，レッド・パージにより解雇等を受けた者３名の申立について，内閣総理

大臣及びレッド・パージを実施した企業に対し，本件と同様の勧告を行った（な

お，本件では，レッド・パージを実施した企業は相手方とされていない。）。 

 本件の申立人らは，同勧告事例の申立人らに続き当連合会に申立てを行った者

たちである。また，本件申立人ら以外にも，各地の弁護士会に対し，同旨の人権

救済申立を行った者が多数あり，すでに勧告が出されているものもある。 

 これらの経緯をふまえ，本件の勧告は申立人らについてのものではあるが，そ

の根本には，レッド・パージにより解雇された３万人に及ぶ被害者についても，

申立人らと同様の救済がなされるべきであるとの当連合会の判断が含まれてい

ることを，特に付言するものである。 

以上 
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【西暦・元号対照表】 

   西  暦    元  号     西  暦    元  号 

1941年 昭和16年 1976年 昭和51年 

1942年 昭和17年 1977年 昭和52年 

1943年 昭和18年 1978年 昭和53年 

1944年 昭和19年 1979年 昭和54年 

1945年 昭和20年 1980年 昭和55年 

1946年 昭和21年 1981年 昭和56年 

1947年 昭和22年 1982年 昭和57年 

1948年 昭和23年 1983年 昭和58年 

1949年 昭和24年 1984年 昭和59年 

1950年 昭和25年 1985年 昭和60年 

1951年 昭和26年 1986年 昭和61年 

1952年 昭和27年 1987年 昭和62年 

1953年 昭和28年 1988年 昭和63年 

1954年 昭和29年 1989年 平成元年 

1955年 昭和30年 1990年 平成２年 

1956年 昭和31年 1991年 平成３年 

1957年 昭和32年 1992年 平成４年 

1958年 昭和33年 1993年 平成５年 

1959年 昭和34年 1994年 平成６年 

1960年 昭和35年 1995年 平成７年 

1961年 昭和36年 1996年 平成８年 

1962年 昭和37年 1997年 平成９年 

1963年 昭和38年 1998年 平成10年 

1964年 昭和39年 1999年 平成11年 

1965年 昭和40年 2000年 平成12年 

1966年 昭和41年 2001年 平成13年 

1967年 昭和42年 2002年 平成14年 

1968年 昭和43年 2003年 平成15年 

1969年 昭和44年 2004年 平成16年 

1970年 昭和45年 2005年 平成17年 

1971年 昭和46年 2006年 平成18年 
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1972年 昭和47年 2007年 平成19年 

1973年 昭和48年 2008年 平成20年 

1974年 昭和49年 2009年 平成21年 

1975年 昭和50年 2010年 平成22年 
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