
芳賀順子　西村風胡	



明治学院時代・賀川豊彦は社会科学と組合運動に眼をむけて居た	



　　　１９０９年からスラム救済に当たるが慈善活動では救済しきれない事を感じる。 
１９１４年からプリンストン大学留学（神学士を取得）、１９１６年・NYでのMay　Day　Parade に出会い、 
欧米の実情を肌で感じて１９１７年に帰朝。その後労働組合に力を注ぎ、労働者の自由と解放を願い働く。 
三菱・川崎造船所大争議（１９２１年）・関東大震災救援活動（１９２３年）を期に労働組合運動から身を引く。	

・　戦争特需景気があった。 
　神戸には造船所があり、大阪は繊維業 

•  農村の次男三男が、都市労働者として 
　　神戸・大阪に人が集まる 

・　１９１４年第一次世界大戦勃発により、日本も
シベリア出兵を宣言（寺内内閣）、１９１８年
物資の高騰を狙い売り惜しみが加速して全
国的に米騒動が起こる。 

・　神戸では鈴木商店の焼き討ち騒動が起こる。 

１９０９年~１９２３年が、労働運動問題に関わったといえる	

賀川豊彦の労働運動と日本の社会状況	



１９１４年８月２日、丹波丸で神戸港を出発。 
１７日サンフランシスコに到着（プリンストン大学留学の為）	

•  ジョージア州アトランタ市郊外アセンスという小さな町にある、 
　煉瓦会社の元重役ジヴィリー氏が毎月＄５０を賀川豊彦へ２年
間送ってくれていた。新川スラムの救済事業について報告した。 

　ジヴィリー氏の慈善奉仕に心からの感謝を述べた。	

ん	

＊　賀川豊彦は、奨学金を得てプリンストン大学留学している。 
神学部の勉強は、日本でかなり深く学んでいたので、生物科学に力を置き学ぶ。 

＊第一次世界大戦が勃発し、経済情勢も不安定な欧米の状況を肌で感じながら、
プリンストン大学生活を送る。 

＊　プリンストン大学卒業後、出来ればシカゴ大学で哲学を学びたかった。	



賀川豊彦プリンストン大学神学学校留学(１９１４～１７年） 
同時期に第一次世界大戦が起こり世界情勢は不安定	
•  １９１６年神学士の称号を授与されプリンストン大学卒業。 
•  同時に奨学金が打ち切られて仕事を探しにNYに向かう。 
•  職に付いてシカゴ大学で哲学を学びたかった。しかし、 
　第一次世界大戦の影響でアメリカは大変な不況に陥っていた
ので、職探しは難しかった。 

　NYの安宿に住み、スラム街を見廻っていた其の時！！！ 
•  NYで６万人以上の大デモ行進に出会う。（１９１６年５月１日）
縫製工労働に関わる老若男女移民労働者によるストライキ
とクローク＆スカートメーカーが労働条件改善のプラカードを
掲げ、整然と行進する労働者達に、彼は目が洗われるような
衝撃を受けた。 

•  資本家に対して労働時間短縮・賃金値上げの申し出を目的と
した大デモンストレーションであった。 



ニューヨークで６万人のデモ行進に出会う	
• 貧しい人々が無くなる様な社会を作らなければ成らない 
　「僕は日本に帰ってから、労働組合から始める！」	



New York Times・1916年5月1日の新聞記事	

＊賀川氏が 
NYで目撃した 
大デモ行進に 
ついて書かれ 
たNYTimesの 
新聞記事。 

＊賀川豊彦は 
労働者の労働 
条件改造の為 
の手段を 
はっきりと 
認知する！	



１９１６年５月１～２日ＮＹで６万人縫製工労働者のストライキ・デモ 
行進に出あう、そのＰａｒａｄｅの後には他の沢山のメーカーの職人
労働組合員も連なって総勢１２０，０００人もの大Ｐａｒａｄｅとなり、 
プラカードに申し立て内容を掲げて整然と行進をしていた。 

賀川豊彦は、労働組合の意義を重要視する	

•  労働者の恒例の“Ｍａｙ　Ｄａｙ　Ｐａｒａｄｅ”が５番街を行進。先頭はクローク（外套）・スカート
メーカー縫製工（６０，０００人）、工場閉鎖（３０，０００人）、ストライキ指令（３０，０００人）、 

　　Ｐａｒａｄｅの後、翌日マジソン・スクエアで大集会をする。 

•  時計メーカー、国際婦人服メーカー縫製工、パン屋、大工、ペインター、ドイツＳｅｌｔｅｒｓ産の発
泡ミネラルウォーター会社組合員、セメント会社組合員、金属会社組合員、など等もクロー
ク・スーツメーカーのＰａｒａｄｅと共に労働条件改善のデモ行進をした。（１２０，０００人） 

•  前もって許可を得ているが近年にない大パレードに成る、Ｐａｒａｄｅが通過し終わるまでポリス
が邪魔をしなければ、　暴力も無く平和的に整然としたデモ行進になるでしょう 

•  この様にして賃金の値上げ・労働時間の短縮・その他労働条件改善を願い出る。 
　移民労働者の多いＮＹでは、　奴隷のように酷使される環境から脱却する為の一方法であっ
た。	



留学からの帰国途中ユタ州オクデンの日本人会で 
書記を探しているという情報をもらいオクデンに行き 

テンサイ農場の書記として働く。 
農場主は日本人と白人の不仲を 

利用して低賃金で労働者を酷使していた。そこで両者の
中に入って小作人組合を立ち上げ、団体交渉を行う。 
農場主に収める甜菜の価格交渉・賃上げに成功。 

小作人組合組織を設立させる 

•  賀川豊彦の働きが実り、日系小作人１５０人は、 
　年間＄５０，０００の増収を得ることが出来た、 
賀川は、＄１００のお礼を貰って船賃として帰国する。 
•  １９１７年５月４日、横浜港に帰ってきた	



慈善主義の救済は貧民を増加させる 
防貧対策としての労働組合を考える 
労働者は決して貧民ではない	

労働者が貧民に落ちる原因（改善することが防貧対策） 
第１は飲酒 
第２は病気 
第３は負傷（未熟連工が負傷しやすい） 
第4は生活の不安定（失業の不安） 
第5は労働制度の欠陥	

＊　貧民問題を解決しようとすると労働者が自覚して自身で生活を建て直すと 

　　　共に病気・負傷の場合にも生活が保障される体制を作らねばならない。 

＊　失業のない社会を作っていかねばならない。	



アメリカ帰りの２９歳の労働運動に関心を持つ社会事業家として 
紹介された。 

彼は「鉄と筋肉」と題して、労働力が無れば鉄は鉄の塊に過ぎない、
労働者が価値を生み出すのだと論じた。 

知識・文が立ち・論も立つ彼は忽ち関西労働界のリーダーに 
成った	

•  スラムには失業者が多かった。『口入れ所』を開設、現在のコミスタ神戸の辺りで、
仕事の無い人に仕事を紹介して、収入を得て貰うように手配をしていた。 

　　（現在のハローワーク）	

１９１７年帰朝後に兵庫県救済協会から声がかかる	

＊友愛会会長鈴木文治は「米国鉄輸出禁止事情」について講演をした。 
　神戸連合会主務の高山義三や大阪連合会主務の松岡駒吉なども講演した。 

＊１９１０年：大逆事件後の社会運動は官憲の目が厳しく『冬の時代』であった。 
　　労働組合という名称を避けて　『友愛会』と称した。（全国に３万人の会員）	



•  賀川豊彦は、友愛会会長・鈴木文治氏と共に働き始める。 
•  西尾末広氏がある友愛会大会で「鈴木文冶氏は日本の労働運動の父、 
　　賀川豊彦氏は母である」と、上手い事を言った。 
・　このクリスチャンの父母に育成指導されていた開拓期の労働運動は、ヒューマニ
ズムに根ざした穏健着実なものであった。	

＊　神戸連合会新年会：兵庫支部安井幹事及び神戸支部阿部幹事の演説の後、 
　　賀川豊彦氏は、『英国に於ける戦時労働組織について』を演説。約１時間の熱弁 
　　近来稀なる盛会にして散会する　（１９１８年１月１３日） 
＊　高山に代わって、久留弘三を主務に迎えた神戸連合会は、鈴木文治友愛会会長を 
　　神戸に向かえ、１９１８年２月３日講演会を開催。 
　　賀川氏は恩師マヤス博士を引き出して『労働者と人格』と題して講演し 
　　賀川自身も『相互扶助論』を演説した。 
＊賀川氏は、神戸連合会評議員に押されていたので、労働組合としての活動自体に対して 
　も積極的に発言した。その一つが、「会費の値上げ」の提案であった。が組合費の値上げ 
　は容易ではなかった。が　６月の代議員会で『値上げ処分法」が決定する。 
１、書記一名採用　　２、会報発行　　３、人事相談所新設　　４、連合会事務所設置 
漸く、連合会は、組合の機関としての形を整える事が出来た。 
中でも重要なのは、会報発行であった。保証金５００円を納めて、政治問題も論ずることの出来
る新聞を発行．名称を「新神戸」と決定する。 

１９１８年（５月）	



１９１８年（８月）：神戸連合会機関紙『新神戸』発刊 
編集顧問に就任する 

１９１９年（３月）：「新神戸」を『労働者新聞』に改題 
発行人に就任する　 

•  『暴動の安全弁　－　組合主義の勝利』　　：　第２号 
•  『生存権と労働権』　　：　第４号 
•  「社会改造と労働階級』　：　第５号 
•  『労働者崇拝』　　　　　　：　第７号 
•  『愛本位　－　国際労働組織の完成』　　　：　第８号 
•  『波止場詩人』　小説を発表　　：　第６号 
•  『一羽のすずめ』　小説を連載　：　第７号～第８号 
•  「社会問題研究会設立の必要を提唱す」　　：　第３号 
上記の提案が１０月の代議員会で取り上げられ、賀川豊彦を講師として『社会学講義』が開講された。 
神戸連合会を基盤に労働運動の第一線に現れた賀川は、大阪連合会主催の中央公会堂で開催され 
た『労働組合公認期成大演説会』に、其の講師として招かれた（１９１９，１、１６）	

賀川豊彦のリズミカルな詩的な表現と肺腑をえぐるような劇場的な演出に、 
若き労働者の心は燃え上がった。『労働者新聞』を主宰し、毎号冠頭文を執筆 
したが（略）一読、こころを躍らせる珠玉の詩であった。（略）詩情豊かな人間愛
に燃えた一章一句が関西労働者大衆の士気を鼓舞いした　！	



１９１９年（４月）：『友愛会関西労働同盟会』結成 
理事長に就任する 

・『関西労働同盟会創立宣言』 

•  我等は生産者である。創造者である。労作者である。（略）生産者の道は建設と創造にある。 
この精神を持って宣言する。労働力は一個の商品ではない。資本主義文化は賃金鉄則と機械の 
圧迫により、労働者を一個の商品として社会の最下層に沈めてしまっている。生産権と労働権、 
集合契約権と正義に基ずく同盟罷免工の権利を主張し、治安警察法第十七条の撤廃と 
現行工場法の改正を要求する。８時間労働制・最低賃金の制定・社会保険制度の確立・ 
工場民主制・男女同一賃金・住宅問題の解決・教育の機会均等を要求し（略）これらは生産者の 
正当な権利であって、我等が一個の人格であり、自由である以上、決して市場の一商品ではない 
（略）・・・長々と続くが 
賀川の労働運動観が端的に示されている。　賀川の個人的な考えでなく、関西労働組合運動の 
公式の見解になっている点に意味がある。 

１９２０年（５月）：　大阪伸銅工組会新進会　：　組合長就任 
１９２０年（６月）：　大阪印刷工革新同志会　：　会長就任 
１９２０年（１２月）：　播磨造船労働組合　　　：　組合長就任	



１９１８年後半から１９１９年前半は 
日本の労働運動史上において記念すべき年	

•  関西同盟会の賀川ではなく、労働総同盟友愛会の賀川となっていく 
•  賀川の作った労働歌 
　目覚めよ日本の労働者　　過去の因襲打ち破り 
　世界改造遂げるまで　克己勉励努力せよ 

　土耕し　機織り　船作り　地の底くぐり鉱石を掘り 
　汗を絞りてパンを練る　労働者こそ尊とけれ 

＊関西の労働者によって歌われた	

ＩＬＯの規約が出来て第一条に『労働者は人格であって商品ではない』と規定される。 
賀川は、同盟会創立記念講演で『国際労働法論』について講演。	

友愛会の会員は３万人から５万人に増加。争議も各地に頻発した。友愛会の
要綱を貫徹する為にも同職同業の会員を組織化する動きが出てきた。 
東京鐵鋼組合、友愛会紡績組合、神戸でも鉄工組合を作る動きがあった。	



関西労働界騒然となる　（１９２１年春）	
•  昨年来の不景気の影響により一時萎縮沈滞した如く見えた労働運動は、非常な勢
いで目を吹いてきた。 

・「大阪電燈会社」の争議をきっかけに、「藤永田造船所」の争議が起こる。団体交渉 
　権の確認であり、最終の眼目は、大阪造船労働組合を認めよというものであった。 

・藤永田造船所の争議が膠着状態になった時大阪の組合という組合が声援を送った。 
　もはや一工場の争議ではなく全大阪を巻き込む争議となった。 

・賀川豊彦は、中心的リーダーであった「我等は飽くまで労働者の自由の為に戦わ
ん」 

・神戸の労働者も黙視しえなかった。６月８日、１２日、１８日と盛大な労働者大会を 
　開き,　「藤永田造船の争議」に支援を送った。 

争議の火の手は、三菱・川崎造船所に飛び火してきた。三菱造船所の賃金が、川崎 
造船所より２割がた安い、労働時間も９時間労働、条件の改善を申し立てる。 
川崎造船所では、賞与と創業２５周年の記念特別分配金が支給されたが、 
株主には７割の配当をしたが、従業員に対する賞与・分配金は不況を理由に僅少で 
あったことで不満が生じた。（６月２７日）	



•  左二人目が賀川豊彦 
　　　　前列中央が鈴木文治 

＊１９２１年７月 
神戸市中央を皮切りに、 
長田神社に結集し、湊川神社、
他へと移動デモ行進をする 

＊騒然と成った大デモ行進を
鎮圧する為に、警察・陸海
軍の出動となり、死傷者も
出る騒ぎとなる。　	



３万５０００人巻き込んだ前代未聞の関西に於る大労働争議は、驚天動地の市民
の大示威運動と発展した。警察・陸海軍隊の出動を受け鎮圧される 

（死者を伴う多くの犠牲者も出る）	



賀川豊彦・他労働争議幹部 
  留置所に留置される	
賀川ハル夫人は、投獄され職を失った者の家族を励まし 

　　　｢死線を越えて」の本の印税から生活費の支援をして歩いた。	

＊神戸労働争議後始末費用　： 
　３５,０００円（現：３,５００万円）を用意した 
＊鉱山労働運動費用：　５,０００円(現：５００万） 
＊友愛救済所基本金：１５,０００円（現：１５００万） 
＊労働学校基金　　：５,０００円　（現：５００万円） 
＊日本農民組合費用：２０,０００円（現：２０００万） 
＊その他社会事業費：１０,０００円（現：１０００万） 
＊協同組合事業費用：１０,０００円（現：１０００万） 

　　　「死線を越えて」の印税十万円の内から出資 
　　　　　　　（現在貨幣換算：１億円）	



留置所での賀川豊彦の心中	
留置場の歌（神戸三宮警察署の留置場にて） 

獄屋の屋根に日はくれる、 
独居を喜ぶ私は、瞑想と祈祷に、執筆に 
獄屋であること忘れて日を送る 
そして、いつとはなしに日は暮れていく。 
（略） 
今更荒立てて、資本主義を呪うまでもないが 
監房の裡（くり）に久し振りに取り返した 
独居のよろこびを感謝する。 
（略） 
百度監獄につながれようが、 
百年の長き間、監禁されようが、私の意志は動かない！ 
自由の日が来るまで、私は今の道を取って動かない！ 
（略） 
私は友なる三万の労働者を捨てて、一人安居する事は出来ない 
彼らの悪、彼らの失敗と躓き（つまづき）・・　それらに対しても 
私はその責任を全部帯びる。 
私は今になって三万の労働者を捨て去る事は出来ない 
（略） 
死ぬなら彼らと共に、罰せられるなら彼らと共に 
ただ私は解放の日の為に、強く生きて居りたい 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　１９２１、７，３０） 

＊　牢獄の生活は多忙な賀川に、
瞑想の時間を与えてくれた。 

彼は静かに日本の将来を考え自
分の生きる路を考えた。 

＊　日本の労働運動は、この度の
争議を分岐点として、資本家や官
憲が『力』で押さえつければ、労働
者も『力』を持って対応するしかな
い段階に到達した。 

＊日本の労働者階級は今や根底
より目覚めた。彼らは賃金の値上
げや労働時間短縮で動いているの
ではなく、彼らの人格の自由と生産
者の根本的解放の為に動いている。
如何なる圧力を掛けようとも労働
階級開放の敷き石とこそなれ、組
合運動を絶滅せしむる事は出来な
い	



三菱・川崎労働争議顚末	
•  後年；発端より無条件就業までの経緯が詳しく纏められ出版	

時代の要求に応じて新人必読の事柄をなるべく安く且つ広く提供し
ようと出版する。（出版の趣旨） 

＊１ヶ月余りに渡った大争議の胎動→爆発→終結の詳細が余すと
ころなく記載されている。 

＊大阪藤永田造船所の労働争議から神戸の三菱・川崎労働争議
に至る各会社部署から提出された要望内容・決議文なども記載さ
れている。 

＊日時を追って、労資両者の決議文・要求書・誓約書・兵庫県警か
らの治安要請文・会社側の休業宣言・海軍造船造兵監督官からの
指示書・神戸市長から関係者への急告・附治安警察法 

＊人間らしい余裕を得ると同時に産業上に於いては、労働というも
のの眞価値を認めて貰いたい。と労働者から唱えられた。 

＊この争議が単に労働時間や賃金の問題だけが起因ではないこと
を世の識者に注意して貰いたい。 

＊資本家は現在の立場に慢心せず、覚醒して欲しい。それが労働
運動の本體である。併し労働運動も過激になると国家の産業を破
壊する恐れがあるから、国家の為、労資両者は最も合理的に且つ

円満に万事を協定し解決しなければならない。	



１９２１年(１０月)　：　友愛会総同盟　・中央委員就任 

•  １９２２年（６月）：　「大阪労働学校｣開校・校長に就任 
労働運動が、地に着いた運動として展開される為には労働者の教育が重要と考え 
「教育の可能性を考える」ことを提唱。社会の基礎としての労働組合は、民主化され 
た教育組織を労働階級の開放の為に開校する。大阪安治川教会を仮校舎とした。 

講師は、賀川豊彦、神明正道、松沢兼人、小岩井浄、高山義三、村嶋帰之などの 
大学教師、弁護士、新聞記者があたった。労働学校は大盛況であった。	

しかし、中央委員会には出席していないし、関西労働同盟会の理事会なども顔を出していな
い。１９２２年５月関西労働同盟会の理事会で「労働者新聞」の編集・発行は賀川の手から伸
銅工組合の安藤国松に変更された。７月１５日号に「危険のよう胎」という一文を最後に残し
「労働者新聞」とも関係を絶った。賀川は労働運動に幻滅を感じた。 
賀川は自己の本来的使命は伝道者であることにもどる。総同盟が大きく左旋回した１９２１年
１０月大会直後、宗教結社「イエスの友会」を組織し１９２２年１月から『雲の柱」を発行。 
同時に彼の社会的関心は、労働運動から農民運動へ移っていった。	



関東大震災救援活動に奔走	

•  本所にセツルメントの拠点を置き、神戸YMCA・ 
イエス団と共に救済活動に力を注ぐ。慈善奉仕で 
はない社会福祉事業・医療福祉事業・教育事業に 
力を発揮していく。 

・労働組合運動からは身を引き、福音農民学校を
立ち上げ、農業組合、協同購買組合、に力が注
がれ、世界平和運動へと発展していく。	

１９２３年９月～　　東京松沢村に居を構える　後に松沢資料館	
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