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宮地嘉六と明治４５年呉海軍工廠ストライキ 

（人文社会系分野）木原 滋哉 

Karoku Miyaji and A Strike at Kure Naval Arsenal in 1912 

（Faculties of Humanities and Social Sciences）Shigeya KIHARA 

Miyaji Karoku is known as a novelist who wrote lives of workers in Kure Naval Arsenal. 

He joined a strike at Kure Naval Arsenal in 1912. This paper deals with his role he 

played in the strike. He did not play an important role in the strike. But if we read his 

novels, we would understand the situation of the strike more clearly.   
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§１ 問題の所在

宮地嘉六は、1884年（明治 17年）に佐賀で生まれ、佐世

保海軍工廠で見習工として働いたのちに、10 代後半から 30

歳くらいまで、中断を含みながら、約 10 年間にわたり呉海

軍工廠で旋盤工として働いた。呉海軍工廠などでの職工とし

ての体験を小説として発表し、今日では労働文学の作家とし

て知られている。また宮地は、明治 45年（1912年）宮地が

働いていた呉海軍工廠で発生したストライキの指導者のひ

とりとして広島監獄に収監された体験をもつ。これ以降、宮

地は、当局の監視下に置かれたために、職工として働くこと

ができなくなると同時に、作家生活に転じることになる。 

 しかしながら、実のところ宮地が、明治 45 年に起こった

呉海軍工廠のストライキにどのようにかかわったのか、はっ

きりしていない。『大呉市民史・明治編』の中で、「氏と罷業

との間に史実的価値を生む交渉は全然無い。以後この罷業史

からは宮地氏は抹殺すべきである」とまで書いている弘中柳

三の文章を引用しつつ、渡辺悦次氏は、「ならばこそ呉時代

の職工、宮地嘉六のきめ細かい調査・研究が一層必要と思わ

れるのである」と指摘する（渡辺 1984:3-4）。宮地が明治 45

年のストライキにどのようにかかわったのかについて、警察

や裁判の資料など決定的な証拠にもとづいて調査・研究する

ことは現時点では実現していないが(注１)、そのための準備

作業として、宮地の作品から、ストライキの背景、宮地のか

かわりをできる範囲で明らかにすることはできよう。 

 宮地は、職工生活を題材にして労働文学の作家として文壇

に登場する。しかし、文壇でのデビューは、職工生活から離

れたあとであった。宮地は 1920 年代プロレタリア文学陣営

から離脱し、そののちはもっぱら私小説家として作家生活を

送る。職工生活を題材にした作品も、職工生活を私小説とし

て作品化したとも考えることができる。したがって私たちは、

職工の私小説としての宮地の作品を通じて、明治後期におけ

る労働生活がどのようなものであったのか、宮地がどのよう

に感じていたのか、知ることができる。宮地の体験を通して、

呉海軍工廠のストライキの背景を再構成できるのではない

かと考える。 

 同時に、明治後期における労働運動の状況、当局による弾

圧の様子についての研究については、山本茂氏の労作『広島

県社会運動史』（1970）などを援用しながら、宮地嘉六と明

治 45 年呉海軍工廠のストライキについて、簡単にまとめる

ことを、本稿の目的としたい。 
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§２ 明治末の呉海軍工廠 

 

2.1 「呉の暴力時代」と宮地嘉六 

 宮地嘉六は、佐世保海軍工廠での見習工などを経て、1900

年（明治 33年）17歳のときに、呉海軍工廠の旋盤工になる。

その後、二度にわたる上京、召集による軍隊生活などで呉を

離れることはあったが、1912年（明治 45年）30歳のときま

で、呉海軍工廠で職工生活を送った。宮地嘉六が呉で過ごし

た約 10年間は、天野武士が『呉労働運動小史』（1928）にお

いて「暴力時代」と呼んでいる時代であり（天野:1928:6）、

1902年（明治 35年）、1906年（明治 39年）、1912年（明治

45 年）と呉海軍工廠でストライキが続いた時代である。天

野が「暴力時代」と呼んでいるのは、「職工の頭に満ちてい

るものは、常日頃から卑しめられ、虐げられ、壓へつけられ

ている感情の爆発」であり、「復讐と反逆が第一のもの」あ

り、「職工の行動は終始無組織であった」ためである（天野    

1928:6）。 

宮地は、同時代のストライキにどのようにかかわったので

あろうか。宮地は、1902年のストライキのときは、文学を勉

強したいという理由で上京していて、呉にはいなかった。

1906年のストライキのときは、1905年に除隊後に呉に戻り、

及川鼎寿の影響から社会主義思想に共鳴するようになって

いる時期である。しかし、宮地とストライキとのかかわりに

ついては、宮地の作品には読み取ることができない。1912年

（明治 45 年）のストライキのときには、第九工場の代表と

して参加し、検挙されることになる。いずれにしろ、宮地の

呉時代は、「暴力時代」（天野）とほぼ同時期であった。 

 

2.2 旋盤職工としての宮地嘉六 

職工になるために故郷の佐賀を離れた宮地は、佐世保・長

崎において木工場、鉄工場、製罐工場などで働いたが、彼の

あこがれの対象は旋盤職工であった（「職工物語」）。十七歳

のとき呉海軍工廠で見習工としてではなく正式の職工、しか

もあこがれの旋盤職工となり、熟練工として技量を高めた。

「旋盤工としてはたらいているということは、年来の宿望の

一部が達せられた」（「職工物語」）のである。「私の十七八歳

の頃は、私の旋盤職工時代で将来作家になろうと云う考えは

まだ空想的法がでさえもなかった。やっと自分は旋盤師の仲

間入りをしたと云うその方での得意時代であった。一ヶ年半

ぐらいで大人並の給料が取れるようになったことは周囲の

友達をアッと云わせ、自分自身も奇跡のように感じたほどだ」

（宮地「旋盤工時代」6:195） 

呉について宮地は、「市民の過半数は職工であった。何と

云っても此の土地は職工のパラダイスだった」（「彼の生涯の

第二期」）とも説明する。しかし、後述するように、宮地は、

労働生活の傍ら、文学に親しみ作家として身を立てることを

望んで、呉を離れるかどうか逡巡する。作品の中でも、「毎

日工場に出て働きさえすれば定まった賃銀が得られる現在

の境遇が忽ちに何物にも替へがたくなる」と吐露させる（「煤

煙の臭ひ」）。 

 

 

§３ 明治後期のストライキ 

 

3.1 明治 35年（1902年）呉海軍工廠のストライキ 

 1902年（明治 35年）、呉海軍造船廠のストライキは、5000

名以上が参加して 7 月 16 日から 19 日までの 3 日間実行さ

れて、軍隊までが出動する事態に至った。直接の原因は、造

船廠のトップである廠長が、黒川勇熊から高山保網に交代し、

職工に対する管理が圧制に等しいものに変わったことをき

っかけにしたものだった。例えば、服装違反などを理由にし

た減給、無頼漢のようだとして解雇、就業時間に秒単位で遅

れた場合に日給の 4割差し引き、就業中の怠慢や過失があっ

た場合の連帯責任など、苛烈を極めた。これに対して職工た

ちの要求は、管理規則の変更、高山廠長の転任、賃上げなど

であった。ストライキの参加者は、非熟練工だけではなく、

伍長や組長などの役付の職工、熟練工も中心的役割を果たし

ていた。また、ストライキに参加したことを理由に解雇され

た者には、職工一人あたり 57銭ずつ拠出し、5000人の総額

2850円を贈与する、なども合意していた（山本 1970：100-

107）。このストライキの結果、少数の職工が解雇されるが（千

田 2018:213）、職工高山廠長は転任せざるをえなくなった。 

 

3.2 明治 39年（1906年）呉海軍工廠のストライキ 

 1906 年（明治 39 年）、日露戦争直後の物価高騰、緊縮財

政による不況の中で、各地でストライキが発生した。呉海軍

工廠でも、職工の整理、残業廃止などに反対してストライキ

が決行された。天野によれば、「何等の計画も何等の連絡も
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なくして、各工場の徹夜番が云い合わした如く一様に同盟怠

業をはじめた」（天野 1928:7-8）。同じ年 10月に起こった大

阪砲兵工廠のストライキは完敗に終わったにもかかわらず、

呉海軍工廠のストライキにおいては、「一応、職工側の勝利

に帰した」（北崎 1976:186）とされる。山本は、「工廠を 1902

年（明治 35年）の大争議に続き、大きくゆるがした 1906年

の争議も、・・・日給割増金の復活支給をすることになり、

職工側の勝利に帰した」（山本 1970:131）と記している。 

 

3.3 明治後期ストライキの構造と帰結 

 1902 年、1906 年呉海軍工廠におけるストライキは、自然

発生的ではあったが、役付の熟練工を含めるメンバーによっ

て協議を重ねて要求項目を作成された。他方では、ストライ

キの指導者の中には、解雇されたり、治安警察法で検挙され

たりする者があった。それでも、要求項目の一部が実現した

点において、「職工側の勝利」と評価されている。 

 まだ労働組合も設立されていない時期にあって、ストライ

キは自然発生的に発生したとされるが、役付の熟練工を中心

として、ストライキが組織され実行された。また、逮捕され

たり解雇されたりする仲間のために、あらかじめ醵金も準備

されていた。こうした点から常日頃から職工のあいだの連帯

意識が形成されていたものを推測される。 

 

 

§４ 宮地嘉六の労働体験 

 「暴力時代」の呉海軍工廠で職工として働いた宮地は、ど

のような職工生活を送り、職工が置かれた状況についてどの

ように考えていたのだろうか。同じ時期、宮地は、社会主義

思想を吸収しはじめる。「私は日露戦争当時の新兵で、終戦

後軍隊から戻ると、もとの機械工員として呉工廠に勤めたが、

偶然にも及川鼎寿と知り合って急激に社会主義思想に共鳴」

（宮地「回顧の一端」6:199）するようになった。 

宮地が描く労働生活には、社会主義思想に影響を受けてい

ると思われるいくつかの側面が存在する。親方の下で働く前

近代的な労使関係、好況と不況の波に翻弄される雇用関係、

理不尽な支配下での労働、事故が頻発する危険な労働環境、

機械を使用しているよりも機械のリズムに服さざるを得な

い労働など、多様である。これらは、明治末における造船所

などにおける労働現場の状態を反映している。なによりも、

呉海軍工廠のストライキにおいて職工たちが抗議し、要求し

た項目について、宮地も作品の中で取り上げている。 

宮地は、「赤シャツの仲間」という作品において、九州か

ら呉に出てきて、旋盤工になることができた喜びを次のよう

に表現している。「私は無論社会主義などに用はなかった。

それが如何なるものかさえ分からなかった。私にとって工場

は一個の神聖な歓喜に満ちた会堂であった。私は一意専心に

勤勉であった。私の目的はえらい立派な腕前の旋盤師になる

ことだった。」（宮地「赤シャツの仲間」2:161）。社会主義と

は無縁であると明記しながらも、海軍工廠における労働生活

の厳しさについて触れていく。例えば、賄賂が横行している

様子は、次のように、描かれる。「いよいよ工場に働くよう

になるまでには容易ではなかった。工場長や職工長や伍長や

技手に贈物が必要であった」（宮地「赤シャツの仲間」2:154）。

「ありがたいことには例の商品切手のおかげで日給 75 銭を

支給すと云う辞令が下った。私は首尾よく東洋一の造船廠の

造機部職工になることが出来たのである」（宮地「赤シャツ

の仲間」2:160）。 

 また、圧制と言ってもいいくらいの職工の管理の様子も作

品の中で描いている。「職工一般は工場長や職工長に対して

は此の上もなく臆病だったし、絶えず工場内を巡視にやって

来る守衛からは監獄人のような目を以て見られていた。我々

職工は、１ぷくの煙草も就業中にはゆるされなかった」（宮

地「赤シャツの仲間」2:164）。「然し何よりも我々労働者の

人格―と云うのは大げさであるが、良心を持つ人間としての

矜誇を傷け、蹂躙するものは守衛の点検であった。終業の二

番汽笛が鳴って、工場を出ると守衛本部の前には幾万の職工

が縦隊に長くつらなって、その一人ひとりは守衛のなすがま

まに背中、胴体、股くら、脛、と厳重な点検を受けなければ

ならなかった」（宮地「赤シャツの仲間」2:164）さらに、宮

地は、出世作となった「煤煙の臭ひ」において、「今日の自

由契約と雖も実は依然として奴隷関係の旧態を存せるもの

と云うを得べし」（宮地「煤煙の臭ひ」1:110）といった趣旨

の文献を登場人物に読ませて、社会主義思想の一端を作品に

盛り込むことすらしていた。 

同時に宮地は、「機械は魯鈍な職工等の幾万にも優った知

力と人格とを有する大能者である。往々にして職工は其の従

僕たる資格すらないのだ」（宮地「煤煙の市」1:15）、「「僕は

機械力でできない仕事をしたいんだよ。近代工業はすべて機
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械化されてしまいつつある。そして人間は機械の奴隷になっ

てしまいつつある。だから僕は機械と縁の遠い仕事をしたい

んだよ」」（宮地「職工時代」5:161）とも書いて、職工に対

する支配や管理の問題だけではなく、職工生活自体にも距離

を置くことも模索する。 

 

 

§５明治 45年（1912年）呉海軍工廠ストライキ 

 

5.1 ストライキの発端と推移 

 1912年（明治 45年）に発生したストライキは、呉職工共

済会の扱いに関する問題が発端であったが、その後賃上げや

待遇改善など問題が拡大して、約 8日間に及んだ。 

呉海軍工廠では、職工共済会やその付属病院が設置されて

いたが、法律に基づいて海軍共済組合が組織されることにな

り、職工共済会やその附属病院をどのように処理するかが問

題になった。職工共済会やその附属病院の資産（不動や不動

産）を新しい海軍共済組合に引き継ぐか、売却して会員に分

配するか、などがまず問題となった。さらに、資産はもっと

大きいのではないかとして会計検査が求められたり、職工を

含めた会員が評議員を選出するときの選出方法が適切では

ない、など問題が拡大していった。 

まず第一工場でストライキが発生し、他の工場にストライ

キが拡大していった。その過程で、第一工場の主任の異動要

求、残業加給の存置など賃金面の要求、守衛の工場内立ち入

りの中止、雨具使用の自由などの要求などが噴出していった。 

これに対して工廠当局は、警察や憲兵隊とともに徹底的な

弾圧手段をとることになる。呉市や広島県以外の警察や憲兵

隊、県警などからの応援も得て、徹底的に検挙するとともに、

警戒を強めた。その結果、「第一工場職工がストライキに突

入した 3月 29日から 8日目の 5日、工廠当局の弾圧政策に

よって職工は出業せざるを得なくなり、定員 12400名に対し

て欠勤者は 1300余名であった」（山本 1970:147）。また、最

終的には、23 名が解雇、30 数名が治安警察法違反で起訴さ

れ、そのうち 25 名が広島地方裁判所の予審にかけられた（最

終的には、明治天皇崩御にともなう大赦により無罪となっ

た）。 

 

5.2 第九工場のストライキと宮地嘉六 

5.2.1 第一工場から第九工場へ 

当時第九工場に所属していた宮地嘉六は、第九工場ストラ

イキの首謀者として治安警察法違反で拘束・起訴されて、明

治 45 年のストライキにおいて治安維持法違反で予審にかけ

られた 25名のうちのひとりとなった。 

 職工共済会の問題について、第一工場で協議しているとき

に、第一工場の主任が咎めて、「お前等が会合したところで

何の意見がまとまるか。馬鹿者め」など、「馬鹿という言葉

が 53 回繰り返され」る演説を行い、職工は激しい憤りをお

ぼえたという（天野 1928:16-17）。これをきっかけにして、

第一工場では、4月 25，26，27，28日と怠業状態が続き、29

日からストライキに突入した。「第一工場以外にも怠業状態

が波及していき、不穏の形勢が深まりつつある」中で、宮地

が所属する第九工場でも同盟ストライキに突入する。第九工

場の様子について、天野は以下のように説明している。 

「29 日に一工場が罷工を為すや、之に非常の同情と賛意

をよせ、この際何等の手段態度に出ようと機械の陰に集まっ

て密議した。工場主任松田技師は工場内の不穏の形労を見た

ので、職工全部を場内の入り口に集めて訓諭し、また情願の

事があれば聴かせよ、と言った。職工等は共済会現金の割り

戻しの要求をしたり、ポケット禁止の不平を述べたり、或い

は加給の増加、等々と並べ立てた。が結局要領を得ることな

く終わった。職工有志の間には既に罷工断行の決意が申し合

わされていた。そして 4 月 1 日から 3 日間の予定で同盟罷

業を決行した」（天野 1928:21）。 

宮地が所属した第九工場は、他の工場と同じく、第一工場

に端を発するストライキに対して「非情の同情と賛意をよせ」

て、同盟ストライキを決行する。要求項目は、第一工場や他

の工場と同じものであった。 

 

5.2.2 宮地嘉六の行動と役割 

宮地は、この第九工場の首謀者として拘束されることにな

ったが、宮地が果たした役割については、はっきりしない。

しかし、宮地は、いくつかの作品、とりわけ「裏切られた人々」

の中で、大赦により釈放された後について触れている。  

「「俺は何だってこんな奴等の為に犠牲になったのだろ

う。」孝吉は彼等と逢った瞬間そんな気持ちがした。然し今

はそんなことを思うまいと努めた。今になって考えると孝吉

は彼等の為におだてられて、男性的虚栄心を極度に煽てられ
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て、そして空虚な犠牲者と云う美名だけを勝ち得たことにな

るのであった」（宮地「裏切られた人々」2:105）。「「第一に

俺は社会主義を日頃ふりまわしていたもんだからなあ、度胸

も見せなくちゃならなくなったわけだ。それに一つは此の土

地にいる気がなかったのだ。」」（宮地「裏切られた人々」2:111） 

宮地は、この頃、「及川鼎寿と知り合って急激に社会主義

思想に共鳴」（宮地「回顧の一端」6:199-200）しているころ

であった。しかし、宮地自身は、「社会主義を日頃ふりまわ

していたもんだからなあ、度胸も見せなくちゃならなく」な

り、「おだてられて、男性的虚栄心を極度に煽てられて」ス

トライキに参加したと回顧している。 

宮地が第九工場の首謀者として拘束されたという事実は

残るものの、そこでの役割について宮地自身の評価は、「お

だてられて、虚栄心をかきたて」参加したと、控えめなもの

であった。最初に紹介した「氏と罷業との間に史実的価値を

生む交渉は全然無い。以後この罷業史からは宮地氏は抹殺す

べきである」という弘中柳三の指摘はさらに、ストライキに

おける宮地の行動について宮地自身の評価以上に低い評価

を下している。いずれにしろ、宮地の自己評価にしろ、弘中

の評価にしろ、明治 45 年のストライキにおける宮地の行動

の評価は高いものではないという共通点があることを指摘

しておきたい。 

実は、他の作品でも、まったく違った場面で、一時的な感

情で行動する人物を描いている。「「何だか矢張自分は主義者

のひとりとして今夜本部の集まりに姿を見せないわけには

いかぬ。こう云う場合の傍観的態度は矢張俺の卑劣な心を意

味するものだ。よし、まだ時間は早いからこれから本部に出

かけて行こう」と京之助は急に動的な気持ちになった。そし

て、いっそのこと人が意外に思うほどの男らしさをこの場合

発揮して見たいと云うような気持ちさえ起った。がそうなる

と彼はもう病的な一種の誘惑的昂奮に悲壮な壮烈な快感を

味わう性質の男である。彼は酒場を出て電車に飛び乗った」

（宮地「群像」3:33）。こうしてみると、社会主義思想の影

響を受けていた宮地であったが、ストライキへの加担は、一

時的な感情に基づくものだったと考えてよいかもしれない。 

 

5.2.3 職工の連帯意識と宮地嘉六 

さらに、以上の指摘でも、宮地は職工のあいだでの連帯意

識に疑問をさしはさんでいることがわかるが、さらに職工の

あいだでの連帯意識に懐疑的であることを示すエピソード

を描いている。 

「「首謀者の為に少しでも奔走したりする者は、見当たり

次第即刻解雇すると云うことでございますので、醵金がなか

なかまとまりにくうございます。はい、それに仲間内にも随

分わきまえの悪い者が多うございまして、一線のお金でも今

となっては出し惜しむ風で、やれ首謀者はもともと金がほし

さに同盟罷業を起こしたのじゃから、却って此方が犠牲にさ

れたのも同然であるなどと申しおる者もございまして。まこ

とにあさましい次第でございまする」」（宮地「裏切られた

人々」2:107） 

1902 年のストライキを決行する際には、すでに指摘した

ように、職工のあいだで、ストライキに参加したことを理由

に解雇された者には、「職工一人あたり 57 銭ずつ拠出し、

5000人の総額 2850円を贈与する」なども決定していた（山

本 1970：100-107）。宮地が参加した 1912年のストライキで

も、「第 14工場では、米野六五郎他 10余名の発起で廠内外

に義金を募って、収監中の同工場犠牲者留守宅へ二百数十円

を贈り、他の工場でもこれに多くがならった」（山本 

1970:149）との指摘があるが、宮地の記述からは、醵金が集

まりにくかったと推測される。もちろん、醵金が集まりにく

かったのは、職工のあいだの連帯意識が希薄化していたとい

うよりも、海軍工廠や治安当局が連帯意識を解体すべく介入

した結果であったと容易に推測される。 

 

 

§６ 渡り職工と明治後期のストライキ 

6.1 東京と呉 

宮地は、呉海軍工廠で旋盤職工として働いていた十数年の

間に 2 回東京に出て、町工場などで職工として働きながら、

文学を勉強する。宮地は、一方では、東京での生活にあこが

れながら、呉を離れるが、他方で、東京での生活に幻滅して、

東京での生活と呉での職工生活のあいだで揺れ動いてい。 

東京で生活しながらも、呉での職工生活の方がいいのでは

ないかと、いくどとなく振り返る。「職工の住宅を親しく見

ることができたが、東京の職工はみじめだなとつくづくそう

思った。相当の腕を持った職工でさえ住宅らしい家にすまっ

ている者はほとんどいないといってよいくらいで・・・」（宮

地「職工時代」5:158）。 
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しまいには、職工ではなく、さらに東京の最底辺で暮らす

人びとの境遇を目の当たりにして、呉へ戻ることを決意した

こともある。「浅草の観音堂裏で小雨の日に沢山の浮浪者の

群を見てから東京というところが気味悪く恐ろしくなった

私は、またしても永代河岸で或日、ドザエモンの検屍の光景

を通りすがらに見てますますおじけついてしまい、早く東京

を去りたいという気持がいよいよ強くなった、東京へ来て半

年もたたぬ間に変死人を見たのはこれで三度目であった」

（宮地「職工時代」5:184-185） 

 宮地自身は、文学を志して東京に移り住み、また東京に幻

滅して呉に戻ってくることを繰り返すが、明治後期において

は、熟練職工のあいだでは、職場を転々として、よりよい労

働条件の職場を求め、さらに自分自身の技量の向上を目指す

職工が少なくなかった（大前・池田 1966:7-15）。こうした職

工は、「渡り職工」と呼ばれていた。宮地は、移動の動機が

他の職工と違うので、単純に「渡り職工」であったというこ

とはできないが、移動を繰り返す行動は、珍しいものではな

かった。 

 

6.2 「渡り職工」とストライキ 

 熟練職工でもある渡り職工は、海軍工廠をはじめとして組

織・企業の中で大きな交渉力をもつ。というのは、熟練職工

は、単純労働者と違って、生産・製造工程を実際にコントロ

ールする大きな権限をもつ。組織・企業がその支配権を貫徹

させようとしても、熟練職工は一定の自律性を保持している

からである。のちに、作業を細分化しようとしてテーラー主

義が導入されるさいには、単に効率性の向上がめざされたの

ではなく、熟練労働を解体し、熟練労働者がもつ権力を無力

化することも目指されたのである。 

 また、渡り職工としての熟練職工は、他の工場に移動する

のとが容易であったために、組織・企業との交渉力を増した

と考えられる。いざとなったら組織から「離脱」できるとい

う渡り職工は、その組織に対して「発言」する力ももってい

たのである（ハーシュマン 2005）。 

 宮地は、呉海軍工廠が、職工を引き留めるために優遇せざ

るを得なかったと見抜いていた。「概して佐世保とか呉とか

そういった軍港地帯は労働条件がよい。職工を定着させるた

めにくらしよい生活水準ができているのだ。女房でも持って

一軒の家にカチッと住まって辛抱さえすれば貯金ができる

のである。優秀な職工を育成するにはできるだけ職工の移動

を防止する手前から住宅にしても東京の職工よりは立派

だ・・・呉とか、佐世保とかは市民の大半が職工であるだけ

に職工中心の工業地として職工生活のみじめさの度合いが

東京ほどではないのだ。そんな意味で東京というところは私

自身には安定の地ではないという気がした」（宮地「職工時

代」5:162）。 

 天野武士『呉労働運動小史』には、「労働都市『呉』の運

命」という小文も収められている。その小文で、天野は、「何

故労働都市呉の組合運動が困難なのだろうか」と問いかけて

いる。天野によれば、呉の職工が穏健であるのは、「中産階

級と云われるサラリーマンより職工の方がズット裕福であ

る」からと指摘する。さらに、「職工の幾割かは妻君が留守

居役で小売商をやっている。または家庭内職をやっている」

ので、「お金持ちだ」という（天野 1928:67-68）。それゆえ

に、「運動の犠牲者になったり、不平をずけずけ云って当局

者を困らせたり、乱暴をして工場で騒ぐものは大方年少の血

の若い職工か、渡者の職工であった」（天野 1928:67）と結論

付けられる。 

  

 

§７ 結びに代えて 

 宮地嘉六が呉で職工として過ごした明治後期には、明治

35年（1902年）、明治 39年（1906年）、明治 45年（1912年）

とストライキが続発した「暴力時代」（天野武士）であった。

このストライキのうち、最初の二つでは職工側が勝利したの

に対して、宮地嘉六が第九工場の代表者として参加した

1912 年のストライキでは、職工側が敗北し、宮地自身も呉

を離れざるを得なくなった。 

それでは、なぜ、最初の二つのストライキでは職工側が勝

利し、明治最後のストライキでは職工側が敗北したのであろ

うか。この問題を考えるとき、明治 39 年の呉海軍工廠のス

トライキと大阪砲兵工廠のストライキを比較した北崎豊二

の研究が参考になる。両方の工廠では共通して、労働組合は

存在せず、自然発生的にストライキが発生し、原因もほぼ同

じであった。しかし、大阪砲兵工廠では職工側は敗北し、呉

海軍工廠では勝利した。その理由として、呉海軍工廠のスト

ライキの方が一層無秩序で暴力的であったことが、職工側を

利することになった。第二に、大阪砲兵工廠では、事業縮小
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に伴う人員整理をしようとしていたときであるのに対して、

呉海軍工廠では、相変わらず新艦の建造や戦利艦の修理・改

造などの仕事があったという。その結果、呉海軍工廠では、

職工たちの要求をある程度聞き入れざるを得なかったとい

う。つまり、労働力への需要の違いから、熟練職工の交渉力

が呉海軍工廠の方が大きかった。第三に、明治 39 年呉海軍

工廠のストライキが職工側の勝利に終わった後に、大阪砲兵

工廠では、周到なストライキ対策をたてて警察や憲兵隊など

を動員したうえで弾圧し、その結果、職工側は敗北した（北

崎 1976:201-204）。 

 以上の比較から、1912 年呉海軍工廠のストライキにおい

て、職工側が敗北した理由を推測することができる。熟練職

工であり渡り職工である職工がストライキの指導者であっ

たことは、明治後期における呉海軍工廠のストライキに共通

する特徴である。しかしながら、人員整理の必要性が高まっ

ている場合には、渡り職工・熟練職工の交渉力は低下してし

まう。さらに呉海軍工廠は、1902 年、1906 年の職工側の勝

利に終わったストライキの経験、1906 年大阪砲兵工廠での

職工側の敗北に終わったストライキの経験に基づいて、前 2

回のストライキのときと比べて、警察や憲兵隊を大量動員す

ることによって徹底的に弾圧を加えた。以上が、1912 年呉

海軍工廠のストライキにおいて職工側が敗北を喫した理由

であろう。 

 宮地嘉六は、呉にとどまるか、東京に出ていくか逡巡する

際に、呉の女性と結婚して呉にとどまるかどうか悩む作品を

数多く書いている。もし、宮地が呉で結婚をしていたならば、

「中産階級と云われるサラリーマンより職工の方がズット

裕福である」（天野）職工として呉に定住したであろう。結

婚して呉に定住するかどうかは、多くの渡り職工にとっても

人生の大きな岐路であったと思われる。しかし、呉に定住し

た職工は、たとえ熟練職工であったとしても、「渡り職工」

よりも交渉力・発言力が弱くなったであろう。 

 明治後期、宮地嘉六が呉で職工として過ごした時代、熟練

職工が渡り職工として大きな交渉力をもった時代であった。

そして熟練職工が自然発生的にストライキを組織化するだ

けの力量を備えていた。宮地嘉六が参加し敗北した 1912 年

呉海軍工廠のストライキは、熟練職工である渡り職工がもっ

とも力を持った時代であるとともに、そうした時代の終わり

を告げる出来事であった。宮地は、熟練職工のあいだの強力

な連帯意識を背景にして労働生活について作品化しつつも、

ストライキの敗北に関与して、職工の連帯意識の解体に立ち

会い、そして幻滅していく。これ以降、渡り職工の減少、熟

練職工の減少は、職工たちの交渉力を構造的に弱めていく。

私たちは、宮地嘉六の作品を通して、そうした時代の動向に

接近することができるのである。 

 

＜注＞ 

(1)千田武志氏は、「呉海軍造船廠職工同盟ノ件」をいう資料

を新たに発見して、その資料なども利用して 1902 年（明治

35 年）のストライキについて研究されている。その資料に

は、海軍を中心に憲兵隊、広島県関係の文書が含まれている

という（千田 2018:208）。今回は、残念ながら、この資料に

ついては参照することができなかった。 
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