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﹁ソ同盟共産党第二〇回大会の決議
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ソ同盟共産党第二〇回大会は︑ソグチト人民のまえに︑共産
主義社会の将来の建設のもろもろのあたらしい偉大な展望をき

産の増大および人民の福祉の向上にかんするあたらしい五カ年

計画の課題を遂行する決定的な条件ほ︑労働生産性のあらたな

ソ同盟共産党第二〇回大会ほ︑労傲生産性こそ︑けっきよく︑

重大な高給を確保することである︒

り︑もっとも重要なものである︑というヴェ・‖イ・レーニンの

あたらしい社会制度の勝利にとって︑もっとも大切なものであ

有名な命題にのらとり︑技術的進歩︑労働組織および生産粗放

っというレーよソ的原則の確乎たる遵守にもとづいて︑労働生

の決定的な改善︑労働者が自己の労働の成果に物質的関心をも

産性のたゆみない向上を確保することを課題とした︒

︵1︶

ヴェ・イ・レーニンは︑労働生産性の向上のためにほ︑労働

の高度の組織化が必要である︑と教えた︒社会の政治的指導を

︵2︶

その手に握った労働者階級ほ︑ヴェ・イ・レーニンが指摘した

﹁従来の組油化よりは︑もっと高度の労働の組織化三⁝﹂を実

いて︑たゆみない技術的進歩が行われており︑同時に︑資本主

現している︒社会主義制度のもとでは︑あらゆる国民経済にお

義紅くらぺると︑より高度の労働の社会的組織形態が発展して

生産手段の社会主義的所有︑および社会主義的生産諸関係に

いる︒

極性のたえまない発展の客磯的な可能性と客観的な必然性と

もとづいた︑たゆみない技術的進歩と大衆の創造的な労働の積

ヽヽヽヽ

りひらいた︒第六次五カ年計画における重工業の優先的増大に

は︑自動的に実現されるのでほなく︑共産党によって指導され︑

ヽヽヽヽ

︒もとづいて︑国民経済のあらゆる部門のあたらしい︑力強い高

方向づけられる勤労者のあらゆる国家的・社会的組織の拡極的

八五

扱が実現するであろうし︑またこれを土台にして︑勤労者の物

︵八五︶

質的福祉や文化水準は︑いちじるしく向上する︒社会主義的生
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第三十巻

欝言7

な組織者的活動を必要とする︒

′

︵八六︶

八六

共産党ほ︑レーニン主義附な政策を実施しながら︑労働生産

の指導者に要求している︒

性の向上であ成功に応じて︑わが国の社会発展の当該段階にお

層の技

ニンの教えにしたがって︑あらゆる国民経済虹おける

にこの成功を利用しょうと努めている︒党のあらゆる活動の最

いて客概約に実行できる労働条件の二腰の改善のために︑つね

ソ同盟共産党第二〇回大会は︑共産主義建設にかんするレー
術的進歩ぬかんする︑また社会主義的な社会的労働形態や社会

高のおきてである人民の福祉の倦むことのない配慮は︑ソ同盟

主義的な社会的労働関係の一周の完成化にかんする歴史的に重
層の

成化にかんする諸方策は︑まず第一に︑社会主義競姦ふ︶

層の向上と労働条件の山層の改善についてのきわめて重要な諸

共産党第二〇回大会によって採択された勤労者の生活水準の山

要な決議を採択した︒社会主義的な社会的労働関係の﹂層の完
発展︑先駆的経験の普及︑勤労者の共産主義的意識と文化の高

揚の分野での党・ソヴュート・経済諸機関・労働組合諸機関の組 方策の実施にかんする諸決議のうちに︑もっともはっきりあら

われている︒この方策の大部分は︑労働立法の改正と二層の完

訂とならんで︑低額給与を㌢けとっている労働者グループの賃

この方篤とほ︑すなわち︑労働者・勤務員の賃金の全面的改

成化にかんするものである︒

るもっとも重要な経済的・政治的諸方策ほ︑ソヴュト労働立法

それとともに︑社会主義的労働関係の二層の完成化にかんす

織者的・教育的活動について行われている︒

の改正や整備と密接に関連している︒ソヴュト労働立法では︑

金の引上げ︑第六次五カ年計画の期間中に七時間労働日制︑あ
社会主義経済のたゆみない高揚にたいする全勤労者の共通の
利 益を表示する社会主義的企業の利益は︑各勤労者個々の直接的

上山八才未満の未成年者にたいする六時問労働日制︵七時間労

祭日前の労働日の二時間短縮二九五六年から開始︶︑劇六才以

への漸次的移行︵一九五七年から開始︶︑休

るいほ︑若干の部門での週五日出勤制︵入時間労働日と二日の

労働生産性のたゆみない増大が自己目的なのではなく︑それ

働日制にかえて︶

休息日とからなる︶

ほ人民の福祉の水準を向上させるための手段にはかならない︒

する年金制度の根本的改善︑婦人の労働条件の脚屑の改善︑特

な意味での個人的利益と調和的に結合している︒

生産プランの遂行および超過遂行の利益は︑労働保護の叫層の

このようなきわめて重要な諸方策は︑人民の福祉にたいする配

ソヴ云卜人民の労働の横極性のあたらし′い高揚を惹起させた

はありえない︒共最澄およびソヴェ・仁政府ほ︑労働保護や労働 に有給の姫娠・出産休暇の強化である︒

の復活︑低額年金生活者の年金を大幅に増額

改善や休息時間その他の規則を遵守する利益と相対立すること

に遵守しながら︑国家計画を遂行し︑超過遂行することを経済

者の物質的生活や文化施設の改善にかんする法梓を同時に戚格
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慮︑という共産党の全政策の最高原理を表現する共産主義への
漸次的移行のもとでのソヴヱト労働立法の発展の基本線を明示
している︒
勤労者の福祉の一層の向上とその労働条件の改普にかんする

労働法典ほ︑ソグェト権力によって︑その存在の初期︵一九

めなければならない︒

仙八年︶に採択された最初の法典のうちの二つであった︒一九

の綱領のなかでは︑この法典に大きな注意が払われた︒

劇九年に第八回党大会で採択されたロジャ共産党︵ポルシェブ

この綱領のなかでほ︑一九山八年のソヴ詰卜労働法典の歴史

ィキ︶

的な決議ほ︑社会の社会主義的発展が︑合法則的に︑人民の物

独裁の樹立によってはじめて︑労働保護の分野における社
ート

的意義が︑深く特徴づけられている︒綱領は︑﹁プロレタリア

もっとも重要な諸方策の実施についての第二〇回党大会の歴史

っきりと示している︒

た﹂と指摘しているてさらた︑綱領のなかでは︑ソヴヱト権力

会主義政党の最低限綱領を完全に実現する可能性が作りだされ

質的福祉と文化水準をたゆぇなく向上させる︑ということをほ
︵l︶ヴェ・イ・レーニン︑全集︑第二七巻︑二二七頁参照︒

およぴかれの死後数年間に︑マルクス・レーニン主義の思想に

次有給休暇等々といったもろもろの法的保障を勤労者のために

ヴュト権力が︑労働保護の分野で最低限綱領の先をあゆみ︑年

党の綱領のなかでは︑すで紅その当時︑若干の点において︑ソ

の姫産婦の労働からの解放などが指示されている︒

障され︑無料の医療および治療をうける産前八週間産後八週間

および〟六才以下の年少者の労働の禁止︑全期間中全賃金が保

時間労働日制︑全数労者にほ毎週四二時間の続継的休養︑子供

康に有害な労働に従事している労働者︑および未成年者にほ六

の︑すなわち︑成年労働者にほ八時間労働層制︑地下労働や健

が立法秩序のなかで実施し︑かつ労働法典のなかで認証したも

︵2︶ヴェ・イ・レーニン︑全集ぷ聖ナ外巻︑三四三高︒

こ
法によって規制される社会諸関係の任意の分野において︑合
法性を強化する必要な前提条件の一つは︑共産主義建設の当該
領域の発展の現状と見通しに合致し︑社会生活のその分野にお
ける党の政策をはっきりと表現し︑かつ法律の制定を必要とす
る問題の解決において重要な空白をのこさないような立法的規
範が存在していることである︒

照応し︑わが先の綱領匠正しく反映されたプロレタリア的な社

のなかでは︑労働生産性の全般的強化にもとづいた労働日の一

確立していたことが指摘されている︒それと同時に︑党の綱領

立法的規範は︑﹁ソヴュト権力の初期︑レーニンの生存中︑

同盟共産党第二〇回大会の演説でア・イ・︑︑＼ゴヤンがのぺた命

︵八七︶

八七

層の短縮という課題が宣言されていた︒

会主義的合法性の基礎に照応して急速に発展した﹂という︑ソ
題は︑労働立法の分野では︑特別な意義をもっていることを認
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滞三十巻

第一号

ソグチ→権力が成立してから五年巨の一九二二年に︑こ度目

︵八八︶

八八

規定された︶︒同時に︑社会主義競争の前衛分子に︑各種の特

由なくして三日︑後紅ほ二日欠勤した場合︑解雇できることが

恵や特典が規定された︵たとえば︑仙時的労働不能者にたいす

の労働法典が採択ざれた︒ヴェ・イ・レーキソほ︑〟九二二年
一〇月三 日の全話中央執行委員会の会議で︑一九二二年の労

る手当の比率にかんして︶︒

全同盟的労働立法の法令から生じるそれぞれの修正が︑各同

働法典を特徴づけて︑﹁あらゆる国家が労働者階級にむかって

盟構成共和国の労働法典に持込まれた︵法典の個々の粂文のあ

武装⊥ている時に︑われわれが︑たとえば︑八時間労働層制と
いった労働立法の基礎を強固に確立する法典をもって登場する

らたな改訂とか法典の附則といったかたちで︶︒

︵3︶

しかし︑その後︑ソ同盟法務省および各同盟構成共和国法務

ということは︑ソヴュト権力の巨大な成果である﹂とのべたや
労働条件を生産性の増大につれてたゆ鼻なく故意する︑とい

テレーー㌦ンの綱領を実現して︑ソ同盟中央執行委員会ほ︑ソヴ 省の労働立法の法典化の事業は︑実際には︑■中止されてしまっ
エト権力の劇○週牢記念に捧げられたその宣言番のなかで︑工 た︒ソ同盟や各同盟構成共和国の立法機関にほ︑山九三六年以

労働者が︑賃金の引下げなしに︑八時間労働日制から七時間労

人民要員部の廃止後︶︑各同盟構成共和国の労働法典の東新に

一九五五年まで存在していなかったために︵脚九三三年の労働

た︒同時に︑労働問題や賃金問題を管轄する中央国家機関が︑

業企業の七時間労働日制への漸次的移行を予定七た︒〟九二七
後に公布された全同盟的規範から生じたもろもろの必要な修
年のソ同盟中央執行委員会の記念室一口の実施中に︑生落企業の ヽヽヽヽヽヽヽ 正を労働法典や全同盟的法令に加える提案は︑持込まれな
働日制へと漸次的に移行していったことは周知のとおりであ

四条第二〇項の﹁労働立法の基本原則を定めること﹂という規

換しあったりする仕事は︑組織されなかった︒ソ同盟怒法第一

ついて︑各同盟構成共和国のあいだで︑経験を調整したり︑交

る︒
一九二九年から︑エ業および市の施設では︑毎週五日目に休
ノ日をとる五日週間制︵間断なく操業している企業において︶︑

定粧したがった全同盟的労働立法の法典化にかんする事業もま

あるいほ毎週六日目に休日をとる六日週間制︵山九七山一年から
不連続週間制に移った企業および施設において︶といった短縮

た完成しなかった︒

てから発生したので︑その法令のうちにほ︑その解決が実質的

立法ほ︑現行の各同盟構成共和国の労働立法がすでに編幕され

しかもこの際考慮に入れなければならないことほ︑全同盟的

労働週間制が実施された︒それとともに︑勤労者の成長してき

働者にたいする法的斗争の措置が強化された︵企糞財産に加え

た社会主義的白覚と黄極的生産活動にもとづいて︑不誠実な労
られた損害にたいする物的貴任が加重され︑労働者が正当な理
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には﹁労働立法の基本原則﹂の制定になるような多くの問題につ

・イ工・ウォロン一口フが︑・ソ同盟共産党第二〇回大会の演説

するもっとも重要な諸方策と関連して必要なばかりでなく︑カ

た多くの条文の書き方が︑わが国の社会主義建設紅よって生じ

次的移行その他が考えられている

ばならなくなった﹂

れわれは︑しぼらく︑これらの措置の継続をさしひかえなけれ

ー・ドイツがわが祖国に背信的な攻撃をしかけてきたので︑わ

に︑そのころ︑﹁戦争の危険がつよくなり︑のちには︑ヒトラ

は︑エヌ・エス・フルシチョフの報告のなかで指摘されたよう

することについて︑そのような法令の準備の完成がおくれたの

﹁労働立法の基本原則﹂を総括的な単行法令のかたちで制定

その必要がある︒

った社会的︑︑経済的変化を反映していないから︑なおさら⁝﹂

れたにもかかわらず︑こんにちでは︑その間にわが国家におこ

ずっと以前に制定されたものであって︑多くの補足がはどこさ

のなかで指摘したように︑﹁同盟構成共和国の現行労働法典は︑

いての規範を含んでいないということである︒たとえば︑労働契

の締結および解除︑労働保革保

障⊇p冨岩岳および補償琶彗e宍眉琶といった基本的

約占y竜宮帥竜3望p
問題は︑各同盟構成共和国の規範によって規制されているので
あって︑金岡盟的法令により規制されるのではない︒したがっ
て︑労働立法の原則を単一の法令のかたちに制定することほ︑

現行の全同盟的立法を法典化する問題だけではなく︑現行の各
同盟構成共和国の立法を〟般化するであろうようなあたらしい
ヽヽ
全同盟的法規範の創造の問題でもある︒

同盟構成共和国の各法典ほ︑一九三六年以後に制定された全

た深刻な社会的︑経済的改革を反映していないために︑多くの

同盟的立法を反映していないという理由からはかりでなく︑ま

点で︑陳腐になってしまっている︑ということを指摘しなけれ

ロフ︶という事情もまた大きな原因であったと私は考える︒

い雲行をはらむようになったところのヨーロッパにはじまりつ

すなわち︑国際博勢がソ同盟にとって︑まったく予想しがた

−エヌ・ゲ・アレクサンド

︵これらの措置とほ︑短縮労働日制への漸

ばならない︒たとえば︑多くの条文にほ︑私的雇僧名とか失業
ろの国家機関の現在の機構もまた反映されていない︒すなわら

ほ︑八時間労働日制︵七時間労働日制にかえて︶等々を復活さ

つあった肇二次世界大戦の諸条件においてこそ︑ソヴュト国家

者等々についてのぺられている︒この法典のなかにほ︑もろも
多くの条文は︑すでに靡止されている労働人民委員部や︑その

︵八九︶

八九

〇年山○月仙九日何の幹部会令などのような労働立法にかんす

ほじめることをよぎなくされたのであった︒たとえば︑一九四

せる山九四〇年六月二六日付の幹部会令のような法令を公布し

もとに設置された仲裁裁判所や調停委員会の地方機関について
のべている︒

これゆえ︑ソプチ卜労働立法の改正や整備は︑ソ同盟共産党
第二〇回大会によ？て指摘された労働条件の一層の改善にかん

アレクサンドロフ﹁ソ同盟共産党第二〇回大会の決議からみた労働法の若干の問題﹂
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第三十巻

第一号

︵九〇︶

九〇

員の休祭日前官の労働時間の短縮について﹂︑および一九五六

この路線ほ︑すでに一九五六年三月八日付の﹁労働者︑勤務

らすれば︑戦前︑戦時の複雑な情勢と難局によって理由づ．けら

るその他の一連の類似の法令の公布もまた︑われわれの見地か
れるのである︒

いったソ同盟最高ソヴェト幹部会の幹部会令や︑．さらに最近採

年三月二六日付の﹁姫娠・出産休暇の期間の延長について﹂と

ソグェト労働法の発展は︑結局︑ソヴュト経済の発展の内的

しも︑国際情勢が邪魔しなければ︑今後も若干の特典範囲の縮

小が漸次的に廃止され︑また戦前戦時の情勢により生じた山企

択されたその他の二連の法令のうちに具体的にあらわれた︒も

なければならない︒帝国主義諸国の侵略グループの陰謀を警戒

ろちノ︒

濃から他企業への転職にかんする若干の制限も取除かれるであ

な合法則性によって規定されるのであるが︑それと同時に︑国

し︑国の防衛力を一層強化するために必要な措置をとる必要性

際情勢の影響もこうむらざるをえないということを考慮に入れ

および祖国戦争とその繚果の一掃に伴うもろもろの難局といっ

二腰の改善にかんする一連の重要な方策ほ︑戦前とくらぺて物

それとと′もに︑滞二〇回党大会により指定された労働条件の

から生する勤労者の権利の高度の保障と確保を広範軸に労働立

質的︑法的保障の水準をあらたに向上させる方向にむかってい

たものが︑資本主義制度にたいする社会主義制度の決定的優越
法のなかで確認することを阻止し︑かつおくらせていた事実な
東二〇凹党大会によって確認された七時間労働日制︑年金の

引上げがそれである︒年金制度の改善は︑人民の福祉の向上に

る︒すなわち︑年金制魔の根本的改革低質金労働者の賃金の

引上げ︑等々にかんする決議は︑国際的緊張の綬和を欲しない

支払を︑七年制と副○年制の学校を卒業した人員で毎年補充さ

大い覧貝献している︒低賃金労働者の賃金の引上げ隼労働の

のである︒

帝国主義グループの側からの脅威にもかかわらず︑社会主義国

ソ同盟共産党第二〇回大会により確認された︑労働および賃

めるものである︒

金の規準化の調整︑および労働条件の二僧の改巻にかんする諸

れる労働者階級の成長しっつある山般的教養と資質に照応せし

労働条件を根本的に改酋するあたらしい綱領の実現にとりかか

方策は︑社会主義経済の発展とソヴヱト人民の福祉水準の向上

っての経済の発展において達成された成功を土台紅して︑仙層
る能力のあることを明示するものにはかならない︒ソ同盟共産

家が過去の戦争によってもたらされた難局の克服に成功し︑か

づいて︑労働条件を二鳳改蕃するというソヴュト労働立法の発

る全問盟約な﹁労働立法の基本原則﹂のあたらしい草案の作成

党第二〇回大会の決議は︑労働生産性のたゆみない増大紅もと

ヽヽヽヽヽ

におけるソ同盟の歴史的な成功を法的に反映すべきものであ
展の総路線を明確にしている︒
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のための指導原理である︒

ア・ソヴュト連邦社会主義共和国の労働法典の多くの条文は陳

ことによって保証される︒ソ同盟憲法第山四条第二〇項は︑ほ

ていないことを認めなければならない︒
労働法学者によって達成された積極的成果は︑たとえば︑全同
盟法学研究所の労働法部門により準備された現行労働立法のコ
メンタールといったような労働法にかんする教科酋や参考書の
発行の面で若干みられるにすぎない︒教科書や学術書・冥用書
の著者によって︑法の適用の実際の研究︑および全労働法規範

を演じることが要請されている︒
経済的側面からのみならず︑法的側面からする労働問題の科
学的分析が︑労働の組織化︑労働および賃金の規準化の分野で
の大きな紋点の除去にかんして党が設定した課題の水準に立っ

ソヴェト労働法学は︑ソプチト労働立法の整備に重要な役割

lニ

︵3︶ヴェ・イ・レーニン︑全集︑第三三巻︑三五四貰︒

ほかならぬ﹁労働立法の基本原則﹂こそ制定すべきであって︑
各同盟構成共和国の労働法輿にとりかわるべきでほない︒

かならぬ﹁労働立法の基本原則の制定﹂なソ同盟の管轄権限の
全同盟的労働立法の法典化の事業と同時に︑各同盟構成共和
国の労働法典の改正がなされなければならない︒たとえば︑ロシ うちに入れている＝したがって︑金岡盟的な総括的労働法令は︑
腐になったという理由で︑法律出版所が山九三八年以来法典の
出版をやめてしまったといったような状態ほ︑全く許しがたい
といわなければならない︒このために︑なお有効であり︑遅滞な
に熟知さ．せることが困難になっている︒このような状態ほ︑立法

く実施きれなければならないこの法典の条文をも企其の労働者
に十分通じていないための労働紛議握竃○宮斡c彗pや社会
主義的合法性の違反といった不白然な現象をもたらす︒
各同盟構成共和国の労働法典を存続させると同時に改正する
でに実施された︑また現に実施されつつある同盟構成共和国の

必要性は︑うたがいのよちがないと思われる︒このことは︑す

である︒ソ同盟閣僚会議およびソ同盟法務省附属のそれぞれの

権限の拡大にかんする方策と関連して特に強調するrとが重要
機関ほ︑労働立法の法典化の分野で︑各同盟構成共和国の機関
相互の経験の交換と活動の調整を粗放しなければならない︒
第二〇回党大会にたいするソ同盟共産党中央委員会の報告の

群のうちから実際に有効な規範を選択するといったことについ
ての二疋の仕凄がなされた︒労働法の講義要綱や教科書軋おい
て︑労働立法の多かれ少なかれしっかりした学説的体系化が行
われた︒この分野でほ︑労働法の法律女献ほ︑たしかに労働立
中的な封画化という原則の必要性を排除するものではない︒労

なかで指摘されたよう虹︑同盟構成共和国の権限の拡大は︑集

法の適用について︑活動家に∵定の援助をあたえた︒

九仙

うな必要な集中化は︑労働立法の金岡盟的基本原則を制定する

︵九こ

働条件の法的規制のもろもろの根本問題の解決におけるこのよ
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第三十巻︑第一号

︵4︶ は︑たしかに興味あるものである︒しかし︑これらの書物のな

︵九二︶

九二

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ
労働立法の山屈の発展と完成化にかんする科学的諸問題の︵
研6︶ 叫九四〇年〜○月一九日付の幹部会令が公布された︒この幹部
究についてほ︑どうかというと︑この点については︑法学者の
会令ほ︑戦前わが国の東部地方に配置された工場や建設場の幹
学問的業紡は︑きわめて不十分な状態にある︒
部要員を確保するのに大きな役割を演じた︒
ソグエト労働法の個々の問題につ．いて︑一九五五年度に出版
戦後の時期についていえば︑このような幹部会令を現行法令
された酋物ほ︑そのなかで︑尤大な規範的資料が集成され︑体
のうちにのこしておくのが合目的か否かを審議する必要がすで
系化され︑かつまたその適用の実際が解明されているかぎり
紅で
大分前から生じていた︒エヌ・エス・フルシチョフがソ同盟

る男女のコムソノモール員︑農学雪技師︑技手−あらゆる愛

共産党第二〇回大会の報告で伝えているように︑ソ同盟共産党
︑︑︑︑11111ヽヽヽヽヽ
かでほ︑立法の完成化と整備にかんする詳細な提案がなされて
中央委員会の呼びかけにおうじて︑未墾地と長期休閑地の開拓
いない︒反対に︑大部分の書物は︑労働法管ハンフレットと同
に三五万のソヴヱト愛国者が自発的に出かけていった︒工ヌ●
様に︑労働立法は山屑の完成化と整備を必要としないかのよう
エス・ケルンチョフは︑第二〇回党大会の名において︑党の呼
に巻かれている︒叫般的にいって労働法の書物でほ︑労働立法
びかけにおうじてあたらしい土地の開拓に積極的紅参加してい
︵5︶ の発展の見通しにかんする周題は解明されていない︒

労働法の文献でほ︑原則として︑社会主義体制の発展の内的 にたいし︑熱烈な感謝望息を表した︒同様に︑叫九五三年
国
者
合法則性に照応する法律的規範と︑何らかの〟時的雉局によ
にっ
は︑さらにソ同盟共産党中央委員会の九月総会のよびかけに
て生じ︑この雉局の克服にしたがって当然廃止されねばならな えて︑エ業からエム・テ・エスの仕事へと二万三〇〇〇人
こ
た
い規我との正確な区別がなされていない︒この後者のカテゴ
のリ
技師と技手が自発的に移って行ったことも周知のことであ
ーの規範については︑そういった条件が存在する場合には︑
るそ
︒このような事実が存在する以上︑一九四〇年一〇月〟九日

れらの規範を廃止するという問題の提起が時宜にかなったもの
何
の幹部会令の廃止にかんする問題を提起することは︑十分根
になるような経済的︑政治的および文化的な諸条件が蓄積さ
拠れ
のあることであり︑この幹部会令を︑社会主義的労働法に本
ているか背かというとと紅かんする研究が行われていない︒ 固有のものであるかのよう紅︑そうした法令のなか紅入れて
来
たとえば︑ヨーロッパではじまった第二次世界大戦とソ同お
盟くことは全然根拠がない︒
にたいする直接の脅威のもとで︑ある種の専門技師や熟練労働 人の労働条件の分野での特典の問題を取上げてみよう︒ソ
婦
者をソ同盟の閣僚の指令によって他企業へ義務的に転職させ
同る
盟共産党第二〇回大会ほ︑婦人労働者の労働条件や生活条件
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を全力をつくして改善し︑母性にたいして種々の補足的な特典

けるような実践的な提案を研究することである︒たとえば︑労

それを実施することが︑労働保護の違反を撲滅することをたす

労働保護の法的問題を研究している法学者の当面の責務は︑

使していない︒

婦人労働者の労働条件を二層改善する線にそって︑労働立法

を規定する守う指令を出した︒

のうちで認証しなけれぼならないもろむろの具体的措置紅かん

働関係における合法性の遵守にた．いして国家的監督を行う特別

∵

．⁚．ニ＝■＝．⁝・⁝＝二−・二三三⁝

≡

する問題は︑ずっと前から労働法の文献で研究されなければな

遵守にたいする検事の監督強化にかんする先の指令と二致する

三⁝±ミ

の労働条件の問題は︑これ以上改善の余地がないかのように説

らないはずであった︒とりわけ︑法律の文献では︑現在の婦人

全検察体系のなかに復活させる問題の研究や審議は︑合法性の

明されていた︒このような歓点を︑労働法の文献は︑労働保護

だろう︒法的労働監督部眉買○出琶冒C莞眉琶眉竃a制

カ・イェ・ウォロン一口フは︑ソ同盟共産党第二〇回大会の

度の復活案もまた︑真剣な考慮軋あたいする問題である︒

の申請と苦情の吟味について︑わが国家機関の運営の改善が痛

演説のなかで︑﹁社会主義的合法性を強化するためには︑市民

切に要求されている︒⁝・勤労者の申請にたいする官僚的な態

屑の改善を確

○虐雪声点彗盲お

の法的組織化のより広沢な問題の解明の分野においてももって
いる︒

ソ同盟共産党第二〇回大会は︑労働保護

保する指令をだした︒このような指令の遂行は︑特に労働保護

度とだんこ芋をきり︑申立人の公正な要求を審査し︑満足させ

よび安全技術申告空家二ぎ写昌宗栗鼠＝の

つといえどもその違反者に責任をとらせずにほおかないといっ

にたいする監督の強化と︑どのような重大な労働保護違反の山

竃膏警忘弓霊長巴

た状態を作りだすことを前提としている︒

これと関連して︑今まで︑企業管理部

る仕事を改善する必要がある﹂と指摘している︒

眉e竜p寧彗扁忘﹇の行為や評価紛議委員会増田弼＝pg月e望．

ところが︑山九五五年八月山○日付の仝ソ同盟労働組合中央
組合中央評議会の幹部会の最近の決議で特紅指摘されたよう

評議会の総会および二九五五年一一月二九日付の全ソ同盟労働

訴願審理手続にあらわれたきわめて変則的な状態の一掃に努め

象苧占雲呑岩垂昌監＝害毒CC琶の決定にたいする勤労者の

紅おかされており︑労働組合の技術監督官諸国出弓Iee巴Ⅰ辞日宇

に︑多くの企共で安全技術やエ場衛生にかんする規則が常習的

い︒周知のように︑一九二八年八月二九日付のソ同盟中央執行委

る能力のなかった労働法学者を大いに批難しなければならな

︵九三︶

九三

員会および人民委員会議の決定により確認された労働争議の調

C莞誓Opは︑生産における労働保護や安全技術の状態を十分
監督していないし︑またかれにあたえられた権限を十二分に行

アレクサンドロフ﹁ソ同盟共産党欝二〇回大会の決議からみた労働法の若干の問題﹂
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第三十巻

lこl室l≡ ．・≡

第山号

三．1三三l三ご一⁝■︑二■．一︑二

ヨp琵琶00

ユニミニ．宝二＝・・

停・仲裁審理および裁判審甥にかんする規則

︵九四︶

九四

へあらかじめ評価紛議委員会の決定にたいする異議申立をしな

けれはならないといった変則的な状態が生じた︒ゝ﹂のような場

管理部の不正な行為を提訴しなけれはならないのである︒もし

に提訴することほできないのであって︑まず評価紛議委員会紅

偏しなければならない︒

にとどまることをよぎなくされているのが普通であることを指

召喚したりなどができず︑まったYの形式的な異議申立の審理

ぞれの異議申立を現地へいっていちいち点検したり︑当事者を

合に生ずる不可避的な遅滞はいうまでもないことながら︑本質
芝琴月顎賀詰責寧呂菅声琴呂狂したがえば︑勤労者は企米
管理部とのたいていの種類の労働紛議については︑直接︑裁判所 的にいっノても︑労働組合の中央委員会の機関の活動家は︑それ

下したとしても︑現行の規則によれば︑評価紛議委員会の決定

除去し︑市民の労働魔の保護をなお山屈強化するという課題か

働事件にかんする勤労葛の異議申立の審理の遅滞や形式主義を

労働関係の分野において社会主義的合法性を一層強化し︑労

評価紛議委員会が勤労者の正当な辛張をいれないような決定を
が監督手続によって出目Op羞琵H芸00Opp破棄されるまで
一九二八年八月二九日付のソ同盟中央執行委員会および人民

ほ︑裁判所ほ勤務者の申立を審理する権限をもっていない︒

委員会議の決定の採択の時期にほ︑ノ評価紛議委員会の活動を監 らみると︑労働紛議の審盛事続ほ︑改正の必要があると思われ

服な勤労者には︑．自己の労働権を擁護するために︑裁判所に提

p註昌き訟琵CI琵琶Op眉竃pのる︒管理部との労働紛議にかんする評価紛議委員会の決定に不

訴する権利が与えられなければなら

魯する地区労働監督官

制度が存在していた︒したがって︑評価紛議委員会の決定に不

れる重要なカテゴリーの労働事件にかんしてほ︑一九二八年八

ことができた︒しかし︑その後︑労働人民警眉部Hぢg宅py頴 の転職といったような勤労者の特に基本的な生活上の利益にふ

服な勤労者は︑この決定を作業現地の地区労働監督官虹訴える
の廃止にしたがって地区労働監督僻も辟止され︑評価紛議委員
と中央委員会匠移譲された︒たいていの企業が﹂州の中心部に

により確認された規則常山四条の規定する評価紛議委員会を通

会の活動にたいする監督の任務は︑労働組合の州委員会○訝○呂 月二九日付のソ同盟中央執行委員会および人民委員会譲の決定
配置されていないし︑そのうえ︑すべての労働組合が各州め中

れねばならないと思う︒︵勤労者は︑労働法典第四七条一項︑

このような権利を行使する︶︒このような市民の労働権の裁判

二項︑五項︑七項および八頓による解雇￠場合にほ︑ただち紅

りこして︑直接裁判所へ異議申立をする権利が労働者に与えら

ほ作業現地の裁判所へ提訴するために︑時には労働者の作業現

心部に州委員会をもっていたわけでほないので︑多くの勤労者
地や居住粗から数百粁︑数千粁もほなれた労働組合中央委員会
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保護を強化する党の指令に源を発している︒同時に︑このこと

上の擁護の拡大ほ︑社会主義的合法性を強化し︑宙民の権利の

主義的組織化の発展の実践からほなれて︑労働法の労作の序論

諸国の社会主義建設の具体的諸条件のもとにおける労働の社会

ーエソ主義の諸命題は︑わが国の共産主義建設や人民民主主義

題の︑みのりある研究はとても考えられない︒

状態にある︶からほなれて︑労働の社会主義的組拙化の法的問

うことにある︒この学科︵いかんながら︑今までのところ放置

はとんど研究せず︑また労働生理学の資料に通じていないとい

労働法学者たちの本質的な歓点ほ︑彼らが労働経済の問題を

でしばしば教条主義的にのべられている紅すぎない︒

は︑市民の労働権の擁護をソ同盟の裁判の基本的課題としてあ
げている一九三八年の現行裁判所構成法．にも合致するであろ

ちノ○
以上のぺたもろもろの例は︑労働法の文献に︑労働立法のも
っとも重要な制度の発展の見通しの科学的分析が放げているこ
とを示すものである︒このことほ︑労働法挙が共産主義建設の
実践からはなほだしくたちおくれていることを証明するものに

生した労働問題や賃金問題を解決するたすけにほ少しもなって

の学問的労作は︑各省︑官庁および企業の指導者が︑そこに発

このような本質的な放点の結果︑労働法にかんするもろもろ

この非雉は︑単純なものと考えてはならない︒学者たちが︑

はかならない︒

企其の労働関係の法的規制の実際に通じていないとか︑労働立

いない︒

ケて︑任意的なものであってはならないといった提塞が︑労働

に採用する場合の予備試験は︑〟般義務的なものにすべきであ

のある性質のものでほない︒たとえば︑ある報告書でほ︑仕事

うな理由からして︑決して十分紅考えぬかれた︑また十分根拠

込まれた立法論からするde−egeferenda若干の提案ほ︑このよ

労働法学者の研究グループから︑法務省やその他の機関に持

法の完成化という仕事を要請されでいる施設の事業にいずれに
せよ関係をもっていないといったようなことが問題なのでは全
分ほ自己の計画テーマとか学位論文を準備するさいに︑多かれ

然ない︒反対に︑私の知るかぎりでは︑労働法の研究者の大部

問題は︑この事実資料がしばしば単に記述的にあつかわれて

少なれか多数の事実資料を蒐集している︒
いるだけで︑批判的にほあつかわれていないという点にある︒

立法における必要な修正にかんする葬一の主要な案として提出

された︒この提案者たちほ︑との提案によって︑就職するあら

それほ︑社会主義的労働や社会主義的合法性にかんするマルク
ス．レーニン主義の学説からの︑また労働問題についての共産

労働立法の二腰の発展と完成化の緊急な諸問題の科学的研究

ゆるソ同盟市民の資格に疑いをかけているとほ考えていない︒

九五

いない︒同時に︑労働および労働立法にかんするマルクス・レ

︵九五︶

党のもっとも重要な決議の見地からの深い科学的分析をうけて

アレクサンドロフ﹁ソ同盟共産党第︼6回大会の決議からみた労働法の若干の問題﹂
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第仙骨

︵九六．︶

九六

の法律関係︑すなわら︑これは独立の法待関係でほなくて︑コ

律関係のうち紅統脚的な法的表現をえている︒コルホーズ労働

第三十巻
のかわりに︑わざとらしいスコラ的な議論によって問題を混乱

な法律関係の不可分の

ルホーズの離合員たることにかんする統山された︑ただし複雑

させないかぎり︑ことの本質上実際には何らうたがいの余地が
ないし︑理論的にも明瞭である問題にかんして討論を行うこと
たとえば︑すべての労働能力ある市民の義務であり名誉ある

る︒コルホーズ員の労働の権利と義務は︑アルテリの事業の共

︵しかしもっとも重要な︶構成部分であ

が時折提案されている︒

よび住宅附属地層薫C墨e許訂斡y畠告○舞にたいする権利

同管理やコルホーズの生産物の分配に参加するかれの権利︑お

などと不可分に結びついている︒﹁コルホーズは︑協同観合経

茸務である労働︑労働の権利︑労働におうじた支払という社会
て共通の統劇的原理であることは︑周知のことである︒しかし︑

営である︒そこでは︑すべてのコルホーズ員が主人であり︑完

主義的原則等々は︑社会主義的労働のあらゆる粗放形態にとっ
労働法とコルホーズ法が︑二つの異った法部門であることもま

︵7︶

全な権利をもつ農業アルテリの成員である︒かれらは︑みずか

全体としても︑そのうちのいかなる山部も︑コルホーズにおけ

在こそ︑コルホーズ法といったソブコト法の特殊部門の創設を

う社会諸関係のうちの特殊な︑しかもきわめて重要な分野の存

経営への移行の特殊性によって制約されるコルホーズ関係とい

勤労個人農経営から統合された大規模な社会主義的協同観合

ら自分たちのあいだに仕事を配分する﹂

た周知のことである︒

もらろん︑社会主義的な労働の法的組織化の一般席理は︑コ

るコルホーズ員の労働には適用されなかったし︑現在も適用さ

うながし︑それに照応してコルホーズ法という学科と教科を分

ルホーズ内部の労働関係にも適用されるが︑しかし労働立法ほ

ホーズ的︑社会主義的所有の特殊性に応じて︑農業アルテヅ定

れていないのであり︑コルホーズ員の労働ほ︑もっぱら︑コル

ても︑当然そのなか紅含まれなければならないという

なかに存在しており︑また上述のような原則的な考え方からし

占ルホーズ員の労働にかんする規範は︑農業アルテル定款の

化せしめたのである︒

ホーズ内部の自治法令によイて規制されている︒

款の規範やその発展として公布される政府の決定や︑またコル

コルホーズ的・社会主義所有を土台にしで形成される︵土地

規範を労働法典︑あるいほ﹁労働立法の基本原則﹂のなかに入れ

コルホーズ内部の諸関係は︑

財産関係︑労働関係および組織関係の不可分の統劇体である︒

であるにせよ︑実践と社会主義経済学の命題を完全に忘却した

るべきか香かといった﹁問題﹂の提起ほ︑たとえ討論のかたち

にたいする国家的所有のもとで︶

のあらゆる関係ほ︑コルホーズの組合邑たることにかんする法

不可分の統一体にあるコルホーズ員とコルホーズの問のこれら
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範とコルホーズ法規範の混同は︑害毒以外の何ものをも冥践に

場合にはじめて可能なのである︒法典化にあたっての労働法規

可の効果とレて︑法的性格をえる個々のコルホーズの定款の意

コルホーズ自身により作られ︑︑国家の登記という行為による裁

実践から遊離した︑頭のなかだけで考えた﹁問題﹂のたてか

きない︒

ホーズ員の創意を認証する規範あ二般的体系から除くことほで

規制する規範を︑アルテリのあらゆる事業の管理においてコル

義が増大している︒コルホーズにおけるコルホーズ員の労働を

っまり︑結局のところ︑かつてある権威ある批評家が

もたらさないであろう︒

もある権威ある機関紙で︑コルホーズ法の存在を無視したよう
；ルホーズ法と

とコルホーズの組合員たることの法

た︵たとえ討論のかたちであるにせよ︶

ヽヽヽヽ
ならんで存在する法部門︶

な︑かつまた﹁労働法握y竜宮e眉琶○

律関係においてもまた実現される労働権．白p甲望︶出忘し増p︶1満と

仙層集中的に研究すべきである︒

における重大な空白をおぎなうたすけになるような問題をより

のかわりに︑労働立法

ことから︑このような明白な問題紅紛糾を持込みつづけてほな

験の導入の粕織といった第血次的紅重要な問題︑あるいほ︑生

たとえば︑社会主義競争の参加者の奨励や生産への先駆的経

を明らかに混同したような意見をちょいとのペたというだけの

コルホーズに労働法を﹁適用﹂したり︑あるいは︑労働法の

らない♪

れた﹁農業アルテリ定款︑およびコルホーズ生産の組織やアル

た中央官庁の多数の法令によって規制されている︒これらの問

らの問題ほ︑各工業部門や各省の各種の決定の個々の規定やま

かんして︑立法規範どころか︑政府の総線的決定もない︒これ

の問題を取上げよう︒今のところ︑このような重要な諸問題に

テリの事業の管理におけるコルホーズ員の自発性の叫屑の発展

題の規制においても︑第二〇回党大会で賃金を瀾制する法令に

産における熟練の向上にかんする労働者の権利・義務について

について﹂というソ同盟共産党中央委員会およぴソ同盟閣僚会

なか紅コルホーズにおける労働の組織や労働の支払いを規制す

議の決定にてらしてみると︑時にはっきりとあらわれる︒共産

ついて明らかにされたのと同様の不釣合がみられることは︑あ

る規範を含める提魔の誤謬は︑一九五六年三月劇○日に公布さ

党およびソグェト政府ほ︑コルホーズの地方的な具体例諸条件

やしむにたりない︒

︵九七︶

九七

題は︑法的視点からではなくて︑まず第一に経済的な観点から解

的な物質的関心の原則を最もよく実施する問題︑こういった問

賃金調整の問題︑労働生産性の向上にたいする労働者の個人

を考慮して虚業アルテリ定款の個々の規定を自分白身で補足
ホーズ民主主義の強化にづいて全力をつ．くして配慮している︒

し︑修正することをコルホーズに勧告することによって︑コル

最近︑コルホーズ法の分野において︑地方的規範︑すなわら︑

アレクサツドロフ﹁ソ同盟共産党第二〇回大会の決議からみた労働法の若干の問題﹂
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第三十巻

第一号

決を要する問題である︒しかしながら︑個々の労働部門における

︵九八︶

九入

内部労働管理規則ヨp琵琶○出薫眉e呂○苫眉y竜宮苫

労働の支払が雑多なやり方でおこなわれているのは︑労働の支

る︒そのうちには︑先駆的な労働方法の普及や労働者の発明行

としている︒現行の模範内部労働管理規則は陳腐になってい

同一職其の︑またしばしば岡山地方における同一職業の労働者の pM岩HOp論壇舅a とむすびついた問題もまた︑科学的研究を必要
払いの多くの法律問題−特に累進出来高払制C篇e崇H〇・Hp？7

いない︒

における幹部要員の養成と再教育にかんする問題が規定されて

労働にたいする奨励にかんする部分がかけているし︑また生産

pecc冒2染C宍諾200眉aぎ芸○静巳腎已や割増賃金為制
の助成にかんする管理部の義務が反映されておらず︑誠実な
＝て＝≡⁝＝≡ニ⁝二⁝⁝⁚三宅■︑⁝≡三⁝＝﹁＝︑二．・∴

れている結果である︒勤続年数陀よる割増は︑時折︑労働の量

賃金制度の適用の場合−もがやはり種々の官庁で急に解決さ

この差異が︑つねに正しいか︑またどれはど正しいか︑それは

最近︑多くの労働法学者が︑労働法の部門別の差異竜冬青・

社会主義的合法性の単心性の原則︑同一労働にたいする同叫報

的および質的指標を考慮せずに︑機械的に支払われている︒色

して︑急いで用意する必要がある︒た七えば︑累進出来高払の

酬の原則にどれはど合致しているか︑といった問題の解明も怠

はだよいことである︒しかし︑このさい︑他の側面︑すなわち

加算のために考慮される期間中の生産高ノルマの決定にさいし

ってはならない︒同等な意義をもつ相異った部門で同山の作業

pe眉塁上岳の研究に非常に注目している︒このことほ︑ほな

て︑どのような時間がほぶかれるかという問題や︑あるいは割

を遂行している労働者が︑異った支払いをうけ︑かつ買った特

々な賃金制度の英雄に関連した法律問題の解決を統一するたす

増制の適用の場合の労働者のいわゆる﹁賞与の減額﹂駕眉e苧

典を享受しでいるばあい︑もちろん︑それはそれで二樫の差異

け

眉○琵琶① の法的根拠にかんする問題は︑統山的に解決され

にちがいないが︑しかしそれは取除かねはならない差異であ

なければならない︒
ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ
労働法部門の個々の制度にかんする︑また何よりもまず︑こ

一連の場合︑賃金やその他の労働条件における﹁差異﹂は︑

る1

その問題が立法手続で規制されずに︑個々の中央官庁や各省が︑

制度︵生産における幹部安貞の技能の高揚︑社会主義競争の発

れまでにまだ必要な立法的表現をえていないようなあたらしい

展と先駆的経験の定着化の奨励︶にかんする労働法規範の法典

その指導する領域に発生するかれこれの一時的な課題につい

て︑場合場合に︑これらの問題を解決していたことに起因する

化の問題の研究もまた︑労働法学者の当面する現下の問題のう
ちゎ二つであると思う︒
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など紅たいする支払方式にかんする仙般的な規範をもっていな

ものである︒たとえば︑今まで︑われわれほ︑多機作業や兼職

本的な問題︑らまり︑労働生産性の向上にかんする問題︑賃金

造的熱情︑するどさ︑原則性︑およぴさしせまった重要な︑根

の報告のなかで摘指されたように︑労働組合には︑戦斗性︑創

す問題などを提起する創意性が不足している︒労働法の分野に

問題︑住宅問題︑労働者ならびに勤務者の生活上の要求をみた

か・つた︒
合理的な差異を保持しっつ︑労働立法を整備するためには︑

あてはめると︑この重大な紋点は︑特に︑労働観合が︑経済機

労働法規範の必要な完全化や︑異った労働部門における労働の

評価や特典の設定のための同〟規準の適用が同時年前提とされ

付与された広沢な諸権利を利用していない点にある︒

関との合意によって労働条件を設定する面で︑労働立法により

さらに︑当面の課題は︑ある問題が︑違った時期に制定され︑

る︑というとことを一般に忘れるべきでほない︒

たとえば︑山九五五年山山月三〇日付の﹁山九五六年度の工

課題について﹂という全ソ同盟労働組合中央評議会書記局Q決

菜企業における生産高ノルマの改正にかんする労働組合組織の

し＼ばしば互いに抵触している多くの法令により規制されるとい

まず第一に︑物的貴任︑賃金の控除額︑平均賃金

った状態を取除くことができるような法案の研究である︒

定では︑工場委員会官許虐冨ほ︑生産高ノルマの改正に

し︑ノルでの改正について進歩的労働者の広汎な参加を保障し︑

かんして管理部虹より詳細に作成された提案や年次計画を審議

んする規則を簡易化し︑統一することが必要であると思われ
る︒たとえば︑現在︑労働者︵勤務員︶

のきわめて多種の物的

資任と四種頬の異った損害賠償徴収手続がある︒このうち二種

ルマの遂行を保障する諸方策の実施等ににたいする路督を確立

出来高払賃金率の換算の正確性にたいする︑またあたらしいノ

しなければならないとのべている︒しかし︑全ソ同盟労働組合

と二つの損害賠償徴収手続︵裁

目的的であると思う︒特に︑かって︑その実施が公定価格と市

中央評議会の決定のなかでは︑．基本的なこと︑すなわら︑労働

の貢任︵制限童任と完全畳任︶

場価格とのあいだQ著しい不均衡が存在したこと紅よって理由

法典第五六条によれば︑生産高ノルマは︑企業の管理部之当該

判手続と若干の制限された場合の行政手続︶をのこすことが合

づけられていた︑いわゆる加重物的貴任ヨ○出望臼e幹出a串呂苧

︵九九︶

九九

の幹部会は︑労働法典第五六条および山九二八年八月一劇九日付

ことがのぺられていない︒さらに全ソ同盟労働観合中央評議会

であって︑管理部の山方的な法令によ■ってではない︑といった

諾p臣崇夢唇○諾e宍昌eH彗Cづいを廃止する必要がずっと以 企業の労働組合機関との協定によって︑法的効力を取得するの
前から成熟していた︒
ヽヽヽヽ

ソ同盟其産党第二〇回大会では︑労働組合の活動における本
質的なもろもろの鋏点が︑重大な批判をうけたが︑中央委員会

アレクサンドロフ﹁ソ同盟共産党第二〇回大会の決議からみた労働法の若干の問題﹂

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ

第三十巻

加讐号

︵一〇〇︶一〇〇

第二〇回党大会にたいするソ同盟共産党中央委員会の報告の

の不履行と小シ事実にたいする妥協的態度について︑公正な批

なかで︑労働組合は︑団体協約宍頁莞薫道悪詳註㍉ち3宍p

の規則の第九条と抵触する﹁評価紛議委員会の活動の改革につ
いて﹂という決議を劇九三三年一月二日に採択することによっ

んする色々な義務をひきうける全権をゆだねられているのだか

当該企業の賃金の調整やその他の具体的な労働条件の設定紅か

業長ほ︑その企菜の名紅おいて．︵それぞれの法令のわくないで︶

委員会との団体協約やその他灯協定によって解決しうる一企

かんする方策や企業長の権限の拡大と関連して︑企業長と工場

最近実施されている企業管理における過度の集権化の除去に

チョフほ指摘した︒

かたで論争することもためになるのだ﹂とエヌ・エス・フルシ

ずくなることをおそれる必要は毛頭ない︒ときには正当なやり

のあいだほ平穏無事である︒だが仕事の利益のためなら︑きま

働組合は︑経営責任者と論争することをやめてしまって︑両者

判をうけている︒﹁ぜひいわねばならないことだが︑岬般に労

て︑ことの本質上︑この問題について社会主義的合法性を自ら
おかしたのである︒
とりわけ︑山九三九年劇月一四日付の﹁生産高ノルマおよび
出来高払賃金率の改正にかんする指令の公布手続について﹂と
ぃうソ同盟人民委員会議の決定のなかでは︑人民委員︵現在の
閣僚︶は︑生産高ノルマの改正にかんする自己の指令を全ソ同

盟労働組合中央評議会の書記と協定し︑また総管理局長ほ︑そ
れに対応するそれぞれの労働組合中央委員会の議長と協定んな
けれはならないとはっきりのペている︒この決定の趣意から︑
企業長がそれぞれの労働組合機関と生産高ノルマの改正にかん
に︑この決定の趣意からは︑逆のこと︑すなわち︑閣僚や総管

ら

する指令を協定しなくてもいいということにはならない︒反対
理局長が生産高ノルマの改正にかんする自己の指令を労働観合

る必要がある︒若干の団体協約のうちにある形式主義や図式主

問題の範囲がいちじるしく拡大したということを指摘す

と協定する義務があるとすれば︑この義務は︑企業長にも課せ

は︑決定的に故老されねばならない︒社会主義的合法性の基本

労働立法の遵守にたいする監督についての労働観合の括動

義の諸要素を除去しなければならない︒

一

られるということが出てくるのである︒
日常的な需要の充足における労働細合の役割を向上させる必要

労働組合機関の活動を活気づけ︑経済・文化建設や勤労者の
性にかんするソ同盟共産党第二〇回大会の指令ほ︑特に︑労働

返しが︑最近︑市民の労働権やその他の権利の保護にたいする注

の他の何ものにあるのでもない︑といった公式の教条主義的繰

組合が協約によ▼つて︑生産高ノルマや出来高払償金率の確立を 的な配慮ほ︑現在では︑社会的所有の保護にあるのであって︑そ
ことを前提としていると思われる︒

もふくめた労働条件の設定に参加することを復活し︑強化する
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意を弱める原因となった︒市民の権利や市民の法的諸利益の保

かでなされ︑ブ同盟における社会主義の建設における成功が人

社会主義陣営の強化の面での根本的な変化が国際的発展のなー

る配慮とむすぴつかなければならない︒

な一面的な理解は︑第二〇回党大会で非難された個人崇拝のわ

護の重要性を低める社会主義的合法性の基本的課題のこのよう

民民主義認国での社会主義建設の重大な達成によっておぎなわ

れ︑社会主義嘩営諸国間の平等な権利をもった協力と友好的な

るい結果のうちの∵つである︒
第二〇回党大会は︑ソ同盟共産党中央委員会により実現され

会ほ︑あらゆる党およびソヴュトの機関に︑油断なく合法性の

民の諸椿利の厳格な遵守にかんする措置をすべて確認した︒大V

健全かつ強固な土台のうえに進行しっつある社会主義噂営諸

家が相互に研究しあうことほ︑特に大きな意義をもっている︒

法的規則の経験をソヴチトの法律家と人民民主主義諸国の法律

盟や人民民主主議諸国で集積された労働諸関係の社会主義的な

るソヴェ▼﹁的合法性の強化︑およびソヴヱト憲法の保証する市 相互援助がますます強化されている現在の情勢のもとで︑ソ同

的法秩序の違反を決定的にきびしく阻止する義務をおぁせた︒

国の経済のたゆ塵ない高揚ほ︑搾取と失業を排除する真に公正

見張りをし︑ありとあらゆる不法や専横のあらわれや社会主義
ソ同盟共産党第二〇回大会のこの指令の見地からして︑労働
時間外労働の実施︑労働者の正規の休息の違反︑団体協約や労

働法の発展のためにも︑堅蘭な地盤である︒

組合は︑いまだに存在する労働者の不法な解雇の事実︑不法なノ な労働秩序の強化と発展を助成するこれらの国の社会主義的労

ツェワ﹁国民経済へのカードルの計画的保障におけるソ

︵4︶ィェ・アストラハン︑エス・カリソスキⅠ︑ア・スタフ

馴九五五年︒

ヴ工卜労働法．の役割﹂国立法律図書出版所・モス㌢ワ・

る規則の不遜守を完全紅根絶するよう努めなければならない︒

働保護紅かんする協定の不履行︑安全技術や生産衛生紅かんす

る労働組合の活動が改登竜れなければならない︒労働組合組織

ノポリスキー﹁ソヴエード労働法と労働生産性の諸問題﹂

イェ・註ヌ・コルソユーノワ︑およぴア・イェ・クラス

それと同時に︑労働にたいする社会主義的態度の教育にかんす
ほ︑社会主義的労働規律の違反者を社会的紅非難する雰囲気を

山九五五年に出版されたア・イェ・パン宣ルストニク著

﹁全同盟的労働立法の法典化の理論的諸問題﹂ほ︑労働

︵仙○こ

劇〇一

法Q各種の多くの問題紅かんして興味ある想見を含んで

︵5︶

モスクワ・ソ同盟科学アカデ︑︑︑−・山九五五年︒

強化し︑欠勤やその他の懲戒微罪が社会主義経営や労働者の賃
金にどれはどの損害をもたらすかを教示することに努めなけれ
および社会給費の一層の組油化︑労働条件の一層の緩和および

ぼならない︒この教育的活動は︑住宅・生活条件の二腰の改襲
改蕃︑労働者の資質の向上およびその文化施設の改巻にかんす
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いる︒しかし︑ソ同盟の労働立法の法典化の一般的方向
を特徴づける場合に︵第五黄︶︑著者は︑基本的には︑現
＋
しているが︑その改正の見通しを考えていない︒なるは

行立法が当然法典化さるぺきであるということから出発
ど︑著者は︑﹁こういったからとて︑すでに実際に陳腐に

なっており︑ソヴヱト社会の発展の過去の諸段階を反映
七五

しているかれこれの法命題の本質的な︑時には根本的な
改正の必要がないというわけでほ決してない﹂

仙九四〇年・男四二ロで参照︒

貫︶と釈明しているが︑しかし︑︑この問題を詳細に検討

﹁ソ同盟最高会議公報﹂

していない︒

エヌ・エス・フルシチョフ﹁第二〇回党大会にたいする
ソ同盟共産党中央委員会報告﹂国立政治図琶出版所・モ
スクワ・一九五六年・八二真︒

中
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村
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