
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

<書評> 井上義和著『日本主義と東
京大学』

河西, 秀哉

河西, 秀哉. <書評> 井上義和著『日本主義と東京大学』. 京都大学大学
文書館研究紀要 2010, 8: 63-67

2010-02-26

https://doi.org/10.14989/108451



書評

井上義和著 f日本主義と東京大学J

は、近現代天皇制と 自治jの2つの

テーマを研究している O これらのテーマを研究し

ている にとって、東京帝国大学法学部助教授

であった矢部員治は大変興味深い人物である O 彼

の残した『矢部員治日記j(読売新聞社、 1974~ 

75年)には、 この 2つのテーマについて、詳細な

記述があるからだ。 この点、に付き伊藤隆氏は『昭

和十年代史断章j(東京大学出版会、 1981年)の

中で、 f矢部貞治日記Jの内容を①東京帝国大学

の職務に関連するもの、②学外の政治行政と結び

ついた研究調査立案活動に関するもの、③より

接的な政治への働きかけとそれに関連しでもたら

された実際政治に関するもの、に分類している O

評者自身、伊藤氏の分類で言えば、②③について

知ることで当該期の天皇制をめぐる政治状況や天

皇制に関する知識人の構想を解明したいと思い、

f矢部貞治日 を読み始めた O ところが 1938年

の部分を読んでいると、①に関する記述の方がむ

しろ多いことに気がつく O その時の矢部は、ある

右翼学生からの追求に反感を持ちながら悩み、 そ

の対応、に苦慮、しつつも誠実に とやり取りを交

わしている o 1938年当時の彼にとって、 その右

翼学生への対応はかなり な位置を占める問題

だったのである。そして矢部がその問題について

日記に き した部分は、戦時体制が近づく中で、

大学や教員、 そして学問が当該期に置かれた環境

十京都大学大学文書館助教
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を、矢部の苦悩とは裏殺に、現在の私たちに興昧

深く提示する重要な史料となっている。 この矢部

と右翼学生の関に起きた問題を明らかにし、当該

期の右翼学生運動の実態やその可能性を考察した

のが本書『日本主義と東京大学jである O

ではまず内容を紹介しよう O 目次は以下のとお

りである O

はじめに

は頭が悪かったのか

政治学講義と国体論の出会い

学風改革か自治破壊か

第四章 若き日本主義者たちの登場

学生思想運動の全国展開

逆風下の思想戦

第七章 「観念右翼jの逆説

第八章 昭和十六年の短期決戦論

第九章 「観念右翼Jは狂信的だったのか

rr右翼jは頭が悪かったのか」は、司

法省刑事局と文部省教学局の統計データの分析を

通じて、大学・ -専門学校の右翼学生運

動の属性や分布などを明らかにしている O それに

よれば、学内の右翼主義的傾向を持つ団体創立ブ

ームは 2度あった。第一が 1932~ 1934年であり、

左翼学生運動の凋落と軌を にしている O
ーカ3
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日中戦争勃発後の 1937 年~ 1939年で、井上氏は

その時期こそ右翼学生運動が「学生らしく J活動

できた時期としている O また団体の学校類型別分

布を分析し、積極的な右傾学生を排出しているの

は帝大・官立高であり、左傾と同じく旧制高校的

な教養主義が右傾培養器として機能していたと結

論づけている。つまり、「右翼」は「頭が悪j く

なかったわけである O

「政治学講義と国体論の出会い」は、

回胸喜を中心とする原理日本社グループの帝大粛

正運動を身近に感じつつあった矢部貞治が、自身

の政治学講義の受講生である小田村寅二郎からの

国体論的講義批判にさらされたことが詳細に説明

される O 矢部は小田村と書簡を何度も往復する中

で、講義要旨の根本的改訂着手を決意せざる得な

くなる O 第三章「学風改革か自治破壊かJは、矢

部とのやりとりの後、小田村が東京帝大法学部教

授陣の講義を批判した論文を発表し、それに対し

て法学部教授会が無期停学処分を下した東大小田

村事件の様相が描治通れる O その背景には、大学内

におけるく蓑田的なるもの〉への恐れと「大学の

白治」をめぐる意識があった。

第四章「若き日本主義者たちの登場」は、小田

村の人物像と彼の思想、運動の母体ともなっ

高等学校昭信会の忠、想が明らかにされている。昭

信会は聖徳太子と明治天皇に超越性を認め、「祖

国の悠久の生命」の存在感を強く意識していた O

後に右翼学生運動を全国展開していく日本学生協

会・精神科学研究所の幹部の多くが、昭信会出身

であった O

「学生思想運動の全国展開jは、 1938年

に東京帝国大学の学内団体として結成された東大

精神科学研究会が小田村事件後、メディア・イベ

ント・身体的実践を通して全国を網羅する

動ネットワークを形成していき、日本学生協会を

した過程を描き出している O 第六章「逆風下

の思想、戦Jは、学校内団体をすべて解消し、その
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活動を一元的に統制管理する新団体を各学校に新

たに組織しようとする 1940年代からの文部省の

動き (pわゆる学校新体制)と、自本学生協会と

の対立関係が克明に説明されている O この中で、

日本学生協会は自分たちの研究機関である精神科

学研究所の設立へと向かった。

11観念右翼Jの逆説jは、これまでの

先行研究を整理する形で、革新右翼と観念右翼を

政治史的文脈の中で位置づけている O 両右翼の対

立は、第二次近衛文麿内閣の新体制運動を契機と

して顕在化する O 観念右翼は天皇大権を侵す幕府

的存在として新体制を捉え、国体論的憲法擁護論

を唱えて批判した O 第八章「昭和十六年の短期決

戦論Jは、日本学生協会・精神科学研究所の短期

決戦論を考察する O 彼らは戦時体制下での軍の政

治化が強力な新体制を構築することに繋がると思

考し、日本主義的教養に基づいて短期決戦論を

張した。これは、観念右翼の中でも特にユニーク

な論点であった。

第九主主 11観念右翼Jは狂信的だったのか」で

は、これまでの議論が整理されている。日本学生

協会・精神科学研究所は、日本主義的教養を掘り

起こすことで独自の保守主義的思考に到達した O

彼らの唱えた国体論は、エリートが自己を拘束す

るためのものであり、日本型保守主義の原点、でも

あったと結論づけられる O

を読めば、「右翼」のイメージは一新する

だろう O 特に第一章は、タイトルからして刺激的

であり、挑戦的だ。 1930年代、左翼学生運動が凋

落したのと裏腹に、右翼学生運動は興隆を迎える O

その背景には、右翼学生運動が「旧制高校的な教

を土台としつつ展開されたことにある O

つまり j日制高校から帝国大学ヘ進学した学生たち

は、左翼にも右翼にもどちらにも転ぶ可能性はあ

ったのだ。本書が明らかにしたように、時代背景

から右翼学生運動に傾倒したにすぎないのであ



るO 決して、右翼学生運動の担い手たちが凝り国

まった保守主義者であったわけでも、「頭が悪j

かったわけでもなt'¥ 0 むしろこの時期は、エリー

トが積極的に右翼学生運動にコミットしたのであ

るO 井上氏はそれをエリートの自己拘束のための

論理、日本型保守主義の原点と結論づける O この

結論までの過程が丹念な史料分析を踏まえなが

ら、自由な発想と明快な論理立てによって描かれ

ており、それが本書の魅力となっている O

また、 1933年の京大事件、 1935年の天皇機関

説事件後の大学内の様相を描いている点も興味深

p。左翼学生運動が大学内からほとんど消滅した

この時期も、「大学自治jをめぐる争いは存在し

ていたのである O 第三章で検討される東大小田村

事件は、まさに「大学自治」や「学問の自由」の

解釈をめぐる対立が顕在化したものだった O

-小田村寅二郎の東京帝国大学法学部に対す

る批判は、それらの概念の内で安住している教官

たちへの強い反発から生まれたものだった O

に再現された小田村処分への法学部教授会の動き

は、「大学自治」や「学問の自由jという概念に

凝り固まって硬直化している法学部教官たちの姿

を浮き彫りにしている O そのような概念を標傍し

ていた彼らが、右翼学生運動の担い手たちの方よ

りもむしろ「自由jではなく「保守的Jであるよ

うに見える、というのは皮肉としか言いようがな

t '¥ 0 そして小田村との論争を通じて、矢部が自身

の学問を発展させていったことを論じた意味は大

きt'¥ 0 矢部は、自らの学問を発展させる契機をも

たらしたのが他でもない右翼学生である小田村だ

ということを悩んでいた。もちろん矢部は、小田

村に対して学問的妥協をしたとは考えていなかっ

た。しかし小田村との論争を通じて、自身の学問

や日本の新しい政治システムを構想するにあたっ

て国体論を組み込む必要性があると認識したので

ある O その後の矢部の政治学的関心は欧米の現状

分析から自本政治の実践的諜題へと傾斜し、学外
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領域での活動も増加してpくO そして矢部は近衛

文麿のブレーンとしての役割を担っていくことに

なる O つまり、政治史・政治思想史上で重要な意

味を持つ昭和研究会への矢部の参加、近衛新体制

構築への関わりの契機は、本書で明らかにされた

小田村という右翼学生との論争だったのだ。その

点、を解明した点で、本書は政治史・政治思想、史研

究にも大きなインパクトを与えたと思われる O

以上、本書の特筆すべき点をまとめてみた O 評

価すべき点のみの言及で稿を終えてもよいくらい

に本書は興味深い叙述に富んでいるが、書評とい

う性格上、若干の疑問点についてもごく簡単に触

れておきたt'¥ 0 

に、本書の構成についてである O 内容構成

別に本書の構成をまとめてみよう O カッコ内は評

によるまとめである O

(問題提起)

(矢部および東大法学部と小

田村との論争・対立、 1937~ 38年)

第四章(小田村らの思想的基盤、大正~昭和

初年)

(日本学生協会・精神科学研

究所の展開、 1938~ 43年)

(先行研究整理)

第八章(精神科学研究所の短期決戦論、 1941

年)

(結論)

してわかるように、叙述の年代が入り組ん

でいる O そのためであろうか、第二章・第三章を

読んでいても、なぜ、小田村が矢部に対して批判を

繰り返したのか、その理由がややはっきりとしな

いままに叙述が進んでいき、第四主主になってその

根拠が読者の日の前に明らかとなる O たしかに謎

は氷解していくわけだが、私には、第四章を読み

終えた後に第二章・第三章に戻らなければ、小田

村の矢部への批判の意図を理解できない部分も多



京都大学大学文書館研究紀要 第 8号 2010年

かった。この点、は第五章・第六章と第八章との関

係でも同様で、、第八章では精神科学研究所の他の

とは異なるユニークな主張として、短期決戦

論という大変興味深い考え方が紹介される O そし

てこうしたユニークさを持っていたからこそ、彼

らは体制側からは後々に煙たがられることにな

るO つまり、第八章の内容が第五章・第六章に組

み込まれていれば、第六章で描かれた右翼学生運

動が「反体制Jに見なされていく過程がよりクリ

アーになったように感じた。

また第七章の位置づけについて、私はやや理解

できなかった O 井上氏は第七章について、「先行

研究を参照しながら問題の見取り図を明確にする

研究ノートであるJ(187ページ)と述べている O

しかし問題の見取り図を示すならば、はじめにな

されるべきではないかと思う O その方が、それま

での章を読み進めるときにも理解がしやすいだろ

うO そしてそれ以上に、私には、本章があること

で全体の議論がいわゆる「革新派J論の影響を受

け、それにやや引っ張られてしまっているのでは

ないかとも感じた。第八章で、いわゆる観念右翼

に類型化されない精神科学研究所のユニークさが

明らかにされていることから考えると、「革新右

「観念右翼」という従来のタームを使用しな

p方が、むしろ本書で描カ亙れる右翼学生運動の独

自性や面白さが表出されたのではないだろうか。

疑問の第二は、小田村寅二郎との「対話」を通

じて、なぜ矢部が講義要自の根本的改訂に着手し

たのかという点である O 小田村の手紙に対し矢部

がかなり強い調子で反論したことは 63~ 64ペー

ジで描かれている O 矢部は小田村のことが「不愉

快Jで、「堂々とねばってやるjとも日記に書き

している O しかしその後、小田本すからのテキス

ト改訂提案の手紙を読み、矢部は講義要旨を改訂

し始めたと井上氏は主張する O なぜ小田村に対し

てそこまで腹を立てていた矢部が、すんなりと改

訂に着手し始めたのか。対話が無理だと感じてい
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た学生の提案に、彼はなぜ、耳を傾けてしまったの

か。たしかに、矢部が小田村との論争を通じて、

自身の学問を変化させていくという過程は興味深

p。しかしその変化の内発的契機を丹念に描かな

ければ、本当にそうだったのかと疑問に感じてし

まう O より詳細な分析によって、当該期の学問や

「大学自治jが置かれた状況は今以上に明確にな

ったように思われる O

疑問の第三は、ほとんど無い物ねだりではある

が、東京大学を中心とする右翼学生運動が、この

時期の他の大学・専門学校にどの程度広がりを持

っていたのかという点である O 日本学生協会・精

神科学研究所の運動は、全国の学生団体とどう連

携し、有機的に結びついていたのだろうか。京都

帝国大学の場合、たしかに右翼学生運動は存在し

たo 1926年 6丹、国粋主義的な運動団体として、

猶興学会が設立された O 彼らは「日本国民たる自

覚を失ふことなしくて各種の学術を研究Jできな

いと考えていた u京都常国大学新聞j1926年 6

月1日)。他にも 1931年 11月には、京大内日本

新興学生協会という右翼学生団体も設立されてい

るO しかし、猶興学会会員の 3名が 1932年の血

盟国事件に関係して検挙されると運動は衰退し、

農学部教授の橋本傍左衛門の指導の下、猶興学会

と新興学生協会が合併して京大清明会が 1933年

10月13日に設立された O 内務省警保局が編集し

た f社会運動の状況jには清明会の活動状況が記

されているが、座談会や研究会などが開催されて

いて、おおよそ毎回 10人から 20人ほどの出席者

があった。京大清明会は他大学右翼学生団体との

連携模索や学外の運動にも積極的に参加していた

ことが『社会運動の状況Jからうかがえるが、そ

れが学校当局の関知するところとなり、 1936年

10月に運動禁止が申し渡され、その活動はほとん

ど消滅している D つまり、京大の右翼学生運動は

井上氏が第一章で定義した時期区分に従えば、第

一期にその活動が集中しており、本書が対象とし



た日本学生協会などの第二期には運動は衰退し、

この時期あまり高揚を見せていなp。つまり、京

大では東大での活動がストレートには反映してい

ないと思われる O では、東大での右翼学生運動が

どの程度全国の大学や高等学校などに広がりを持

ち、社会性を有していたのだろうか。
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以上のような、ほとんど抽象論に終始した批判

しか書けなかったのは、私の力不足もあるが、右

翼学生運動の実態を丹念に描き出しつつ、刺激に

満ちた論を本書が展開しているため、ほとんど批

判に値する疑問が生じなかったためである。ぜひ

多くの方に読んでいただき、今後の学生運動研究

の進展を望みたい。




