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論文

滝川事件再考

一一宮本英雄法学部長の局面打開策を中心に一一

はじめに

戦前の大学自治関係事件の代表と言える 1933

年の滝川事件については、ここ 10年ほどの聞に

本格的な研究成果(1)が世に出るようになり、新た

な史料の公開も相次いだ(討。こうした動向を踏ま

えつつ、本稿では以前本誌に筆者が紹介した「滝

川事件について一一宮本英雄氏聞き取り 」に

主に基づき、当時法学部長であった宮本英雄が模

索した打開策について検討してみたい。

宮本英雄聞き取り資料

「滝川事件について 宮本英雄氏聞き取り 」

(以下、「宮本資料」と表記)の由来および宮本の

経歴については、本誌第 6号で筆者が紹介してい

るので、ここでは行論の必要最小限の範囲にとど

めておく。

宮本資料のもとになった聞き取りは、『京都大

学七十年史J編集の一環として計画されたもので

あり、 1966年 10月3日に堀江保蔵(経済学部教

授、七十年史中央編集委員) ・上山安敏(法学部

助教授、法学部編集委員)を聞き手として実施さ

れた(引。

宮本は、 1915年京都帝国大学法科大学卒業、

1917年に助教授、 1921年に教授に任じられた

(はじめ英吉利法第一講座、 1927年から民法第二

講座を担任)01931年4月30日に法学部長に就

十京都大学大学文書館教授
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西山伸?

任、滝川事件の処理に当たり、 1933年 7月11日

付で免官となっている。免官後は他大学には移ら

ず、弁護士を開業、その後アジア太平洋戦争期に

ピルマ軍政顧問に就任、戦後に帰国した後は

1948年京阪神急行(現阪急電鉄)常務に迎えら

れ、さらに専務、相談役を歴任して 1973年に死

去している。

宮本資料の冒頭で宮本は、自らが当時学部長と

いう責任のある立場にあったことを強調してい

る。例えば、 1962年に『朝日ジャーナルJ誌上

で行われた座談会に出席していた末川博の滝川事

件に関する発言について

末川さんなんかが座談会で、言っていることは

まるっきり違っています。というのは教授会

の一員として出ておるというのでは、まこと

になりませんな、責任ないから。私は責任者

だから、いちいち議事をまとめていかなけれ

ばならないし、しかも総長に話をせなならん

し、場合によっては文部省と対決しなければ

ならないしするから、本当に自分のこと以上

に頭を使いましたからね、頭に入っています

が、ぼやっと出ておった教授としてはあんな

もんかもしれませんね。(木誌第 6号、 72頁、

以下宮本資料の場合は頁数のみ表記)

と、厳しく批判しているへ

また、滝川の人格的側面が事件を引き起こした
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として、次のように述べている。

滝川さんは本当言えば非常識な男なんです。

常識を欠いているんです。学識もありますし、

それから正義感も強い、責任感も強い人です

けども、悲しいかな、常識が足らん。いわゆ

る常識が普通の人としてのそれに欠けるとこ

ろがあったんです。それがこの事件を起こし

ておるんです。何もあの人の学説が悪いんで

も何でもないんです。ただ常識が足らんから、

ちょっと新しい言葉を使ってみたり、軽率な

言葉を言うたり、相手構わずいろんなことを

言ったり、そういうことがこの事件のきっか

けになってしまったんです。〔中略〕実に私

どもつまらんと思いましたわ。こんなことで

われわれが全部辞めてしまわなければならな

い。実にこれはつまらんことに関わり合って

しまったと思いましたよ、正直な話が。 (76

-78頁)

滝川の軽率な言葉遣いのみが事件を引き起こした

とは考えにくいが、強まる思想統制のなかで滝川

が狙われた理由の一つがその不用意な言動にあっ

たことは間違いないであろう。その上で多数の教

官の辞職に至ったこの事件を「つまらんことJと

言い切る宮本の姿勢が目立つ。

さらに、当時教授会支持の運動を繰りひろげて

いた学生については、このように述べる。

辞めてからの第 1回の有信会でこういうこと

を言ったんですよ。当時、学生諸君の代表者

が来てこういうことを言ったと。師弟の情愛

ではなく、理論で正しいからやるんだと。そ

の正しいからやるんだと言った学生はどうな

ったんだと。弾圧に抵抗することが出来ずに、

やっぱりしっぽを巻いてしまったじゃないか

と。私はそういう学生を気の毒とも思うてい

たと、最後まで。が、今日になってみれば気

が軽いと。情愛でやったのではなくて、理論

でやったというその理論は冷たいものだった
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んだな、と。われわれが辞めたら氷の如く溶

けてしまったではなpかと。 (93頁)

これは意外な発言である。法学部教授会支持で

立ち上がり、様々な活動を行った学生たちと教官

は強い紳で結ぼれていたと従来考えられてきてい

る(ヘしかし、こうした捉え方もあるいは再考の

余地があるのかもしれない。

このように、宮本資料は刺激的な論点をいろい

ろと含んでいるものであるが、本稿では、教官の

総辞職を行わないよう手を尽くした宮本の打開策

について検討してp く。

2 宮本の打開策

宮本の打開策について具体的に見る前に、事態

打開への動きについて、従来、特に当事者からど

のような評価があったか触れておきたい。

滝川は、戦後の回想で、 5月中旬頃「長老教授」

による辞職の勧告を拒絶したことを記して、

京大法学部は政治的手腕がない、と p う批評

が新聞によく出たが、京大法学部は政治的工

作をワザと避けたのである。だから政治的工

作は、はじめから問題にしていないし、むし

ろ、政治的要素が加わらないことを念願とし

て行動した。佐々木惣ー先生がそうした人で

あり、宮本法学部長は政治的行動が極度にき

らいな人でで、ある (ω6剖)

と、法学部は「政治的工作」を一切行わなかった

と強調している。また、末川も前述の戦後の座談

会で、

われわれが辞職したあとで、なにかの会があ

りましてね、小川郷太郎先生が来てたんです。

小川さんは代議士に出て、あとで商工大臣を

やったでしょう。その先生がぼくらにいわれ

たことがあるんです。どうもきみらは世間知

らずみたいなもので、突走ることばかり考え

とるけれども、こういうものは手を打つ時が

なけりゃいかんのや。こんなことをいわれた
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んです。それで、ぼくはいうた。先生みたい

に政治家になっとりや、子を打つことも考え

るでしょうが、われわれ不幸にして政治家じ

ゃないのだから、学者らしく理屈でいくほか

なかったんですよ。こういうて笑ったことが

あるんですがな的。

と、大学の研究者であるがゆえに妥協を考えずに、

純理で押していったのだと述べている。このよう

な、法学部教授(特に強硬派)は妥協を排し、い

わば「玉砕」したのだ、というイメージは確かに

存在する。そこに教官と純真な学生との結びつき

が強調され、逆に最終的に残留した軟派の優柔不

断さが非難の的となるような見方が形成される原

因があった。

しかし実際には、すでに松尾の研究(8)で明らか

にされているように、 6月中旬に文部省と折衝を

行った小西総長に対して、佐々木惣ーはその事前

に解決策を助言していた。そこでは、法学部が最

も重視した滝川復職についても今日の事情では直

ちには実現しないと認め、文相が今後の復職を考

慮、に入れる、というところまで譲歩していた。さ

らに、滝川復職について全く言及していない「小

西解決案」が公表されたあとでも、復職を総長の

努力目標にまで引き下げていた。

つまり、滝川や末川の回想とは異なり、法学部

側のリーダーと目されていた佐々木は、総辞職を

行わなくて済む方策をめぐらしていたのである。

滝川や末川のような議論を突き詰めると、最終的

には総辞職、さらには法学部の解体しかなくなっ

てしまうことになり、佐々木としてはその流れに

乗ったままでいるわけにはいかないと考えたので

あろう。しかし、文部当局は滝川復職についての

いかなる言質も与えるつもりはなく、佐々木の解

決策は実らなかった。

一方、佐々木とは違い学部長という公的に責任

を負う立場にあった宮本も、独自の打開策を考え

ていたとしても不思議はない。それは、宮本資料

-37一

によれば三回にわたって試みられたとされる。

(1 )打開策その 1

宮本の考えた第一の打開策は、滝川に辞職を勧

告し、自らも責任をとって辞職するというもので

あった。宮本は次のように述べている。

〔総辞職の 引用者〕実行後はね、私は非常

に悩みました。えらいことをしでかしてしま

ったと、なんとかしてこれね、大学に対する

損害を最も少なくするということは、これは

私の持論から言えば、滝川君が今からでも遅

くない辞表を出すんだと、法学部の教授が辞

表を出していることは間違いないんだから、

ここまで腹を決めてやった以上はね、まさか

滝川さんが辞職しでも、あれは八百長だった

とは言わんだろうと、世間も。そこで、ここ

らでもうめどがついていると。ここで滝川君

が辞職すべき時期が来た、これは。そこで私

の自治論を持って、滝川君にぶつかろうと思

ったんです。そして、滝川君が辞表を出すと

いうことにしておいて、辞表は出ていますけ

ども、これは別に切り離してしまうわけです

ね。これは総辞職と切り離すわけですから、

単独の辞職にしてしまうんです。そして、私

が辞職勧告の責任を持って、私の辞表と二枚

出すと。これがいちばんいいと思ったんです。

こうするよりほかにないなあと。 (80頁)

そして、滝川を説得する前に佐々木の自宅を訪ね

る。というのは、佐々木が法学部教授全体として

戦うため滝川に辞職してはならんと言っているら

しいと宮本は理解していたからである。佐々木は

当初は宮本の予想、どおりその案を拒絶した。宮本

資料によると佐々木は「それは君はまあ、実に、

とか何とか形容詞を使って、立派な部長やと言わ

れるやろうなと、君は一躍天下の名士になってし

まうだろうと。ま、その裏で助けられたわれわれ

はどうなるんだJ(81頁)と言ったという。宮本
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は、なるほどと思いながら、「大多数の教授は助

けられた方がいいのではないかな」と思いかえし、

私は人を助けるんじゃなくて大学を救いたい

と思う考えなんやと。「佐々木先生が助けら

れたくないというだけなんですから、どうで

しょう、先生はそうおっしゃるけども、大多

数は助けてもらったほうがいいんじゃないで

しょうか。先生と私と二人でこれから滝川君

を説いて、三人の辞表を出すということでい

かんでしょうか」と言ったら、「そうゃな、

そんならそうしょうか」と、こう言いだした

んですよ。それでよかったなと思いましたよ、

私は。これでもう名分は立つと、強いことも

言ったけども、最後の幕は考えてやっておっ

たということになると、他の教授も本当に喜

ぶやろうし、大学としても助かるし、小西さ

んも辞職せんで、すむし、それはよかったと思

うて。 (81頁)

と、佐々木も含めた合計 3名の辞表を提出するこ

とでどうかと改めて提案したところ、佐々木は同

意したのだという。しかし、

ところがね、悪いときにそこへお客さんが来

たんです。先生が下へ降りて洋服を着替えて

pる時にお客さんが来たんです。それで 30分

ほど話をして上がってきた先生は「君、今実

は人が来たんだが、その人にちょっと私はこ

のことを聞いてみたんだが、大反対だと。そ

んな馬鹿なことをしたら同窓生が憤慨してし

まう」と。同窓生までわれわれの側に賛成し

て、声明文まで出しました。有信会が。「そ

れをまるで裏切るんだと。そんなことを始め

からするんだったら、何で人に呼びかけたか

ということになってきてだ、大変なことにな

ると言われると、そう思えばそうだ」と佐々

木先生はそう言い出したんです。そこで、も

うこれはやめやと言うんです。「一体誰です

か、そんなことを言うのはJI竹田君だ」と。

。。

(81頁)

と、たまたま佐々木宅を訪れた佐々木と懇意の竹

田省名誉教授に猛反対されて佐々木は意見を翻

し、そのためにこの案はつぶれたのだという。

この宮本の発言も意外なものである。なぜなら、

前述の滝川が批判していた「長老教授」の動きは、

正に滝川の辞表を引き抜いて単独で辞職させよう

とするものであった(9) し、宮本自身も 6月4日の

有信会全国大会における事件の経過報告のなか

で、 5月18日に小西総長が滝川処分に不同意との

回答を文部省に提出してから「二十三日夜総長の

東上に至るまでの数日は大学に採っては正に暗黒

時代であったJ(10) とそうした他学部の教授などに

よる調停の動きを批判していたからである。さら

に新聞紙上には宮本の「滝川教授の進退に関し

種々の風説を聞かないこともないが全く根拠のな

いことである。同教授が自発的に辞職する云々と

いったことは絶対にあり得ないJ(11) との、 5月22

日のものと思われる発言が掲載されている。

つまり、法学部としては、事件は滝川個人の擁

護ではなく、。学説に対する抑圧の不当性と戦うこ

とを建前としている以上川、滝川が単独で辞職し

て事件が「解決」してしまうと、それまでの教授

たちの言動が無意昧になってしまう。そのため

佐々木は滝川に辞職しないように言っていたので

あろう(日)。

また、滝川事件の 5年前の 1928年に京大では

類似の事件があった。 3. 15事件後の「左傾教授」

処分として経済学部の河上肇教授の休職が文部省

から求められた際、当時の荒木寅三郎総長はそれ

を受け入れ、さらに経済学部教授会も辞職勧告の

理由は正当と認めないが、総長が辞職を断行する

なら同意するとの結論を出したことがあった。結

局河上は教授会の結論を受け入れ、辞職すること

で事件は「解決」したのだが、このときのことに

ついて佐々木は「この経済学部の決議の意味は私

どもの真によく解することの出来ぬものであっ
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たJ(凶と批判している。河上辞職と滝川事件の

類似性については、当事者たちは強く意識してお

り刷、河上のときのような単独辞職は極めて実現

しにくい雰囲気にあったと考えられる。

そう考えると、果たしてこのようなことが本当

にあったのか疑問に思えてくるが、宮本資料中の

生々しい描写を読むと、これが虚偽であったとも

考えにくい。宮本資料で気になるのは、宮本が

「私は教授は総辞職するという意見ではありませ

んJ(79頁) I佐々木先生は違うわけだ、私らと自

治論がJ(80頁)など、佐々木との意見の相違を

たびたび述べていることである。宮本はこれ以上

詳しくは語っていないので、具体的にどう異なる

のかは十分には分からないが、宮本が独自の考え

で事件の解決を図った可能性は否定できない。ま

た、「ここまで腹を決めてやった以上はね、まさ

か滝川さんが辞職しでも、あれは八百長だったと

は言わんだろうと、世間も」と述べていることか

ら見て、全教官の辞表提出で法学部としての筋を

通した、これで一区切りとなったと考えたとも推

測される。

では、もしこうした事実があったとすればいつ

のことであったのか。引用文中にあるように、宮

本は法学部全教官の辞表提出 (5月26日)後に

「非常に悩みましたJと述べており、これ以後であ

ったことは間違いない。前述した、提出以前の学

内情勢やそれへの滝川|・宮本・佐々木の対応を見

ても納得できる。また細かいところだが、引用文

中の「小西さんも辞職せんですむし」に注目する

と、小西が初めて公的に辞意を表明したのは 5月

26日の評議会の席上なので、これ以後のことであ

ろうとも推測される。一方、宮本は 6月2日午後

1時には小西総長を私邸に訪問し、法学部教官の

辞表を早く進達するよう希望を述べたと報じられ

ている (16)ので、このときにはすでにこの案を撤回

していたと考えられる。前述のように 6月4日の

有信会全国大会では宮本は事件の経過報告を行っ

Qυ 
q
J
 

ており、有信会は法学部教授会を支持する決議を

発表していることからも、この段階での案の撤回

は裏づけられよう。したがって、第一の打開案は

5月26日から 6月1日までの聞に構想され、実行

に移されかけたものではなL川冶と考えられる (17)。

(2)打開策その 2

結局小西総長は、事件解決の糸口をつかむこと

なく退任し、学内の選挙を経て 7月7日に理学部

教授松井元興が新総長に就任する。宮本の第二の

打開策は、松井新総長に対して、法学部教官の辞

表を撤回させた上で、総長自らが文部省と折衝し

て失われた大学自治の回復と滝川の復職を目指す

というものであった。宮本は次のように述べてい

る。

松井さんにね、こういうことをやってもらお

うと思ったんですよ。新総長が就任早々、つ

まり直ちに、新聞記者を集めてこういう声明

をすると。私が総長になった以上は、大学に

おける研究の自由は保障すると。従って、そ

の研究の自由を擁護するための大学自治の慣

行はもちろんこれを認めると。しかし、今回

不幸にして文部大臣がその大学自治の慣行を

破壊してしまったと。この破壊に対しては、

自分は総長の責任において、これから折衝す

ると。だから、そこで法学部には辞表を撤回

してもらうと。法学部がやることではない、

私がやることであるとこう、ひとつ声明して

もらうんだと。 (81頁)

つまり、本来大学自治をめぐる折衝は当該学部で

はなく総長の役割であり、その総長は法学部教授

の主張に賛同するので彼等の辞表を撤回させ、今

後自分が責任を持って文部省に自治の回復と滝川

復職を交渉してp く決意を声明として発表するの

だという。それに対して、大学自治を破壊したと

は認めておらず、滝川処分は既定事実としている

文部省は、総長の決意の取り消し、あるいは辞職
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を要求するであろうが、全学の支持を背景に総長

は辞める理由はないとしてあくまで戦う。その一

方で、法学部は辞表を撤回して通常どおりの講義

を行う、というのである。

松井総長は就任した日の夕方に宮本の自宅を訪

れた (1へそのときの様子について、宮本は以下の

ように語っている。

それで松井さんがね、就任早々来たんです、

私の家にね。 7月の 7日ですね。総長就任し

てすぐ来たんです、 7日の午後に。そして今

までの事情を聞きたい、今後に対するお考え

があればそれも伺いたいから来た、というん

ですよ。これはもう、芝居をやっているよう

なものですから、 pや事情はありますと。そ

れで「どのようにお考えですか」と聞くから、

IPや、その前に総長にひとつお頼みしたい

ことがある。総長はわれわれの今度の主張は

正しいとお考えですか、それともいかんとお

考えですか。そこを真っ先にお問いしたい。

正当とお考えですか」と言ったら、「そうだ

なあ、まあ、大体において正当と考える」。

大体というのは気にくわんが、ま、大体でよ

ろしいわ、と「そこで、大体正当だとお考え

でしたら、こういうことを」と言って今のこ

とを言ったんです。 (83頁)

この打開策を実行する際にいちばん重要なのは、

総長がしっかり覚悟を決めることなので、宮本は

最初に法学部の主張の是非について総長がどう考

えているか確認したのであった。そして総長声明

への文部省から取り消し要求が出た場合には、宮

本は

「だから、あなたはここで正しいと言うんな

ら、私どもの昧方になってくださ Lリと言っ

たんです。文部省を敵にしてくださいと。そ

れはいけませんと。文部省がやっていること

は絶対にいかんと。だから私はこう言うんだ

と、絶対に取り消すわけにはいかないと。取
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り消したら、また総辞職だと。今更そんなこ

と出来ませんとちゃんと言ってもらわなきゃ

Pけまんせんよと。「そうか、そういやそう

かもしれんなJ0 Iそうかもしれんな、ってそ

うですよ。そういうために、あんた正しいと

いうことを頭に入れといてもらわなきゃ困り

ますJと言ったら「そうだなJ。ま、頼りな

いんですがね。 (84頁)

と、文部省の言い分は間違っているのであくまで

戦うよう総長に求めたという。そして総長辞職を

求めてきたら

辞表を出してはいけませんと、分限委員会に

かけてでも休職にするなら別です。私は辞表

は出せませんと言わなきゃならんですよ。そ

して、大学をひっしょって、それから文部省

に何遍でも復職させい、早く滝川を復職させ

いと言うんですよと。 (85頁)

と、理由のない辞職はせず、全学の支持を背景に

滝川の復職を要求し続けるよう要請した(1へしか

し、総長の覚悟を問うた宮本に対する松井の返答

は宮本を失望させた。宮本はこのように述べてい

る。

IC中略〕どうですか、はっきり分限委員会に

かけてでも私を処分するまで動かんというと

ころまで、言ってもらえませんか」と言ったら、

「さあなあ、そうはちょっと言えんな」とこ

う言うたんです。それで、もうだめだと思っ

た。この人は頼りにならんと。 (85頁)

結局松井は、宮本が期待したような覚悟は持たず、

宮本の打開策を拒絶したため、これも挫折してし

まった。宮本が「実に分からん人やと思うた」

(90頁)と評したように、松井の大学自治や法学

部の主張についての理解が足りなかったというこ

ともあるが、おそらく松井は法学部の主張や手法

にあまり共感しておらず、できるだけ早く文部省

に妥協する形での決着を図ろうとしていたので、

このような態度をとったのではなかろうか。
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(3)打開策その 3

松井総長との話し合いが不調に終わったことに

よって、総辞職が不可避であると判断せざるを得

なくなった宮本は、第三の打開策を考えた。それ

は、辞表が進達されて免官の辞令が出たら総長が

全員に講師を嘱託するというものであった。当時

の官制のもとでは、講師は正規の職員ではなく総

長の権限で嘱託として任命できることになってい

た。総長はその権限を行使し、嘱託された講師は

講義を再開することで学生に迷惑をかけないよう

にするということであった。宮本は、この案を経

済学部の神戸正雄・本庄栄治郎両教授に説明して

賛同を得、総辞職となったら経済学部から評議会

に提案してもらうよう段取りをつけたという。

ところが、 7月10日、上京した松井総長が文部

当局と会見し、教授全員の辞表を進達しようとし

たところ、文部当局側は全 15名の教授のうち

佐々木惣一・宮本英惰・森口繁治・宮本英雄・滝

川幸辰・末川博の 6教授の辞表のみを受理し、他

の9名分は松井に返却した。進退に関する総長の

具状権は、当時の大学自治の根幹であったが、そ

れを否定した形となった文部当局に対して松井は

特に反論せず、そのまま 9名分の辞表を持ち帰り、

法学部教授は免官組と免官洩れ組に分断されてし

まった。

こうした事態を受けて宮本は、

私の頭ではね、これは私らが勧めると。辞め

た者が残留を。その時は残留という言葉は考

えていなかったが、留任だね。後の人に留任

してもらうように、私らがひとつ頼むんだと。

これよりほかにないだろうと思ったですわ。

(87頁)

と、免官洩れ組に法学部に残留するように免宵組

から説得し、合わせて免官組を講師として嘱託す

るのがいいというように頭を切り換えた。宮本は

次のように述べている。

そこでね、私は残留が出来ると思ったんです。
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これは、残留が出来ると思うと同時にその残

留するについては教授会でなしにね、全員の

協議会を聞くと思うたんですよ。辞めた人間

と残った人間の。必ず中島先生がやる気にな

ったら協議会を開くと。〔中略〕そうしたら、

私は賛成してやろうと。これはもう大賛成と。

同時に辞めた人もお願いして講師になっても

らうというふうにしてですね、学生にはちっ

とも差し支えないように出来ると。〔中略〕

私がその時に考えたことは、形式なんだけれ

ども、総辞職は本当につぶれてしまったんだ

と、これで。全員一緒に出してもらってこそ

総辞職なんです。それを半分持って帰って総

長の意思が加わってしまったんだと。総長が

よろしい、それで、は持って帰りますと言って

撤回してきたんだ。そしたら総辞職はつぶれ

てしまったんだと。だからもう、別の手段を

講じていいと。私は総辞職をしたということ

と矛盾せんと思うて、理論的には、そうなる

と。だからこういうことも言えるというので、

そうやったんですよ。だから理論的にも説明

が出来るし、実際的にもいいと。協議会を開

いていたら、やっておったんですよ。私は、

もし佐々木先生が反対したら、賛成演説を述

べてでもひとつやろうと思っていたんです。

(88 -89頁)

免官洩れ組が、長老教授であった中島玉吉を中心

として、免官組も合わせて教授協議会を開催し、

そこで免官組が講師に嘱託されることを宮本は期

待した。それが実現すれば、辞表を提出している

助教授以下の教官も辞める理由がなくなり、実質

的に法学部が維持され学生にも迷惑をかけずに済

むと考えたのである。

しかし、宮本の意に反して中島は全員の協議会

を聞かず、 7月 18日に松井総長と文部当局との

間で「小西解決案」の解釈・補足という形式の覚

書 (1松井解決案J)が取り突わされると、免官洩
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れ組の教授が彼らのみで教授会を開催し、中島を

学部長に選出、「当初の目的を貫徹することを得

たJ(叫として辞表を撤回してしまったため、第三

の打開策も挫折に終わったのである。なお、「松

井解決案」に納得せず、免官洩れ組のうち、恒藤

恭と田村徳治が辞職したのは周知のことに属する

であろう。

宮本は、協議会を聞かなかった中島に対する憤

りを隠さない。

中島先生が、そう言っては悪いけれども、采

配の振り方を誤ったと私は思うのです。なぜ、

あのとき、協議会を聞かなかったのかと。い

きなり教授会にしてしまったんです。残留教

授会だ。つまり現教授であるやつだけを招集

したんです。 (88頁)

私は実は中島先生を恨んでいる。馬鹿な人だ

と思った。人のかばうのを知らずに人をかた

きにして、われわれが反対すると思ったんだ

ろう。馬鹿な人よと。〔中略〕われわれを敵

にしたんだと。そして法学部を本当に半つぶ

れにしたんです。 (89頁)

確かに、免官組を排除した形で事態の収拾を図り、

当初の目的を貫徹したとの声明を公表したこと

は、宮本の言葉を借りれば、免官組を「目的は貫

徹したのに馬鹿なやつが辞表を出したJ(89頁)

と位置づけたわけであり、宮本の憤りももっとも

であった。

ただ、免官組の講師嘱託が実現しなかったこと

については、もう少し事情があったようである。

松井総長は 7月18日の文部当局との会見の後、

以下のように発言したと報道されている。

六教授が去ったのちの法学部に新教授会が組

織されれば教授の進退の決定は今日の文部当

局の新解釈を待たずとも、とにかく教授会の

権限内のことであるからまづ最初の問題とし

て空席となった六教授の補充もこの教授会の

決定によって如何とも出来ることだ。こ決に

42 

最も希望すべきこと〉して免官教授の復職と

いふことが考へられるだらうではないか。勿

論従来のゆきがかり上直ぐといふわけにも行

くまいが、大学の陣容を整へる上において講

師として採用してよいと思ふ。これを第一歩

として免官する全教授も早晩復職に向って努

力する事が停年間近い京大総長としての私の

仕事のし納めで、このことに関しては私は

文部当局に一指も触れさすまいと決心してゐ

る(2九

このように松井は免官組の講師嘱託に意欲を示し

ている。もしかしたら、宮本が松井に進言したの

かもしれない。しかし、早くもその翌日の新聞に

は「免官教授を講師として復職させるとの説もあ

るが、これは至難の情勢であるJ(22) と報じられ、

さらに 19日にも文部当局と会見した松井は東京

からの帰りの列車内での取材に対し「兎に角法学

部長を決定し教授会及び評議会を成立させるのが

第一の仕事で、免官教授を講師に迎へる問題は当

然教授会の権限であり、総長の出しゃばる所では

ないJ(23)と、そのトーンを一気に低下させている。

18日の会見後における松井の発言を新聞紙上で見

た文部当局が、翌日免官教授の講師嘱託などは罷

り成らんと釘を刺したのだろうか。だとすると、

松井を通じて文部当局の意向を聞いた中島がそれ

で協議会の招集を諦めた可能性も生じよう。つま

り、中島は宮本の構想、に気づかなかったのではな

く、免官組も入れた協議会の開催、そして彼らの

講師嘱託は無理だと判断したとも考えられるので

ある。

3 若干の考察

以上見てきたように、佐々木惣ーの小西を通し

た事態打開への動き以外に、宮本英雄学部長によ

る打開策が様々に講じられていた。

打開策の第一は、宮本の証言によると、佐々木

宅に竹田省が訪ねてきたという偶然によって実行
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に至らなかった。歴史研究に「イフJを持ち込む

ことにどれだけの意昧があるか分からないが、も

し実行されていたら、佐々木も説得するわけであ

るし、あるいは滝川|も同意したかもしれない。そ

うなると、まさに結果論だが法学部が受けるダメ

ージは最も小さくて済んだ可能性はある。しかし、

教授会支持の活動を始めていた同窓会や学生は容

易に納得しなかったであろうし、強硬派もいた教

授会内部で分裂が生じたことも十分考えられるで

あろう。

打開策の第二は、法学部教授の辞職は避けられ

るが(滝川は休職処分)、総長が法学部教授の主

張を支持し、大学自治の回復のため文部省とあく

まで戦う覚悟を持っていないと実行が難しいもの

であった。宮本も「後で考えてみて、松井先生に

ついてやってもらおうと思うたことを、何で私が

小西さんに頼まなんだかと思うんです。そこまで

思わなかったです、まだね。そこまで逼迫してい

なかったですからねJ(90頁)と前任者の小西で

あれば可能であったかもしれないと回想してい

る。事件時の他学部の雰囲気を考える (24) と、これ

だけの理解と覚悟を持つ総長の出現は容易ではな

かったように思われる。

打開策の第三は、制度的には何の問題もないの

で松井も当初は乗り気だったのであろう。しかし、

強硬派の辞表のみを引き抜いて法学部の分裂を図

った文部省からすれば、こうした案を認めるはず

がなかった。それでも松井総長が突っ張ればもう

ー採めあったように思われるが、松井はその道で

はなく、文部省との早期の妥協を選んだのであろ

つ。

このように、宮本の打開策も、第一はとにかく、

第二と第三については当時の状況を考えると実現

は難しかったと思われる。しかし、法学部が単に

文部省との正面衝突にこだわる「玉砕戦法」をと

ったのではなく、様々な打開策を模索していたこ

と、そしてその目的は法学部のダメージをなるべ
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く少なくする、特に助教授以下の若い研究者と講

義を受ける学生に対する配慮であったことを理解

すると、滝川事件に対する重層的な見方が可能に

なるように思われる。

ところで、最終的に辞職することになった 7名

の教授(佐々木惣一、宮本英雄、森口繁治、滝川

幸辰、田村徳治、末川博、恒藤恭)は、平素カか冶ら

親密な関係でで、あつたことはよく知られている(刷2お初5日)

佐々木 (1団87苅8年生まれ)を除けば世代的にも近く

(仕18鎚86年カか冶ら 1凶89位2年生まれ)に、若いころカかミら切瑳

琢磨してきた間柄でで、ありv)(2泌6)、専攻を超えて佐々木

を敬愛していることでも共通していた。

そうしたことから、本稿第 2章の冒頭で滝川や

末川の回想を引用したように、滝川事件を通して、

理論的支柱であった佐々木と法学部長であった宮

本とは一体となって動いていたという評価が生ま

れてくるのであろう。しかし、宮本資料を読んで

目を引くのは、宮本が佐々木の考え方や行動が自

らのそれと違うと強調する言葉が何回も出てくる

ことである。これまでの記述との重複をいとわず

引用すると、第一の打開案の関連では「当時のう

わさでは、本当かうそか聞いたわけではないが、

佐々木さんが滝川に辞職してはならんぞと言って

いると。それは、ま、親類のものは辞職せい、辞

職せい言うたらしいですからね。滝川君は辞職し

たくっても辞職したら問題が消えてしまうと。

佐々木先生は遣うわけだ、私らと自治論がJ(80 

頁)。第三の打開案の関連では「私はもうこれは

佐々木先生と相談したことではなL功ミらJ(88頁)、

「私は、もし佐々木先生が反対したら、賛成演説

を述べてでもひとつやろうと思っていたんです」

(89頁)、「残留さすようにしむけたんですから、

私は。佐々木先生も、もう私が言うてしまいまし

たから、反対もしませんでした。先生だって、つ

ぶしたくないですからJ(92頁)などである。特

に、松井総長就任後の第三の打開案に関して宮本

の「独自性」が目立つ。
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もちろん、滝川事件において佐々木が法学部の

中心であったことは間違いない。それは特に小西

総長在職中においてそうであった。前述のように

佐々木は上京前の小西に打開策を提示していた

し、小西は文部省との交渉終了時に佐々木に電話

をして状況を説明している (2ヘしかし、後任の松

井総長は管見の限りでは佐々木と相談した形跡は

なく、代わって宮本が相子として登場してくる(お)。

松井が、筋を通すと思われた佐々木を敬遠したの

かもしれず、一方田畑から打開策を持っていると

示唆された宮本を頼ったのかもしれない。あるい

は、逆に佐々木は小西が退任したことで望みがな

くなったと考えた可能性もある。いずれにしろ、

滝川事件の終盤である松井総長就任後は、佐々木

はもっぱら助教授以下の若手教官ヘ留任するよう

説得していたが、事件そのものの打開を図ること

から子を引き、佐々木と距離を置き始めた宮本が

交渉の主体となったのではなかろうか(29)。

おわりに

以上、宮本の聞き取り記録を手がかりに、彼の

打開策を中心に滝川事件について若干の再考を試

みた。もちろん、聞き取りは事件から 30年以上

経ってから実施されており、意図せざる記憶遣い

や、場合によっては意識的に事実とは異なる内容

を語ることも当然あり得る。しかし、逆に事件か

ら時聞が経過したので「真実Jを口にすることが

可能となる側面も存在する。特に聞き取りが行わ

れた 1年余り前の 1965年 8月 4日に佐々木は死

去しており、それが宮本に微妙な影響を及ぼした

可能性は排除できないのではなかろうか。

本稿では、筆者の推測で記述した箇所が少なく

ない。公的文書による事件の真相解明があまり期

待できない状況(測を考えると、当事者たちの個人

資料のさらなる発掘・分析が求められるのではな

かろうか。
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[註]

( 1 )伊藤孝夫『瀧川幸辰 汝の道を歩めj(ミネルヴ

ァ書房、 2003年)、広川禎秀『恒藤恭の思想史的

研究 戦後民主主義・平和主義を準備した思想』

(大月書屈、 2004年)、松尾尊充『滝川事件j(岩

波書屈、 2005年)など。

( 2 )拙稿「資料紹介滝川事件について一宮本英

雄氏聞き取り J (W京都大学大学文書館研究紀要J

第6号、 2008年)、同「資料紹介滝川事件につ

いて 一牧健二・大隅健一郎氏聞き取り-J(W京

都大学大学文書館研究紀要』第 7号、 2009年)、

同「資料紹介 法学部学生河東倍男日記(抄録)J

(W京都大学大学文書館研究紀要J第9号、 2011年)、

大阪市立大学恒藤記念室編『恒藤記念室叢書 2

恒藤恭滝川事件関係資料 神戸時代の井川(恒藤)

恭j(2012年)など。

( 3 )しかし、翌 1967年に刊行された京都大学七十年

史編集委員会編「京都大学七十年史』では、その

総説編で 5頁が滝川事件に割かれているが、宮本

資料を利用したと思われる記述は見当たらない。

( 4 )この座談会は、『朝日ジャーナルj1962年9月9

日号から 11月4日号まで9回にわたって連載され

た「大学の自治一事件と人」のことである。出

席者は、田中耕太郎・末川博・我妻栄・大内兵

衛・宮沢俊義の 5名で、戸水事件から戦後の大学

管理法問題まで日本の大学自治をめぐる諸事件に

ついて語り合われている (1963年に朝日新聞社か

ら『大学の自治Jとして刊行されている)。そのな

かで末川は、滝川事件における小西重直総長の態

度について「小西さんも最後には文部省の要求に

応じられないといったのだけれども、それも法学

部の教授会が応じそうにもないからというわけだ

ったので、じつは、法学部の教授会にかけたが応

じないというところまでは、どうしてもふみきれ

なかったのだな。だからどうも号5かったといえる

かも知れなpJIわれわれとしては、まず小西総長

に態度をハッキリしてもらいたかったのです。い

ったい教授会にかけるのか、かけんのか、総長が

きめろ、というわけなんですJ(W大学の自治j80 

頁)と述べ、小西の暖昧な姿勢が事件を複雑にし
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たとしている。「小西さんは多少優柔なところもあ

りましたけども、そんなに悪くありませんでした

けどもねJ(72頁)と小西を評価する宮本からは、

ごのような小西評は看過できなかったのであろう。

ちなみに、当時の制度によれば教授の免官につい

ては総長が文部大臣に具状しないことを決定して

いるならば、別に当該学部の教授会にかける必然

性はない。上記の末川の発言は、彼がこの制度を

理解していなかったことを示しているように読め

るが、事件当時末川は教授の進退が総長の具状と

教授会の同意という「二段構へ」で守られている

ことをもちろん理解していた(末川博「教授休職

問題をめぐって」七人共編『京大事件』岩波書庖、

1933年、 42頁)。

( 5 )学生の活動については、前掲『滝川事件.1201 

-222頁に詳しl'¥ 0 佐々木惣ーは、事件後「彼の

学生運動は真に人をして感激せしむるものであっ

た」と述べている(佐々木惣ー『疎林J甲文社、

1947年、 93頁)ほか、当時学生主事だった長崎太

郎の回想によると、 6月中旬後述の「小西解決案」

が公表された際、佐々木宅を訪れこの案による事

態の収拾を勧める長崎に対して佐々木は「しかし、

これでわれわれの目的を達成したといっては、京

大幾百の純真な学生を欺くことになる。それでよ

ろしいか」と答えたという(長崎太郎『佐々木惣

ー先生と私.11970年、 37頁)。

( 6 )滝川幸辰『激流昭和レジスタンスの断面.1 (河

出書房新社、 1963年)59頁。また、滝川|は同じ

『激流』で、「だいたい、問題の性質からいって調

停ということがおかしい。京大法学部は、はじめ

から調停などありえないと信じていた。反対の方

向に歩く者に、なんとかしていっしょに歩けとい

うのとおなじく、この問題の調停ははじめから不

可能。調停を欲しなかった京大法学部を評して政

治力がないと批評する人があったが、これほど見

当遣いの批評はない、と私は思っていたJ(153頁)

とも述べている。

(7)前掲「大学自治.189頁。

( 8 )前掲『滝川事件.1157 -188頁。

( 9 )滝川|はこのように述べている。
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その長老教授は、法学部一同の辞表が宮本法

学部長に提出されたのち、宮本学部長を自宅に

たずね、

「きみ(宮本)の辞表と滝川君の辞表を引きぬい

て総長にわたしてもらえないだろうか」といっ

たそうである。宮本学部長が、

「どうして私の辞表だけを滝川君のといっしょに

出すのですかj

と反問すると

「きみは学部長だから」

とpp

「ぼくもこんなことを提言した以上は、シワパラ

を切るよ」

とつけ加えたということである。

これは、直後に宮本さんからきいた話である

(前掲「激流.158頁)。

滝川の回想、が正しいとすれば、法学部教授全員

が宮本に辞表を託したのは 5月23日なので、これ

はその直後ということになる。

(10)宮本英雄「京大問題の真相J(前掲『京大事件J

336頁)。

(11) r京都日出新聞.11933年 5月23日付朝刊。

(12)法学部教授会は、 5月16日に宮本学部長の談話

として「我々は研究の自由に霜口して滝川教授を

擁護するが如き個人的見地に立ってゐるのではな

くて大学の使命に顧みて当然に大学教授に許さる

べき研究の自由を主張するのであるJ(r京都日出

新聞.11933年 5月 17日付朝刊)との声明を公表

していた。

(13)滝川によると、滝川の休職処分が決まって法学

部教官全員が辞表を総長に提出した翌日の朝早く

に佐々木が滝川宅を訪れ「ながいあいだご苦労だ

った。きみは苦しかっただろう。よくしんぼうし

てくれたJ(前掲[激流.1123頁)と滝川を慰労し

たという。

(14)佐々木惣一『道草記.1 (甲鳥書林新社、 1957年)

62頁。

(15)例えば滝川|は、「河上教授問題について黙認した

京大が今回の問題について反対するのは終始一貫

しない、といふ文部当局の意見は、法学部の伝統
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的精神に暗いことから出たのであるJ(滝川幸辰

「渦中から見る」前掲『京大事件j142頁)と、経

済学部と法学部の違いを強調している。

(16) r京都日出新聞j1933年6月3日付夕刊。

(17) しかし、疑問が二点残る。第ーは、自治論が遣

うと宮本に言われていた佐々木がなぜこの提案に

同意したかである。佐々木もやはり全教官の辞表

提出によって、これで一区切りという思いを抱い

たのであろうか。あるいは、長崎太郎の以下の回

想にあるように、多くの教授たちが辞職すること

に心を痛めていた佐々木は、少しでも辞職者が減

ることを願p同意したのであろうか。

事件が始まったころ、私は先生からの電話で

お宅に伺った。その夜、二階応接間の空気は異

常に重かった。先生は総長ならびに文部省との

交渉のいきさつをつぶさに述べられ、「このたび

はこの事情で私はどうしてもやめねばならぬ」

といいきって、しばらく沈黙の後、やがて右手

をあげ、「宮本(英雄)、末川、恒藤、田村、滝

川、森口君もやめるであろう。」と指を折られた。

先生の顔に悲痛の影が濃かった。先生が深く心

にかけておられたのは、御自身のことではなく、

六人の若い教授たちの前途のことであった(前

掲『佐々木惣ー先生と私j36頁)。

第二は、同窓会である有信会との関係である。宮

本資料によると、佐々木は竹田の発言として「そ

んなことを始めからするんだったら、何で人に呼

びかけたかということになってきてだ、大変なこ

とになる」と述べている。例えば末川が「他から

自発的にこの行動に参加して来ることは、もちろ

ん、望ましいことでありまた社会的にはそうある

べきことかも知れないが、こちらから参加を求め

ることはどうかと思ふJ(前掲「教授休職問題をめ

ぐってJ78頁)と記しているように、法学部教授

会は他に一切支援要請をしなかったと言われてい

るが、有信会にだけは違ったのだろうか。

(18)宮本によると、懇意にしていた大阪朝日新聞の

記者田畑磐門に「何か考えがあるように宮本が言

うているから、ぜひ、行った方がいいでしょう」

(83頁)と松井に対して言わせて、松井が訪問す
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るようにしむけたという。

(19) もっとも、宮本はこのすぐあとに「これはまあ

ね、私は譲歩したっていいと思ったんですよ。復

職は、そうすぐったって常識上あり得ませんから。

ま、半年くらい、ほっといて文部大臣も替わるだ

ろうし、そのときにやればいいとそういうつもり

だったが、言葉の上で、それこそ総長があまり緩

やかすぎるからJ(85頁)このような言い方をし

たのだと述べている。

(20)末広重雄・中島玉吉・山田正三・烏賀陽然良・

牧健二・渡辺宗太郎・田中周友による声明書(京

都大学百年史編集委員会編『京都大学百年史』資

料編2、2000年、 296頁)。

(21) r大阪朝日新聞j1933年7月19日付朝刊。

(22) r京都日出新聞j1933年7月20日付夕刊。

(23) r京都日出新聞j1933年7月21日付夕刊。

(24)例えば、小西が辞意を表明した 5月26日の評議

会では、新聞報道によると、「学園を紛糾させた原

因は文部省が不条聞の処分を行った結果」なので

辞職の必要はないとする宮本法学部長に対し「他

の六学部長は「法学部の主張は一応聞いておくが

総長は一法学部の代表ではなt¥ 0 われわれは別な

考へから総長に辞意を思ひとどまらせたLリと申

出たJ(r大阪毎日新聞j1933年5月27日付夕刊)

という。他学部の雰囲気が察せられる。確かに松

井が総長に推薦された学内の選挙では松井への 78

票に対し、佐々木惣ーにも 32票が投じられており

(次点)、一定の法学部支持層があったことは確か

だが、他学部全体の姿勢を変えるまでには至って

pなかったものと思われる。

(25)事件当時若手の教授だった牧健二によると、法

学部の教授はこの 7名に事件の最中に病没した井

上直三郎を加えた 8名が「主流派」で、末広重

雄・中島玉吉・山田正三・烏賀陽然良・宮本英惜

の5名が「長老中老」、教授になって間もない牧健

二・渡辺宗太郎・田中周友の 3名が「若輩」で、

この三派に分かれていたという(牧健二「滝川事

件における法学部存続当時の追想Jr有信会誌』第

13号、 1966年、 64頁)。一時免官組となった宮本

英怖は 1933年 12月に教授に復J帰しているので、
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結果として、辞職した「主流派」と残留した「長

老中老 「若輩」というように、従来からの派の色

分けそのままの形で進路が分かれたことになる。

(26)京大出身で事件当時東北帝国大学法文学部教授

だった栗生武夫は次のように回想している。

大正六年四月、京大法学部内に「法律研究会」

といふ年若い学者ばかりを会員にした楽しい学

会が生れた。会員は宮本英雄、滝川幸辰、森口

繁治、田村徳治、小栗栖国道、恒藤恭、末川博、

井上直三郎及び筆者の九名だった。月二回会合

して研究報告をする例だったが互いに他を認め

合ひ、畏敬しながら励まし合ふ風だったから、

いつも和やかな気分であった。(栗生武夫「僕の

愚痴Jr大阪朝日新聞j1934年 5月25日付、世

界思想社編集部編『瀧川事件 記録と資料J世

界思想社、 2001年、 294頁に再録)

なお栗生は事件当時京大法学部で講師として講義

を担当していたが、免官組と歩調を合わせて退い

た。また、公開された滝川事件前後の恒藤恭日記

を見ても、彼らがよく会っていたことが分かる

(前掲『恒藤恭滝川事件関係資料 神戸時代の井川

(恒藤)恭.1)。

(27)註(8 )に同じ。

(28)松井は、宮本以外では、総長就任直後「法学部

の人とは宮本法学部長のほか山田教授に会見しま

したJ(r大阪朝日新聞j1933年 7月 10日付朝刊)、

また「松井解決案j公表後の「廿日午後二時半頃

松井総長の訪問を受け、約半時間に亘って懇談を

遂げた止I田正三教授は満足げに左の如く語るJ

(r京都日出新聞j1933年 7月 21日付朝刊)とあ

るように、山田正三とも何回か会っているようで

47 

ある。宮本資料に、「一ぺんね、中島先生が私を呼

びつけてね、「君な、これはな、森口と山田が考え

たことだが、文部省とこういう妥協案でひとつ妥

協したらどうだろう言うんだ」と。これは辞表を

出してからですよ、まだ受理されんうちです。持

ってきて頼んだと。それでわしにも賛成してくれ

と。賛成だったら宮本に頼んで教授会を聞けと」

(86頁)と、森口とともに山田が早い段階から妥

協案を考えていたことが述べられている。その内

容は不明であるが、山田がそれぞれの局面で独自

の動きをしていた可能性はある。ちなみに牧健二

は 1966年に実施された聞き取りのなかで「山田さ

んという人は日和見な人でね、甚だ同氏の態度に

は感服しないですねJ(前掲「滝川事件について

一牧健二・大隅健一郎氏聞き取り J 77頁)と述

べている。

(29)恒藤日記の記述による限り、滝川事件関係の記

述が詳細になる 1933年 6月には恒藤は佐々木と 8

回接触しているのに対して宮本とは 4回、 7月に

は佐々木とは何と 27回である一方宮本とは 4回で

ある。恒藤と佐々木は家が近所であったことを差

し引pても、責任者である学部長との接触が薄い

ように筆者には感じられる。最強硬派と目された

恒藤からすると、宮本の路線は妥協的に過ぎ、一

方そうした路線をとらない佐々木との意見交換が

ますます密になった、とするのは考えすぎであろ

うか。

(30)例えば、当該時期の評議会議事録は京都大学大

学文書館で公開されているが、滝川事件について

は議論された内容に踏み込んだ記述が全くない。




