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槍屋尊発著 『滝川事件』

本書については､すでに西山伸氏による､

歴史学の立場からの詳細で的確な書評があ

る｡ そこで､私は､かつて研究生活に身をお

き､大学に関わったことのある立場から､本

書が､われわれ大学人に対してどういう問題

を提起しているか､またわれわれはそれをど

う受け止めるべきかという面から､この書評

を試みることにしたい(1)｡

1

本書を読み終えて､私は､何とも言えぬ感動を

覚えた｡やや大げさな言い方に聞こえるかもしれ

ないが､本書を通して､私は､あたかもひとつの

壮大な歴史 ドラマを見た思いがしたのである｡も

ちろん､これを読んだ私自身が､日本の大学に50

年間､そしてその内のかなりの部分を､この ｢滝

川事件｣の舞台であった京都大学に身をおいて､

時として大学の自治､教授会の自治について深く

考えなければならない機会があったことにもよる

が､それだけではない｡ 本書は､日本における学

問の自由と大学の自治とを守ろうとした輝かしい

闘い､｢滝川事件｣(｢京大事件｣とも呼ぶ)の全

体像を､ほぼ余すところなく描き出している､と

言って良い｡

松尾氏による本書の主題はもとより1933年の
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｢滝川事件｣であるが､その考察 と叙述は､京

大 ･沢柳事件 (1913-15年)から始まり､｢滝川

事件｣そのものを経て､戦後の京大法学部再建､

さらには ｢創立記念祭事件｣(いわゆる "総長

｢暴行｣事件")関連まで､つまり1950年代後半

まで半世紀近くに及んでいる｡

そこに登場する人物も､渦中の京大法学部の教

授たち､助教授以下のスタッフ､総長､他学部の

教授たち､さらに当該学部の学生､卒業生､他学

部の学生､加えて､東大など他大学の教授､学生､

そして文相､文部官僚､議員たち､文化人､新聞､

出版のメディアなどが､映画で言えば､すべてが

エキス トラ以上の役割で登場して来る｡

2

まず､｢Ⅰ 沢柳事件始末｣においては､前史

として､大学の自治の中核としての教授会の人事

権を政府に認めさせ､さらには総長の学内選出に

道を開いた ｢沢柳事件｣を考察 し(2)､そこに東大

と京大との連携が見られたこと(3)､また直接の当

事者を持たなかったにもかかわらず､法学部が抵

抗の先頭に立ったこと(4)､さらには､後の ｢滝川事

件｣において中心となった佐々木惣一らが､法学

部にあって当時若手教授としてすでに中心的な役

割を演じていた様などを述べている(5)｡その取り



京都大学大学文書館研究紀要 第 5号 2007年

上げ方も､決 して ｢滝川事件｣の単なる前史に留

まることなく､それ自体を独立したものとして完

結的に叙述している｡

次いで､本論の ｢滝川事件｣については､｢Ⅱ
瀧川処分まで｣､｢Ⅲ 局面打開への努カー小西解

決案と佐々木惣 一 -｣､｢Ⅳ滝川事件の展開一非

常時下の知識人-｣の3章を当て(6)､まず､当時､

｢赤化教授｣と名指 しされていた教授が東大にも

複数いたのに､なぜ京大の滝川のみが標的とされ

たのかという考察から始めて(7)､滝川処分に対す

る法学部教官の一斉辞表提出(8)､総長と文相との

折衝を見ての辞表撤回組の出現(9)､そして最終的

には滝川を別として六教授のみが辞意を貫徹 した

経緯が(10)､詳細に追われている｡ そこで用いられ

ている資料は､議会の議事録などの公文書､新

聞 ･雑誌の記事はもとより､各種団体の定期出版

物などの他に､個人の日記､メモ､回想録など､

極めて多彩､かつ広範囲のものである｡ しかも､

当然のことながら､それらにはいずれも厳密な考

証 ･吟味が加えられている(ll)｡

場面によっては個人 ･個人の行動も描かれてい

るため､読者であるわれわれは､ついその個人の

心情にまで思いを馳せてしまうこともある｡ 滝川

処分は ｢非常特別の場合｣で教授会の人事権は認

められたと強弁 して辞表を撤回した教授たち(12)､

法学部を潰してほならないという大義以外に残留

の動機はなかったのか｡帝国大学教授の社会的地

位､高い給与､とりわけ恵まれた研究条件､それ

らを棄てるに忍びなかった人がいても不自然では

ない｡現に､回想記でそのことを正直に告白して

いる若手教授 もいる(13)｡ それはともかく､この

｢大義｣は､佐々木ら辞職組が助教授以下のスタ

ッフに示 して､残留を促 したものでもあった(14)｡

もし､自分が教授としてその時そこにいたとした

ら､あるいは助教授以下のスタッフとしていたと

したら､果たしてどういう行動がとれただろうか､

自信を持って答えることの出来る人は少なかろ
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う｡ 読者にそうした自問自答を迫るほど､本書の

叙述には迫異性がある｡

3

さきに､私は ｢滝川事件｣のことを ｢輝かしい

闘い｣と書いた｡勝った闘いでなく負けた闘いで

あったことは､一応は承知していたものの､恒藤

恭の ｢死して生きる途｣という言葉によって象徴

的に表現されているように(15)､学問の自由､教授

会の自治は､この事件で現実には否定されたけれ

ども､この闘いは､逆にそれを､人々の､少なく

とも大学人を中心とした社会の一部の層の心の中

に理念として確立させ､生き続けさせることにな

ったのではないか､と思っていたからである｡ そ

して､それは戦後の大学運営の精神として廻った

と､何となくイメージしていたのである｡

ところが､本書を読み進むにつれて､私はこの

漠然たるイメージを一般化することに深刻な疑問

を抱かされるようになった｡戦後､自由主義 ･民

主主義が社会の支配的な原理 となることによっ

て､一般市民を含めて思想の自由 ･言論の自由､

そして学問の自由が制度的に保障されるようにな

り､それに伴って ｢教授会の自治｣が制度として

は確立されたものの､逆に精神としては死んだの

ではないか､あるいは死につつあるのではないか､

という疑念が本書を読み進むうち次第に膨 らんで

来るのをどうすることも出来なかった｡

とりわけ､当の京大法学部について見れば､こ

の精神はついに廻ることは無かったのではない

か､という印象さえ持つようになった｡ 本書は､

｢V滝川事件以後-京都大学法学部再建問題-｣

の章を設けて(16)､｢滝川事件｣のその後をさらに

フォローしているが､それによると､1934年､ま

ず助教授以下で立命館に移って行った者のうち

6人が京大法学部に復帰 した(17)｡形の上では法学

部は再建されたかの如くであった｡ しかし､1945

年､終戦｡占領下で制度としての大学自治は復活
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した｡残留 ･復帰の教授､後で補充された教授の

内､あわせて七人が辞表を出し､代ってかつて京

大を去った七人の教授の内､滝川だけが法学部長

として復帰 した(18)｡著者がここで明らかにしたこ

とは､この時､滝川の独裁 (-教授会の自治の否

定)が容認 されたこと､そしてその独裁権を行使

して滝川は､｢応報主義｣｢復古主義｣の人事を行

なったことである(19)｡教授会の自治は､制度とし

てはもとより､精神としても廻らなかった｡

滝川はその後 (1953年)総長となり､学生の企

画した創立記念の行事の禁止をめぐって学生と対

立(20)､この時､滝川は学生から暴行 ･傷害を受け

たとして学生を警察に告訴した｡法学部の三人の

教授が学生の特別弁護人となった｡この時､総長

としての滝川は､この三人の教授を処分しようと

した｡その手続きについて､滝川は､教授会の同

意がなくても､評議会のみで可とした｡その根拠

は教育公務員特例法で､これによって､沢柳事件

で確立した ｢制度運用上の規律｣は ｢死んでおる｣､

｢もうない｣と､法廷で証言 した(21)｡教授会の自

治の否定である｡ 三人の教授は特別弁護人を辞退

した｡当の法学部教授会は何の意思表明もしなか

った(22)｡少なくとも､京大法学部に関する限り､

教授会の自治は死んだままだったのである｡まし

てや､その精神が廻ることはなかった｡ 本書は､

敢えてそのような表現こそ用いていないが､その

事実を鋭く実証している｡

4

学問の自由､大学の自治 (中核としての教授会

の自治)を守るという輝かしい精神を生み出した､

かの ｢滝川事件｣､その渦中の人が実はその精神

とは無縁であったこと､そして逆に教授会の自治

を破壊する立場に廻った事､歴史とは何とも皮肉

である｡

しかし､それにつけても思わずにいられないの

は､あの時辞職した七人の教授の内､処分を受け
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た滝川にはそれ以外に選択の余地はなかったのに

対し､佐々木以下他の六人は残留組と同様に辞意

を撤回する途もあった､それにも拘らずこの六人

にあくまでも節を守らせたものは､一体何だった

ろうか､ということである｡ 学問および其理への

愛なのか､同じことになるが､学問の自由 ･思想

の自由へのやむにやまれぬ要求なのか｡本書には､

人間が描かれているだけに､そういった問いも当

然出てくる｡しかし､この問いに直接答えること

はおそらく本書の課題の外にあろう(23)｡

それでも､私はこの問いにこだわりたい｡歴史

が現在と過去との対話であるとするならば､まさ

に本書が私にその対話を促してくれているからで

ある｡

これまで､われわれは､大学の自治の歴史を顧

みる時にはいつも､その制度的側面を重視して来

たと言ってよい｡ところが､松尾氏のこの書物は､

それについても十分な考察を行なった上で､さら

に大学の自治の担い手 (主体)の意識 ･在り方の

問題を積極的に提起するものになっている｡ いわ

ば､大学の自治を守 り推持する運動論的側面を付

け加えていると言ってもよかろう｡ このことは､

今､とくに大切である｡

戦後は､民主主義体制の下で､学問の自由は憲

法によって保証され､大学の自治も制度的に確立

して､大学の研究 ･教育に対する権力によるあか

らさまな干渉 ･強圧はなくなった｡ そうなると､

正しいと信じた認識､正しいと信じた価値を主張

する学問の自由 ･思想の自由を制度的に保証する

ものとしての大学の自治も､対外的な側面よりも､

大学に籍をおく研究者集団の自律の側面が強くな

らざるを得ないはずである｡ もっとも､公立大学､

私立大学では､今でもさまざまな形での､また有

形 ･無形の､大小の圧力が理事者の側から加えら

れることは､日常茶飯であるが､そのばあいでも､

そうした圧力がス トレ- トに学問 ･思想に加えら

れることは稀であろう｡
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大学の自治にとっての現在の主要な問題は､学

問全体の発展方向を大 きく見定めて適切な大学運

営を行っていくことが出来るかどうかに移って来

ていると言ってよかろう｡ つまり､現在の大学の

自治は､研究 ･教育者集団の自律の原理 としての

性格 を強めて来ていると言ってよい｡そうなって

来ると､さまざまな圧力だけでなく､また誘惑に

も抗 して其理探究の場 としての大学を守 り､全体

としての学問研究の活動を推持 して行 こうとする

主体その ものの在 り様が問われて来 ることにな

る｡ 自治は､多くの例が示 しているように､やや

もすれば､緊張感を失い､単に仲間内の利益と都

合だけを優先する制度に堕落する危険を常に学ん

でいるからである｡

他面で､現在の大学を戦前の大学 と比べて巨視

的に見るならば､単に量的に膨張 しただけでなく､

質的にも大きな変貌を遂げていると言ってよかろ

う｡現在の大学は､｢学問の府｣というよりは､大

衆的な教育機関としての性格を強めながら､同時

に極めて多様化 して来てもいるのだ｡大学院です

らそうである｡ 研究機能の面を見ても､実用的な

研究活動の比重が圧倒的に大きくなって来ている｡

それ らに伴って､研究活動の裏づけを持たない教

育活動をする大学人の割合 も増 え､また､研究費

を獲得 し易い研究に研究者が流れたりする｡ とく

に前者の場合､学問研究を自律の原理 とする大学

の自治へ参加する主体としては､問題がある(24)｡

ここでは､これ以上論 じることはしないが､お

そらく､現在において大学の自治をどう育て維持

して行 くかは､個々の大学人それぞれの思想 ･学

問 ･真理への態度に大 きくかかっているはずだ､

ということだけは指摘 しておきたい｡

そう考 えて行けば､本書が大学人に突 きつけて

いる課題は､重 く大きい ｡

[註]

(1)西山伸 ｢書評 松尾尊充著 『滝川事件』｣『京都

大 学 大 学 文 書 館 研 究 紀 要 』 第4号､2006年 3月｡

もっとも､本稿は西山論文の発表以前 (2006年 1

月)に書いたもので､今回､若干の補筆を行なっ

た｡

(2)この章は､早 く1994年に論文として発表され

たものである｡

(3)｢Ⅰ.沢柳事件始末 二.沢柳事件の解決をめ

ぐって 2.東大法科若手教授の決起｣

(4)日 .二.1.京大の内部結束｣

(5)口.二.5.京大法科の内船｣

(6)この内､Ⅲ章は本書のための書き下ろしで､Ⅲ

章は1986年に､Ⅳ章は1988年に発表されたもの

である｡

(7)｢Ii.瀧川処分まで 六.なぜ瀧川だけが処分

されたのか｣

(8)｢Ⅳ.滝川事件の展開-非常時下の知識人一

四.結末｣､および ｢V.滝川事件以後-京都大

学法学部再建問題- 一.戦前の法学部再建問題

1.事件の終末と教官の分裂｣

(9)同上

(10)同上

(ll)例えば､｢Ⅲ.瀧川処分まで｣の編は､｢はじめ

に｣を別として､一一から六までの6章から成るが､

その内 ｢一.中央大学講演｣と ｢二.第六四議会

における赤化教授問題｣の2つの章だけを見ても､

その計 25頁ほどの間に､貴族院､衆議院のそれ

ぞれ本会議､委員会の会議録､後の創立記念祭事

件での裁判記録の他に､滝川の 『激流』など関係

者の回顧録など8冊､それに7種渠削まどの新聞､

4点ほどの雑誌 ･パンフからの引用があり､それ

らはまた､必要に応じて相互対照されて､異相が

追求されている｡

(12)｢Ⅳ.滝川事件の展開一非常時下の知識人-

四.結末｣､および ｢V.滝川事件以後-京都大

学法学部再建問題一 一.戦前の法学部再建問題

1.事件の終末と教官の分裂｣

(13)若手教授のリーダー牧健二がそれ｡｢‡.瀧川

処分まで 四.京大の応戦｣および ｢Ⅳ.滝川事
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件の展開 -.大学教授の動向｣｡

(14)｢V.滝川事件以後一京都大学法学部再建問題-

-.戦前の法学部再建問題 1.事件の終末と教

官の分裂｣

(15)恒藤恭 ｢死して生きる途｣､七人共編 『京大事件』

岩波書店､1933年

(16)この章は､2004年に発表されたもの｡

(17)｢V｡滝川事件以後一京都大学法学部再建問題-

一.戦前の法学部再建問題 2.退官組の立命館

入りと一部京大復jja｣

(18)｢V.滝川事件以後-一京都大学法学部再建問題-

二.戦後の再建間蓬 1.瀧川教授の復帰｣

(19)｢V.滝川事件以後-京都大学法学部再建問題-

二.戦後の再建問題 2.瀧川人事｣

(20) 公正のために記しておけば､この時､私は学

生の自治組織の代表の一人であった｡

(21)｢V.滝川事件以後-京都大学法学部再建問題-

二.戦後の再建問題 3.瀧川総長に対する ｢暴

行｣事件 (創立記念祭事件)｣

(22)同上

(23)恒藤､末川については､そのことを考察するた

めの資料はすでに種々あるが､佐々木については､

本書の著者 ･松尾氏によって評伝が準備されてい

る (ミネルヴァ書房)ようであるO

(24)勿論､教育 もまた自由でなければならないが､

それは､学問の自由を出発点におく大学の自治の

問題とは異質のものとして扱うべき問題である｡

(2006.01.ll.[11.23補筆])

(岩波書店刊 [岩波現代文庫]､2005年 1月発行､

A6判､394ページ､1,300円)
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