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はじめに

　滝川事件とは、言うまでもなく 1933 年に起こった京都帝国大学法学部教授滝川幸辰をめぐ

る大学自治事件である。滝川の学説を理由に同人の辞職または休職を求める文部省に対して、

京大法学部の教官が反発し、結局専任 33 名のうち 21 名が法学部を辞職した。これは、学問・

思想の自由およびそれを支える大学教授の身分保障という大学自治に関わる戦前日本最大の事

件であるとともに、その後の一部辞職教官の京大復帰や、敗戦後の滝川の復帰、それに伴う一

部教官の辞職などもあり、戦後の京大法学部に長く後遺症を残した事件でもあった。

　かつては、滝川事件について、戦前期の国家権力による大学自治への抑圧事件の一つとして

取り上げられ、そこでは辞職組の行動が高く評価され、また逆に残留組が強く批判されてい

た（1）。その後長くまとまった研究はなかったが、ここ十数年ほどの間に、滝川事件についての

本格的な研究成果が次々と発表され（2）、新たな資料の公開も相次ぐようになった（3）。

　本稿では、こうした動向を踏まえつつ、滝川事件について振り返り、関連するいくつかの論

点について考えてみたい。

≪シンポジウム記録：論文≫

滝川事件とは何だったのか
　　　

西　山　　　伸

───────────────────────────────────────────────
　（1）　例えば、向坂逸郎編著『嵐の中の百年』（勁草書房、1952 年）では、辞職組について「終始変らぬ

真摯な、信念に燃えた行動」(110 頁）をとっていたとするのに対して、残留組については、「「同僚を
裏切り、社会を偽った」と云われても仕方がないであろう」(109 頁）と断罪している。家永三郎「大
学自治の歴史的考察」（『家永三郎集　第 10 巻、学問の自由・大学自治論』岩波書店、1998 年、初出

『思想』第 459 号、1962 年 9 月）では、辞職組を中心とする京大法学部の行動について「大学の自由
の思想の歴史の上でも、永く記憶せられるべき意義を有している」(308 頁）と高く評価している。一
方、伊ヶ崎暁生『大学自治の歴史』（新日本出版社、1965 年）は、法学部側の敗北に終わった事件を「日
本における大学自治の最大の汚点」(60 頁）と位置づけている。

　（2）　伊藤孝夫『瀧川幸辰　汝の道を歩め』（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』（大月書店、2004 年）、松尾尊兊『滝川事件』（岩波
書店、2005 年）など。

　（3）　拙稿「資料紹介　滝川事件について　－宮本英雄氏聞き取り－」（『京都大学大学文書館研究紀要』
第 6 号、2008 年）、同「資料紹介　滝川事件について　－牧健二・大隅健一郎氏聞き取り－」（『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）」（『京
都大学大学文書館研究紀要』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』（2012 年）など。なお、宮本英雄への聞き取りを
もとに著した拙稿「滝川事件再考　－宮本英雄法学部長の局面打開策を中心に－」（『京都大学大学文
書館研究紀要』第 11 号、2013 年）もある。
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１．滝川事件の概要

（１） 事件の発端から総辞職表明まで

　滝川事件の発端となったとされる中央大学における滝川幸辰の講演は、1932 年 10 月 28 日

に行われている。中央大学法学会の主催による「校内学術講演会」がその場であり、滝川は「『復

活』を通して見たるトルストイの刑法観」と題して講演を行った。この講演が、聴いていた林

頼三郎検事総長によって問題視され、林から小山松吉司法大臣へ、小山から鳩山一郎文部大臣

のもとへ話が伝えられた。12 月には文部省から京大の新城新蔵総長に対して滝川の講演内容

および平素の大学での講義内容について調査の要請があった。

　問題視されたのは、講演において滝川がトルストイの刑法観を解説するなかで、犯罪は社会

に対する制裁であるとの趣旨を述べ、それが無政府主義と結びつけられて理解されたためと受

け止められている（4）。

　次いで滝川の学説が問題になったのは、帝国議会の場であった。1933 年 2 月 1 日、第 64 回

帝国議会衆議院予算委員会において、政友会の宮沢裕は東大・京大の 4 名の教授を「赤化教授」

として罷免を要求した。その 4 名とは、名こそ伏せているものの、東大の牧野英一・末弘厳太郎・

有沢広巳、それに京大の滝川幸辰であることは明らかであった。滝川について、宮沢は次のよ

うに述べている。

某京都大学ノ教授ハ何ト言ッテ居ルカ、刑法読本ト云フモノヲ現ハシテ居リマス、此刑法

読本ト云フモノヲ詳シク申上ゲル時間ハアリマセヌガ、刑罰デ以テ刑罰〔犯罪カ－引用者〕

ヲナクシヨウトスルノハ、是ハ結局出来ヌ相談デアル、犯人ヲ刑罰カラ解放スルト云フコ

トハ人ヲ、犯罪カラ解放スルニ外ナラヌノデアル、斯ウ云フ結論ヲ持ッテ居ル、ソレカラ、

此同ジ人ガ無政府主義者デアリマス「トルストイ」ノ言ヲ引イテ、人ガ人ヲ裁クコトハ不

合理デアル、此観念ハ刑法ノ根本基調ヲ為スモノデアルト云フコトヲモ堂々ト発表致シテ、

是ハ講演ニモ言ヒ、本ニモ書イテ出版ヲ致シテ居ル、斯ウ云フ風ナ意見ヲ持ッタ者ガ矢張

国家ノ禄ヲ食ンデ、教職ニ就イテ天下ノ青年ヲ指導シテ居ル（5）

これに対して、鳩山文相は「是ハ能ク調査致シマシテ、ソレゾレ適当ナ処置ニ出デタイト思ヒ

マス」そして、「斯カル教員ガ教授ヲ致サナイヤウニ深ク注意ヲ致ス積リデ居リマス」（6）と、何

らかの処置を執ることを約束しているのである。この段階で、すでに文部省は滝川の処分を決

意していたといわれている（7）。

　このようななか、京大では 3 月 22 日に新城新蔵に代わって文学部教授小西重直が総長に就

───────────────────────────────────────────────
　（4）　宮本英雄「京大問題の真相」（七人共編『京大事件』岩波書店、1933 年）316 頁。滝川幸辰『激流

　－昭和レジスタンスの断面－』（河出書房新社、1963 年）15 頁。
　（5）　『帝国議会衆議院委員会議録』29（東京大学出版会、1992 年）295 頁。
　（6）　同前。
　（7）　前掲『滝川事件』99 頁。
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任した。文部省が小西に対して正式に滝川の辞職あるいは休職を求めたのは 4 月 22 日のこと

であったが、それ以前に総長就任後の小西に非公式に文部省の意向は伝えられており、また 4

月 10 日には滝川の著書『刑法読本』『刑法講義』が内務省により発禁処分となるなど、滝川

処分への包囲網は狭まりつつあった。実際、4 月 22 日の段階では、学説の当否について専門

家の意見を聴いた上での慎重な考慮を求める小西に対して、文部省側は「学説に就ては既に本

省に於ても十分に調査を遂げ、悪影響を及ぼすものと認めたのであって今更専門家の意見を徴

する必要を認めない」と突っぱね、「本省としては今日の処では本人に止めて貰ふこと丈は既

に確定的なことであって唯其方法に就て考慮してゐる丈である」（8）と、滝川の処分については

交渉の余地のない姿勢を見せていた。

　その後、5 月 9 日に再び上京した小西は鳩山文相に処分の再考を求めたが、鳩山はこれを拒

否して物別れに終わった。京大に戻った小西は、翌 10 日の学部長会議でこれまでの経緯を報告、

ここから事件は全学的問題となった。法学部教授会は、10 日に処分反対の意向を文相に伝達

するよう小西に依頼（9）、14 日と 16 日には声明を公表している（10）が、そこではその時々の政府

当局者が学説によって教授の地位を左右することは大学の使命である真理の探究を不可能とす

ること、大学側の意見を顧みて行うべき教授の進退が政府の専断によって行われようとしてい

ること、を処分反対の理由として挙げている。さらにそれ以外に、今回の法学部教授会の行動

は滝川を個人的見地から擁護するためのものではないことが表明されている。

　さらに、教授陣は 5 月 15 日および 23 日の二回、申合を作成している。最初の申合では「文

部当局ガ直接滝川教授ヲ処分シタル場合及ビ総長ガ教授会ノ同意ヲ得スシテ滝川教授ノ進退ニ

ツキ具状シタルトキハ我等ハ声明書ヲ公表シテ連袂辞職ヲ敢行シ以テ態度ヲ明ニスルコト」と

して、当事者である滝川を除く 15 名の教授が署名しいてる（11）。この申合によって、教授の総

辞職が初めて現実の問題となった。二回目の申合では「目的ヲ貫徹セザル限リ如何ナル場合ニ

於テモ慰留運動ニ対シテハ絶対ニ応ゼザルコト」として、滝川を含めた 16 名全員が署名して

いる（12）。教授陣の固い決意が窺われる文言ではあるが、逆に周囲からの「慰留運動」が相当あっ

たことも推測される。

　5 月 24 日、小西は滝川の休職上申拒否を鳩山に伝えたが、文部省は既定方針通り、翌日開

催の文官高等分限委員会に滝川の休職理由を提出、同委員会では全会一致で休職が決定された。

次いで 26 日、滝川休職が閣議に付議され、発令されると、法学部教授一同は小西総長に辞表

を提出、折柄開かれていた法学部学生大会に臨み辞表の提出を発表、助教授・講師・助手・副

手もこれに続いた。
───────────────────────────────────────────────
　（8）　前掲「京大問題の真相」327 頁。
　（9）　同前、330 頁。

（10）　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）271・272 頁。
（11）　同前、272 頁。なお、事件当初教授は 16 名在籍していたが、井上直三郎が 6 月 28 日に死去したため、

15 名となった。
（12）　同前、275 頁。
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（２） 小西・松井両総長の交渉と法学部の分裂

　小西は以後も文部省と局面打開の交渉を継続し、6 月 14 日にはのちに小西解決案と言われ

る案が公表された（13）が、同案に記されている「大学ニ於ケル学問ノ研究、教授及教授ノ進退」

について「法令並従来ノ取扱例ノ範囲内ニ於テ之ヲ承認」するという文言が不明確であること

や、滝川処分について全く言及されていないことなどの理由により法学部は同意せず、小西は

6 月 30 日付で総長を辞任した。

　この間、京大の他学部や他大学による法学部への組織的な支援は一切なかった。一方、法学

部・経済学部などの学生は法学部教官支持で運動を展開し、他学部も含めた学生の組織化を進

め、6 月 6 日には初の全学学生大会が開かれている。また、東大など他大学でも学生たちの運

動は積極的に行われていた。さらに、法学部卒業生・教官・在学生の親睦団体である有信会も

6 月 4 日に大会を開き、文相の処決を要求する声明と決議を発表して、法学部教官支持の姿勢

を明確にしていた。

　小西の後任の総長には、理学部教授松井元興が選出され、7 月 7 日に就任した。松井は就任

直後に上京し、法学部教授全員の辞表を申達しようとしたが、文相は強硬派と目された 5 名

（佐々木惣一・宮本英雄・宮本英脩・森口繁治・末川博）と休職中の滝川を合わせた 6 名の辞

表のみを受理し、その他の教授の残留を求めた。法学部教授の総辞職路線を阻止し、分断を図っ

たと言える（14）。

　7 月 18 日、松井は文部省と折衝し、解決案を作成した。これはのちに松井解決案と言われ

たもので、小西解決案の不備とされた点を補おうとしたものであった。そこでは、前述の小西

解決案中の「法令」について「大学令其他大学ニ関スル法令」であると明示した上で、次に「今

回滝川教授ニ付文部当局ノ執リタル処分ハ非常特別ノ場合ニシテ文部当局ガ教授ノ進退ヲ取扱

フニ付総長ノ具状ニ依ルコトハ多年ノ先例ニ示ス通リナリヤ」との問いに対して、文相の「然

リ」との回答を引き出したものであった（15）。

　この解決案を受けて、文相が辞表を受け取らなかった教授 9 名のうち、中島玉吉を中心とす

る 7 名は「当初の目的を貫徹することを得た」（16）として辞表を撤回した。しかし、恒藤恭・田

村徳治の 2 名は、教授の進退は「非常特別の場合」にこそ問題となるのであって、松井解決案

は「決して将来に向って大学の自治及び研究の自由の保障をあたへるものではない（17）」として

辞職した。
───────────────────────────────────────────────

（13）　同前、289 頁。
（14）　当時、帝国大学の学内人事に関しては、京都帝国大学官制第二条に「総長ハ高等官ノ進退ニ関シテ

ハ文部大臣ニ具状シ判任官ニ関シテハ之ヲ専行ス」とあるように、教授について総長の具状で進退を
決することになっていた。松井が教授全員の辞表を提出したのに、文相の意向によって一部を返され、
それをそのまま持ち帰ってきたことは、総長が自らの権限を放棄したものであると宮本英雄法学部長
などには受け止められた。

（15）　前掲『京都大学百年史』資料編 2、298 頁。
（16）　同前、296 頁。
（17）　同前、295 頁。
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　この結果、教授は辞職組 8 名、残留組 7 名に分裂し、さらに助教授以下も両派に別れ、冒頭

に記したように全専任教官 33 名中 21 名が辞職、12 名が残留することになった。そして、辞

職組の多くは立命館大学に移っていった［表１］。京大法学部は、運動の主目的であった滝川

処分の撤回を勝ち取れなかっただけでなく、最後は分裂してしまうという、いわば「二重の敗

北」を喫することになった。

（３）その後の展開

　事件後、残留組は新たに教官を補充して、法学部の再建を図った。また、文相に辞表を受け

取られた教授の一人である宮本英脩が、この年の 8 月に京大講師に就任、12 月には教授に復

表１　滝川事件当時の法学部教官一覧

氏　名 身分 就任年 生年 事件直後 1933～34年 敗戦直後 備　考
末広　重雄 教授 1906 1874 残留
中島　玉吉 教授 1906 1875 残留
佐々木惣一 教授 1913 1878 辞職、立命館大学
山田　正三 教授 1918 1882 残留
烏賀陽然良 教授 1920 1876 残留
宮本　英脩 教授 1921 1882 辞職 復帰
宮本　英雄 教授 1921 1888 辞職 学部長(1931～33)
森口　繁治 教授 1923 1890 辞職、立命館大学

滝川　幸辰 教授 1924 1891 辞職 復帰 学部長（1946～50)、
総長（1953～57）

田村　徳治 教授 1924 1886 辞職、立命館大学
末川　　博 教授 1925 1892 辞職、立命館大学
井上直三郎 教授 1926 1888 1933.6.28 死去
恒藤　　恭 教授 1929 1888 辞職、立命館大学 復帰（兼任）
牧　　健二 教授 1930 1892 残留 辞職
渡辺宗太郎 教授 1931 1893 残留 辞職
田中　周友 教授 1933 1900 残留 辞職
黒田　　覚 助教授 1925 1900 辞職、立命館大学 復帰 辞職
近藤　英吉 助教授 1927 1901 残留
池田　　栄 助教授 1928 1901 残留 辞職
岡　　康哉 助教授 1928 1901 辞職、立命館大学 1934 死去
大岩　　誠 助教授 1928 1900 辞職、立命館大学
斎藤　武生 助教授 1928 1901 残留
西本　　穎 助教授 1929 1904 残留 辞職
大隅健一郎 助教授 1930 1904 辞職、立命館大学 復帰
佐伯　千仞 助教授 1932 1907 辞職、立命館大学 復帰 辞職
田中　直吉 講師 1933 1907 辞職、立命館大学
小早川欣吾 講師 1933 1900 残留
加古祐二郎 講師 1933 1905 辞職、立命館大学
於保不二雄 助手 1932 1908 辞職、立命館大学 復帰
大森　忠夫 助手 1932 1908 辞職、立命館大学 復帰
中田　淳一 助手 1932 1908 辞職、立命館大学 復帰
森　　順次 助手 1933 1908 辞職、立命館大学
石本　雅男 副手 1932 1902 辞職、立命館大学
浅井　清信 副手 1932 1902 辞職、立命館大学
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帰した。そして翌 1934 年には、立命館大学に移っていた助教授・助手 6 名が京大に復帰した。

一部卒業生の説得によるもので、将来辞職組教授が戻る際のくさびになることが復帰の理由と

されたが、彼らは当時新聞等で激しく批判された。

　敗戦後、GHQ の意向もあって、戦前・戦中に大学を追われた自由主義的教官の復活が開始

された。京大でも、1945 年 11 月に就任した鳥養利三郎総長が積極的に動いて、大学自治の滝

川事件以前への回復を文部省に認めさせるとともに、事件で辞職した教授たちの京大復帰を目

指した。しかし結果は、専任として復帰したのは滝川一人であり、他は大阪商科大学の学長で

あった恒藤が兼任教授となったのみであった。辞職組の教授のうち、森口はすでに没し、佐々

木は停年を迎えており、末川は立命館大学、田村は同志社大学にとどまり、戦時中にビルマ軍

政顧問に就任していた宮本英雄は復帰を断わっている。一方、牧健二・黒田覚・池田栄・佐伯

千仭ら滝川事件当時若手教授や助教授で残留組・復帰組であった教授たちが、滝川復帰と相前

後して京大を去っている。

　なお、滝川復帰の条件の一つに、復帰後の滝川の学部長就任があり、その条件の通り滝川は

1946 年 2 月から 1950 年 5 月まで法学部長の職にあり、敗戦直後の法学部の再建に当たった。

その後、1953 年 12 月には総長に就任、当時激化していた学生運動に強硬姿勢をとり、さまざ

まな話題を振りまいたことはよく知られている（18）。

２．宮本英雄法学部長の局面打開策

（１） 滝川事件の局面打開工作

　以下、本章では事件当時法学部長であった宮本英雄の局面打開策について具体的に見ていく

が、それに先立ち、事件の局面打開を目指す動きについて当事者がどのように見ていたのか、

戦後の回想から確認してみたい。

　まず滝川幸辰は、自伝的著作『激流』の中で、1933 年 5 月中旬頃、ある「長老教授」より

辞職の勧告を受けたが拒絶したことを記した上で、「京大法学部は政治的手腕がない、という

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。〔中略〕佐々木

惣一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ある」（19）と述

べている。また、当時織田万名誉教授や新城前総長などが調停に乗り出すと報じられたことに

ついては「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」（20）と、断言している。
───────────────────────────────────────────────

（18）　前掲『滝川事件』284 ～ 294 頁。
（19）　前掲『激流』59 頁。
（20）　同前、153 頁。
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　また末川博も、大学自治に関する座談会の中で次のように述べている。

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

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ゃ、手を打つことも考え

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。（21）

　小川郷太郎は京大経済学部教授から政治家に転身した人物であり、その小川の指摘に対して

末川は、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（おそらくは

事件からあまり日時が経たないうちに）答えたというのである。

　このように、法学部教授（特にそのうちの強硬派）は妥協を排し、一直線にいわば玉砕した

のだ、というイメージは確かに存在する。すでに注（1）で見たように、辞職組の思想の強固

さと節操が高く評価され、逆に残留組の「裏切り」が非難の的とされていたことからも、それ

は分かる。

　しかし実際には、すでに松尾の研究（22）で明らかにされているように、6 月中旬に文部省と交

渉していた小西総長に対して、佐々木惣一は事前に解決策を助言していた。そこでは、法学部

が最も重視していた滝川の復職についても今日の事情では直ちには実現しえないと認め、文相

が今後の復職を考慮に入れるという趣旨でよいとまで譲歩していた。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考えを突き詰めると、

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、佐々木の打開策は実らなかった。

　一方、佐々木と違い法学部長という公的に責任を負う立場にあった宮本英雄も、独自打開策

を考えていた。それは、宮本が戦後に京大による聞き取りに応じた記録（23）の中に残されてい

る（以下、同聞き取り記録を「宮本資料」とする）。
───────────────────────────────────────────────

（21）　田中耕太郎・末川博・我妻栄・大内兵衛・宮沢俊義『大学の自治』（朝日新聞社、1963 年）89 頁。
（22）　前掲『滝川事件』157 ～ 188 頁。
（23）　宮本は、1966 年、『京都大学七十年史』編集の際に行われた滝川事件についての聞き取りに応じて

いる。聞き取り記録の全文は、前掲「資料紹介　滝川事件について　－宮本英雄氏聞き取り－」参照。
また、宮本は聞き取りの翌年である 1967 年、東京 12 チャンネル（現テレビ東京）の「証言・私の昭
和史」において、この聞き取りで語った一部を証言している（テレビ東京編『証言・私の昭和史』（文
藝春秋、1989 年）に収録）。
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（２） 宮本の打開策その１

　宮本資料によると、宮本が考えた第一の打開策は、滝川に辞職を勧告し、自らも責任を取っ

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

滝川さんが辞職しても、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。（24）

　そして、宮本は滝川を説得する前に佐々木の自宅を訪ねる。というのは、佐々木は法学部が

全体として戦うために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、当初は宮本の予想通りこの案を拒絶した。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」

（81 頁）と言ったという。それに対し宮本は、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」と思い返し、

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、「そうやな、

そんならそうしようか」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 3 名の辞表を提出することを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、ちょうどその時佐々木を訪ねてきた、懇意の竹田省名誉教授に佐々木がこ

の案を話したところ、竹田は法学部支持を表明した有信会を裏切るのかと猛反対し、佐々木が

意見を飜してこの案はつぶれたのだという。
───────────────────────────────────────────────

（24）　前掲「資料紹介　滝川事件について　－宮本英雄氏聞き取り－」80 頁。なお、煩雑になるため、
以下宮本資料からの引用については、本文中に頁数を記すことにする。
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　この宮本の発言はかなり意外なものである。なぜなら、法学部はこの事件は滝川個人の問題

ではなく学説に対する抑圧の不当性と戦うことが目的と基本的に考えており、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味になってしまうから

である。新聞紙上にも、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」（25）

との発言が掲載されている。

　実は、滝川事件の 5 年前の 1928 年に京大で類似の事件があった。三・一五事件後の「左傾

教授」処分として経済学部教授の河上肇の休職が文部省から求められた際、当時の荒木寅三郎

総長はこれを受け入れ、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た」（26）と批判している。

河上の辞職事件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（27）、河上の

ときのような単独辞職は極めて実行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と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。実は、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」（79 頁）「佐々木先生は

違うわけだ、私らと自治論が」（80 頁）など、佐々木との考え方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。そもそも総辞職

論ではなかった宮本が、滝川処分の発令に対して全教官が辞表を提出したことで法学部として

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のである。

（３） 宮本の打開策その２

　宮本の第二の打開策は、小西の後を継いで 7 月 7 日に就任した松井元興新総長に対して、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

───────────────────────────────────────────────
（25）　『京都日日新聞』1933 年 5 月 23 日付朝刊。
（26）　佐々木惣一『道草記』（甲長書林新社、1957 年）62 頁。
（27）　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、法学部の伝統的精神に暗いことから出たのである」（滝川幸辰「渦
中から見る」（前掲『京大事件』）142 頁）と、経済学部と法学部の違いを強調している。



大阪市立大学史紀要　第 9号（２016年）60

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らの辞表を撤回させ、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いく決意を声明として発表するのだという。そうすると、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、というのであった。

　ところが、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

とだったが、宮本の期待に反して松井にはそこまでの決意が見られなかった。就任早々宮本を

訪ねてきた松井に「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」と最初に宮本が質したところ、松井は「そうだなあ、まあ、大体において正当

と考える」と答えたのだという（84 頁）。

　そして、宮本は文部省の言い分が間違っているのだからあくまで戦うよう松井に求め、文部

省が総長辞職を要求してきたら、

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、辞職はせず、全学の支持を受けて滝川の復職を要求しつづけるよう要請した（28）。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。

「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）

　このように、松井は宮本が期待したような覚悟を持たなかったため、宮本の第二の打開策は

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。

───────────────────────────────────────────────
（28）　もっとも、宮本はすぐこのあとに「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」（85 頁）このような言い方をしたのだと語っている。
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（４） 宮本の打開策その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、宮本は第三の打開策を考えた。それ

は、辞表が申達されて免官の辞令が出たら総長が全員を講師に嘱託するというものであった。

当時、講師は総長の権限で嘱託として任命できることになっており、総長がその権限を行使し、

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（87 頁）。

　ところが、総長就任後上京した松井は、前述のように教授 6 名の辞表のみを申達し、9 名の

分は持ち帰ってきてしまった。それを受けて宮本は、6 名が辞表を申達されなかった 9 名に残

留を説得し、合わせてこの 6 名を講師に嘱託するのがいいと頭を切り換えた。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、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、全員の協議会を開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、

私ら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。これ

より他にないと、法学部をもう一ぺんやるには。（88 頁）

　辞表を申達されなかった 9 名が、長老教授であった中島玉吉を中心として、6 名も合わせて

教授協議会を開催し、そこでの議論にもとづいて 6 名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、宮本の期待に反して中島は全員の協議会を開かず、「松井解決案」が取り交わされ

ると、辞表を申達されなかった者だけで教授会を開催、中島を学部長に選出し、「当初の目的

を貫徹することを得た」と、いわば事件の終結宣言を出したため、第三の打開案も挫折したの

であった。

　宮本は、協議会を開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、協議会を開かなかったのかと。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、6 名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、6 名を「目的は貫徹したのに馬鹿なやつが辞表を出した」（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。



大阪市立大学史紀要　第 9号（２016年）62

　ただ、辞職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、松井解決案を取り交わした 7 月 18 日の文部当局との会見後、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。

こゝに最も希望すべきことゝ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。（29）

　このように、松井は辞職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」（30）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

ところではない」（31）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、翌日の会見で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、辞

職組も入れた協議会の開催、そして彼らの講師嘱託は無理と判断したとも考えられるのである。

（５） 宮本構想についての考察

　以上本章で見てきたように、佐々木惣一の小西を通しての事態打開の動き以外に、宮本英雄

法学部長による打開策がさまざまに講じられていた。

　第一の打開策は、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

実行に至らなかった。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、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有信会や学生は容易に納得しなかったであろ

うし、強硬派も少なくなかった教授会内部で分裂が生じることも十分に考えられたであろう。

　第二の打開策は、法学部教授の辞職は避けられる（滝川は休職処分）が、総長が法学部教授

───────────────────────────────────────────────
（29）　『大阪朝日新聞』1933 年 7 月 19 日付朝刊。
（30）　『京都日出新聞』1933 年 7 月 20 日付夕刊。
（31）　『京都日出新聞』1933 年 7 月 21 日付夕刊。
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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

こまで逼迫してなかったですからね」（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。しかし、事件時の他学部の雰囲気を考える（32）と、それだけの理解と

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。

　第三の打開策は、制度的には問題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、こうしたやり方を認

めるはずがなかった。それでも松井が突っ張ればもう一揉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う。

　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、さまざま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く小さくすること、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、滝川事件に対する見方がより重層的になるのではなかろ

うか。

　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、平素から親密な関係であったことはよく知られて

いる（事件のさなかに病死した井上直三郎も親しい間柄であった）（33）。彼らは、佐々木を除け

ば世代的にも近く、若い頃から切磋琢磨してきた間柄であり、専攻を越えて佐々木を敬愛して

いることでも共通していた。さらに、彼らのうち 1914 年入学の末川と 1915 年入学の井上以外、

みな京大法科大学在学中に沢柳事件があったことも重要である（34）。
───────────────────────────────────────────────

（32）　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
因は文部省が不条理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て、「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い。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い」と申出た」（『大阪毎日新聞』1933 年 5 月 27 日付夕刊）と
いう。他学部の雰囲気が察せられる。

（33）　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・宮本英脩の 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」『有信会誌』第 13 号、1966 年、64 頁）。こ
れは戦後になって書かれた文章であり、やや後付けの感はあるが、「主流派」はすべて辞職、宮本英
脩がすぐに復帰したことで「長老中老」「若輩」はすべて残留と、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。

（34）　沢柳事件にあたっては、法科大学の学生が教官支持の運動を展開した。宮本英雄は、宮本資料にお
いて「私どもがこの事件で闘ったときも、実は私は学生だったから」（74 頁）と沢柳事件当時のこと
を語っている。また、森口繁治は学生大会で委員に選出されている（吉峯上畑「所謂京大法科事件に
於て採れる吾人法科学生の行動に就きて」『学友会誌』第 9 号、1914 年 6 月、89 頁）。



大阪市立大学史紀要　第 9号（２016年）64

　そうしたことから、本章冒頭で紹介した滝川の回想のように、事件を通じて佐々木と宮本は

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、宮本資料には、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。例えば、第一

の打開案との関連では「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

木先生は違うわけだ、私らと自治論が」（80 頁）。また、第三の打開案との関連では「私はも

うこれは佐々木先生と相談したことではないから」（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

むけたんですからね、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」（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の宮本の「独自性」が目立つ。

　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

小西総長在職中はそうであった。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、小西も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。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、代わって宮本が相手として登場し

てくる（35）。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、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、佐々木は助教授以下の若手

教官へ留任するよう説得を続けていたが、事件そのものの打開を図ることから手を引き、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いだろうか（36）。

───────────────────────────────────────────────
（35）　新聞報道によれば、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」（『大阪朝日新聞』1933 年 7 月 10 日付朝刊）、「松井解決案」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山田正三教授は満足げに左の如く
語る」（『京都日出新聞』1933 年 7 月 21 日朝刊）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」（前掲「滝川事件について　－牧健二・大隅健一郎
氏聞き取り－」77 頁）と山田を批判している。

（36）　恒藤恭の日記によると、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、小西退任後の 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（前掲『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』
75 ～ 81 頁）。恒藤と佐々木は家が近所であったことを差し引いても、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。最強硬派と考えられる恒藤からすると、宮本の路線は妥協的に過
ぎ、一方そうした路線を採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。



滝川事件とは何だったのか 65

３．事件をめぐって

（１） なぜ滝川が狙われたか

　そもそも、なぜ滝川は処分されたのか。滝川自身、当時から自らの処分理由が転々として定

まっていないと認識していた（37）ように、伝えられる文部当局の発言も一定ではなかった。文

官高等分限委員会による処分の理由も、「マルクス主義的思想」と「的」をつけた曖昧な表現

にとどまっている（38）。

　松尾は、滝川処分は文部省が主導的に行ったとしつつ、司法省がその背後にあり、特に滝川

の客観主義刑法理論を問題視したのではないかと指摘している（39）。実際、1933 年 3 月 10 日

に文部省を訪れた宮本法学部長に対して、伊東延吉学生部長は『刑法読本』について、「唯物

論とかマルキシズムとか云ふことで問題にしてゐるのではない。その客観主義自体が問題で」
（40）と述べている。客観主義刑法とは、滝川自身の言葉によれば、「犯人が罪を犯したといふ事

実があるから、その事実に即して犯人を罰する」ものであり「犯人の性格とか年齢とか犯罪の

動機とかいふものも、刑罰の軽重を決定する標準にはなるが、犯罪事実の大小を無視してまで、

犯人の個人的事情を斟酌することは許されない」ものである。また、「客観主義によれば刑罰

は万人に平等である、身分、貧富、職業等によって、特に重く罰せられたり、また逆に、甚し

く軽く罰せられたりする虞れはないといふ意味において、裁判者の自由裁量に一大制限を加へ

て居る」（41）とも論じている。この、罪刑法定主義とも言える刑法理論は、犯人の人権を保障す

るものでもある。

　そして滝川は、こうした自らの刑法理論に基づいて治安維持法をたびたび批判していた。治

安維持法とは、周知のように 1925 年に公布された政治活動を取り締まる法律で、その第 1 条

には「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リ

テ之ニ加入シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」とある。また同法は、1928 年に緊急

───────────────────────────────────────────────
（37）　滝川幸辰「罷免理由をたどる」（前掲『京大事件』97 ～ 122 頁）。
（38）　前掲『滝川事件』134 頁。確かに、滝川は刑法関係の自らの著作の中で、マルクス主義的レトリッ

クを多用していた。例えば、『刑法読本』とともに発禁になった『刑法講義』における姦通罪の記述では、
姦通罪の廃止を論じる前提として「男女平等の原則が、婚姻制度の基礎的要求である。従来、女子は
経済的、従って法律的に男子に隷属して居た。この関係は婚姻にも反映して居る。即ち婚姻は形式的
には男女の和合であるが、実質的には男女の闘争である。支配階級的な夫と被圧迫階級的な妻の、家
庭内における階級闘争の縮図が婚姻である。姦通は闘争の必然的な産物である」（『刑法講義　改訂版』
1930 年、262 頁）。と述べている。しかし、こうしたレトリックは当時滝川以外の研究者でも珍しい
ものではなかった。伊藤の研究にあるように、滝川は「左翼思想への理解と共鳴を有していた」が「刑
法学者としての滝川の確固とした学問的信念のなかに、理論体系としてのマルクス主義を受容する余
地はほとんどなかった」（前掲『瀧川幸辰』118 頁）と言えるであろう。

（39）　前掲『滝川事件』79 頁。
（40）　前掲『京大問題の真相』321 頁。
（41）　前掲「罷免理由をたどる」114 ～ 116 頁。
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勅令で改正され、罰則を「死刑又ハ無期」に強化したほか「結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為」

という犯罪類型を設けた。

　治安維持法の最初の適用事件は、1925 年から 26 年にかけての京都学連事件と言われている

が、滝川はこの事件に関連して治安維持法を批判している（42）。そこで滝川は、本来国体の変

革や私有財産の否定を考えるだけでなく実行する、それも違法な手段によって実行しようとす

る者を罰しなければならないのに、実行する力が事実上ないにもかかわらず罰しようとしてい

ると指摘し、「出来上った法律として考へる時、非常に不完全な言葉を用ゐて居る法律だと云

ふ感じがします。適用のやり方次第で学究ばかり、この法律によって罰せられると云ふ奇妙な

ことになりはしないかと思ふのです」と、条文の曖昧さによって適用範囲が恣意的に広げられ

る恐れを論じていた。

　滝川の治安維持法批判がさらに明確になったのが、1928 年の改正について書かれた文章で

ある（43）。ここでは「治安維持法は悪法である、その訳は規定の内容が極めて漠然としてゐて、

法律の専門家にとってもどういふ行為をすれば治安維持法で罰せられるかといふことがはっき

り判らない、規定の言葉そのものが極めてとりとめがないからである」としたうえで、現在の

刑法の基本概念である罪刑法定主義の観点からして「極めて不合理な法律のやうに思はれる」

と批判を展開している。さらに刑罰についても「一体に重いやうな感じがする」として「刑罰

を以て思想を圧迫すると言ふことは、昔から旧式政治家、保守主義者のとった常套手段である

が、刑罰をもって犯罪、ことに所謂思想的犯罪を圧迫することは、威嚇主義の最も拙劣なやり

方である」と論じている。

　こうした議論は、滝川の学説からして当然導き出されるものであるが、司法当局としては敏

感になる内容であったろうし、滝川の客観主義刑法理論を警戒すべきものと受け取ったことは

十分ありうるであろう。そこへ、1932 年 10 月の滝川の中央大学における講演や、翌月のいわ

ゆる司法官赤化事件などがあり、文部省に対して滝川処分を求める圧力となったのではないだ

ろうか。

　以上のような滝川の学説が事件の主因だとすると、事件を文部省側から見て容易に運ばせた、

逆に言えば京大法学部側からすると難しくさせた要素として、滝川の人格的側面を挙げなけれ

ばならないであろう。

　宮本資料において、滝川の人格について宮本は赤裸々に語っている。

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

───────────────────────────────────────────────
（42）　滝川幸辰「学生事件の感想一つ二つ」（『京都帝国大学新聞』1926 年 10 月 1 日付）。
（43）　滝川幸辰「治安維持法を緊急勅令によって改正する必要？」（『京都帝国大学新聞』1928 年 5 月 21

日付）。ただし、この記事は文末に「口述筆記、文責在記者」と注記されており、滝川が実際に言っ
たことをそのまま載せているとは限らない。しかし、読み手の側（特に滝川に悪意を持つ側）からす
れば、滝川の発言と受け止めるであろう。事実、内容自体滝川の主張から隔たっているわけではない。
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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。（76 頁）

　「あの人の学説が悪いんでも何でもない」は、やや言い過ぎの感があるが、宮本の言いたい

ことは伝わってくる。そして、具体例の一つとして次の話を紹介する。

このことを私は聞いておるんですが、学校の教場で彼は天皇君と言うそうだと、天皇陛下

と言わんと。〔中略〕当時、滝川君はそんなふうに実際言っていたらしい。学生に聞くと

そうだったらしい。これは文部省で言っていましたがね。天皇君が、君を刀を持って殺し

に来て追いかけたらどうするかと質問したそうだと。それは正当防衛が天皇にきくかと、

天皇は神聖にして犯すべからず、正当防衛も何も出来ないんだというのが通説なんですが、

それを聞いているわけなんですがね。そういうふうに聞くんですね。（77 頁）

「文部省で言っていました」という宮本の言葉から、文部省が滝川の講義の様子を調査し、受

講した学生から話を聞いていたことが窺われる。そして、

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。

（78 頁）

とまで宮本は述べる。こうした滝川の人格的な問題があるがゆえに、法学部は滝川個人の擁護

のために戦っているのではないと表明せざるを得なかった。というのも、宮本によれば、

工学部とか文学部は滝川擁護だというふうに持っていこうとしたんですね。あれは、ちょっ

と作為的にそんなふうに持っていこうとしたけれども、滝川でなければという人はいくら

でもいたんです。他の学部の教授の中に「滝川でなければなあ、君らの言うことも分かる

けれども、滝川みたいなものは」とこう言う人はあったんですよ。（78 頁）

と、事件を矮小化するために、意識して滝川個人の問題にしようとする動きが他の学部にあっ

たからだという。

　いずれにしろ、滝川の挑発的な発言や、当時珍しくはなかったとはいえ著作におけるマルク

ス主義的なレトリックの使用などが、京大内部での法学部支持を広がりにくくさせたことは事

実であろう。

（２） 残留組について

　辞職組に比べて、残留組が事件直後でもあるいは戦後でも滝川事件について何らかの形で

語っている資料は非常に少ない。牧健二の言葉を借りれば、「従来長く我々が余りにも一方的

に悪評を蒙ってきたから」（44）と言えるかもしれない。

───────────────────────────────────────────────
（44）　牧健二「滝川事件における法学部存続当時の追想」（『有信会誌』第 13 号、1966 年、77 頁）。
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　管見の限りでは、事件当時教授であった残留組（直後に復帰した宮本英脩を含む）が事件に

ついて残した文章は以下のとおりである。

　　宮本英脩

「最軟派の立場」（『大阪朝日新聞』1933 年 7 月 29 日付、世界思想社編集部編『瀧川事件

　記録と資料』世界思想社、2001 年、277 頁に収録）

　　牧健二

　　①「水晶の玉」（田村会編『田村徳治』1960 年）

　　②「滝川事件における法学部存続当時の追想」（『有信会誌』第 13 号、1966 年）

　　③「滝川事件について　－牧健二氏・大隅健一郎氏聞き取り－」（『京都大学大学文書館研

究紀要』第 7 号、2009 年）※ 1966 年 7 月 14 日に行われた聞き取りをおこしたもの

　　④「滝川事件及び法学部存続当時の真相」（『有信会誌』第 19 号、1974 年）

　このうち、宮本英脩の文章は、新聞の投書欄に載った短いものである。そこで宮本は次のよ

うに述べている。

元来私は教授の総辞職を以て最善の策とは思はなかった、それもストライキをやるといふ

なら格別であるが、然らざる以上は最善の策としてはむしろ一同が踏み止まって大学が要

求する自由を事実において最後の一人までが実践することによって当局を啓蒙することで

なければならない、しかし多数がそれを生温しとして辞職するといふ以上自分だけ踏み止

まって見たところで法学部といふ機関は運転しない、そこで私は消極的独善主義であり逃

避的高踏主義であるとは思ったが、次善の策としてストライキでなしに単に当局の不当な

処置に対して極度に遺憾の意を表明する方式といふだけの意味で──このことは最初の相

談会の席上で明白にされてゐる──連袂辞職の班に加はった

　つまり、もともと総辞職には賛成ではなかったが、文部当局への強硬な抗議の意を示すため

総辞職に名を列ねたというのである。また、次のようにも述べる。

私にいはせれば、大学が潰滅して果して何の自由ぞやである、傷つけられた自由はいつか

は回復が出来るが、万一にも学部が潰れたら到底再建は出来ぬと覚悟しなければならない。

それになほ千七百の学生の運命、またその背後に在って子弟の教育に精一杯の努力をして

ゐる数倍の父兄の当惑、思へば実に重大な社会問題である。理論上は専ら当局にその責任

があるとしても、徳義上我々にも責任がないとはいへない。

　総長に申達してもらった辞表が文相に受け取られたにもかかわらず、免官発令（7 月 11 日）

のわずか半月後にこうした文章を公にして、京大復帰を目指した（翌月に講師として復帰）宮

本英脩の姿勢は、辞表を出す重みを理解していたのかという批判を受けるのは理解できる。し

かし、すでに紹介したように、法学部長であった宮本英雄でさえ「私は教授は総辞職するとい

う意見ではありません」と、後に述べている（45）。そう考えると、いわゆる強硬派の教授も含めて、
───────────────────────────────────────────────

（45）　宮本英雄は、宮本資料のなかで、5 月 15 日の教授会で連袂辞職の申合が作成されたことについて、「私
も実に意外だったんです。そう早く辞職に決まってしまうとは」（80 頁）とも回想している。
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辞職申合の段階で本当に辞めることになると覚悟を決めていた者がどれだけいたかは疑問であ

る。また、法学部の存続を第一に考えたと述べていることについては、自身の保身の言い訳に

も聞こえるが、存続を目指していたという点では佐々木や宮本英雄も変わらない。宮本英脩は

滝川と同じ刑法学者でありながら、「主観主義の刑法学者として有名」（46）であり、滝川とは立

場を異にしていた。そうした立場から、滝川の学説に「危うさ」を覚えていたかもしれないが、

少なくとも上記の投書を見る限りでは、辞職組との間に越えられない溝があったとは感じられ

ない。

　一方、牧健二は戦後になって事件を回想する文章を発表している。①は辞職組の田村徳治の

追悼文で、田村との関わりを中心に記している。②と③はほぼ同時期のもので、内容的にも重

なっていて、①と同様の内容もある。④は②の補足的な意味で書かれたものであるが、松尾の

指摘の通り説得力に乏しいと言わざるを得ない（47）。

　牧が①②③で述べているなかで注目すべきは、松井解決案の解釈と、残留組の声明の二点で

ある。前者について、牧は次のように記している。

私は前記〔松井解決案のこと－引用者〕第二項における「非常特別の場合」を、田村・恒

藤両教授が云われたような意味のものとは考えていなかった。私は他日また繰返し現われ

る可能性のある「非常特別の場合」とは思っていなかった。文部当局が滝川教授に対して

行のうたような処分は、我々の声明書にあるとおり再び繰返す意志のない処分（事実）で

あるという意味において、「今回、滝川教授につき文部当局の採りたる処分は非常特別の

場合にして」という松井案の文言を理解していたのである。（② 70 頁）

　牧は、そもそも小西解決案の不備を補うことを前提として作成された松井解決案において、

いつでも「非常特別の場合」がありうるという約束を松井がしてくるはずがないと確信し、松

井解決案を理解したのだという。そして、③では「今でも思っている」（③ 68 頁）と述べている。

　しかし、これも松尾が明らかにしているように、鳩山文相は翌 1934 年の第 65 議会において、

大学令に違反した教授は総長の具状がなくても更迭でき、また講義内容が大学令に違反してい

るとの認定は文部省が行って差し支えない、と答弁している（48）。残念ながら、牧の解釈は当

時の政治状況を考慮に入れず、「松井解決案」の字義通りの解釈のみを行ったものであった。

　後者については、牧は①でこう述べている。

残留した若手教授三人の筆頭にいた私として甚だ責任の感にたえないことは、私らが松井

総長案で残留することになった時のことである。私らはなぜ京大法学部の再建のために、

忍びがたきを忍んで残留するという声明をして留まることにしなかったか。甚だ残念に思
───────────────────────────────────────────────

（46）　佐伯千仭「宮本英脩先生の人と学問」（鈴木茂嗣編『宮本英脩著作集』補巻、成文堂、1995 年）6 頁（初
出『法学セミナー』第 157 号、1969 年）。

（47）　④で牧は、滝川事件は軍部の圧力によるものであり、文部省が「松井解決案」で「非常特別の場合」
としたのは、京大を守るためであったと論じた。しかし、④では軍部の圧力について立証されている
とは言い難い（前掲『滝川事件』154 頁）。

（48）　前掲『滝川事件』232 頁。
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う。（① 81 頁）

　松井総長から申達された辞表を文相によって返された 9 名の教授については、佐々木も宮本

英雄もそのまま残留することを希望していた（49）。従って、残留組が出ることについては何も

問題なかったが、その際に残留組が中島玉吉の主導によって「当初の目的を貫徹することを得

た」と声明したのは確かに問題であった。これにより、辞職組の教授たちを排除しただけでな

く、助教授以下についてもこの声明を踏み絵として、残留するか否か決めよと迫ることで、教

授だけでなく教官全体の分裂をもたらしたと言えよう（50）。そのことを、残留組の一人として

牧が後悔しているのであった。

（３） 戦時中の佐々木惣一

　対米英戦争において連合軍の反攻が本格的となった 1943 年夏、海軍・陸軍とも飛行機搭乗

員の大量募集を行った。1943 年 12 月入隊のいわゆる学徒出陣組に先立って、この年 9 月に大

学・専門学校などを繰り上げ卒業した多くの若者が海軍予備学生や陸軍特別操縦見習士官を志

願して入隊していった。

　そうして海軍予備学生となった若者を取り上げた刊行物のなかに、入隊した学生数人と教官

の軍人との座談会が掲載されているものがある（51）。その座談会に出席している大阪外国語専

門学校出身の泉良輔は、予備学生受験の動機を聞かれて次のように述べている。

私は大阪外語在学中に志願致しました。在学中志願したものが無かったのでありますが、

募集の発表を聞きまして、ぢっとしてゐられず卒先して志願致しました。動機としまして

は、畏くも宣戦の大詔を下されまして以来、陸海軍航空部隊の相次ぐ大戦果、ガダルカナ

ルの死闘、近くアッツ島の玉砕を聞き、特にこのアッツ島の山崎部隊の行動には深い感銘

を受けました。山崎部隊長の御性格に尊敬と共に自分は親近を覚えました。それから、佐々

木惣一先生の憲法講義に非常な影響を受けました。佐々木先生から受けました学恩を自分

の行動に移す決意を持ち志願致しました。

泉の語る動機のうち、前半部分はこの時期よくある内容である。航空部隊の活躍、ガダルカナ

ル島やアッツ島における不利な戦局は、国内の若者たちの危機感を煽っていた。しかし、それ

に加えて当時大阪外国語専門学校に出講していた佐々木の憲法講義に強い影響を受けたと語っ

ているのは、少々驚きである。残念ながら、佐々木がどんな講義を行っていたか不明なので、

泉が佐々木の何に感銘を受けたのかは分からない。
───────────────────────────────────────────────

（49）　恒藤日記の 7 月 13 日条に、昼頃恒藤宅を訪れた田村に「佐々木さんの案につきはな」したところ、
田村は佐々木宅に行き、遅れて 3 時頃恒藤が佐々木宅を訪問すると、「田村氏激昂して去」ったとい
う記述がある。これはおそらく、文相が辞表を返した田村と恒藤に対して、佐々木が残留を説得した
ところ田村が「激昂」したということであろう（前掲『恒藤恭滝川事件関係資料　神戸時代の井川（恒
藤）恭』78 頁）。

（50）　前掲『滝川事件』246 頁。
（51）　牛田留治『海軍予備学生』（一条書房、1944 年）143 頁。
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　ただ、もしかするとその手がかりになるかもしれない佐々木の談話が対米英開戦間近の

1941 年 11 月、京大の学生新聞に掲載されている。そこで佐々木は、時局の重大性を踏まえて

以下のように述べている。

先づ学生は、今日自分の立ってゐる場面を正視し、これが自分に与へられたものである、

といふことを知って、之を其のまゝ受け容れねばならぬ。数年来国家は危機に当面して来

た。今日は国難に臨んでゐる。私は元来国難といふやうな最大級の言葉を濫りに用ゐるに

は賛成しないものであるが、今日は実感を伴うて之を用ひ得る。〔中略〕

人間の存在する意味は、人間の生活場面全般についても考へられ、人間が随時立ってゐる

それぞれの生活場面についても考へられるが、いづれにしても、其の人間が立ってゐる生

活場面に於て、自己の責務として取るべき態度を自覚して、魂を打ち込んで其の態度を取

ることが、自己の存在の意味を自主的に実現することであり、即ち、自分を生かすことで

ある。人間が右の如く、其の態度に於て生きてゐるならば、其の態度に打ち込まれた魂は、

或は何等かの有形の事物と成って残り、或は無形の精神として伝へられる。即ち、其の魂

は永久に活躍し、其の魂の持主たる人間は、意味としては永久に存在するのである。（52）

　つまり、「国難」という言葉が実感を持って語られる状況下、学生も与えられた場面に応じ

て自己の責務を果たすことが求められていると佐々木は述べているのである。

　高等教育機関に通っている者がまだ少なかったこの頃、いわば恵まれた境遇にいる学徒が、

与えられた場で自らの責務を果たすというのは、当時学徒自身が軍隊に行くことの理由づけ

とした考え方であった（53）。学徒たちの多くは、こうした考え方によって在学中は学問に徹し、

卒業あるいは学徒出陣によって陸海軍へ入隊する時に、自らを納得させた。大阪外国語専門学

校における佐々木の具体的な講義内容は分からないが、もしここで述べられているような内容

を教壇で語ったとすれば、泉良輔の海軍予備学生志願に影響を与えたであろうことは想像でき

る。さらに付け加えれば、こうした態度を取ることで魂は有形無形に永久に伝えられ、その魂

の持ち主である人間も永久に存在する、という佐々木の言葉は、戦時中国家のために生死を超

越することを説いた「悠久の大義」という言葉を連想させるものでもある。

　筆者はもちろん、こうした佐々木の発言について、いわゆる戦争協力であるとして一面的に

批判しようとするものではない。確かに、他の場でも佐々木には親軍的・親ナチス的発言が散

見される（54）。しかし、当時の人文社会科学系の研究者として、突出しているわけではない。

　言うまでもないことだが、学問の自由・大学の自治をめぐって政府当局と戦うことと、国家

の行為である戦争に対してどのような行動をとるかということは、全く別問題である。佐々木

を中心とした滝川事件当時の京大法学部と、文部省との考え方の最も大きな違いは、大学令第

───────────────────────────────────────────────
（52）　「学生に望む」（『京都帝国大学新聞』1941 年 11 月 5 日付。ただし、これも佐々木談の文章で（「文

責在記者」と文末に記載がある）、佐々木が語った内容がすべて正確に反映されているとは限らない）。
（53）　森岡清美『決死の世代と遺書　太平洋戦争末期の若者の生と死　補訂版』（吉川弘文館、1993 年）

205 頁。
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1 条にある「国家思想ノ涵養」をどうとらえるか、ということであったわけで、佐々木自身大

学が国家思想を涵養するところであると考えていたのは当然であった。その意味では、佐々木

も「国家主義者」であり、始まった戦争について、それを支持する言葉を公にするのは普通の

ことであった。

おわりに

　滝川事件の舞台となった京都大学、特に法学部では、長く事件について触れることはタブー

であったと言ってよい。滝川事件研究の第一人者である松尾尊兊がこの事件の研究を始めたの

はすでに事件から 50 年経った 1980 年代半ばだったが、その頃でも「法学部のある教授から、「昔

のことをほじくるな」と忠告を受けた」（55）という。

　また、本稿第 2 章で何度も引用した宮本英雄の聞き取りは、すでに述べたように『京都大学

七十年史』編纂の準備作業として実施されたものであった。しかし、1967 年に刊行された同

書でも、また 1998 年に出た『京都大学百年史』総説編でも、本文の記述を見る限りこの聞き

取りは全く生かされていない。それが近年になって、伊藤や松尾の研究に断片的に使われるよ

うになり、全文が公開されたのはようやく 2008 年になってのことであった。それまで宮本資

料は「封印」されていたわけであり、こうした資料が「封印」されてきたこと自体、滝川事件

がタブーであったことを物語っているといえよう。

　滝川事件がタブーとなった原因は、おそらく次の二点によるであろう。

───────────────────────────────────────────────
（54）　佐々木は、1935 年に『公法雑誌』を創刊し、戦時中はその編集に専念していた。『公法雑誌』に書

いた短文の主要なものは『時を刻むの記』（甲鳥書林、1944 年）に収録されていて、そのなかには時
事的な内容のものも多い。松尾は、佐々木のこれらの短文について、「これを読む限り佐々木は十五
年戦争に疑念を持たなかったし、それが敗北に終ることを想像もしていなかった」としつつ、「しか
しこの本のどこを探しても「鬼畜米英」あるいはこれに類する言葉はない」（松尾尊兊「敗戦前後の佐々
木惣一　－近衛文麿との関係を中心に－」『人文学報』第 98 号、2009 年 12 月、120 頁）と評してい
る。確かに、ファナティックな発言こそないが、例えば「ドイツ国の飛躍感服の外はない」（1940 年
5 月）、「陸相の戦陣訓人をして感奮せしむ。突如之を為すの必要あらしむる事情の如何は、今問ふを
要しない」（1941 年 1 月）、「ヒトラー総統の今日の隆々たる威勢をアレキサンダーやナポレオンやの
昔に比する言葉を時に聞く。総統は難有迷惑であらう。ア英雄は、世界に攻め滅すべき国がなくなっ
たと談じ、ナ豪傑は、自分は征服の化身だから征服を以て己を支持する、と語ったといふ。他国を亡
ぼすことが目標であったらしい。常に正義を唱ふるヒ総統がそうとは思へぬ」（1942 年 5 月）などは、
明らかに親軍、親ナチスの発言である。むしろ、ファナティックでないがゆえに冷静に軍やナチスを
評価しているとも言える。

（55）　前掲『滝川事件』296 頁。そもそも松尾が滝川事件について研究を始めたのは、事件 50 周年にあ
たる 1983 年に「記念行事が自由・自治の伝統を誇る京都大学でまったく行われなかったことを口惜
しく思ったことを契機と」している（同書 377 頁）。
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①法学部の教官が事件をめぐって何度も「分裂」したこと。

事件直後の「辞職組」「残留組」だけでなく、翌年までに「辞職組」のなかから「復帰組」が

現われた。そして、敗戦直後には滝川が復帰し、逆に「残留組」「復帰組」の一部の教官が京

大を去った。こうした「分裂」の繰り返しが、事件を語ることをタブーにしたことは容易に想

像できる。さらに言えば、戦後滝川は復帰し再建人事を行ったとはいえ、教官の多数は「残留

組」「復帰組」の系統にあったことも原因としてあったであろう。

②滝川の戦後の学部・大学運営が混乱をもたらしたこと。

復帰して、法学部長、総長を歴任した滝川は、当時激しかった学生運動に強硬姿勢をとっただ

けでなく、法学部教官の任免や学生の特別弁護人となった教授への圧迫など、強引な姿勢が目

立った（56）。こうした姿勢に対する学部内の反感が滝川事件をタブーにした第二の原因であろう。

　一方、京大内部でのタブー視に反して、外部では滝川事件は近代日本の代表的な大学自治事

件として位置づけられ、しかも注（1）に見たように、結果的には敗北に終わったものの、強

まる学問・思想の自由への圧迫に果敢な抵抗を試みた事件として高く評価されてきた。

　そうした高評価のもとになっていたのは、「辞職組」の残した資料である。「辞職組」は、事

件直後に『京大事件』を刊行したが、その後は時代状況もあって沈黙し、事件について語り始

めたのは戦後になってからである。とはいえ、「辞職組」がみな記録を公にしたのではない。佐々

木惣一は「過去を語ることが嫌いであった」（57）。実際、沢柳事件などについては僅かに語って

いる（58）が、滝川事件について語ることはなかった。宮本英雄も、1966 年に行われた聞き取り

までは沈黙を守っていた。

　それに対して、事件について語ったのは滝川幸辰と末川博であった。滝川は、すでに何度か

引用した『激流』などの著作で、末川はこれも既述の『大学の自治』、他にいくつかの短文で

事件について触れている（59）。これらは、滝川事件に関する貴重な証言記録であることは間違

いない。

　ところが、滝川・末川の戦後の証言には、重要なところで正確ではない内容が含まれている。

滝川については、すでに松尾が明らかにしているとおり、敗戦直後の滝川復帰の際、復帰に当

たっての諸条件を記した「竹田覚書」について、本来滝川と兼任教授として復帰する恒藤の両

人に「特別の地位」を認めるとされていたのを、自著『激流』では恒藤の名を書き落とし、滝

───────────────────────────────────────────────
（56）　前掲『滝川事件』259 ～ 311 頁。
（57）　松尾尊兊『大正時代の先行者たち』（岩波書店、1993 年）267 頁。
（58）　拙稿「資料紹介　京都帝国大学創立五十周年　懐古談話会記録」（『京都大学大学文書館研究紀要』

第 1 号、2002 年）。これは、1947 年の京大創立 50 周年の記念に名誉教授を招いて実施された講演会で、
佐々木はここで京大創立当時のことや沢柳事件について触れている。

（59）　「京大事件のもつ意味」（『教育・学問・自由』1954 年）、「大学の歴史と現状　－激動する現代を考
えるにあたって－」（愛知県憲法会議主催の会合における講演録、1969 年）など。いずれも『末川博
随想全集』第 6 巻（栗田出版会、1971 年）に収録。
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川のみが認められていると記されている（60）。また、末川についていえば、『大学の自治』にお

ける小西総長の評価に関する発言は、事実認識として誤っており、宮本資料のなかで宮本英雄

が厳しく批判している（61）。

　事件から 80 年以上経ち、冒頭で述べたように本格的な研究成果が挙げられるようになって

きた今日、われわれが為すべきことは残された資料をしっかり検証し、事件に学問的評価を行っ

ていくことである。そのためには、「辞職組」「残留組」を含めた等身大の彼らを見る必要がある。

滝川事件の「神話化」を拒否した視点から事件について考えることが求められているであろう。

（にしやま　しん　・　京都大学大学文書館教授）

───────────────────────────────────────────────
（60）　前掲『滝川事件』268 頁。
（61）　末川は、このなかで滝川事件における小西総長の態度について「小西さんも最後には文部省の要求

には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。だからどうも弱かったといえるかも知れない」（80 頁）「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」（81 頁）と、小西の曖昧な姿勢が事件を複雑にしたとしている。
この座談会は、全体として小西について否定的に評価しているが、それを当事者として裏づける発言
となっている。しかし、当時の制度によれば、教授の免官について総長が文部大臣に具状しないこと
を決めているならば、当該学部の教授会にかける必要はない。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ように読める。ちなみに、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は理解していた（末川博「教授休職問題をめぐって」前掲『京
大事件』42 頁）ので、なぜ戦後になってこのようなことを言い出したのか不明である。

　　　宮本は、この座談会における末川の一連の発言について「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」（72 頁）と、痛烈に批判している。末川は事件当時評議員だったので、「ぼ
やっと出ておった教授」ではないと思われるが、「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」（72 頁）と小西を評価する宮本からは、このような末川の
発言は看過できなかったのであろう。
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