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≪シンポジウム記録：論文≫

滝川事件と恒藤恭 ―「市民的自由」の視点から―

久　野　譲太郎

“自由とは、危機にさいして、力の要求に敢然と抵抗する勇気である。”

 ― H・J・ラスキ

はじめに

　世に「京大事件」としても知られる滝川事件は、1933 年、京都帝国大学法学部を主たる舞

台として起こった、強権による「学問の自由」および「大学の自治」に対する弾圧事件である。

これに対し法学部教授団を中心とする、多くの学生や知識人たちは激しく反発、ジャーナリズ

ムや世論をも捲き込んで自由を擁護するための一大抵抗運動が展開されるところとなった。そ

の顚末に関しては松尾尊兊や西山伸による研究ないし資料紹介があるため委細はその参観を乞

うとして（1）、ここではごく大まかにのみその性格について触れておくと、それは従来、ファシ

ズム抬頭のただなかにあって、自由主義陣営がおこなった最後の組織的抵抗として位置づけら

れてきた。たとえば古くは前芝確三がそれを「学問の自由のための堂々たる、しかも華々しい

闘いという点で、戦前における最後の偉観」とふり返っているし（2）、松尾もまたそれを「満州

事変後の日本のファッショ化の進行を示すとともに、それに対する知識人の組織的抵抗の最後

の事例」と定義している（3）。そしてまた同時に、このような「華々しい闘い」や「組織的抵抗」

のなかにあって、その中心的存在として在ったのが、最後まで辞意を貫いたいわゆる「硬派」

の法学部教授陣であり、とりわけ憲法学・行政法学者の佐々木惣一とともに、法哲学者の恒藤

恭であるとされてきた。広川禎秀は恒藤を、佐々木の事件論を深く呼吸しながらも事件が有す

る歴史的意義を最も明確化、理論的に普遍化した人物として論じ（4）、西山も恒藤を「最強硬派」
───────────────────────────────────────────────
　（1）　松尾尊兊『滝川事件』岩波書店、2005 年、西山伸「京大滝川事件再考」丸山宏他編『みやこの近代』

思文閣出版、2008 年、同「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』2006 年、同「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』2009 年、同「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』2011 年、
同「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』
2013 年など。また資料集として世界思想社編『瀧川事件──記録と資料──』世界思想社、2001 年
がある。

　（2）　前芝確三・奈良本辰也『体験的昭和史』雄渾社、1968 年、94 頁。
　（3）　松尾尊兊「京都大学瀧川事件」『昭和ニュース事典』（4）、毎日コミュニケーションズ、1991 年、28 頁。
　（4）　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、2003 年、

第 3 章参照。また、同「瀧川事件と恒藤恭」山梨県立文学館編『企画展 芥川龍之介の手紙──敬愛
する友 恒藤恭へ──』2008 年、67 頁も参照。
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と指摘（5）、そこに恒藤の事件における位置を観ている。つまり恒藤はかような事件をめぐる抵

抗のなかでも特に、問題の本質と意義を的確に洞察して論陣を張るとともに、またそのため自

ら透徹した主体的たたかいを展開した人物という意味で、その思想的中枢と見做されてきたと

いえようか。

　以上のような一連の研究成果をふまえつつ、ここで小稿に与えられた課題とは、こうした事

件と恒藤との関係をより一層究明することを通じて、事件や恒藤の営為が有する歴史的意義を

あらためて把えなおすことである。そこで以下では、主に恒藤の事件に対する応答に焦点を定

めつつ、この点を順次掬いあげてゆくこととしたい。ただし、小稿は如上の先行する説得的な

諸研究の修正を意図するものではない。ただ、そこで事件の歴史的意義と言い、恒藤がその意

義を普遍化したと言うとき、それはより具体的にはいかなる点でそう言いうるものなのであろ

うか。小稿ではこの点を筆者なりの視点からもう少し掘り下げてみたいと念う次第である。そ

してそのため、ここでは方法上ひとつの有効な分析概念として、政治思想史的概念である「政

治的自由」と「市民的自由」というふたつの自由概念を用い、この角度から事件の性格とそこ

での恒藤の主張を検討することを試みたい。ここで言う「政治的自由」とは、それを権力との

関係で言い直せば、それは「権力への自由」、すなわち古典的には公権力へのコミットメント

によって自己実現を図ろうとするいわばルソー的な自由であり、反対にそれと対置される「市

民的自由」とは、暴力装置としての公権力の危険性を意識しながら、むしろそこから独立した

個人やその活動空間の創出をこそ重視しようとするロック的な「権力からの自由」を意味して

いる。それはよく知られるバーリンの概念で言い換えるならば、「積極的自由」に対する「消

極的自由」の尊重とも言えるであろう（6）。もっとも、今更絮語するまでもなく、こうした概念

の区分とは近代的権力国家との関係で自由を把えたものであり、その点で、社会的文脈で把え

られたより広義の自由概念が持つ外延を狭める懼れがあることは否めない（7）。またふたつの自

由と言ってもそれらは独立に自存しうるものではなく、現実には両者一体となって初めて真に

自由が実現されるということも筆者とて知らぬわけではない。しかしそれらの謗りを甘受しつ

つも敢えてここでかかる概念を便宜上用いるのは、それを座標軸とすることにより従来あまり

強調されてこなかった事件やそこでの恒藤の営為が有する特徴的な一面を一層浮き彫りにしう

───────────────────────────────────────────────
　（5）　西山「滝川事件再考──宮本英雄法学部長の局面打開策を中心に──」、47 頁。
　（6）　 I・バーリン「二つの自由概念」『自由論』みすず書房、1971 年参照。
　（7）　実際、恒藤自身、より広い社会的広がりのなかで自由を考えていたと思われる。たとえば、恒藤は

一貫して無産階級に対し注目を払っているが、これは彼が単に自由を権力との関係のみならず、資本
との関係でも把えていたことを示唆している。また彼が 1920 年代に一般大衆を対象とする上田自由
大学に出講したことなどを考えても、自由の問題をより広い文脈で考えていたことは彰かであろう。
しかしながら滝川事件とは、とりわけ権力との関係で学問や思想の自由が問題となった事件であり、
それゆえに恒藤自身もまたそこではかかる自由を特に主題化して論じている。従って小稿では、小稿
が用いる図式が恒藤の自由認識の一面をしか把えていないことは自覚しつつも、敢えて「市民的自由」
という観点からの分析を試みる次第である。
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ると考えるからである。よって以下ではかかる視点に基づいて、あらためて事件と恒藤の主張

を思想史的に整理、もってその歴史的意義を闡明することとしたい。

１．恒藤恭の時局認識と「非常時」下の「自由」

（1）恒藤の事件および「非常時」認識

　滝川事件が起こった当初、恒藤は事件を果たしてどのような性格を持つものとして認識して

いたのであろうか。恒藤の事件への対応を観るにあたり、まずはこの点を簡単に確認すること

から始めよう。

　それによれば、恒藤はそのはじめから、事件を単に京都帝国大学のみの問題ではない、その

他大学を含めた学界、更にはより広い思想界全般の問題として把え、それを「非常時」という

昨今の時代情勢と密接に関連づけて把握していた。たとえば 1933 年 6 月 28 日の『東京朝日

新聞』に掲載した論説において恒藤は、「「京大問題」は、非常時日本の社会の一断面をかたち

づくるものとしての思想界に対し、大きい衝撃をあたへた。」（8）と指摘、「京大法学部の教授に

せよ、学生大衆にせよ、たゞ単に「大学における研究の自由の擁護」といふ、限定された目的

のために、官憲の圧迫と戦ひつゝあるものではなからう」（9）と述べたうえで、森戸辰男の論説

をきわめて肯定的に援用、紹介している。

　実に、森戸氏が正しく判断してゐるやうに、このたびの京大問題は、「わが国文化の一

大危機を象徴する重大なる文化史上の問題」であり、私たちの眼の前に、「文化と自由と

をじうりんし去らうとする反動的社会勢力と、わが国民に文化と自由とを擁護し保持しよ

うとする進歩的社会勢力との間の闘争の一縮図」が、彩色あざやかに展開されてゐるので

ある。かやうな事態をどう察せる森戸氏は、「全国諸大学の教授が──官公立大学も私立

大学も、文化科学部も自然科学部も──反動勢力の侵犯に対して大学の自由を擁護する

為に結束けつ起せられんこと」を希望し期待すると同時に「一般社会もまた、この問題を

象牙の塔の塔内に起つたセンセーシヨナルな一事件として対岸の火事視し去つてはならぬ。

学外における進歩的大衆もまた大学擁護運動に対する連帯性を意識して、これを理解し、

支持し、適切なる手段を以てこれを後援せねばならぬ」と主張する。（10）

　つまり恒藤はここで、事件をその当初の段階から狭い大学のなかの問題ではなく、迫り来る

「非常時」という事態と連動した「文化と自由」そのものの危機として認識していたといえよう。

そして「文化と自由とをじうりんし去らうとする反動的社会勢力と、わが国民に文化と自由と

を擁護し保持しようとする進歩的社会勢力との間の闘争」という森戸の言葉を象徴的に紹介し

ているように、恒藤はかかる「非常時」に対して「文化と自由」を擁護する重要なたたかいの

───────────────────────────────────────────────
　（8）　恒藤恭「文化危機に備ふ 京大問題について」『東京朝日新聞』1933 年 6 月 28 日。
　（9）　同前。

（10）　同前。
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場としてこそ、滝川事件を位置づけていたのである。そうであればこそ恒藤にとり、このたた

かいは事件当初よりすでに決して譲れないたたかいであったとも言えるであろう。

　それでは、恒藤がかく言うときの「非常時」とはどのような事態を意味していたのであろうか。

次には事態をより見易くするため、前提としてここで頻りに言われる「非常時」につきもう少

し恒藤の認識を観ておくこととしたい。そこであらためて恒藤が当時発表した論説類を瞥見す

ると、この問題ついて、彼は同年 9 月 3 日から連載された『読売新聞』の論壇時評において様々

な角度からの点描をおこない、その認識の一端を披瀝している。そのため以下小稿もこれに即

して観てゆけば、恒藤はそもそも、この「非常時」とは一過的な現象ではなく、社会的背景に

根をはった構造的なものと見ていたようである。「政党人たちの考へるよりは遥かに根柢の深

い諸条件にもとづいて発生した非常時は、それらの諸条件が頑強に社会の内面に蟠踞してゐる

限りは、依然として存続して行く」（11）であろう、と恒藤は述べている。ではその根本的な原因

は何かと言えば、その主要な原因のひとつを恒藤は従来盛期段階にあった資本主義がその成長

を終え、爛熟した末期資本主義の段階に入ったという経済構造の変化に求めている（12）。末期

資本主義とは言い換えれば独占段階の資本主義とも言いえるが、その進行はやがては国内にお

いて様々な社会問題を惹起すると同時に、対外関係においては市場や資源を国外に求める帝国

主義や植民地を抱え込んだ排他的なブロック経済へと発展するであろう。恒藤自身そこでこ

うした傾向を指摘して、「世界経済会議の失敗の結果、にはかに顕著となつて来た世界経済ブ

ロック形成の傾向は、非常時経済の国際的側面に関する理論的考察にとつて、中心的なテーマ

を成す」と主張している（13）。そのうえで彼は各論者の論説を簡潔に紹介、批評を試みているが、

いずれにしてもかかる対抗的なブロック経済圏同士の軋轢が戦争へとつながる危険性はきわめ

て大きいと言わざるをえない。そして実際、恒藤は満州事変以後の日本を観察しつつ、日本も

またこうした世界の趨勢に深く捲き込まれつつあると見ていた。国際経済におけるブロック経

済化を論じた返す刀で恒藤は日本経済における戦費や軍事費の増大を鋭く指摘している。

　平常時にあつても、国家の財政が一般社会の経済に向つて甚大なる圧力を加へ来つたこ

とは、日本の国民経済の特色の一つを成すのであるが、満州事件費、軍事改善費、時局匡

救費などの巨額の費目の加はつた非常時国家の財政が、非常時国民経済の運命を左右する

力は測り知り難いものとなつた。（14）

　恒藤は満州事変以降の戦費や軍事費の増大が国家の赤字財政を膨らませ、結果として国民経

済を強く圧迫していることを看破、それを国内経済面における「非常時」化の一斑と把えたと

───────────────────────────────────────────────
（11）　恒藤恭「非常時経済論」『読売新聞』1933 年 9 月 3 日。
（12）　こうした認識は一貫して恒藤が懐いた資本主義認識である。この点の詳細ついては広川前掲書、特

に第 2・4・5 章参照。また恒藤は事件に際しての論説でも、同様の認識を自由主義を考察する文脈で
簡潔に披瀝している（恒藤恭「自由の価値」『読売新聞』1933 年 9 月 2 日）。

（13）　恒藤「非常時経済論」。
（14）　同前。
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いえよう。なお、ここでも同じく恒藤は識者の論説を紹介して論評を加えているが、そこで、「国

民経済の全存立が危機にのぞんでゐる現在の情勢の
ママ

おいて、国家の執るべき『赤字克服策』に

ついては、一層具体的な、一層突ツ込んだ論策を展開して欲しかつた」（15）と評したように、彼

はかかる非常時国民経済の改善をこそ経済面における喫緊の課題として要求していたと言える。

　また更に別の角度から言えば、こうした事態とは、政治面においては世界的に「民主政より

独裁政へ」（16）という政治形態の変化を惹き起こすとともに、同時にそれは日本においては犯罪

のテロリズム化とも密接な繋がりを有していると恒藤は見ていた。彼は「わが国では、血盟団

の活動や、五・一五事件やを序曲として、非常時が開始されたのであるから、非常時と犯罪と

の二者には密接な関係が存するといふ考へが、一般人の脳裡に強く刻み込まれてゐる」（17）と指

摘、今度は国家の法治面を論じている。その際彼が非常時犯罪論の観点に立って引用するのが

木村亀二と瀧川幸辰という二人の刑法学説であるが、ここでも彼が重視したのは、両者がとも

に「現代の犯罪の圧倒的大部分が資本主義的制度によつて因果的に制約されつゝ発生するとい

ふ根本的事態を肯定する」（18）というその姿勢である。そして恒藤はそこで、その対策として現

存社会の修正をこそ求め、「刑罰の非常的手段に訴へる」（19）こと、すなわち治安維持法改正に

よる厳罰化を危険視する態度に賛意を示すとともに、また併せて、「治安維持法の改正などと

並んで現政府の非常時対策の一主要項目を成すところの思想対策」（20）についても土田杏村の論

説を紹介しつつ、当局への痛烈な批判をおこなっている。

　『私は、国民の間に或る一つの思想を強烈に宣伝鼓吹するよりは、認識内容としていろ

いろの思想を提供すると同時に、自己批判的な人間態度を養成することが、根本的な思想

対策であると考へてゐる。しかも、かうした思想対策は、これまで我が国において政府当

局者により、多く顧みられるところの無かつたものである』といふ土田氏の言は、政府当

局者、ことに文政当局者の蒙を啓くために十分役立ち得るものを示してゐる（21）

　と。以上を要するに、恒藤は資本主義経済の矛盾の昂進が国際的には帝国主義戦争やブロッ

ク経済を惹起するとともに、国内においても政治の独裁化や社会状勢の緊迫化を誘引し、更に

はこれに応じた治安維持を名目とする官憲の弾圧と統制をももたらしていると見ていたといえ

よう。よって換言すれば、国際的な資本主義経済の行き詰まりを中心とする構造的要因によっ

て社会が混迷化するなか、ファシズムや独裁化が進行、それに伴って多様な文化や自由な思想

の在り方が圧迫を受けつつある昨今の状勢を指して、恒藤は「非常時」と見做していたと言え

る。これは同時代人としては実に的確な時代認識であったと言うべきであるが、まさにこのよ
───────────────────────────────────────────────

（15）　同前。
（16）　恒藤「自由の価値」。
（17）　恒藤恭「犯罪論と思想対策論」『読売新聞』1933 年 9 月 5 日。
（18）　同前。
（19）　同前。
（20）　同前。
（21）　同前。
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うな文脈のなかにあって、滝川事件もまた惹き起こされたのであった（22）。してみれば、恒藤

が事件をかかる「非常時」のなかにこそ位置づけて論じたのも、それは当然であったと言わな

ければならないであろう。

（2）危機に瀕する「自由」と要請される「自由主義」

　それではこのような「非常時」下、弾圧のさなかにあって危機に瀕し、そのため恒藤がとり

わけ擁護の必要を訴えた「自由」とはより具体的にはどのような性格のものを指していたので

あろうか。この点を簡単に確認しておくこととしたい。もっとも、それが個別的には「学問の

自由」であり、「思想・言論の自由」であったことはすでに今まで観てきたところからも彰か

であろう。だがそれらはいかなる性格と機能を本質とする自由なのか。この点恒藤の論説に即

して確認をすれば、恒藤は同時期に執筆した五・一五事件の裁判をめぐる論説のなかで、その

機能についても簡潔にコメント、示唆をしている。

　諸種の言論機関が、とりわけジャーナリズムが、甚だしい抑圧を被りつゝある当今の社

会の有様をかへりみると、酷暑期の諸新聞の紙面に連載された五・一五事件の公判の記事

は、思ひ切つて自由に行はれ得た被告たちの言論をかなり詳細に報道したものとして、特

殊の興味をそゝり起した。該事件の被告たちをして、彼らの言はむと欲する所を公開の法

廷で思ひのまゝに陳述することを得させた裁判官の態度は、真に寛容の精神にあふれたも

のであつて、（長谷川如是閑氏の表現の仕方に倣ふならば）、『法廷自由主義』のあらはれ

とも呼ばるべきところのものであつた。そして、この法廷自由主義のお蔭で、政党、財閥、

重臣、軍閥、等々の特権階級もしくは支配階級を痛烈に批判し、罵倒せる青年軍人諸氏の

言論が、来る日も来る日もおほつぴらに諸新聞に現れて、全社会を通じて大きいセンセー

ションを喚び起し、なかんづく特権階級や支配階級の人々の膽を寒からしめた。（中略）

自由なる言論が、ことに社会の根本的矛盾、根本的欠陥についての自由なる言論が、如何

に有効且つ有益なる影響を現実の社会に対して及ぼすかと云ふことの適切な例証を、私た

ちはまざ

〵 〳

と見せ付けられる思ひがした。（23）

　ここには恒藤の思想や言論の自由をめぐる昨今の社会情勢に対する深刻な危機感が表出して

いるのと同時に、またかかる思想や言論の自由が権力を批判し、権力から独立したその批判機

能によって健全な社会を作るのにいかに不可欠なものであるかを指摘しようとする恒藤の姿勢

を観取することができるであろう。従って、ここで問題となる思想や言論の自由とは、それを

先に提示しておいた自由の概念に照らして観るならば、それはまさしく「権力からの自由」を

本質とする自由にほかならず、それゆえ刻下とりわけ危機に瀕する自由もまたまさにそれは「市

民的自由」の数々にこそほかならなかったと言うことができる。そして滝川事件とは実に、こ

───────────────────────────────────────────────
（22）　恒藤の事件時におけるファシズム認識およびそれと事件との関係認識については、広川前掲書、

184 － 188 頁に詳しい。
（23）　恒藤「自由の価値」。
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うした「からの自由」を保障する「市民的自由」の弾圧を象徴する事件であったのであり、恒

藤をはじめとする多くの抵抗もまたこれをめぐってこそおこなわれていたといえよう。ここに

滝川事件が有する大きな特色もあった。そしてこの点とは近代日本の思想史に照らした場合、

きわめて重要な意味を持つことであったと言えるが、しかしそれついてはのちほど章をあらた

めて詳しく論ずることとして、ここでは恒藤の事件および時代認識に関してもう一点だけ、重

要な点を附け加えてしておくこととしたい。

　それは恒藤がこの時期、社会の非常時化を意識しながらも、しかし未だ完全に非常時になり

きったわけではないとも認識していた点である。その証拠に、恒藤は先にも引用した当時論説

のタイトルに「文化危機に備ふ」（24）という表題を用いている。言うまでもなく「備ふ」とはこ

れから来たるものに対してとるべき応答的態度であって、完全に到来し来ったものへの応答を

意味する表現ではない。すなわち、それは恒藤が非常時とはいえ、1933 年の事件段階を、未

だこれに対する積極的抵抗や変革が可能な時期、つまりはたたかうべき時期と認識していたこ

とを意味している。そのために、恒藤はそこで、圧迫に対しかえって昨今、自由や自由主義の

価値を見直そうとする動きがあることを指摘、しかも非常時化する社会にあって必要とされる

それは、単に自他の自由を尊重するだけの心的態度としてのそれではなく、あくまで強権や

ファッショ勢力の圧迫に対して敢然と抵抗する自由主義でなければならないことを主張したの

である。

　「自由主義」への新しい関心の昂まりが、最近の思想界を特徴づけてゐるが、この事は、

反動的勢力の著しい強化につれて、「自由」が如何にその貴重性を増大して来たかといふ

ことを示す。だが、「単に自他の自由を尊重する心的態度」としての自由主義は、現在の

社会において特別の意義をもつものではない。自由に対する圧迫、侵害に向つて敢然抵抗

し闘争する気力を伴ふところの、自由尊重の精神こそは、まさに現在の思想界において人々

の関心の対象たるのである。（25）

　事実、恒藤は自身、こうした「たたかう」自由主義を実践すべく、事件に際し敢えて「自由」

と「行為」についての哲学的思索を展開、それをもって法哲学者として強権と時代に抵抗する

ことを試みている。京大の辞職といういわゆる「死して生きる途」の選択もまた、それはその

ときに構想された「否定的自由」の躬行にこそほかならない（26）。つまり恒藤はそこにおいて、

現在必要とされる自由主義がまさに権力の圧迫に対し、「からの自由」を守って「敢然と抵抗

する」、すなわち積極的にたたかう自由主義であるべきことを身をもって主張していたのである。

　そして事件とは、恒藤にとり、かかるたたかう自由主義が未だ日本の社会に残存することを

───────────────────────────────────────────────
（24）　恒藤「文化危機に備ふ 京大問題について」。
（25）　恒藤恭「大学の史的考察 京大問題の諸批判」『東京朝日新聞』1933 年 6 月 30 日。
（26）　この点については、拙稿「「死して生きる途」生成の論理──「恒藤恭ノート」（1933 年 4・5 月）

を手がかりとして──」（恒藤記念室編『恒藤恭滝川事件関係資料・神戸時代の井川（恒藤）恭』大
阪市立大学大学史資料室、2012 年所収）を参観されたい。
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まざまざと見せつけたできごとでもあった。恒藤は言う。「かやうな精神（自由に対する圧迫、

侵害に向つて敢然抵抗し闘争する気力を伴ふところの、自由尊重の精神──引用者）がなほ

我国の社会の一部に存在せることを実証するものとして、京大事件は人々の心に深い印象をき

ざみつけた」（27）、と。

　それでは果たして、恒藤にたたかう自由主義の残存を証明したものとは一体何であったのか。

次ではこの点について観てゆくこととしたい。

２．学生運動の展開とその歴史的意義

（1）自由を擁護する組織的たたかいの展開

　恒藤は事件の渦中にあって、自らが期待する、たたかう自由主義の日本社会における残存を

確認した。それでは恒藤にその事実を見せつけたできごととは何であったのであろうか。それ

は一言で言えば事件をめぐる京大を中心とした全国的な「学生運動」の隆盛であり、ひいては

知識人や労働者、世論をも捲き込んだ一大抵抗運動の展開にほかならなかった。そのため、以

下本章ではこうした抵抗運動の拡がりについて概観をしたうえで、その歴史的意義についても

言及しておくこととしよう。

　滝川事件に際しての学生を中心とした抵抗運動の展開についてはすでに松尾の研究が詳しく

紹介をおこなっている（28）。よってここではそれを参観しつつ、若干の補足も加えて当時の運

動の展開をごく簡単になぞっておくと、事件に際し、何よりその抵抗運動の中心を担ったのは

当然ながら京大法学部の学生たちであった。彼ら法学部学生は事件が表面化するやただちに学

生大会を開催、文部省糾弾と法学部教授団支持を敢然と決議したほか、大学院学生もまた総退

学を決議して抗議、以来彼らは最後まで運動の中心でありつづけた。「硬派」教授の一人であっ

た田村徳治が指摘しているように、5 月 26 日の教授陣連袂辞職ののちには、教授たち自身

以上に、むしろ彼ら学生たちこそが事件の重要な抗争主体であったとさえ言えるであろう（29）。

しかもこうした学生たちの抵抗運動は法学部には留まらず、ただちに経済学部や文学部にまで

波及、時をおかずして京大全学学生大会の開催に至る。この過程において、出身の旧制高等学

校別に代表者を選出して中央組織を支える出身高校別代表者会議、いわゆる「高代会議」が成

立、それが組織の支柱的役割と運動の推進力を担ったことはよく知られている。しかもこれに

加えて、現役の学生だけではなく、法学部の同窓会組織である有信会が法学部支援の声明を出

して運動をバックアップしたほか、京大と隣接して近しい関係にあった第三高等学校の学生か
───────────────────────────────────────────────

（27）　恒藤「大学の史的考察 京大問題の諸批判」。
（28）　松尾前掲書、201 － 222 頁。また伊藤孝夫『瀧川幸辰 汝の道を歩め』ミネルヴァ書房、2005 年、

116 － 182 頁も参照。
（29）　田村徳治「京大問題新解決案批判」『改造』1933 年 9 月、42 頁。
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らも法学部擁護の決議が出されるところとなった（30）。そして更には、運動はやがて学内や京

都を越えて他の帝国大学にまで拡延、東京、東北、九州の各帝大で学生運動が昂揚したのみな

らず、それら帝大の学生を中心としつつ、公立、私立大学の学生をも含めた学生たちの自主的

抵抗組織である「大学自由擁護連盟」の結成にまで至ることとなるのである。それらは当時東

大経済学部の助手であった大河内一男が「戦前における学生運動史の一頂点をなすもの」（31）

と述べているがごとく、まさに戦前にあっては空前絶後の規模を伴った学生運動の展開であっ

たばかりでなく、更にそれが恒藤自身も指摘しているように、左翼的なイデオロギーに指導さ

れた運動ではなく、純粋に学問や言論の自由といういわば「市民的自由」を擁護するための運

動であった（32）という点で画期的性格を持つものと言えた。

　そしてそれゆえにこそ、この学生運動は事件をたたかっていた「硬派」教授陣たちの多くに

対し、多大な感銘を与えるところともなった。たとえば「硬派」の主導者的存在であった佐々

木惣一は、「彼の学生運動は真に人をして感激せしむるものであつた」（33）とふり返り、事件当

事者であった瀧川幸辰もまた、「私自身大学を去る最後の日に、却つて学生諸君から最も力強

い人格の陶冶を受けた」（34）と書き留めている。そしてそれは恒藤においてもやはり同様であっ

たものと思われる。恒藤は事件当時、学生に向けて彼らを個人的にバックアップするような論

説をいくつも執筆したが、そこには学生運動に対する恒藤の感銘と学生たちへの信頼が横溢し

ている。

　学生大衆は、大学の自由、学問の独立がむざ

〵 〳

と蹂躙されるのを、たゞぼんやりと

傍観するやうな意気地の無い青年の群れではなかつた。事件が次第に険悪なすがたを呈

しつゝ発展するにつれて、まつたく自発的に彼等の独自の立場から学生大衆が動き出し

た。すなほな、誠実なこゝろもちで事件の経過を見まもつてゐた彼等は、たやすく端的に

今度の問題の真相を理解した。純真な彼等は、わざと歪曲的に問題を観ようとする考へを

持つてゐなかつたから、最初から問題の本質的意義をはつきりと認識しつゝ、これにもと

づいて自発的に──彼等自身の自由意志にもとづいて、何ら躊躇することもなく起ち上

がつた。（中略）夥しい学生の数を包含する学生大衆が、その複雑な内面的構成にも拘らず、

そしてさま

〵 〳

の゙誘惑や、威嚇や、圧迫や、干渉やにも拘らず、能く整然たる統制をたも
───────────────────────────────────────────────

（30）　猪木正道「河合教授とその頃の私」大河内一男・清水幾太郎編『抵抗の学窓生活』要書房、1951 年、
68 頁。

（31）　大河内一男「満州事変から太平洋戦争まで──社会史的解説──」大河内・清水編前掲書、184 頁。
（32）　恒藤恭「総長と教授と学生大衆」『文藝春秋』1933 年 8 月、198-199 頁。恒藤恭「或る京大学生に

送る書信」『改造』1933 年 8 月、150 － 152 頁、199 頁。もっとも、運動には左翼系の学生たちも当然
ながら多数含まれてはいた。しかし彼らはそれまでの弾圧で組織的には壊滅状態に陥っていたことと、
また戦術的な意味もあって、事件時にはイデオロギー色を前面に出すことは控え、「学問の自由」の
擁護と文部省の批判に主題を限定しつつ、運動を内部で支えていた（一円一億「京大末期の頃の田村
先生」田村会編『田村徳治』1960 年）。

（33）　佐々木惣一『疎林』甲文社、1947 年、93 頁。
（34）　瀧川幸辰「近親に送る手紙」『文藝春秋』1933 年 9 月、76 頁。
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ちつゝ団体的行動を頑強につゞけて行つたことは、驚嘆に値ひする事実であつた。（35）

　ここには恒藤の学生運動に対する感動が率直に吐露されているのを観取することができよう。

また別の個所では曰く、

　かれら（学生大衆──引用者）こそ、哲人プラトーの道破したごとく、節義を重んじ、

勇気に富める愛国者の資格の所有者である、と言はれ能ふであらう。──すくなくとも、

今回の京大の非常時に際して、学生大衆はさうした資格の修養にむかつて歩みを進めた。

そして私たち教授は、学問研究の途上における善きみちづれとしての彼等の存在を、いと

も頼もしく見まもつたのであつた。それに照応した親しみと信頼との感情は、大学への往

き帰りの機会などに出会ふ学生諸君の私たちに対する素振の中にもおのづとあらはれてゐ

た。だが、こんどの学生運動がクライマツクスに達した五月二十六日の第二回全学学生大

会において、教授たちと学生大衆とは、心の底から互ひに共鳴し、協力しつゝ、未曽有の

大学危機の克服のために堅くかたく手をつなぎ合つたお互の「運命的」な結合のすがたを、

最も劇的な場面において見かはしたのであつた。総長手許に辞表を呈出したのち、法学部

教授、助教授の全員が、学生諸君に訣別するために、大会の会場たる第一法経教室に歩み

入つたとき、広大な教室に満ちあふれた全学の学生大衆は、会場をゆるがす物凄い拍手の

ひゞきを以て私たちを迎へた。司会者、渡辺貞之助君が壇上に立つて、私たちが大会に来

り現れた理由を述べはじめたとき、涙もろい私は不覚の涙をとゞめ得ないまゝに、折りか

ら向ひの壁面の丈け高い窓にさんぜんとかゞやく夕映えの光を茫然と見まもつてゐた。（36）

　恒藤は決して独りで事件をたたかっていたのではなかった。彼はこうしたたたかう「学生大

衆」によって支えられながら、また自らも彼らを支えつつ、ともに事件をたたかっていたので

ある。その意味において恒藤はここで、まさに広川が指摘するごとく、「たたかう大衆」の存

在を直に目撃したといえよう（37）。そしてそれは同時に、恒藤にとり、刻下社会に必要とされ

ている、たたかう自由主義の存在をその最も身近において発見したことでもあったのである。

それは恒藤にとって大きな感動であったに相違ない。しかももう一点補っておくならば、かよ

うな京大支持やファシズム反対の動きは、単に大学や学生という枠組みに留まらず、より広く

知識人層やひいては労働者階級にまで浸透する様子を見せたことも重要であった。その典例は

ナチスの焚書と滝川事件に抗して自由主義的知識人や作家らによって自由と文化の擁護団体で

ある「学芸自由同盟」が結成されたことであったが（38）、そのほか、左翼陣営からもたとえば

東京の唯物論研究会から応援声明が出されるなど、イデオロギー的な相違を超えて多くの知識

人たちから京大への支持が寄せられていた。またより広い文脈では、知識人層のみならず、労

───────────────────────────────────────────────
（35）　恒藤「総長と教授と学生大衆」、197 頁。
（36）　同前、199-200 頁。
（37）　広川前掲書、179 － 183 頁参照。
（38）　この点については松尾前掲書、224 － 226 頁が詳しい。
（39）　高桑末秀『日本学生社会運動史』青木書店、1955 年、221 頁。
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働者階級の間でも関東で反ナチス・ファッショ粉砕同盟が、関西では暴圧反対・ファッショ粉

砕同盟が結成されて全国的に反ファシズムの運動が昂揚を見せるとともに（39）、松尾も詳しく

論じているように、ジャーナリズムや出版界、論壇の多くも京都のそれを中心として京大側の

主張を支持して論陣を張っていた（40）。そして世論もまた、それが仮に時代閉塞に応じたすぐ

れて気分的なものではあったとしても、少なくともこの時点では地元京都を中心に多くは京大

側の肩をもっていたのである。三高の学生として事件を目撃していた猪木正道は、当時の雰囲

気を回想して「「京都中が興奮のるつぼに投げこまれた感じで、学生街の食堂のおやじ等は、「鳩

山が京都へ来たらただでは帰さぬ」といきまいている始末だ」（41）ったと語っている。つまり恒

藤自身も渦中にあって指摘したとおり、反ファシズム、自由擁護の運動は京大学生や大学関係

者を中心としつつも、イデオロギーや階層の差を超えて幅広く支持され、より大衆的レヴェル

においてまで展開されていたのである（42）。しかも学生たちの運動がそうであったように、知

識人や労働者層の運動もそれが直接的にはファシズム反対と京大擁護の主張に呼応したもので

あった限りにおいては、それもまた広くは「市民的自由」を求める運動の一斑に数えうるもの

であったと言いえよう。

　そしてだとすれば、このような幅広い運動の展開が、たたかう自由主義を求める恒藤に大き

な衝撃を与えなかったはずはないであろう。加えて、先にもわずかに触れたことながら、かか

る一連の運動とは、実は近代日本の思想史的伝統全体に鑑みても、きわめて大きな意味を持つ

ものであった。なぜなら、近代日本の思想的伝統を顧みる限り、直接に「市民的自由」の獲得

を志向したこれほどまでに大きな組織的運動は、それ以前の日本社会には殆んど見受けられな

いできごとであったからである。従って次節では、前章以来持ち越した当該論件についても概

説、もって事件の性格を一層浮き彫りにするための一具を供する次第である。

　

（2）運動の歴史的意義と恒藤の役割

　そこで以下では一旦事件そのものの分析からは離れ、まずは近代日本における「自由」の伝

統的な在り方について先行研究に依拠しつつ概観を試みておくこととしよう。なかでもここ

では、とりわけこの点について主題的検討をおこなった石田雄の研究に即して観ておくと（43）、

石田によれば、近代日本における「自由」の性格とは、概して「権力への自由」は強く存在し

───────────────────────────────────────────────
（40）　松尾前掲書、223 － 229 頁。
（41）　猪木「河合教授とその頃の私」大河内・清水編前掲書、68 頁。
（42）　恒藤「総長と教授と学生大衆」、197-198 頁。もっとも、よく知られるように京大法学部教授会と

いう組織としては外部への働きかけや連帯を固く戒めており、そのため、形式的には法学部教授会は
孤立して、何ら外部の運動と直接的連帯関係にあったわけではない。

（43）　石田雄『日本の政治と言葉』（上・自由と福祉）東京大学出版会、1989 年。以下近代日本における
自由の伝統的性格については石田の該研究を参観する。また、同「わが国における「自由主義」の一
側面」『日本近代思想史における法と政治』岩波書店、1976 年、松沢弘陽「自由主義論」『岩波講座
　日本通史』（18）岩波書店、1994 年も参照。



大阪市立大学史紀要　第 9号（２016年）86

たものの、「権力からの自由」すなわち「市民的自由」の方の伝統は弱い傾向にあったと言う。

たとえば明治の初期にあっては、「自由」の概念とは主に天賦人権論に則った自由民権運動の

思想家たちによって担われていた。この限りではたしかにそれは「からの自由」への志向性を

強く有するものであったとも言える。しかしながら石田によれば彼らはこの「自由」（リベル

テー）という理念を単数的に扱ったうえで、更にそれを「天」という儒教的規範主義と連結す

る形で摂取した。そのため、そこでは「自由ノ大義」への献身こそが説かれるところとなり、

そのなかで複数の市民的自由に配慮するという意識は欠落する傾向にあったというのである。

加えてそこでは目標価値としての「自由」の内容を決定する手続きへの敏感性を欠いたために、

大義への献身が心情的で、容易に他の方向へと流れる危険性をも包蔵していたという。かくし

て、自由を目指す民権論は、結果的には明治 20 年代に入ると一気に国権論へと転換していっ

てしまうこととなるのである。それはつまり、明治期よりすでに日本における「自由」の在り

方が、「への自由」たる「政治的自由」への傾斜を伴っていたことを意味している（44）。

　しかもかかる傾向は大正期に入ると一層顕著なものとなってゆく。大正期とは日露戦争の講

和をめぐる日比谷焼き討ち事件等をきっかけとして民衆が抬頭、いわゆる「大正デモクラシー」

の流れが形作られてゆく時代である。しかしこの「デモクラシー」とは「民主主義」（当時の

言葉で言えば「民本主義」）を意味する言葉であり、それは人びとの「政治参加」をこそ目指

す運動であることもすでに周知であろう。従って当然そこでは護憲運動や普選運動を中心とし

て政治的自由の獲得に関心が集中し、それに比して人権やリベラリズムの問題に対する直接的

な日常的関心は概して稀薄に留まるという事態を招かざるをえなかった。こうした事態とは、

たとえば国民が制限つきながらも一応初めてその政治参加を獲得した 1925 年の「普通選挙法」

の成立および「政党内閣制」の樹立が、「治安維持法」という市民的自由を制限する法律とほ

ぼ抱き合わせ的な形で成立していたことを思えば容易に理解されえることであろう。これは国

民が普通選挙法によって「への自由」を獲得する一方、他方で治安維持法によって自ら「から

の自由」を犠牲に供したことを意味している。またこれに加えて、大正期も 1920 年代に入ると、

思想界にはマルクス主義が流入して大きな衝撃と圧倒的な影響を与えることとなったが、この

マルクス主義が階級闘争による労働者の権力奪取を説き、政治参加に対して個人の市民的自由

の成熟を従属させたということも既知の事柄であろう。

　そして昭和期に入り、かかる大正期以来の民主主義の徹底による社会民主主義を目指す思想

的潮流がファシズムの抬頭によって壁にぶつかると、そこではあらためて自由主義に対する議

論が惹起されることとなる。しかしながらそれは、大勢としてはすでに自由主義に対する批判

を伴いつつ、「顚落」する運命にある「克服」されるべきもの、すなわち「顚落自由主義」と

───────────────────────────────────────────────
（44）　また明治期日本では、「放恣」と同一視される「欲望自由主義」が、ロック的な近代自然法に裏づ

けられた「市民的自由」によって十分に克服されなかったために、むしろ欲望自然主義的自由のなか
にあった自然成長的要素が社会進化論と結びついて西洋最新の科学的理論と見做され、未成熟な近代
自然法的思惟をかえって圧殺することに役立たされるという事情もあったという（石田前掲書、63 頁）。
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して論じられたのである。つまり現実に思想や言論の自由が危機に直面し、事後的にその重要

性を意識したときには事態はもはや手遅れの状況にまで来てしまっていたのである（45）。こう

した傾向は更にはやがて昭和後期になると弾圧と新体制運動のなかで一層つき詰められ、「翼

賛体制」という形に結実してゆくこととなる。それはまさしく、市民的自由を切り捨て、政治

的自由を肥大化させていった日本的自由のきわまった姿にほかならなかったといえよう。これ

がごく大まかに観た、日本における伝統的な自由の性格であった。

　さて以上、先行研究に依拠しながら近代日本における自由の性格の輪郭をごく簡潔に隈取っ

てきた次第であるが、これをふまえつつ、刻下の問題である滝川事件に戻ってあらためてその

性格を考えるならば、それが有する歴史的意義も一層鮮明に理解されえることであろう。つま

り滝川事件における抵抗運動とは、仮にそれがすでに手遅れな時期のものではあったにしても、

しかしそれは如上の近代日本の思想的伝統のなかにあって、稀に見る「からの自由」、すなわ

ち「市民的自由」を求める大規模な運動であったと言いえるのである。もちろん、それ以前に

も一部の運動や知識人の活動に限ればこうした性格のものが無かったわけではない。たとえば

大正期の黎明会の活動や、京大における澤柳事件もかかる性格を有するものであったことは疑

いえない。森戸事件や白虹事件などもこうした事例のひとつであろう。また大衆間の社会運動

のなかにもかような志向性がまったく含まれていなかったというわけでは決してない。しかし

ながら、知識人層から労働者層、ジャーナリズム、そして世論をも捲き込んでこれほど幅広い

層と規模において直接的に「からの自由」の擁護が志向された運動はほかに例を見ないと言っ

てもよいのではなかろうか。その意味で滝川事件とは、従来ファシズム抬頭の決定的な一里塚

ないしは自由主義者による最後の組織的抵抗といった評価の側面が強かったが、それと同時に、

それは近代日本において「への自由」ではない、「からの自由」を直接に目指す大規模な組織

的運動が成立した画期的事件であったとも言いえるのである。ここにこそ、滝川事件がとりわ

け思想史上有する大きな歴史的意義もあったといえよう。

　そして事件当時、「硬派」の教授陣、なかでも恒藤恭はこの点を鋭く洞察し、主張していた

のである。恒藤は言う。

　それ（滝川事件──引用者）は単なる京大法学部にとつての問題ではなかつた。すな

はち京大問題は、ひとり法学部のみならず、京都帝国大学全体にとつての問題であり、ま

たひとり京都帝国大学のみならず、官公立大学及び私立大学を併せた諸大学全部にとつて

の問題であつた。更に、それは日本の全社会にとつても相当に重き意義をもつ問題であつ

───────────────────────────────────────────────

（45）　この時期の自由主義をめぐって触れないわけにはゆかない思想家に河合栄治郎がいる。彼は「戦闘
的自由主義」を掲げて自由主義を体系化、国家主義とマルクス主義の両者に対抗して論陣を張ってい
た。しかし石田によれば、河合の自由主義も理論的に観たときには、一方では大正教養主義の観念論
的な傾向を引き継ぎ、他方ではイギリス思想のなかでも特に T・H・グリーンの影響を受けていたと
いう点、それらが彼が具体的な「権力からの自由」の現実政治における意味を的確に把えることを困
難にしていたともいう（石田前掲書、131 － 132 頁）。
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た。（中略）「京大における学問研究の自由」を擁護するための運動が中軸となつて、わが

国の諸大学一般における学問研究の自由を擁護するための運動、並びに広くわが国の社会

全般における思想の自由を擁護するための運動が、行はれたものに他ならない。真理の探

究、学問の研究は、決して大学によつて独占されるべき筈のものではない。したがつて、

真理探究の自由、学問研究の自由は、ひとり大学にとつてのみならず、亦一般社会の人々

のためにも保障されることが、大に望ましい。（46）

　恒藤は事件における抵抗運動がまさしく「市民的自由」の擁護という画期的な意味を持って

いることを的確に見抜いていた。それゆえに、彼はその意義を理念的に普遍化して社会に広く

訴えかけるとともに、また立場の違いを越えてたたかう学生大衆の歴史的意義を高く評価、「大

学の存立のために、学問の進歩、社会のために憂へる純真な動機から、すべての個人的利害を

かへりみないで運動してゐる若人たちのうつくしい精神とけなげな行動とに対して、こゝろか

ら敬意を払ふ」（47）と述べて、それを全面的に援護したのである。ここには、たとえば「一瀧川

の為に大学をつぶすわけにはゆかぬ」と語ってたたかうことを拒否した西田幾多郎（48）ら多く

の学内教官とは異なる（49）、「大学」という組織の論理には囚われない市民レヴェルの視野と認

識とが備わっているのを認めることができるであろう。ここに恒藤が事件において果たした大

きな役割もあった。

　しかしながらそうなれば当然、その反面では、西田らのように自らは主体的にたたかおうと

しない学者たちに対しては厳しい批判の目が向けられることになるであろう。事実、恒藤は論

説のなかで「今回の事件につき専門の刑法学者たちがそろひもそろつて沈黙を守つてゐるのは

甚だ遺憾」（50）とコメント、おそらくは東大の牧野英一や京大の宮本英脩ら、とりわけ瀧川と同

じく刑法学者であり、本来であれば真っ先に事件に対して理論的応答をすべきはずの学者たち

の傍観的態度を批判している。なかでもこのとき恒藤が特にその批判の鋭鋒を向けたのが、当

時刑法学の権威として瀧川とも並び称された牧野英一その人であった。恒藤は事件のただなか

にあって、この牧野と瀧川の学説を比較する論文を執筆、そこに自らの主張を強く滲ませて牧

野への批判を展開することになる。そのため、以下では章をあらためて該論文の内容を検覈、

その意図の参酌をもって恒藤の主張をより闡明とするための好便としたい。

───────────────────────────────────────────────
（46）　恒藤「総長と教授と学生大衆」、197 － 198 頁。
（47）　恒藤「或る京大学生に送る書信」、151 頁。
（48）　安倍能成『岩波茂雄伝』岩波書店、1957 年、349 － 350 頁。
（49）　京大の学内教官の大勢は瀧川処分もやむなしとの立場であったという（松尾前掲書、10 頁）。
（50）　恒藤「大学の史的考察 京大問題の諸批判」。
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３．牧野批判にみる恒藤の市民的自由擁護
　　―「刑法学における進歩的精神」をめぐって―

　恒藤は法学部教授団の一人として連袂辞職をおこなった約二週間後、「刑法学における進歩

的精神」と題する論文を脱稿し、翌 7 月の『中央公論』に掲載した（51）。それは先にも触れた

とおり牧野英一と瀧川幸辰の学説を比較検討する学術的な論文であるが、しかし事件に際して

沈黙を守る学者を批判した「法哲学者」恒藤が、敢えてこの時期に瀧川のそれを含む「刑法学」

の学説検討をおこなうという事情からしても、それが恒藤自身の事件に対する応答でもあった

ことは容易に推察される。従ってここではいささか煩雑となることを懼れず、該論文の内容を

恒藤の論述に即して詳しく検討することにより、恒藤の市民的自由に対するまなざしをそこに

泛かび上がらせておきたいと念う。

　そこで以下、必要最小限でその論展開を追ってゆくと、恒藤は当稿をまず近年日本の法学は

未曽有の危機の時代に直面しているため、これ対して法学がその学問的生命を保ちつづけるた

めには法学者の間に「進歩的精神」が堅持される必要があるということから説き起こしている。

　近年に至つて、日本の法律学はこれまで曽て経験しなかつたやうな荊棘にみちた難路に

踏み入つたのであり、おほいなる試練の時期に際会したかの観を呈してゐる。（中略）し

かも現に課せられた使命を回避することなく、正しく且つ適当な仕方で遂行することによ

つてのみ、法律学はその真の生命を保有し能ふ筈であつて、その際、若しも努力の目標と

方法とをあやまるならば、学問的生命の無い憐れむべき存在と化して仕舞ふ恐れがある。

（中略）この危機を克服し、法律学をしてその学問的生命を保有し得させるためには、法

律学における進歩的精神が法律学者たちによつて堅く堅持されわが国の社会のすこやかな

存立、発展に役立つやうな仕方で生き

〵 〳

と働かせられねばならぬ。（52）

　恒藤がここで言う「危機」、「試練の時期」が具体的にはいかなる事態を指すのかはこの記述

からだけでは彰かでないが、しかし滝川事件の渦中という事情、および恒藤の従来の時代認識

を勘案するならば、それがいわゆるファッショ化に伴う「非常時」を意味していると忖度する

ことは容易である。またそれに対する「進歩的精神」についても、それは各人や法律分野の性

質によってその表れ方が異なるとされてはいるものの、しかし基本的には法と社会的現実との

間に発生する矛盾と向き合い、その時代時代において従来の法制度を批判してより良き法制度

の実現と法学の進歩のために寄与しようとする法学者の精神を指していると言えるであろう
（53）。ただし恒藤はここで、法解釈学の任務は現行法が社会生活の規範として有する価値を肯

定する立場に立ってその法理的意味を解釈することであるがゆえに、「進歩性」とは言っても

その性格は漸進的なものであって、決して急進的なものではありえないこともわざわざこと
───────────────────────────────────────────────

（51）　恒藤恭「刑法学における進歩的精神」『中央公論』1933 年 7 月。
（52）　同前、60-61 頁。
（53）　同前、61-65 頁。



大阪市立大学史紀要　第 9号（２016年）90

わっている（54）。これは瀧川の学説がマルクス主義的で国家思想の涵養を阻害するという口実

によって弾圧されたことに鑑みれば、当局の言説に対する反論と読むこともできよう。

　以上のような前提をふまえたうえで、恒藤は、近代日本刑法学においてかかる「進歩的精神」

を代表する者として牧野英一と瀧川幸辰の二人を挙示、法哲学の立場から両者の「進歩的精

神」が日本の刑法的実践に対して有する意義についていよいよ比較考察を加えてゆくこととな

る。そしてその際、ここで両者の比較基準をなすものが、刑法学説を構成するうえで、「犯罪」

概念を中心原理とするか、もしくは「犯罪者」概念を原理とするかという学説構成原理の相違

である。もちろん、言うまでもなく前者はいわゆる「客観主義」の学説と称され、ベッカリー

アやフォイエルバッハ以来、近代刑法は大筋においてこの線に沿って発展を遂げて来た。しか

るに 19 世紀末より、それに対抗する形で「主観主義」と称される後者の立場に立つ学説が抬

頭、日本もその影響下にあって、30 年代当時の刑法は両者の性質を含有しつつも基本的には

「主観主義」に基づいて制定されていた（55）。そしてこのような近代日本における主観主義理論

展開の旗手、換言すれば刑法理論における「新派」の代表として活躍したのが、ここで取り上

げられる牧野英一であったのである（56）。そのため牧野の学説には現行刑法に対する強い信頼

と満足の意とが表出していると恒藤は指摘をしている。一方、それに対して、明治 13 年の「旧

刑法」に表れていた客観主義理論の擁護者、すなわち「旧派」の代表的刑法学者こそはまさし

く瀧川幸辰その人にほかならなかった。従って牧野とは異なり、瀧川の学説には当然のことな

がら現行刑法に対する強い不満が漲っていると恒藤は見る。

　両教授の刑法学説を比較するとき、牧野教授の全学説を通じて、現行刑法に対する満足、

信頼の感情がみちあふれてゐるに反して、瀧川教授の刑法学上の著述は、現行刑法に対す

る不満、懐疑の感情を随所にみなぎらせて居ることに気付くのである。別言すれば、「現

行刑法は刑法としての使命を見事に果し得る優秀な法律である」といふ楽天主義に立脚し

て、牧野刑法学は構成されてゐるに反して、「社会的正義の確保といふ法律の一般的課題

の上から見て現行刑法は補塡を必要とする数多の欠陥を蔵するものではあるまいか」とい

ふ悲観主義が、瀧川刑法学の内容を支配してゐる。（57）

　それではこうした主観主義に基づく牧野学説と客観主義に立脚する瀧川学説、その両者を形

づくる主要な特質はどこにあると恒藤は見做していたのであろうか。この点恒藤の見解を辿れ

ば、まず牧野に関しては、その特徴を端的に表すのは何と言ってもそのスローガンたる「法律

の社会化」であると恒藤は言う。それは簡潔に言えば「社会」自らが「個人」とは離れて自己

───────────────────────────────────────────────
（54）　同前、65 頁。
（55）　刑法における新派と旧派については、大塚仁『刑法における新・旧両派の理論』日本評論社、1957

年参照。
（56）　なお、京大の刑法学者で、事件に際しては「最軟派」を自称して残留した宮本英脩も、通常この「新

派」に数えられる学者である。
（57）　恒藤「刑法学における進歩的精神」、67 頁。
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の独立な実在を意識するところに発生する、法律組織の社会化・義務化であり、その要求する

ところは第一に社会政策を法律の方面から論ずること、すなわち立法問題としての社会的立法

の要求であり、また第二には方法論上における自由法運動の主張、すなわち従来の法律の新し

い運用方法による進化の要求であるとされる。ただし、その意図はどうあれ、このように「個

人」とは異なる「社会」の実在を「個人」から切り離して前面に押し出す理論においては、そ

の結果として、一方では社会立法という形での「社会」への積極的働きかけが重視されるとと

もに、他方その刑罰思想においては、犯罪から「社会」を防衛するという目的刑主義や防衛刑

主義、ないしは「人道」という「社会的要求」の観点から犯罪者の改善を求める教育刑主義や

保護刑主義の観点がきわめて強くなることもまた彰かである。そしてそこでは自由法解釈に基

づいた、「類推解釈」の必要性が積極的に認められることになるであろう。つまり、「社会」を

第一とする牧野のような刑法理論では、「犯人に向かつて社会を防衛することを主眼として刑

罰制度を定め、したがつて、裁判官に対し、社会防衛の目的の観点から犯人の個人的性格に応

じた適当の処置を為し得る、広い自由裁量をあたへ」（58）る結果となるわけである。しかしなが

らそれは必然的に、反対に「個人」の側から見直したときには、社会の防衛という目的の前に

は個人の自由や権利が簡単に侵害されかねないことをも意味していたといえよう。事実、恒藤

によれば当時の現行刑法（明治 40 年刑法）とはまさにこうした考えに立って制定されたもの

であったのである。恒藤は言う。

　自由主義、個人主義の制限を念とする「法律の社会化」の思想にもとづいて制定された

現行刑法は、犯罪に対して社会を有効に防衛することに重きを置くものである以上、社会

防衛の目的のためには個人の自由平等を犠牲とすることも憚ることを要しないといふ見地

から、刑罰制度を設定した（59）

　と。とするならば、牧野の学説とは当時にあってはまさしく、かかる「個人の自由平等を犠

牲とする」刑罰制度を理論的に根拠づけるものにほかならなかったとさえ言えるであろう。こ

れが恒藤における牧野学説の要諦理解であった。

　それでは如上の牧野学説に対し、瀧川の学説とはいかなる性質を有するものであったのか。

次にはこの点に目を移してゆけば、瀧川の場合、その学説はあくまでも客観主義に則った理論

構成をとっており、そのため先に牧野が時代遅れとして排した、古典学派の客観主義的見地か

ら制定された旧刑法への共鳴と懐旧を強く伴っていると恒藤は見る。それが必然的に現行刑法

に対する不満と懐疑の表明となって表れるわけであるが、その際、とりわけ瀧川が現行刑法に

対して旧刑法が有した長所として懐旧するものが、いわゆる「罪刑法定主義」の理念である。

罪刑法定主義とは今更絮言を要すまでもなく、「法律なければ犯罪なく、刑罰なし」とする近

代刑法の大原則であり、それはすなわち、ある行為を犯罪として処罰するためには、あらかじ

め立法府によって制定された法律により、犯罪とされる行為の内容およびそれに対する刑罰が
───────────────────────────────────────────────

（58）　同前、73 頁。
（59）　同前、74 頁。
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明確に規定されていなければならないとする考え方である。言い換えれば、いかなる行為が犯

罪となり、またそれに対してはいかなる刑罰が加えられるかをあらかじめ条文規定することに

よって、国家による不当な刑罰を防ぐとともに、それ以外の行為が自由であることを保障する

ものと言える。従って罪刑法定主義の理念からは当然の帰結として、牧野が認めた法規の恣意

的解釈を許す「類推解釈」の禁止や不遡及の原則が導かれることとなり、更にはその前提とし

て構成要件の確定法や心情処罰の排除が徹底して要請されることとなる（60）。そしてこれらの

原則が近代ヨーロッパにおいては、権力の専横を防遏するうえで重要な役割を果たしてきたの

である。本田稔の言葉を藉りれば、「それには国家刑罰権からの個人の自由と独立を擁護する

羅針盤としての意義があ」（61）ったといえようか。

　そして、瀧川がここで懐旧する明治 13 年旧刑法もまた、それは実にこのヨーロッパ近代刑

法にこそ範をとったものであった。恒藤の説明によれば以下のごとくである。

　法律における各人の自由平等の原則をかゝげたところの人権宣言に則つて作られたナポ

レオン刑法は、各人が国家の刑罰権の発動によつて妄りに彼の自由を侵されることなく、

かつ各人が刑法によつて不平等の取扱ひを受けることのない事を期するために、犯罪の諸

定型を明かに示し、その各者に対して如何なる刑罰が科せられるかを規定する「罪刑法定

主義」及び刑罰の程度が犯罪に因る現実の侵害の程度に応ずべきことを要求する「罪刑等

価主義」とを、十分に併せ採用した。かやうに、犯人が人として享有すべき自由平等の自

然権を保障する法典であるとの意味において、該刑法は犯人のマグナカルタたる性格を

もつものであり、これに範を仰いだ日本の旧刑法もまた同様の呼称に値ひするものであ

つた。（62）

　つまり、類推解釈を排除する罪刑法定主義の理念は近代ヨーロッパにおいて個人の権利と市

民的自由を権力の干渉から保護するために確立されたものにほかならず、これに範を仰いで制

定された旧刑法もまたやはりこうした性格を色濃く受け継ぐものであったわけである。そのた

め、かような旧刑法を擁護する瀧川の学説とは、彰かに牧野のそれとは異なり、「社会」の観

点にではなく、むしろ「個人」の観点にこそ立脚して構成されたものであった。瀧川があくま

で客観主義の立場に立ったことも、また牧野によって個人主義的と批判された応報刑主義に固

執したこともすべては同様の文脈において理解することができる。それはまさに、個人の等し

い人権と自由の擁護というに大原則に則って展開された刑法学説であったのである。かくして、

瀧川の学説は牧野のそれとは正反対の立場を基調とすることとなる。

　さてそれでは、如上の両学説に対し恒藤自身は果たして、ここでいかなるを評価を下し、い

ずれの学説を諒としていたのであろうか。以下ではこの点をもう少しはっきりと見定めてゆく

こととしたい。そしてその際、ここでもやはり「市民的自由」へのまなざしの有無ということ

───────────────────────────────────────────────
（60）　宮内裕「思想を処罰するもの──西独における心情刑法──」『思想』1963 年 3 月、328 頁。
（61）　本田稔「歴史と刑法学」『立命館法学』2010 年 1 月、18-19 頁。
（62）　恒藤「刑法学における進歩的精神」、73 頁。
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がひとつの重要な鍵鑰をなすであろう。なぜならかかる視角から該論文を検めるとき、そこに

はおのずと恒藤の牧野に対する批判的な構えが泛かび上がってくることを認めずにはいられな

いからである。そこでふたたびこの視点から二人の学説を詳しく見直しておくと、すでに述べ

たとおり、まず牧野学説とは「法律の社会化」というスローガンに象徴されるように、何より

「社会」の存在を第一に考えて構成されたものであった。それゆえそこでは「社会」へのコミッ

トメントの重視と罪刑法定主義の軽視という傾向が見受けられたわけであるが、こうした事態

とは簡潔に言い換えれば、まさしく「政治的自由」の重視と「市民的自由」の軽視という態度

にもほかならないであろう。そして恒藤自身指摘しているように、かかる牧野学説とは、実は

前章でも概観した近代日本における自由の伝統的傾向とまさに相即しながら展開したものでも

あった。恒藤によれば牧野がその学問形成をおこなったのは第一次世界大戦以前の明治末年か

ら大正期とされるが、この時期は民衆の抬頭によって社会にデモクラシーの機運が漲ったと同

時に、一方で資本主義の成長に伴って労働運動が生まれはじめた時期でもある。つまりそれは

日本の列強入りを含め、国家の成長に発展的展望が拓けた時代であると同時に、対外膨張志向

の弛緩や社会問題の発生等を通じて「国家」とは異なる「社会」というものへの注目が起こり

つつあった時期でもあった。そのためそこでは「社会の覚醒」が叫ばれるとともに、政治参加

たる政治的自由の獲得こそがかかる社会の「改造」にとっても重要事とされたのである。よって、

この点では牧野学説とはたしかにこうした時代の要請に応えるものであったのであり、ここに

こそ、当時牧野学説が「進歩的精神」を有した歴史的背景もあったと恒藤は見ていたといえよう。

　しかしながら一方で、大正デモクラシーの潮流は「人権」や「市民的自由」の保護に対する

日常的関心は概して低く、それが 30 年代に入って、滝川事件に象徴されるような市民的自由

を権力が完全に圧殺しようとする「非常時」を招いたことも事実であった。そして観たとおり、

それと共鳴するかのように、牧野の学説にもまた「個人」という視点は稀薄であり、それは権

力による個人の抑圧を是認しかねない体のものであったのである。実際牧野は以後、総力戦の

時代に入るにつれ、その「法律の社会化」理論が公権力に対して持つ脆弱性を露呈させてゆく

こととなる。たとえば牧野はそこで、「法律の社会化は、大正期の社会政策を超えて、新たに

統制政策とならざるを得ない」（63）と述べたうえで、次のように主張している。

　非常時下における国民新体制について、わたくしは五種の原則といふことを考へてゐる。

（中略）原則の第一は、公益優先といふことである。政治上の標語とせられてゐるこの語を、

法律論的に考へるときは、国家の前には、それに対抗すべき人権がない、といふことにな

ろう。十九世紀当初において、一七八九年の人権宣言の精神は、そのいはゆる人権をもつ

て自然法上のものであるとし、それは国家といへども尊重せねばならぬところのものであ

る、としたのである。（中略）しかし、国家と個人との対立といふことは、今日の思想と

しては許されない。個人は、そのすべての努力をもつて国家に対して奉仕せねばならぬの

である。個人は、国家に奉仕することに因つてのみ個人としての生存を完うし得ることに
───────────────────────────────────────────────

（63）　牧野英一『自由の法律 統制の法律』岩波書店、1944 年、222 頁。
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なるのである。（64）

　「国家の前には、それに対抗すべき人権がない」。ここには「への自由」の偏重、そしてそれ

を基礎づける牧野理論が権力に対して有する脆弱さの極まった姿を観ることができるであろう。

　それに対して、恒藤も指摘するように、第一次大戦以後の社会的雰囲気のなかで学問形成を

おこなった瀧川には牧野のような権力や法、社会に対する楽観的展望はなく、その学説は観た

ように、むしろ逆に個人の人権と市民的自由を罪刑法定主義によっていかに保障し、公権力と

対峙するかという点に重点があった。そしてそのためにこそ、罪刑法定主義を放棄して類推解

釈を許容する現行刑法に彼はきわめて批判的態度を示したのである。恒藤は両者の学説対比を

総括するなか、瀧川学説の性格につき次のように叙述している。

　牧野、瀧川両教授の刑法学上の所説を比べてみると、牧野教授の所説には立法政策上の

議論たる性質をもつものが甚だ多く、同氏が刑法の発展に向かつて積極的にはたらきかけ

ようとする旺盛な意欲の持ち主たることが推知されるのに反して瀧川教授の所説には立法

政策的議論たるものが概して少く、同氏が刑法の発展のために努力するよりは、むしろ刑

法の諸規定が社会に及ぼす現実の影響を静観し、それらの規定の中で真に価値あるものの

何たるかを判別しようとする態度をとつてゐることが、顕著な対照として私たちの眼に映

じる。（中略）刑法の解釈を主旨とする所説の中で、しば

〵 〳

刑法上の個々の制度に鋭い

批判を加へてゐる場合の論旨にかへりみるとき、さきにも述べたやうに、氏（瀧川──

引用者）が、現行刑法の中の個々の制度の或るものに対して抑ふべからざる不満の念をい

だいてゐることが観取される。だから、牧野博士が旧刑法をたゞ時代遅れの刑法の見本と

して挙示するのと違つて、瀧川氏は旧刑法のマグナ・カルタ的存在を名残り惜しく回顧し

て、罪刑法定主義が新刑法によりむざ

〵 〳

と打ちやぶられたことを哀しむのである。（65）

　実際、犯人の人権を擁護する罪刑法定主義の考えは瀧川刑法学にとって一貫してその要をな

すものであった。当時瀧川の講義を受講した学生たちはのちに語っている。

　滝川さんは、資本主義社会では、罪刑法定主義と応報刑は教育刑よりも進歩的だ、といっ

ていた。その理由は、たぶん、教育刑では、刑期が裁判で確定されず「強制収容所」また

は刑務所内での悔悛の情によって伸縮されるとか、裁判で犯罪事実が明確に確定されない

人でも「強制収容所」または刑務所に入れられる可能性があるとかといったことにあるら

しかった。（66）

　ここで教育刑を主張する論敵として瀧川が想定しているのが牧野であろうことは、32 年の

「確信犯と教育刑」をめぐる牧野・瀧川論争の経緯に鑑みれば容易に推定できるが、いずれに

せよここには個人の人権と自由を罪刑法定主義によって権力の専横と抑圧から防護しようとす

───────────────────────────────────────────────
（64）　同前、242 － 243 頁。
（65）　恒藤「刑法学における進歩的精神」、77 頁。
（66）　二六会編『滝川事件以後の京大の学生運動 ファシズムと人民戦線の時代』西田書店、1988 年、59 頁。

事実、主観主義理論に基づく類推解釈許容下では政治的確信犯は大きな不利益を被る。
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る瀧川の姿勢を観て取ることができるであろう。そして以後、瀧川はドイツにおけるナチス法

成立による罪刑法定主義の軽視をきわめて批判的に論じた「罪刑法定主義の再認識」（67）や「犯

罪の防衛か犯人のマグナ・カルタか」（68）等を執筆、「私は我国における刑法の類推禁止撤廃の

傾向に対し反対する。」（69）と断固述べて一層罪刑法定主義の立場を強固なものとしてゆくこと

となるのである。恒藤はのちの回想でも「「刑法は犯人のマグナ・カルタである」というのは、

終始一貫力強く瀧川君の刑法研究を支配した信念であった。」（70）と語っている。まさしく瀧川

学説とは、牧野のそれとは正反対に、「からの自由」をこそ志向し、終始人権と自由を擁護す

ることに意を砕いたものであったと言えるのである。

　そして以上のように観てくるならば、恒藤がここにおいて、現下の「非常時」に必要とされ

る、「正義をたつとび自由を重んずる進歩的精神」（71）がどちらの学説にあると見ていたかはも

はや彰かであろう。恒藤は事件において、市民的自由を求めてたたかう大衆を発見、その歴史

的・普遍的意義と重要性を誰よりも認識し、そのために「敢然抵抗し闘争する気力を伴ふとこ

ろの、自由尊重の精神」（72）を説いていたのであった。その恒藤が、権力による市民的自由の抑

圧を許しかねない牧野学説に同じ法学者として同調しえたはずがない。牧野が体現する「進歩

的精神」にはもとより権力に対し個人の自由を擁護してたたかうという姿勢は稀薄であり、そ

のためそれは恒藤にとり、もはや満州事変以後の「危機」の時代に必要とされるような「進歩

的精神」では到底ありえなかったに相違ない。従って当論文とは、一見純粋な学術論文のスタ

イルをとりながらも、それは実は「からの自由」の視点からおこなわれた恒藤の瀧川擁護であ

り、またそのためにたたかおうとしない牧野およびその学説が持つ思想的危うさに対する厳し

い批判でもあったのである。そうであればこそ、恒藤は敢えてこの時期に、事件による「身の

まはりの慌しい事情のもと」（73）にありながらも、わざわざ主専門ではない両者の刑法学説を取

り上げ、検討をおこなう必要があったのだといえよう。つまり恒藤は事件において京大を辞職

し、多くの論説を執筆することで学生大衆や一般社会への働きかけをおこなうと同時に、ここ

で牧野学説が有する思想的弱点を剔抉、瀧川理論を擁護することによって、法学者として、あ

───────────────────────────────────────────────
（67）　瀧川幸辰「罪刑法定主義の再認識」『公法雑誌』1935 年 4 月。ちなみに瀧川はそこで、「罪刑法定

主義には二つの役割が約束せられて居る。一は市民社会における市民の権利自由を保障する機能であ
る。（中略）二は犯人の権利自由を保障する機能である。」とその機能について端的に述べている（瀧
川「罪刑法定主義の再認識」10 頁）。

（68）　瀧川幸辰「犯罪の防衛か犯人のマグナ・カルタか」『改造』1935 年 11 月。
（69）　同前、16 頁。
（70）　恒藤恭「刑法学者瀧川幸辰君の追憶」瀧川幸辰先生記念会編『瀧川幸辰 文と人』世界思想社、1963 年、

320 頁。また伊藤孝夫も、「この危機の時代にあって、罪刑法定主義の自由保障機能の重要性を訴え
続けることこそが、刑法学の最大の主題であらねばならない──瀧川はそう思い定めていた。」と指
摘している（伊藤前掲書、231 頁）。

（71）　恒藤「総長と教授と学生大衆」、198 頁。
（72）　恒藤「大学の史的考察 京大問題の諸批判」。
（73）　恒藤「刑法学における進歩的精神」、78 頁。
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くまで学問的レヴェルにおいても時代と対峙しようとしたのである。それは「理論と行動との

弁証法的統一」（74）を説く恒藤からすれば当然のこととも言えたが、その意味でそれはまさしく、

歴史的闘争が大々的に展開されるただなかにあって、恒藤自身が法哲学者としての立場から主

体的におこなった、市民的自由を求めるたたかいのひとつにほかならなかったと言えるであろ

う。

４．学生大衆へのまなざし―「市民的自由」の担い手として―

　前章では主に恒藤の牧野批判を通じて、そこに彼の「市民的自由」へのまなざしを泛かび上

がらせてきた次第であるが、ここでは最後に、こうした視点が典型的に見受けられると思われ

る事態をもう一点だけ簡潔に指摘することで、恒藤の姿勢につき若干の補説をおこなっておく

こととしたい。それは市民的自由の担い手として学生大衆を見做す恒藤の視座である。

　恒藤が事件に際して学生運動を個人的に高く評価し、それを全面的に応援したことはすでに

幾度も触れたところである。しかしではそれはなぜそこまで援護されたのであろうか。それは

すなわち、恒藤が彼ら学生一人ひとりを重要な学問の自由の主体たるべき存在と見做していた

からにこそほかならない。恒藤は論説のなかで、学生の責任について次のように述べている。

　大学における研究はひとり大学教授の任務たるのみならず、また大学々生の任務でもあ

る。教授によつてみちびかれつゝ自由なる学問研究を為し得ることが、他の諸種の学校の

学生と比較された場合に、大学々生を特徴づけるところの本質的事態を成す。「大学にお

ける研究の自由」は、教授にとつてのみの自由ではなくて、学生にとつても亦意義をもつ

自由である。そして、学生はたゞ教授から専門的知識をさづけられ、これを自己のものと

して修得するといふ役割をなすに過ぎぬものではない。進んで彼等は学問研究の途上にお

ける教授の伴侶たるべき役割を持つのであつて、真理探究の旅において、教授と学生とは

互ひに信頼し合へる道づれでなければならぬ。（75）

　恒藤はそこで、「学問の自由」とは決して教授のみが占有するものではなく、学生にとって

もまた保障されるべきものであることを強調した。またそれゆえに、この点で教授と学生の関

係とは単に師弟関係であるよりも、むしろ真理探究のための伴侶・同士と見做されたのである。

しかしながら学生たちが十全な意味でかくあるためには、まず何よりも、教授側の日常的実践

である日々の講義が、教授自身の「基本的実践」を前提にしておこなわれる必要があると恒藤

は言う。それなくして学生が単に専門知識の習得に留まらない、「学問的批判力」を養成する

ことは不可能であるからである。

　それではこのとき恒藤が言う教授の「基本的実践」とは何であったのか。それこそは恒藤に
───────────────────────────────────────────────

（74）　恒藤「死して生きる途」『改造』1933 年 7 月、128 頁。
（75）　恒藤「総長と教授と学生大衆」、198 頁。
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よれば、大学の本質を守るために常日頃から意を砕き、一切の侵害に対しては敢然抵抗すると

いう自由擁護のための根本的な努力である。恒藤は言う。

　大学教授の日常的実践としての講義は、一の基本的実践を前提しつゝ行はれることを要

する。「自由独立の立場から真理を探究し、真理を教へることにより、社会及び国家の存

立発展のために貢献する公共の機関たること」において、大学はその独自の存在理由をも

つ。そして、「斯かる大学の本質を擁護するために努力し、これを傷けむとする一切の侵

害に対し断固として抵抗すること」が、右にいはゆる大学教授の基本的実践の内容を成す

のである。大学における講義を通して、学生は単に専門的知識を修得すると云ふだけでは

なく、進んで正確なる学問的批判力を養ふことを要する筈であるが、そのためには、必ず

や大学における諸教授が、茲に挙示したやうな基本的実践の態度において、日常の講義を

行ふのでなければならぬ。（76）

　そしてそうなれば、ひと度大学の本質が侵害された以上は、これを守るため毅然として抵抗

し、「辞職」することが教授の「基本的実践」だということになろう。なぜなら大学の本質を

侵害されたままに研究をつづけることはまさに大学の自己否定であり、かかる「基本的実践」

をおざなりにしたままの状態で学生に対し講義をおこなうことはかえって学生たちの学問的批

判力養成を阻害し、学生を裏切る行為となるからである。そうであればこそ、恒藤は最後まで

敢然と辞意を貫き、また辞表が受理される前にあってもすべての講義をただちに中止すべきこ

とを訴えたのである。

　文政当局の……（検閲による伏字──引用者）処置に因つて、大学は「大学らしき大

学としての存在」を失つた。この故に、他の同僚諸氏と共に、私は辞意を決した。それは、

大学としての本質を失ひ、単なる形態を留めるのみの大学において、教授としての実践を

継続することを欲せぬからに他ならない。だから、既に辞表を呈出した以上翌日からの講

義は休止されねばならぬ。「大学らしき大学としての存在」を欠如せる大学の講壇から学

生諸氏に向つて講義をすることは、純真なる学生諸氏をあざむく行動以外の何物でもない。

（中略）大学教授の職責を行ふための根本前提がやぶられた以上、我々法学部教授は、辞

表を呈出することによつて、大学教授としての最後の職責を果し、大学教授の基本的実践

を全くするの行動に出る外はなかつた（77）

　つまり恒藤はここで辞職することを通じて、自ら教授としての基本的実践を遂行するととも

に、またそれによって、学生たちに対して真の実践的な教育をほどこそうとしたのだといえよ

う。もっとも、こうした姿勢は恒藤一人のものであったわけではなく、「硬派」の教授陣には

ある程度共有されていたものと思われる。それはたとえば宮本英雄の「総辞職は法学部教授団

が採用せざるをえなくなった学生諸君に対する最後の教育手段である。」（78）という台詞や、同
───────────────────────────────────────────────

（76）　恒藤「死して生きる途」、127 頁。
（77）　同前、129 頁。
（78）　久野収・松尾尊兊「戦時下京都の証言」京都大学新聞社編『口笛と軍靴 天皇制ファシズムの相貌』

社会評論社、1985 年、33 頁。
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じく末川博の「辞職は実践的の最後の教授だ」（79）という言葉にも端的に表されているが、いず

れにせよここに観られるのは、学問の自由の主体としての「学生」に対する深いまなざしであ

り、またその真の教育をこそ第一に考える使命感である。それは言い換えれば未来における市

民的自由の主体育成の最重視ともいえようが、彼らの辞職とはまさにかような観点からも遂行

されたものであったのである。恒藤が当時用いた「死して生きる」という言葉に込められたひ

とつの意味もおそらくはここにこそあったであろう。それを思えば、恒藤が当の論説「死して

生きる途」の執筆に際して、その最後を、「この四月に入学したばかりの一回生の某君が、「こ

の一週間のあひだに大学生活の神髄に触れたやうな感じがします」と語るのを聞いて、私は微

笑みをとゞめ得なかつた。」（80）と結んだのも、それは当然であった。

　なお、ついでながらつけ加えておけば、かかる恒藤らの姿勢とは実際に一定程度学生たちに

も伝わり、継承されていったものと思われる。なぜなら京大側の全面的敗北をもって事件が一

応の終熄をみたのちにも、ファシズムに抗するための学生主体の抵抗運動は一層粘り強く展開

されてゆくこととなったからである。たとえば京大では事件を記念する学生たちの会「二六

会」が結成され、その後しばらくは教授団が総辞職した 5 月 26 日に毎年記念講演会を開催、

そこで末川や瀧川ら「硬派」教授を講演に招いている（81）。またより思想的レヴェルにおいて

も、すでに多くの先行研究が詳らかにしているように、『美・批評』や『世界文化』、『土曜日』、

そして『学生評論』など事件の経験を経た学生たちによる雑誌が次々と発行されていった（82）。

それらはそれ自体きわめて高い思想的水準を持った同人誌であったが、同時に何より、たとえ

ばメンバーの一人であった和田洋一が「『世界文化』は、自由が敗北に終わったあとの京都の

空に掲げられた抵抗の旗であった」（83）と述べているごとく、学生たちによって思想的レヴェル

で張られたファシズムへの抵抗線でもあったのである。同様の事態は関東でも起こり、そこで

は東大の学生を中心として、『赤門戦士』、『東大春秋』、『何を読むべきか』、『図書評論』など

が発行され、同じくファシズムへの抵抗がおこなわれた（84）。そしてそれら市民的自由を守る

ための活動は、一旦は総力戦へと向かうなかで潰されていってしまうものの、しかしやがては

───────────────────────────────────────────────
（79）　末川博「教授休職問題をめぐって」『中央公論』1933 年 7 月、213 頁。
（80）　恒藤「死して生きる途」、130 頁。
（81）　二六会編『滝川事件以後の京大の学生運動 ファシズムと人民戦線の時代』、11 頁、21 頁。なお、

そこでは 1935 年の記念集会には、佐々木、末川、瀧川の諸教授が参加したとあるが、恒藤日記に照
らせば、恒藤もこの集会に参加していたことが確認できる（恒藤恭「恒藤恭日記」1935 年、恒藤記
念室蔵）。また学生たちだけでなく、辞職した「硬派」の教授陣たち自身も、彼らは彼らで 5 月 26 日
を記念する「吾爾夢会」を作り、原則毎年会合を開いていた。

（82）　たとえば、平林一「『美・批評』『世界文化』と『土曜日』──知識人と庶民の抵抗──」、郡定也
「京都学生文化運動の問題──『学生評論の場合』──」（いずれも、同志社大学人文科学研究所編『戦
時下抵抗の研究』みすず書房、1968 年、所収）など。

（83）　和田洋一「灰色のユーモア」『私の昭和史──『世界文化』のころ──』小学館、1976 年、55 頁。
（84）　東大における滝川事件での運動に関しては、瀧川事件・東大編集委員会編『私たちの瀧川事件』新

潮社、1985 年参照。
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戦後、事件を経験した学生たちによる華々しい活躍によってふたたび花開いてゆくこととなる

のである（85）。こうした事態に徴するならば、滝川事件に際して恒藤らが遂行した、市民的自

由の主体として学生を育成せんとする「実践的教育」とは、ある程度実現され、継承されていっ

たと見做すことはできるであろう。

おわりに

　小稿では、滝川事件の歴史的性格ならびにそこでの恒藤恭の役割を、便宜上、権力との関係

で把えた自由概念を主たる分析概念として用いつつ、再検討してきた。稿を了えるにあたりこ

れらの点を再度簡潔にまとめたうえで、蛇足ながら、その現代的な意味についても若干触れて

おくこととしよう。

　まず滝川事件の歴史的性格について言えば、本論でも繰り返し述べたように、そこにおいて

展開された抵抗運動とは近代日本史上稀にみる、「への自由」たる「政治的自由」ではない、「か

らの自由」たる「市民的自由」の獲得を直接的に志向する大規模な運動であった。その点でそ

れは従来言われてきたように、自由主義者によるファシズムへの組織的な最後のたたかいであ

るばかりではなく、むしろそれが成立した画期的事件であったと見做すこともできるのである。

ここに滝川事件が有するひとつの主要な特色もあったといえよう。それにもかかわらず従来の

定義づけではこの点のアクセントが弱かったように思われる。

　また次に、こうした事件において恒藤が果たした役割について言えば、それはやはりかかる

「市民的自由」のためのたたかいという、事件および運動が持つ歴史的意味を誰よりも鋭く洞

察し、その重要性を多くの論説・論文類を通じて人びとに訴えかけるとともに、また自ら主体

的に行動したところにあったと言える。広川は恒藤の事件における主要な役割をその歴史的意

義の普遍化に観ているが、それはひとつはかような「市民的自由」の観点からこそおこなわれ

ていたと言えるであろう。そこに恒藤の果たした大きな思想的役割があった。そしてかかる視

座と姿勢とが、やがては来たる戦時下での抵抗や戦後における憲法擁護ないし平和活動という

一貫した身振りへも連なってゆくこととなるのである。またその意味では逆に、市民的自由の

ためにたたかう大衆を発見させ、ともにたたかう体験を与えた点において、滝川事件とは以後

の恒藤の思想的営為に対してきわめて大きなインパクトを持った歴史的できごとであったとも

言わなければならない。

　それでは、以上のような事件とは、現代に対してはいかなる意義を有すると言えるのであろ

うか。シンポジウムの性格に鑑み、最後に蛇足を懼れず敢えてこの点にも少しだけ触れておく

ならば、それはまず何より、恒藤自身渦中にあって示唆しているとおり、事件において主題と

なった「学問の自由」やそれを防護する「大学の自治」とは、それ自体として単独で考えうる
───────────────────────────────────────────────

（85）　松尾前掲書、233 － 234 頁。
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ものではなく、より広い市民的レヴェルの自由のなかでこそ考えられる必要があるということ

である。彼は戦後、事件を回顧するなかでもこの点を強調している。

　おもうに、大学自治の制度が満足なしかたでその機能をいとなみ得るためには、思想の

自由、言論の自由を充分に尊重する精神のみなぎっている社会的基盤の上に大学の存立が

支えられているのでなければならぬ。（86）

　かような事態とはすでに松尾が指摘しているように、曲がりなりにも市民の間に自由の雰囲

気が拡がった大正デモクラシー興隆期に起こった澤柳事件では勝利した京大が、ファシズム抬

頭期の滝川事件では敗北したという結果にも明確に示されているといえよう（87）。当たり前の

ことながら、市民レヴェルでの自由から独立した「象牙の塔」の自由など存在しはしないので

あり、市民空間やそのなかから自由の消えた社会において大学が自由を維持することは不可能

なのである。そしてそうである以上、学問の自由を含めたかかる市民的自由を支えるものは、

ほかならぬ市民一人ひとりであり、権力の圧迫に対しては毅然と抗議するその「市民的勇気」

だということになろう。そのため恒藤もまた事件当時、刻下必要とされているのはまさに「圧

迫・侵害に向かつて敢然抵抗し闘争する気力を伴ふところの自由尊重の精神」だと主張してい

たのである。たしかに、戦後、日本国憲法によって「思想・良心の自由」や「学問の自由」は

保障された。しかしながら、果たして最高法規の条文に規定されればそれで充分なのであろう

か。決してそうではないことを歴史は雄弁に物語っている。そうであればこそ、憲法はまたそ

の第 12 条の前半において、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力

によって、これを保持しなければならない。」と謳っていることも忘れてはなるまい。まさし

く「権利のための闘争は権利者の自分自身に対する義務」（イェーリング）にほかならないの

である。その意味で、ふたたび遅ればせの市民的勇気とならないためにも、滝川事件とそこで

営まれた恒藤らの思想営為から今一度、現代が学ぶべきことは多いと言わなければならないで

あろう。

（くの　じょうたろう・同志社大学研究開発推進機構及び文学部助手）

───────────────────────────────────────────────
（86）　恒藤恭「私の信条」恒藤恭他『続 私の信条』岩波書店、1951 年、6 頁。
（87）　松尾前掲書、12 － 13 頁。


	9-5
	DBq0090005



