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一︑はじめに

宮坂

宏

︵専修大学教授︶

︱︱竹内先生の御見解に接して

﹁法統﹂論

株式会社蒼蒼社／東京都町田市森野２

第 106 号
本年六月発行の﹃蒼蒼﹄第一〇五号に︑竹
内実先生が﹁
﹃法統﹄論︱︱﹃法﹄と﹃理﹄と﹂
と題する論攷を寄せられ︑十年程前に私の述
べた見解は誤っているとの批判を改めてなさ

れておられる︒
十一年前に竹内先生が編訳出版された
﹃中華人民共和国憲法集﹄
︵一九九一年六月︶
についての批評を︑ 私が出版元である蒼蒼
社の本誌第三九号︵一九九一年八月︶に寄稿
した際に︑つい筆を滑らせて﹁現代中国法の
特質は中華民国の﹃法統﹄とは完全に断絶し
て革命根拠地以来の﹃法統﹄を継承している
ところにある﹂と書いたところ︑竹内先生か
ら﹁ 新 国 家 が 中 央 人 民 政 府 を 産 出 す る 母 胎
を政治協商会議に求めたのは︑
﹃法統﹄を中
華民国から継承するものであることを︑ 国
内国外に誇示しようとしたものであろう﹂
と言われ︑ 中華民国からの継承も無視する
ことは出来ないとされる反論を︑本誌第
号︵一九九一年十月︶に寄せられたので︑こ
の 反 論 に つ い て の 私 の 見 解 ︹﹁ 現 代 中 国 の
﹃法統﹄について﹂
︺を︑本誌第 号︵一九九
一年十二月︶に載せて貰ったところ︑再度反
論をなされてこられた︹竹内先生﹁補説・頭
注補・中華人民共和国憲法集︿その三﹀︱︱
﹃法統﹄補説３﹂
︵本誌第 号︶及び本誌第四
六号での海峡両岸での論争の紹介 ︵一九九
二年十月︶
︺
︒そこで︑この再度の反論に対し
ても︑異議を申し述べたのであるが︹この原
稿は︑蒼蒼社の都合で本誌第 号︵一九九三
年二月︶及び第 号︵一九九三年六月︶に発

表された︺
︑以後︑先生の御見解の開陳は途
絶えていたものである︒
この間︑発足間もない比較法史学会関東
部会の開催に際して︑ 報告を求められたの
で︑この﹃蒼蒼﹄に寄せた原稿を元にして発
表を行い︵一九九二年一月一八日︶︑更に若
干手を加えた上で︑同学会の機関誌﹃比較法
史研究②﹄
︵一九九三年三月︶に掲載した経
緯がある︒その故に︑竹内先生は﹁はじめに﹂
のところで断り書きをされておられるよう
に︑本年刊行の﹃比較法史研究⑩﹄
︵二〇〇
二年三月︶にも︑本誌に寄せられた論攷と同
文のものを発表されておられ︑ この文章も
五月中旬に拝見していたところである︒
一昔も前の議論を突然に持ち出されたこ
とには︑大いに戸惑いを覚えているが︑再度
の新しい御批判であるので︑ 御批判を拝見
した旨のみはお答えをしておきたいと考え
て︑以下に筆を執り︑先ず﹃蒼蒼﹄誌上に発
表させて頂くようにお願いした次第である︒

二︑﹁法統﹂について
竹内先生の今回のご論攷の論旨について
は︑本誌前号に載せられているご論攷であ
ること故︑ あらためて逐一要約することを
せずに︑直ちに﹁法統﹂についての私の考え
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づく民衆の﹁印象﹂は消されることなく連続
していることを示しているものであるとさ
れ︑この連続面こそ﹁法統﹂の継承と︑先生
が呼ぶところのものだと言われる︒つまり︑
内戦に勝利したとしても︑ それだけでは不
十分で︑﹁正統﹂であることが﹁全国の民衆
によってみとめられなければならない︒ そ
のための手続きが人民政治協商会議の召集
開催﹂であったのであるとされ︑そして︑更
に︑毛沢東は開会の辞を︑
﹁中国人民は中国
共産党の指導のもとに三年あまりの時間の
うちにあって︑ひじょうに早く自覚した︒か
つ自己を組織して全国的な規模の帝国主義・
封建主義 ・官僚資本主義およびその集中的
な代表者である国民党反動政府に反対する
統一戦線を形成し︑人民解放戦争を支援︹原
文﹁援助﹂
︺し︑基本的には国民党反動政府
を打倒し︑ 中国における帝国主義支配を転
覆させ︑政治協商会議を復活︹原文﹁恢復﹂
︺
させた﹂ と述べてこの段落を締め括ってい
るが︑この末尾の一句が︑先生の主張する中
華民国からの﹁法統﹂の﹁継承﹂の有力な証
拠であろうと言われ︑従って︑宮坂の見解は
成立しないとされておられる︒

を再度述べることにしたい︒しかし︑お読み
願う方々の記憶を呼び覚まして頂く為の手
続きは多少なりとも必要であろうかと思う︒
竹内先生は︑先の﹃蒼蒼﹄誌上の議論では︑
﹁法統﹂には二つの意味があるとされ︑①法
律上の伝統を継承していること︑②権力が︑
権力に先立つ法律に基づいた権力であるこ
と︑であるとされている︒①の観点から言え
ば︑中華民国の﹁法統﹂は︑台北に存在する
政権がこれを継承していると言われる ︵学
術上の討論としては︑
﹁タイペイ政権＝主権
国家﹂説を唱えても一向に構わないのでは
ないか︑とされる︶
︒②の観点が問題であり︑
この意味で﹁法統﹂を強調すると︑
﹁政治協
商会議﹂の性格が問われることになり︑超階
級的な権力機関で︑これが先ず存在し︑次い
でこれを母胎にして︑ 中華人民共和国が生
まれた︑つまり﹁産生﹂
︵チャンション︶し
たのである︒
中華人民共和国中央政府の﹁法統﹂は︑中
国人民政治協商会議に由来し︑﹁共同綱領﹂
を決定したことで承認されている︑ と考え
ておられたと言われた上で︑ 更に︑﹃辞海﹄
︵一九八〇年版︶を紐解くと﹁中国共産党指
導下の革命的統一戦線組織﹂としており︑革
命的という用語は階級的という意味を含蓄
しているから︑ これを超階級的な権力機関

は労働者階級︑農民階級︑革命軍人︑知識分
子︑小ブルジョア階級︑ 民族ブルジョア階
級︑少数民族︑在外華僑及びその他の愛国的
民主分子を含むとされ︑ 普通選挙による全
国人民代表大会が開催される以前にあって
は︑中国人民政治協商会議全体会議がその
職権を執行するものとされていた ︵中国人
民政治協商会議共同綱領参照︶
︒即ち︑中華
人民共和国の政治権力の基礎は︑ 人民民主
統一戦線の組織形式である政治協商会議に
あり︑この人民民主統一戦線または革命的
統一戦線 ︵毛沢東の一九四九年六月一五日
の新政治協商会議準備会開会演説︑ 一九五
〇年六月の中国人民政治協商会議第一期全
国委員会第二回会議︑ 更には全民族統一戦
線 一
< 九四九年八月二七日上海解放日報社
論 ︶
> の組織形式である人民政治協商会議
に︑権力の正統な基礎が︵即ち︑
﹁法統﹂が︶
存在するのである︒ この人民政治協商会議
は︑抗日戦争勝利後の重慶会談の結果の﹁政
府と中共代表との会談紀要﹂
︵双十協定︶に
基づいて︑抗日民族統一戦線を基盤とした︑
一九四六年一月に成立した政治協商会議を︑
先述のように引き継ぐものである︒但し︑こ
の新しい人民政治協商会議は︑ 一九四六年
の旧政治協商会議を破壊し内戦に導いた帝
国主義の走狗蒋介石 ・ 国民党及びその共犯

と考えてきたこれまでの理解は不十分で
あったとされながらも︑ それならば完全に
階級的権力機関であるかと言えば︑ そうは
言えない︑ それはこの会議の構成要素から
も明らかであり︑ 新政治協商会議準備会に
参加したのは︑中国共産党︑各民主党派︑各
人民団体︑各界民主人士︑国内少数民族︑海
外華僑︑合わせて二十三単位︑百三十四名で
あり︑そこで︑
﹁法統﹂としては︑
︵新︶政治
協商会議は重慶で開かれた︵旧︶政治協商会
議を継承するのであり︑それは︑つまり中華
民国の﹁法統﹂と無縁ではなかったことにほ
かならないと︑主張されていた︒
︹一九四九
年の新政治協商会議が一九四六年の旧政治
協商会議を継承するものであることと︑ そ
れが即︑中華民国の﹁法統﹂とも無縁ではな
いということとは︑論理的にも︑史実として
も繋がるものであろうか！︱︱ 竹内先生
は︑政治協商会議は元々は階級史観に基づ
いて成立したものではなく︑ 中華民国時代
に既に成立していたものであると言われ︑
ただ﹃辞海﹄の語義に示されているように革
命的統一戦線組織であるとしても 即
< ち︑階
級史観と無縁ではないとしても ︑
>中国共産
党代表団が国民党代表団との間で妥協した︑
﹁国共会談紀要﹂
︵双十協定︶に於いては︑国
民政府が政治協商会議を召集することが謳

者を排除した︑ 基本的に国民党反動政府を
打倒して︑ 帝国主義の中国に於ける統治を
転覆させた上での︑ 旧政治協商会議 ︵の機
能︶を回復︹原文﹁恢復﹂
︺ させたものであ
る︒それは︑毛沢東も述べているように﹁完
全に新しい基礎の上に招集開催された﹂ も
のであったのである︒
この点については︑既に私は﹃蒼蒼﹄第
号に載せた﹁
﹃法統﹄についての補論①﹂で︑
﹃毛沢東選集﹄ に収められている毛沢東の
﹁新政治協商会議準備会での講話﹂のなかで︑
竹内先生が新たに示しておられる第一期全
体会議の開会の辞と︑ 同趣旨を述べている
該当する部分を引いて指摘しておいたとこ
ろである︒これは︑まさに﹁旧中国滅亡了︑
新中国誕生了！﹂︵一九四九年九月二十九日
の人民日報社説︶ ことを示しているもので
あると言えよう︒
抗日戦争勝利後の重慶会談 ︵一九四五年
十月の双十協定︶を経て︑一九四六年一月に
開かれた旧政治協商会議の構成は︑国民党︑
共産党︑民主同盟︑中国青年党︑無党無派の
三十八名であった︒これは︑一九四五年四月
の中共七全大会で︑毛沢東が政治報告﹁連合
政府論﹂で提唱した︑統一戦線の具体的な方
式としての新政権の構想によるものであり︑
重慶会談で︑その主張が貫かれた結果で

われていて︑ それに基づいて開催されたも
のであるから︑ 後に国民党六期二中全会で
﹁政治協商会議決議﹂ を破棄するところと
なったとしても︑一九四六年一月迄は︑中国
共産党の立場に立っても﹁法統②﹂は中華民
国に存在したことになり︑ それを継承した
のが新政治協商会議である︑ と述べられて
いた︒︺
それに加えて︑今回は﹁法﹂と﹁理﹂とい
う概念を提起され︑ 中国の伝統的社会に於
いては︑民衆の生活全般が﹁法﹂の網の目の
なかにあったとは︵常識的にいって︶考えら
れず︑その空白を埋めているのが﹁理﹂であ
り︑
﹁理﹂の世界が先ずあって︑
﹁法﹂はチョ
コンとその上にのっているにすぎないので
あり︑中国における ﹁法﹂は民衆によって
﹁理﹂の尺度で計量されているのであると言
われる︒その上で︑毛沢東の新政治協商会議
第一期全体会議の開会の辞に ﹁われわれの
会議が政治協商会議であると称するのは三
年まえ︑ われわれが蒋介石国民党とともに
政治協商会議をひらいたからである︒ その
ときの会議は蒋介石国民党およびその共犯
者どもによって破壊されておわった︒ しか
しながら人民のなかに消すことのできない
印象を残した﹂とあるのを引かれて︑民衆は
﹁理﹂のメガネで会議を見ており︑
﹁理﹂に基

さて︑中国人民政治協商会議は︑人民民主
統一戦線の組織形式であり︑ その構成分子
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あった︒長い抗日戦争の後に︑蒋介石・国民
党一党独裁の専制的政権に替わる︑ 共産党
一党独裁でもない︑国民党・共産党・民主同
盟及び無党無派の代表的人物の連合による
臨時の中央政府を成立させる︑ 新政権が平
和裡に成立するとの展望を開いたものであ
り︑抗日民族統一戦線が政治協商会議とい
う組織形式を持ち︑ この組織が一定の時期
には重要な国家的機能を果たすことに︑ 平
和を熱望していた中国民衆は期待し︑ 強い
消すことの出来ない印象を与えられたもの
であろう︒ これが︑竹内先生の引用された
﹃文集﹄に載録された︑毛沢東の第一期全体
会議開会の辞に述べられている︑蒋介石・国
民党と共に開いた政治協商会議が ﹁人民の
なかに消すことのできない印象を残した﹂
という件に示されているところであろう︒
しかし︑この時の旧政治協商会議は︑一党
独裁コースに固執する蒋介石 ・国 民 党 と そ
の共犯者に依って破壊されたのである︒ そ
の結果としての三年の内戦を経て︑ 軍事的
にも優位に立った共産党が︑ 旧政治協商会
議の決議を無視しこれを破壊した国民党反
動派を排除した政権構想として︑ 新政治協
商会議を再び提起したところ︑ 先の旧政治
協商会議の消すことの出来ない印象を与え
られ︑共産党の人民民主統一戦線方式への

るのである︒この点は︑中国法を検討する上
で重要な問題点である︒
孰れにせよ︑ 中国法乃至中国法制史に於
ける﹁法﹂と﹁理﹂の問題は︑法理学の観点
からも︑ 改めて一つの課題として正面から
考察する必要があることを痛感するところ
である︒ただ︑昨春以来︑体調を著しく損ね
ている現状では︑ 何処まで成し得るかは甚
だ心許ないところであるが︑ 重要な課題を
指摘して下さったものと感謝している次第
である︒
竹内先生は︑
﹁
︵仁井田︶先生が中華民国の
法律をどのように扱っておられたのか気に
なって︑その大著をひらいたこともあった︒
しかし先生はぜんぜん扱っておられなかっ
た﹂と書かれ︑宮坂と論争しながら ﹁そう
いったことを思いだし念頭にあった﹂ ので
あると言われている︒この点も︑大変貴重な
御指摘である︒
私は︑今迄一九二〇年代末・一九三〇年代
以降の革命根拠地の法制については多くを
語って来たが︑ 同時代の中華民国の法制に
ついては触れるところが無かった︒ 専制王
朝を倒し︑ 一九二八年一二月の張学良の易
幟により︑ 中国統一を一応完了させた蒋介
石国民政府︵中華民国︶は︑以後︑抗日戦争
時期・人民解放戦争︵内戦︶時期を経過し︑

期待を﹁連続﹂して持ち続けていた民衆に広
く支持されたものであった次第である︒ 繰
り返しになりますが︑これが︑旧政治協商会
議決議を無視し破壊した国民政府に反対す
る民主連合政府樹立の構想︵中共中央の七・
七宣言 一
< 九四七年七月 参
> 照︶の実現とし
ての︑国民党反動派の破壊した旧政治協商
会議の ﹁回復﹂で あ っ た の で す ︒
以上は︑一昔前に述べた趣旨に添って再
度記述したものです︒﹁法統﹂とは︑ある政
権の法的支配を表現するイデオロギーであ
り︑法的概念であると共に︑政治的意義を持
つものであります︒ この点はいみじくも竹
内先生も書かれておられるように︑
﹁
﹃法統﹄
は三種の神器のように授けたり授けられた
りするものではない︒ 極端にいえば奪いと
るものである︒ 冷静にいえば主張するもの
である︒
﹂ものです︒だからこそ︑一九四九
年元旦の蒋介石の提案した和平交渉の条件
のなかの一項に︑﹁法統﹂が中断されないこ
とが挙げられ︑ これに対する毛沢東の八項
目の対案の一つに﹁偽法統﹂の廃棄が示され
ていたのであるといえます︒ この時の和平
交渉は︑蒋介石側の拒否により決裂し︑最終
的に戦いによる解決の道が選ばれました︒
中華人民共和国成立の経緯に於いて︑ 新政
権は国民党一党独裁の国民政府＝中華民国

一九四九年末台湾に移り︑ 現在に到ってい
る︒共和政体に移行し︑近代的法制度を整え
た近代国家を構築しようと試みた︑ 中華民
国の法制の歴史を︑ 中国近現代史の流れの
中できちんと位置付け評価するのでなけれ
ば︑中国近現代法制史を十全に語ることに
はならない︒新中国の法制は︑封建的地主制
土地支配と宗族的家父長制専制支配を基盤
とする伝統的な法制度を否定すると共に︑
この伝統的法制度に替えて法と国家の近代
化を図ろうとしながらも︑ 完全な民族独立
を達成し得なかった中華民国の法制度をも
否定するものであったのである︒
まさに現在の中国法制は︑
﹁伝統法制と中
華民国法制との両者に対する徹底的な否定
の上に打立てられた︑ その意味で二重に革
命的な法制である﹂
︵滋賀秀三﹁清朝の法制﹂
坂
< 野正高・田中正俊・衞藤瀋吉編﹃近代中
国研究入門﹄ 一九七四年四月 東京大学出
版会 参
> 照︶とすれば︑革命根拠地の法制は
その一面に過ぎないのであり︑ 従来の私の
研究で大いに缺けていた部分である︒ただ︑
この缺落を補う為にも︑ できるだけ早く体
力を回復するように専念し︑ 缺落を補うよ
う心懸けたい︒ 重要な御指摘を頂戴したも
のとして︑有り難く受け止め︑感謝申しあげ
る︒
︵二〇〇二年六月一五日︶

竹内先生は︑
﹁法﹂と﹁理﹂について述べ
られるに際して︑仁井田 陞先生は﹁理﹂に
言及されておられないといわれ︑ 岩波全書
﹃中国法制史﹄︵一九五二年六月／五九年五
月・第五刷︶にも言及はないと言われておら
れるが︑ 私の手元にすぐ取り出せるところ
にある同書︵一九五五年一二月・第二刷︑一
九六三年九月増訂版・第一刷／七三年七月・
第十刷︶には︑例えば︑官の裁判の外での紛
争の解決手段としての調停和解を述べられ
ている第六章で︑ 調停和解の際の基準とし
ての﹁理﹂について述べておられる︒ただ︑
竹内先生が﹁理﹂に就いて理解されておられ

三︑
﹁法﹂と﹁理﹂及び中華民国法制に
ついて

の権力︵の正統性︶を継承する余地は無かっ
たのです︒もしも︑中華民国の﹁法統﹂を継
承したとすれば︑ 中央政権としての正統性
が︑北京政権にあるのか台北政権にあるの
かが︑或いは争われたかもしれません︒しか
し︑何れが中国を代表する正統政権である
のかの問題は争われても︵例えば︑国連の代
表権問題︶
︑何れが中華民国の正統政府であ
るかの争いはみられなかったのです︒

るところは︑ 仁井田先生の述べられておら
れるところのものとは︑ 別個のものである
のかも知れません︒
仁井田先生は︑ 中国は法典国としては有
数の古い文化を持った国であるが︑ だがそ
れは権威主義の下にあるかぎり公権力の必
要とするものだけが規範化され︑ 社会生活
の規範についてはそれぞれの習俗に於ける
具体的な規範︑ 生きた規範である傾向が強
く︑他方に於いて人民の利益保全の道は人
民自身が作らねばならなかったとされ︑ 商
人間の商業慣習︑ 国家の裁判所を外にした
調停制度をあげられ︑ 国家の成文法の役割
はそこには殆ど及ば無いと指摘され︑ 中国
社会に於ける生きた規範について深い関心
を示しておられたのである︵福島正夫﹁仁井
田法史学の戦後の展開とわれわれの課題﹂ <
思想六二九号 参
> 照︶︒
この社会生活に規範として働いていた慣
習規範に関しては︑例えば︑土地の支配権を
巡る﹁典﹂乃至﹁典当﹂が︑現在制定過程に
あると伝えられる民法物権法に採り入れら
れ規定されるやに聞いているように︑ 規範
＝法として︑ 旧社会からの継承性が見られ
る︒
つまり︑慣習法規を含めて﹁法の継承性﹂
の問題は︑ 課題として今日なお残されてい
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中国的なるものを考える

アジア的生産様式
論争物語断片 その２
福本勝清
︵明治大学教授︶

現在︑何とかかんとか︑猛烈な忙しさのな
か ︵所属大学の教職員組合書記長をつとめ

もあり︑ 見るだけでうなってしまう︒
四カ月とか半年ごとに︑ その間読んだ分
を︑論文の体裁にまとめているわけだが熟
考したり反芻したりする余裕はほとんどな
く︑自転車操業を繰り返している︒時には︑
印刷された後に疑問が生じ︑ 冷や汗をかく

くことができない︒何か差し障りがあって︑
つじつま合わせで答えているなと感じても︑
何となく遠慮して︑ 肝心なことが聞き出せ
ないまま﹁聞き取り﹂が終わってしまいそう
である︒特に相手が︑中国人研究者だった場
合には︑まったく歯が立たない︒たとえ相手
が嘘をついていることがわかったとしても︑
尻尾を巻いて帰ってきてしまうだろう︒ 先
年︑友人︵岸田五郎氏︶に連れられ︑石堂清
倫氏を訪ねたことがあったが︑その時は︑逆
に︑お会いできたことにすっかり満足して

こともある︒
また︑戦前はともかく︑戦後の歴史論争の
主役たちは︑現存している方々が多く︑話を
聞く機会でもあれば︑ 何か論争の核心とで
もいったものがわかったり︑ それぞれの陣
しまって︑ 幾つかの質問に答えていただい
ただけで︑ 後は次回にでもお聞きしようと
思い帰途についたが︑結局︑永遠にその機会

営の提唱者たちの人柄とか︑人間関係から︑
論争の背景や論争を包みこむ時代の雰囲気
を失ってしまった︒これでは︑論争の社会史
は書けそうもなく︑ほんの企画だけで終
わってしまいそうである︒

といっても︑彼の一九三五年前後の︑アジア
的生産様式論争︑ もしくは奴隷制をめぐる

社会史を書こうという思いつきは︑﹁社会史﹂

などが理解でき︑﹁論争の社会史﹂が書ける
のではないかと思われる︒ 経済史を社会史
的に読み替えるとか︑あるいは︑経済史論争
やマルクス主義歴史論争を材料に︑ 論争の

つかなくなったことへの言い訳である︒

と題した本を出して時︵一九九八年︶には︑
しばらくはこの道を歩もうと思ったのもつ
かの間︑経済史に首を突っ込みすぎ︑収拾が
日本古代史論争についてではなく︑ 一九三
九年の﹃支那社会構成﹄における中国史の停
滞的性格をめぐる議論についてである︒ 前

ている︑幸いにも七月初めに任期が切れる︶
ではあるが︑一年に何本か︑論文なるものを
書いている︒現在のテーマが︑日本における
アジア的生産様式論争史だけに︑ 読まなけ
ればならない書物︑論文は山ほどある︒とく
に︑一九六五年論争再開以降については︵関
連する文献は可能なかぎり読もうとしてい
だが︑これには大きなネックがある︒筆者
の性格として︑インタビューの相手から︑本
人が言いたくないことを︑ 面と向かって聞

さて︑戦前の論争史で︑評価にためらいが
あったのは︑秋沢修二についてである︒評価

ることもあり︶ 無数にあるように思われ︑
時々途方にくれることがある︒とりわけ︑福
冨正実︑平田清明︑望月清司といった論争の
主役たちの大著は︑ 一冊四百頁から六百頁

史﹄︵一九三七年︶だったと思われる︒秋沢
修二に対しては賛否︑ 毀誉褒貶のいずれも

者については︑ 評価ははっきりしていると

ていることを知り︑ この間ずっと誤解して
いたことにようやく気がついた︒ その反省
もあって︑ 秋沢には安易な評価をくだせな

秋沢修二への肯定的な評価は︑ 浜口重国
﹁中国史上の古代社会問題に関する覚書﹂︵一
九五三年︑後に﹃唐王朝の賎人制度﹄所収︶

ている︒

振羽﹃中国社会史諸問題﹄もまた秋沢批判の
部分が﹁停滞史観の本質﹂と題して抄訳され

年︑弘文堂から出版された﹃中国の眼﹄は︑
﹁魯迅から周恩来までの日本観﹂とのサブタ
イトルがついており︑ その名のとおり︑孫
文︑陳天華︑魯迅︑蒋介石︑毛沢東︑周恩来
等の日本観がおのおの抄録されている︒ 呂

おり︑さっそく借り出してみた︒ 一九五九

論に関する文献をあれこれあたるなかで︑
何かの注に︑玉嶋信義﹃中国の眼﹄とあり︑
図書館で探したところ︑ 運よく所蔵されて

最近知ることになった︒ アジア的生産様式

いと思うようになった︒

おいてであった︒呂振羽は︑同書において︑
アジア的生産様式論とアジア的停滞論を同
時に論じており︑ アジア的停滞論の代表と

呂振羽﹃中国社会史諸問題﹄の秋沢批判の
部分がすでに翻訳されていたことも︑ つい

様式を独立した社会構成とは認めない︑ む
しろコヴァレフ説︵アジア的生産様式とは︑

い込んでいた︒数年前︑改めて﹃支那社会構
成﹄を読み︑秋沢がアジア的生産様式論に対
して否定的な立場︑ すなわちアジア的生産

たアジア的生産様式論者であると勝手に思

日支事変における皇軍の武力である︑云々︒
筆者は︑四半世紀前︑始めて﹃中国社会史
諸問題﹄を読んだ時︑てっきり秋沢修二もま

滞性を最終的に克服するものこそ︑ 今次の

義に基礎づけられ︑ さらにその家父長制的
専制主義は農村共同体の長期にわたる延命
による名残︵なごり︶である︑と︒近代に入
り︑日本にすっかり遅れをとった支那の停

して秋沢修二﹃支那社会構成﹄を厳しく批判
している︒秋沢曰く︑﹁支那社会に特有な停
滞性﹂とは︑専制主義と中央集権的官僚制に
淵源し︑ それらは社会の家父長制的専制主

存在する︒筆者が真っ先に目にしたのは︑呂
振羽﹃中国社会史諸問題﹄
︵一九四二年︶に

奴隷制段階にあっては奴隷制のアジア的変
種を意味し︑ 封建制段階にあっては封建制
のアジア的変種である︶ に近い立場をとっ

よって代表されるが︑ その渡部義通の日本

思われる︒戦前・戦後をつなぐマルクス主義
的日本古代史研究の歩みは︑ 渡部義通から
石母田正・藤間生大・松本新八郎への流れに
古代奴隷制論の確立に︑秋沢修二は︑相川春
喜とともに︑理論的に寄与しており︑それは
彼らのその後の人生とは別に評価されるべ

ところ︑ 日本や中国の古代史に奴隷制を認

きものであるからである︵川口勝康﹁日本マ
ルクス主義古代史学研究史序説 ・戦前編﹂
﹃原始古代社会研究﹄一及び二︶
︒筆者は実の
めるいかなる発展段階論にも反対なのだが︑
三五年前後の理論戦線において︑ 秋沢修二
はまちがいなく︑相川春喜︑渡部義通︑早川
二郎︑服部之総などのいわゆる﹃歴史科学﹄
派の人々と同じく︑優れた研究者であり︑且
つ理論家であったことは認めなければなら
ないと考えている︒
秋沢修二については︑ 三五年前後の代表
的な幾つかの論文に加え︑﹃支那社会構成﹄
︵一九三九年︶
︑
﹃労働の理念﹄
︵一九四二年︶
のほか︑留学中︵一九八〇年代前半︶に北京
大学図書館から一冊︑ 中国思想史に関する
書籍を借りて読んでおり︑それが﹃東洋哲学
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に見られる︒ 少々長いが引用する価値があ
る︒
﹁顧みるにそれは昭和十四年ころであった
と 思 う が ︑ 所 内︵ 東 方 文 化 学 院 東 京 研 究 所

示された︒ 私が秋沢修二なる名を知ったの

︱︱引用者︶の歴史部門の小研究会の席で︑
何かの話しから私が︑ 隋唐の頃までを古代
社会の色彩の強い時代とすべきではあるま
いか︑と言うと︑坂野長八氏が言下に︑相似
た見解を秋沢修二がしている︑ と言って教
は此の時に始まる﹂︒
秋沢説の具体的な内容について︑
﹁家父長
制的奴隷制的デスポティズムの上限を西周
にありとし︑ それが顕著になったのは春秋
戦国時代から秦および前漢時代であり︑ 後
漢から次第に農奴制に席を譲る傾向をみせ︑
唐の中頃から家父長制的封建的デスポティ
ズムの社会に入ったとする見解は︑ 秋沢氏
が初めて公表されたもので︑ 昭和十四年頃
としては画期的な考え方であった︒ 私はこ
れに大いに敬服すると共に︑ 坂野氏から指
摘されたように︑ 当時私の抱懐していた考
えに近いことを知って︑ 知己を得た感じが
した﹂とある︒なお︑浜口重国自身の見解は︑

矢吹 晋

国家封建制説ともいうべきものである︒

逆耳順耳

﹁老兵は消え去るのみ﹂︱︱これが最近の
私の口癖である︒権力をもつ政治家ならば︑
レイムダックだが︑ 私には地位も権力もな
いので︑両袖清風そのものである︒弟子を後
釜に据えようなどという野望もないので︑
実にアッケラカランとただ静かに消えゆく
ことができると予想していた︒ ところがこ
こへ来て︑ 予想だにできないトラブルに直
面し︑かなり当惑している︒私の勤務先で生
じたトラブルは︑ 他の大学にも共通する側
面があるかもしれない︒資料を提示して︑皆
様のご判断を仰ぐ次第である︒ 早々と激励
を下さった方々にはただ感謝するのみであ
る︒私の定年まで一年数カ月︑これからもわ
れわれの闘争に対するご支持をお願いしたい︒

いま横浜市立大学で何が起っている
か⁝
﹁教員の欠員補充人事凍結に関す
る学長見解﹂の撤回を求める緊急
アピール︑二〇〇二年七月二五日
横浜市立大学の真の改革を求める教員有志
一楽重雄︵理︶
︑平 智之︵商︶
︑永岑三千輝
︵商︶
︑矢吹 晋︵商︶
︑吉川智教︵商︶
︑吉岡直
人︵理︶
︑三谷邦明︵国・文︶
︑石川幸志︵理︶

穏当な評価を下しているのは︑ 五井直弘
﹃近代日本と東洋史学﹄︵一九七六年︶であ
る︒五井は秋沢説の核心が︑漢から唐への︑
長期にわたる奴隷制と農奴制の併存であり︑
両者の反復であることに触れ︑秋沢が︑その
社会構成の継起的発展の不明確性に︑ 中国
社会のアジア的停滞の特質をみていたこと
を指摘している︒秋沢は︑唐の中期以後︑封
建的生産様式が支配的になるとするが︑ そ
の後も︑半奴隷的性格を強く残したほか︑こ
のような前資本主義的諸関係の併存が近代
も続いたとしており︑それらの併存の底に︑
共同体的諸関係が根強く残っていることを
強調している︒五井は﹁秋沢説では︑中国社
会発展の阻止条件として︑ 共同体的諸関係
の存続がとりあげられた︒解放後の中国で︑
秋沢氏の著書が激しく批判されたのはその
ためであった︒一方︑わが国において︑戦後
の時代区分論の有力な考え方である唐末ま
でを奴隷制とする見解に近い考え方が︑ 秋
沢氏によって唱えられていたことは︑ 注目

田狷介は︑ 中国史家としては数少ないアジ
ア的生産様式論の提唱者であり︑ その姿勢
は﹁中国古代史研究覚書﹂︵一九七一年︶か
ら﹁中国古代史研究の現在﹂
︵一九九〇年︶ま
で一貫して変っていない︒多田は︑マルクス
主義の洗礼を受けた者の十五年戦争中の纏
まった中国観を代表するものとして秋沢修
二﹃支那社会構成﹄をとりあげている︒秋沢
がアジア的生産様式否定論者であること︑
日本も中国も均しく原始社会↓奴隷制社会
↓封建社会↓資本制社会という一系列の継
起的歴史発展段階を経てきてことを述べた

の合理化﹂であることに注意を促している︒

後︑秋沢のアジア的停滞論を俎上に載せ︑そ
れが秋沢の﹁日支事変以後の時局認識﹂と一
体であること︑ すなわち日本の対中国侵略

三菱総合研究所編

中国情報ハンドブック﹇二〇〇二﹈
﹁大社会変動期の中国﹂と﹁ＷＴＯ加盟後の
ビジネスチャンス﹂を特集︒日中ビジネス︑
友好交流︑ 政治・経 済 認 識 の 座 右 の 書 ︒

Ａ５判五二八頁 定価三〇〇〇円＋税

一番最近に秋沢に言及したのは︑ おそら
く多田狷介﹁現代日本と中国研究﹂
︵
﹃東アジ
ア世界史探求﹄
︑一九八六年︶であろう︒多

廃止
３︑非常勤講師枠の削減：非常勤講師は専
任教員が担当しきれない部分をカバーし︑
本学の教育面で重要な役割を果たしている
にもかかわらず︑ 対策を討議する十分な時
間的な余裕もないまま︑ 非常勤講師コマ数
の一律五％の削減を求めた︒
４︑研究費の交付金化：個人研究費の全額
を市からの交付金とした︒ これにより研究
内容を届け出る必要が生じた︒
５︑出張の職免化：学会出張や野外調査・文
献調査などの研究活動を︑ 教員の自己啓発
のための研修なみの扱いである職務専念義
務免除の扱いに変更した︒
６︑非常勤講師給与の支給方法の変更：長
年実施されてきた年額の月割り支給から時
間給の扱いとなり︑また︑多くの場合に実質
的な減給を伴っている︒
そして︑今回の﹁教員の欠員補充人事凍結﹂
です︒これらのすべては︑なにかしら本質的
な問題を解決するというものではなく︑大学
改革の実質となり得ないものばかりです︒
なかでも︑非常勤講師の謝金方法の変更
は︑四月の開講を目前に控えた三月一五日
になって︑ 非常勤講師に一片の通知で知ら
されたもので︑ 学生への影響を考えるとす
でに実質的に断ることの出来ない時期であ
り︑そのまま実施されたことは契約不履行
ともいうべき大問題です︒ 非常勤講師の依
頼は︑専任教員が責任を持って行っている

に値する﹂ と 結 ん で い る ︒

去る七月一七日の評議会で提示された
﹁教員の欠員補充人事凍結に関する学長見解﹂
は︑大学の自治を守る立場からも︑また︑本
学の教育研究の水準を維持する観点からも
受け入れることができないものです︒
また︑この表題にある﹁学長見解﹂の表現
は﹁事務局提案﹂に対する﹁学長見解﹂を意
味すると思われ︑ 表題そのものに学長の事
務局への追随の姿勢が現れています︒
小川恵一新学長のもとで︑ 大学構成員す
べてが参加できるような民主的討論のもと
に大学改革が進むことを期待して来た私た
ちとしては︑ 大きな危機感をもたざるを得
ません︒ 大学改革は構成員の支持があって
こそ︑ その実効性が保証されます︒
ここに︑真の大学改革を望む教員有志の
意見を表明し︑ これが全学的議論のきっか
けとなることを期待します︒
昨年四月以降︑ 大学において多くの制度
改訂が行われて来ました︒ そのどれも教員
側との意見交換がなく︑ 決定のプロセスも
明らかにせず︑ 事務局の決定を一方的に教
員側に押し付けたもので︑ 問題をはらむも
のばかりです︒ 非常勤講師の謝金の支給方
法の変更のように︑すでに大きな問題と
なっているものもあります︒まず︑この流れ
を簡単に振り返ろうと思います︒
１︑出勤簿問題：全国の多くの大学に共通
する長年の慣習を無視し︑押印を求めた︒
２︑リカレント講座の教員への講師謝礼の
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ものであるにもかかわらず︑ 事前の相談が
まったくありませんでした︒ 非常勤講師の
方々から強い不満の声があがっています︒
これに加え︑最近︑理科系の付属研究所で
計画されていた巨額の外部資金導入が︑ 事
務局の不当な介入により不調に終ったとい
うことも耳にします︒これが事実なら︑大学
の方針として外部資金の導入などを掲げて
いながら︑ それを不可能にした事務局の責
任は極めて大きいと言わざるを得ません︒
研究奨励寄付金の許可 ・不許可には専門的
な知識が必要とされる場合もあり︑ 教授会
の審議事項とされています︒
今回の小川学長による﹁学長見解﹂は︑事
務局の乱暴な提案になんの抵抗も示すこと
なく︑むしろ︑それを追認するものであり︑
我々教員の期待を真っ向から裏切っていま
す︒選挙前の持論であった﹁誠実﹂
︑
﹁公正﹂
とは何であるか︑﹁多くの人の意見を聞き︑
学内の叡知を結集する﹂ とはどういうこと
だったのか︑ぜひとも︑原点に戻って考え直
して欲しいと思います︒

︵ な お ︑ 学長見解はこの文書の最後に収録︶

﹁学長見解﹂批判
１︑﹁重大な支障﹂とは何に対する支障なの
か︒﹁重大な支障がある﹂と立証されたと誰
が判断するのか︒もともと﹁学部で立証して
事務局へ提出する﹂となっていたのが︑一七

対応は︑内部努力または非常勤講師に
よって行う︒

日の評議会の議論で削除されたという︒ し
かし︑削除されても意味が変わったわけで
はなく︑ 設置者権限で事務局が判断するの
だという︒これは﹁大学の自治・学問の自由﹂
の放棄以外の何物でもない︒ どの専門の教
員ポストが必要かは︑ 主として全体のカリ
キュラムによって規定されるもので︑ 教員
が判断することであり︑ それは学問に携わ
る者の責任でもある︒ 研究教育の専門家で
もなく︑ 大学行政の専門家でさえない一介
の官僚が︑ どうしてこのようなことを判断
できるのか︒設置者としての権限は︑大学に
どのような学部や研究所を持つか︑ 大学に
支出できる予算はどれだけか︑ というよう
な大枠に関するものであり︑ ひとつひとつ
のポストに対しては学問の自由の観点から
設置者権限は及ばない︒ これが教授会自治
の内容である︒
２︑後任補充を認める基準は何か︒ もとも
と︑各ポストは大学の標榜する学部学科や
教養教育に合致するものが用意されている︒
大学自身の判断によってなされるカリキュ
ラムの変更などがあった場合のみ︑ ポスト
の専門分野などが変更可能なのであり︑ そ
れ以前に凍結するというのは︑学生︑ひいて
は市民に対して︑ これまで標榜していた大
学での教育研究を十分に行わないという意
味で重大な約束違反である︒
３︑欠員不補充が︑大学改革の決意や努力を
外部に知らしめることになるとは考えられ

ない︒
﹁その不補充のポストはどのように使
う計画ですか？﹂ とひとこと質問されたと
き︑﹁それは何も決まっていません︒これか
ら議論します︒
﹂ということで︑大学改革の
決意が伝わるであろうか︒いま︑まず︑必要
とされるのは︑
﹁人事凍結﹂などではなく︑真
の大学改革とは何か︑その理念・方向性につ
いて︑全学のコンセンサスをつくることで
ある︒
４．﹁欠員不補充﹂と﹁定員削減問題﹂とは
結びつけないと学長が表明しても︑ それは
ほとんど意味を持たない︒ 市の財政状況が
さらに悪化した場合︑ 不補充だったポスト
が削減の対象とされるのは必至である︒ そ
れにより︑ 現状でも不足している教授ポス
トはさらに不足する︒
５．大学改革とは︑ そもそも何を意味する
のか︒もしも︑それが教員の専門構成の変化
を意味するものであるとしたら︑ それは学
部改組︑学科改組などである筈であるが︑そ
のような計画は看護短大の四年制化以外全
学的に承認されたものはない︒
今︑求められている大学改革とは何か︑学
長が言うように︑教育を重視しつつ︑研究の
効率をあげ︑ 成果をあげる体制を造ること
ではないのか︒
以上のような観点から︑
﹁教員の欠員補充
人事凍結に関する学長見解﹂ のすみやかな
撤回を求めます︒
なお︑この要求に賛同される方は︑ 下記

緊急アピール︱︱横浜市立大学商学部に
おける中国研究を廃止してよいのか

までご連絡をお願い致します︒
Email
賛同者名を逐次発表したいと思います︒
： ichiraku@yokohama-cu.ac.jp
︵一
Email

楽︶

商学部教授︑ 大学院経済学研究科演習担
当教授 矢吹 晋 二〇〇二年七月二六日

菊池寧氏
横浜市立大学教授矢吹晋先生︑ ご無沙汰してお
ります︒ 猛暑の続く毎日ですが︑ お元気でしょう
か︒下記メール︑たった今拝受いたしました︒矢吹

①海事産業研究所

﹁緊急アピール﹂に対する激励のメールを
ご紹介いたします︒

e-mail: yabuki@ca2.so-net.ne.jp
http://www2.big.or.jp/~yabuki

ことは明らかであり︑ しかもその需要に応
えることにおいて︑ 私は人並み以上の実績
を収めてきたと自負するものです︒ しかし
遺憾ながら︑ 市立大学当局には私の仕事を
評価する能力が欠けており︑ 後任は不要で
ある︑このポストを廃止することが大学改
革である︑と錯覚しています︒かくも頑迷な
る市立大学当局︵小川恵一学長︑高井禄郎事
務局長︑池田総務部長＝改悪案の作成者︶に
抗議して︑このような理不尽な方針を改めさ
せる抗議行動を学内で開始したことを皆様に
お知らせし︑ご支持をお願いする次第です︒
＊メールその他の手段で︑ 抗議の意志を表
明していただければ幸いです ︵矢吹宛て
にお送りいただければ︑ 転送いたしま
す︶
︒横浜市当局に対する抗議と陳情もお
願いします︒
二〇〇二年七月二六日
矢吹晋︵横浜市立大学商学部︑大学院経済
学研究科︶
改革の名において改悪を行う事例は︑ 古
今東西しばしば見られるところですが︑ い
ま横浜市立大学において典型的な改悪が行
われようとしています︒ 私は横浜市立大学
商学部において過去四半世紀︑ 学部のジュ
ニアクラスで中国語を教え︑ シニアクラス
で中国経済論を教え︑大学院修士・博士課程
においては︑ 中国経済研究と演習を担当し
てきました︒つまり中国流にいえば﹁博士生
導師﹂級教授であります︒商学部および大学
院経済学研究科唯一の中国研究担当教員と
して︑研究の第一線に立ち︑研究を進め︑そ
の成果を学生に教え︑さらにマスコミを通じ
て社会に還元して参りました︒ その一端は︑
私のホームページから知ることができます︒
一九九六年開設以来七年目ですが︑アクセス
数は︑六万を超えました︵七月二四日現在 ︒)
私はまもなく定年を迎えますが︑最近︑私
の後任を補充しない︑ すなわち人事を凍結
するという暴挙が提案され︑ 決定されよう
としています︒私の担当科目は︑いまいずれ
も社会的需要のもっとも高い科目に属する

教員の欠員補充人事凍結に関する学長見解
一︑背景認識
新市長の下で︑ 市立大学のあり方を検討
する懇談会が設置され︑ 本年度末には結論
が示される過程で︑ 市大の改革の状況につ
いて報告が求められ︑また︑二〇〇五年には
法人化の段階に入ることも予測される︒
このような本学を巡る情勢の変化をふま
えて︑本学の取り組みとしては︑将来構想委
員会︑大学戦略会議等で大学のビジョン︑中
期目標・中期計画を策定するだけでなく︑各
部局において具体的な改革を早急に進める
必要がある︒
二︑人事凍結に対する考え方
①大 学 改 革 案 策 定 後 の 教 員 配 置 に 備 え る た
め ︑ま た 大 学 自 身 の 改 革 の 姿 勢 を 外 部 に
示すためにも︑ 教員の欠員補充を一−二
年間凍結し︑全学的観点から各学部・大学
院の具体的な改革の枠組みづくりを行う︒
②人事凍結と定員削減問題は結びつけない︒
③重 大 な 支 障 が 生 ず る と 認 め ら れ る 場 合 に
は︑凍結の対象としない︒重大な支障が生
ずるか否かは︑各学部がこれを立証する︒
④凍 結 の 対 象 と さ れ る 科 目 の 来 年 度 の 授 業
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先生方々が中心になって地道かつ着実に切り開いて
こられた中国研究の礎石が︑先生の代まででもろく
も打ち崩されそうとしていることが分かりました︒
これから︑ 日本経済にとって中国問題研究の重要
性︑欠くべからざるものであることは︑周知の事実
であり︑なおかつ一層力を注入し︑次の代の人々に
よってもっと深めてていかねばならないのに︑大学
改革の名の下に科目そのものを切り捨てるとは︑全
くナンセンス以外の何もでもありません︒貴大学の
上層部は︑日ごろ世界の動きをどのようなメディア
から取得しているのでしょうか︒常識の欠如も甚だ
しい⁝⁝もしくは色眼鏡をかけて中国情勢を見︑経
済の記述すらない五流タブロイド版でしょうか︒全
く理解に苦しみます︒貴大学の幹部は︑せっかく世
界から評価された看板を自らの手で打ち壊そうとす
るのでしょうか︑どうもそれすらお分かりになって
いないようです︒深海魚のようにひたすら自己の世
界に閉じこもっていないで︑たまには学外の客観的
な意見にも率直に耳を貸してみるべきではないで
しょうか？ 取り急ぎ︑つたない感想を述べさせ
ていただきました︒今後ともよろしくお願い申し上
げます︒

②アジア経済研究所地域研究第一部主任研究員
中居良文氏
矢吹先生︑横浜市立大商学部における中国研究
廃止の消息を聞き︑驚きかつ憤慨しています︒ご存
知のように︑アメリカのハーバード︑スタンフォー
ド︑ ミ シ ガ ン 等 の 先 進 校 に お い て は 中 国 研 究 セ ン
ターとかアジア太平洋センターにおいて継続的に学
際的研究が行われています︒そうした学際的機関の
少ない日本の大学では︑法学部︑経済学部︑文学部
等に加えて︑教養学部や商学部において中国研究を
することが極めて大きな意味を持つと考えます︒学
際的研究の下地がなければ︑中国研究もまた狭い特

は一日もありません︒ＮＨＫでも中国研究者による
解説番組が目立ちます︒ 書店では中国のＷＴＯ加
盟︑その関連書籍が平積みにされ︑目を引きます︒
これらの現象は明らかに中国の今後が我々日本人の
現在と近未来における経済生活に大いなる影響を及
ぼすからと考えられます︒香港に続き上海にもディ
ズニーランドが出来るというニュースが流れました
が︑
このことはとりもなおさず中国の今後が世界の
製造工場としてばかりでなく︑消費市場としても巨
大な可能性に満ちていることの証であり︑その部分
に米国資本がすばやい関心を払っていることの表れ
です︒今後高齢社会を迎え︑また富裕層の増加に伴
い︑中国における保険︑証券の分野も目が離せませ
ん︒このような状況のなかで︑横浜という世界に開
かれた国際都市の中枢に位置すべき市立大学におけ
る中国の経済研究は︑広報等の努力によりますます
発展させていただきたいと思います︒そして中国と
日本︵あるいは横浜と上海に置き換えてもよい︶の
真の架け橋となる人材を輩出していくことが大きな
使命なのではないでしょうか︒英語教育が語学の中
心に長く置かれてきましたが︑一つの外国語だけで
これからのグローバルビジネスの世界で通用すると
は到底思えません︒第二外国語としての中国語教育
はもっと積極的に行われて良いと思います︒中国に
対してはこれまでのノスタルジックな態度ではな
く︑対等な知的な態度が求められるのであり︑横浜
市立大学はその責任を担う立場にあるのではないか
と考えます︒私は矢吹ゼミで様々な角度から中国を
学んできました︒中国からの留学生が︑自国の地域
の経済格差について真剣に研究をすすめている姿に
感動もしています︒異質の他者から学ぶことは自分
を学ぶことでもあると感じています︒矢吹先生はあ
と一年数カ月で退官と聞きましたが︑出来れば大学
院だけでも先生に引き続き長く教鞭をとっていただ
きたいと強く願うものです︒

殊研究の枠を脱却することは困難です︒商学部にお
ける中国研究の芽をつむことは一見合理的にみえ
て︑
実は世界の研究の潮流に逆行することになるので
はないでしょうか︒大学当局の再考を強く求めます︒

③水野隆張氏 ︵ 矢 吹 ゼ ミ 卒 業 生 ︶

原宗子氏

大学当局の時流を読む姿勢が全くないことに驚
きを通り越して怒りを覚えております︒この際大学
当局の見識の無さを世間一般に広く訴え広めるには
どのような手段が最も相応しいのかを検討しなけれ
ばなりません︒このことは卒業生の一員として忍び
ないことではありますが︑ 大学当局の改革を促す
ショック療法として仕方の無いことだと決意を固め
ております︒市長が若い世代に代わったことでもあ
り︑
市長宛に直接アピール抗議文を送りつけること
もやって見てはどうでしょうか？ また各方面のマ
スコミ宛に大学当局の見識の無さを訴える声明文を
送りつけるという手もあります︒それとも第一段階
として大学当局に卒業生︵中国研究学徒の一人︶と
して抗議文を送りつけ同時に横浜市議会超党派一一
人会と市長宛に抗議文を送りつける︒同時にわれわ
れ矢吹ゼミ同志全員で一斉に関係部門にメール攻勢
をかけるなど戦略戦術を練った上で行動を開始しよ
うと思うのですが︑矢吹先生の号令をお待ちしてお
ります︒この際徹底的に世間に訴えなければ︑彼ら
の目を覚ますことは出来ないと思っております︒

④流通経済大学教授
矢吹晋先生︑メールにより︑ お送り下さいまし
た︑ＨＰのアピール︑二件︑拝見致しました︒取り
あえず︑横浜市教組にでている友人にも転送致しま
した︒実は︑弊学でも似たような問題を抱えており
ます︒明日︑それに関わる会合がございますので︑
その後︑何ほどの力もございませんが︑せめて︑抗
議者の数にはお加え戴くべく︑どういう抗議文をお

以上七月二四日現在

⑦北海道大学国際広報メディア研究科教授
高井潔司氏
横浜市立大学が中国研究を放棄するというのは
驚きに耐えません︒日本と中国を中心とする東アジ
アの経済関係が拡大する中︑政治関係は複雑さを増
し︑
中国研究の必要性はますます高まってきていま
す︒その中で︑横浜市および横浜市立大学が果たし
てきた役割はきわめて大きく︑今後ますます期待が
高まるばかりです︒矢吹教授の後任を採用しないと
いうのは︑おそらく全く政治的な意図はなく︑単に
定員削減を実現するため︑たまたま早く順番が回っ
てきたためと推測します︒このような官僚的なやり
方で︑ますます社会的なニーズが高まっている中国
研究を放棄するというのは︑横浜市民にとっても︑
大きな損失でしょう︒大学当局および市当局が改め
て事の重要性を認識し︑再考されることを望みます︒

⑧ 東洋大学法学部教授 丹藤佳紀氏
横浜市立大学学長︑横浜市長御中︑前略︑歴史と
伝統のある横浜市立大学商学部において︑永年︑中
国研究で豊かな成果を挙げてこられた矢吹晋先生の
後任人事を凍結する方針が示されたことを知りまし
た︒このことは︑横浜市大商学部では︑中国について
の研究および教育が︑当面あるいは今後︑断絶して
しまうことを意味するものと考えます︒私事になり
ますが︑読売新聞横浜支局に勤務しておりました 当
時︑横浜市大の公立大学としてのユニークな存在に
注目し︑いくつかのテーマに関して報道したことが
ありました︒また︑大学に移りましてからも︑アジ
ア・中国分野を担当される諸先生方には公的にも私
的にもさまざまご教示いただき︑横浜市大の存在の
大きさを実感してきました︒今︑この時代に︑中国
についての研究および教育はこれまでにもまして重
要になってきています︒それは︑ご高承の通り︑
﹁眠

送りするのがよいか︑文案を考えさせて頂き︑送信
させていただく所存でございます︒お疲れ様でござ
います︒ご健闘をお祈り申し上げます︒

⑤ 朝日新聞外報部水野孝昭氏
横浜市大御中︑矢吹先生より︑先生の退任後︑後
任の補充が無く︑横浜市大が中国研究のポストを廃
止される︑と聞きました︒国際報道に携わり︑一昨
年まで横浜市民だった者として︑残念至極というほ
かはありません︒二一世紀の世界で﹁中国﹂という
隣国の存在が︑とてつもなく巨大なものになるであ
ろうことは衆目の一致するところです︒ それなの
に︑米国にくらべて日本のアカデミズムでは︑中国
研究は必ずしも陽の当たる扱いを受けてきたとは言
えません︒矢吹先生はじめ個々の研究者は世界的レ
ベルの方がいらしても︑国公立大学に中国研究所ひ
とつないことをみても︑それは明らかです︒日本の
将来を考えれば︑こうした中国研究体制の立ち遅れ
は一刻も早くただすべきと思います︒しかるに︑横
浜市大で中国研究のポストを廃止するというお話
は︑まさにこうした時代の要請に逆行する︑としか
言いようがありません︒財政事情その他の経緯は存
じませんが︑日本の都市の中でも︑歴史的にも地理
的にも︑
そして意識の上でも最も開かれた場所である
はずの横浜市の判断とは信じがたいものがあります︒
将来の世代にアジアの隣人と共存していくため
の基礎トレーニングの場を横浜の地に確保するため
にも︑なにとぞ再考をお願いしたいと存じます︒

⑥ 商学部大学院経済研究科修士課程
竹内江里子氏
いまほど中国経済研究が求められるときはありま
せん︒世界中の大企業は例外なく中国を向き︑熱い
視線を送っています︒日本経済新聞はもとより︑主
要新聞の国際経済面でも中国関連の記事を見ない日

れる獅子﹂と言われてきた中国が﹁目覚め﹂
︑経済面
はもちろん政治︑安全保障などの面でも重要な役割
を果たしているからです︒二一世紀の日本の行方を
左右する要素の一つと言って過言ではないでしょう︒
隣国・日本にとりまして︑その中国を対象に研究を
進め︑学生諸君にその成果を伝授するアカデミズム
の機能はますます欠かせないものになってきていま
す︒私が非常勤講師︵中国語担当︶として出講して
います早稲田大学で︑アジア太平洋研究科を新設す
るとともに︑ 各学部でアジア ・ 中国関係の教育ス
タッフの充実を図り︑貴大学を含む大学や研究所等
からすぐれた研究者・専門家を招いているのもその
現われと見ることができます︒そうした時期に︑中
国についての研究および教育に断絶をきたすような
措置をとることは︑大いなる愚挙と言わなければな
りますまい︒また︑それがもっぱら行政および予算
等の面から考えられたものだとすれば︑ まことに︑
諺に言う﹁角を矯めて牛を殺す﹂ものでありましょ
う︒横浜は︑文明開化の先陣を担った光栄ある伝統
の街です︒その横浜の知的分野をリードする横浜市
大において︑時代と社会の要請に逆行するような措
置がとられることは理解に苦しみます︒貴職におか
れては︑如上の事情を含めてぜひ再検討くださるよ
うお願いいたします︒草々二〇〇二年七月二五日

⑨ 奥井禮喜氏
矢吹晋先生︑一心に中国研究と日中関係の発展
を願って活動してこられた先生の憤りが痛切に迫っ
てくるのを感じます︒問題は大きく二つあり︑一つ
は大学改革に関すること︒もう一つは日中関係に関
することであろうと存じます︒私は最終学歴が工業
高校なので︑大学を直接肌身で感じたことがござい
ませんが︑一昨年︑高井潔司先生の命令にて︑北海
道 大 学 で 大 学 改 革 に 関 す る 意 見 を 求 め ら れ ︑ 私の
ネットワークの方々から意見を集めて一文を作成し
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ました︒少し長いので︑メールでは失礼かとも存じ
ますし︑別便にて掲載誌を送らせていただきます︒
ここでは日中関係の重要性が愈増すことに鑑みて︑
中国講座廃止に関する無知・無分別についていささ
かの存念を述べさせていただきます︒ 明治維新以
来︑
わが国が脱亜入欧路線を取り続けてきたことは
周知の通りであります︒一四世紀頃まで科学技術に
おいても世界の先端を切っていた中国がその後さし
たる発見・発明なく明治維新当時にはいわば淪落し
てしまっていたのも事実︒進取の気性に燃えたわが
国の当時のリーダーが貪欲に進んだ欧米に学ぼうと
したことを否定するものではありません︒しかし︑
それでも当時の識者である︑中江兆民先生は思想・
哲学なくひょいちょいと変節するわが国の事情を嘆
いておられますし︑英国留学して個と国家の在り方
に思いを馳せた夏目漱石先生また︑今︑中国が淪落
しているからとて︑消化吸収してわが国文化の柱と
なっている中国に対する蔑視的態度の軽薄さを指摘
しておられます︒一九九〇年に私は初めて訪中しま
したが︑改革開放路線に対するわが国識者の方々の
論評は親中派と目される方々においてすら︑いささ
か冷笑を帯びたものであり︑私はその態度に悲憤慷
慨の念抑えがたく︑後に五年間に渡って日中交流誌
月刊 LOOK CHINA
を刊行しました︒さすがに一
九九〇年代後半ともなれば︑ 中国からの情報も増
え︑経済的躍進も目に見えるようになって︑わが国
の論調が変ったのでありましたが︑しかし︑わが国
の多くの方々には依然として中国蔑視︵背景には欧
米への劣等感が強く残っていると分析しています︶
の色眼鏡が残っているように思われてなりません︒
過日の研究会においても︑たとえば中国消費者とわ
が国消費者の意識の違いを弁別することなく︑おと
なしいわが国消費者意識で中国を推し量るような認
識の甘さを感じました︒おそらくわが国消費者は世
界のいずこの国と比較してもおとなしいでしょう︒

米国でわが国企業が被った被害は中国どころではあ
りません︒また︑中国のナショナリズムがしばしば
話題になりますが︑わが国においてはナショナリズ
ムと言えば一部右翼の問題程度に考えております
が︑ 実 は さ に あ ら ず ︒ い わ ゆ る 無 辜 の 民 ＝ 無 知 の
民︑懐疑心の少ない国民的性質にこそ︑わが国のナ
ショナリズムの危険性があるのであって︑それなく
して一九三一年からの一五年戦争継続はありえな
かったと思います︒中国と国交回復して時間を経て
も︑わが国民においては︑かの戦争の総括もきちん
とできぬままに︑情緒的・場当たり的思考と対策し
かしてこなかったことを見逃せぬと思うのです︒最
近では世界の工場としての中国の賃金の安さばかり
が強調されておりますが︑現実に中国の生産現場を
見れば︑わが国企業組織・人が喪失した輝くばかり
の勤労観があります︒中国製品がいかに安くても悪
質であれば買わない︒製品の質が時間を追って向上
している︒そしてその背後にそれを作る方々の精進
努力があることを看過してしまっている︒松下幸之
助さんが﹁松下電器は製品を作る前に人を作る﹂と
言われ︑その言葉が流行してまだ四半世紀ほど︒バ
ブル崩壊後のわが国企業において︑展開された諸施
策を見れば︑まったく働く人を無視し続けてきたこ
とが歴然としています︒いわばこれは︑中国を単に
労務費が安いとしか見ていない証明であって︑私が
出会った中国派遣の日本人経営者が﹁今や︑勤勉と
は中国人のためにある﹂と言いましたが︑わが経営
者がきちんと本質を見ておられないことにも︑わが
国の凋落があると存じます︒まして︑これからの世
界を考えれば︑大中国を抜きにして世界の経営は考
えられず︑外交・経済・社会のいずれをとっても中
国から学ぶことは少なからず︒米国の一州たるを選
択するのでなければ︑中国研究は愈盛んになってこ
そであろうと存じます︒そして︑このような理屈抜
きの了見の狭い経済合理性︵？︶のみにて大学経営

をなさっている方々が主流を占めておられる限り︑
わが大学改革などは画餅に過ぎず︑中長期的に考え
て︑
ますますわが国の凋落に拍車をかけるのではな
かろうかと危惧いたします︒

⑩一九八四年卒業商学部千野裕輔氏
矢吹先生︑先週金曜は非常に興味深いシンポジ
ウム会﹇日中コミュニケーション・シンポジウムを
指す﹈を紹介いただき︑誠に有難うございました︒
本日︑先生のメールを戴き︑横浜市大において中国
研究の火が消えかかっている事を知り︑非常に驚い
ております︒横浜市大で私が二二年前に先生の授業
を聴講させていただいたのは︑横浜というイメージ
が貿易︑海外とつながり︑更にはアジア︑華僑︑中
国と繋がっていたからであります︒当時︑中国は現
在より遥かに遠い国でしたが︑現在の両国関係の緊
密さ︑課題の多さは衆目の一致するところでありま
す︒これから一〇年︑二〇年といった将来の日本経
済を背負って行く人材教育において︑大学教育が果
たすべき役割は依然として大きなものがあると思い
ます︒先生の中国関係に広く関わる研究および︑学
生の関心を中国に向けさせる指導が今後も横浜市大
で継続的に受け継がれて行く事を切に希望いたしま
す︒今後の少子高齢化の中で︑大学教育も地域個性
を出し︑どんな分野に特色があるかを明確に打ち出
してゆくことが必要だと思います︒国際貿易港横浜
市が擁する横浜市大において︑中国研究が途絶えて
しまう事は大きな損失であると深く杞憂いたします︒

⑪ 和歌山大学経済学部教授今井武久氏
これは改悪とか暴挙という言葉が適当でない程︑
謂わば︑愚挙︑或いは︑信じられない妄挙ではない
か︒横浜市にも︑まともな判断ができる御仁が居る
筈であり︑貴兄アピールは必ずや成功するものと確
信しています︒
以上七月二五日現在
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