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【私の意見】 『立命館百年史』通史三、公刊に先だって「情報公開」を
-------------------芦田 文夫
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『立命館百年史』通史三、公刊に先だって「情報公開」を
芦田文夫（元百年史編纂室長）
合理化・正当化、賛美に終わってしまっている、と
『最終確認稿』には致命的な問題が
この 5 月末、
「百年史編纂室」から『立命館百年史』 いうところにあった。その「学園政策」の展開も、
通史三の「最終の確認」とされるもの（本文 1753

もっぱら「学園規模問題」の連続的な拡大というこ

頁、以下『最終確認稿』と略称）が送付されてきて、

とに傾斜させられたものになっている。

6 月末までに意見を寄せるようにと求められた。こ

しかも、その学園ガバナンスの体制に関わる「学

れまで『通史三』
（最終稿）に対してかなり根底的な

園政策」の展開とは、その「学園規模問題」を迅速

問題点を提示されてきた学部長理事の多くも、今ま

に効率的に解決していくという視点だけから「理事

たその大部なものを通読し、どれだけ修正がなされ

会を中軸とする学園運営体制の強化」
「トップダウン

ているのかを点検していくのは時間的余裕のうえで

方式」を肯定的に評価したものであって、教授会や

も不可能に近いことであろう。ところが、寄せられ

教学現場との民主的な往復論議の視点を全く欠落さ

た意見を踏まえて、7 月中旬から下旬頃までには百

せたものであった（第 1 章 10 節 2 項では学部長理

年史編纂委員会常任委員会を開き、そこでの「最終

事制の根幹を無視する叙述がみられる）。

の確認」
を行って 2012 年度内の刊行を目指したい、
とされるのである。

さらに、教学内容に関わる「学園政策」は、教学
政策の提起ということにもっぱら力点が置かれて、

一番の問題は、これだけ多くの論点を指摘されて

その実際の結果がどうなっていったかは追跡されて

きた「学園の歴史」叙述に対して、私達の批判の当

いかない、だから「学園政策の展開史」とは言えな

否をもふくめて、ほとんどの全学構成員が判断し論

い「学園政策の提起史」となって

議していく基礎的材料すら公開されないまま、社会

いる、というところにあった（『考

に向って公刊されようとしている、そのことである。 える会』ニュース 20 号・34 号・
ここでは、
「最終確認稿」で「修正」された基本点を

とくに「最終稿」に対する批判の

めぐる致命的な問題について、学園運営の基軸とな

36 号、「財政と学費」問題を論じた

る「総長選挙制度」の改変にかかわる叙述に焦点を

最近の 41 号、など）。

当て、最終段階での警鐘を打ち鳴らすことにしたい。

「編纂の基本」の何を批判してきたのか
これまで私達が批判をしてきた要点は、次ぎのよ

「歴史的評価はしない」という釈明
こんどの『最終確認稿』には、これらの批判を受
け止めてそれに答えようとした説明が、冒頭に川口

うなところにあった。つまり、学園の「歴史」がも

清史総長名での「序文」（以下、「旧序文」と略称）

っぱら理事会の打ちだす「学園政策」の展開史とい

として置かれていたのが特徴であった。ところが、

うことに矮小化されて、肝心の学園構成員の教学・

その「序文」と「通史三」全体との不整合・矛盾が

業務・労働・生活の実態や諸条件とつき合わせなが

批判されたからであろうか（6 月 13 日「未来フォー

らそれを歴史的に検証していくという視点が全く欠

ラム」での私の「問題提起文書」
）、6 月 29 日突然メ

落している、そして結局は理事会の「学園政策」の

ールでその「序文」の修正（以下、
「新序文」と略称）
、

しかもまだ変更があるかも知れないという注釈付き

れている。だから、ほんとは「曖昧化」できないの

のものが送られてきた。この極めて異例な修正劇を

である。

めぐる経緯のなかに、
「編纂の基本」に関わる無定見

また「新序文」では、
『通史三』は「この時期、立

ぶりがよく反映されていると思われるので、全学の

命館が情勢をどのように捉え、何を自らの使命とし

皆さん方に判断して頂く材料として、まず明らかに

て課し、どのように行動し、どのような結果をもた

しておきたい。

らしたかを可能な限り客観的に資料で残す」
、それは

総長の「旧序文」の要点は、確かに『通史三』が

「『全学協議会』や理事会、常任理事会などの公的な

「学園政策の展開史」になっていると認めた上で、

文書を主な材料として記述している。とはいえ、そ

しかしそれが対象とする 1980 年代以降は「現代史

こにはそれぞれの政策や事業に込められた志や思い

あるいは同時代史」であり「歴史的評価を公的に行

が詰まっており…当事者であるからこそ伝えられる

なうには時期尚早」であって「『正史』としての歴史

もの…それ自体学園の歴史の重要な一要素である」、

的評価は相当の年月を経た後年の学園

と釈明されている。「当事者」（理事会）の「学園政

の機関による議論に托す」
、とされると

策」が歴史の重要な一要素であることを否定するも

ころにあった（そのことは、他ならぬ

のは、誰もいない（ただ当事者の志や思いが強く出

学部長理事の多くや私達が一貫して主

過ぎると、公私混同になってしまう）。学園の歴史全

張してきたところであった）。そして、
「
『通史三』の

体がそれだけに一面的に矮小化されたものになって

責務は学園創造の政策展開のダイナミズムを正確に

いることを批判してきたのである。また、学園政策

記録すること」にあり、後年の「いつの日かこの『通

の提起だけでなく、それが「どのような結果をもた

史三』によってそれが（歴史的評価が）明らかにな

らしたかを可能な限り客観的に資料で残す」とされ

ることを願って」これを発刊する、とされていたの

ているが、私達が求めていたのはまさにそれであり、

である。

そうはなっていない一面性を批判してきたのである。

このような「旧序文」をふまえた『最終確認稿』

私達がここで言いたいのは、
「旧序文」と「新序文」

に対して、私達がさらに加えた批判は、
「歴史的評価

の表現に拘った詮索ではなく、
「編纂の基本」に関わ

はしない」とされながら、当の「学園政策」の取り

る原則上の問題が余りにも軽んじられている、とい

上げ方・位置づけ・内容の叙述そのものは、多くが

うことなのである。
「最終稿」までの「最上級の歴史

以前のままを転用しているので、そこには「序文」

的評価」→「旧序文」・『最終確認稿』における「歴

で言われることと本体の中身とに矛盾が在るではな

史的評価はしない」→「新序文」に

いか、ということであった。それは、昨年の「最終

おけるその取消と「曖昧化」、と絶え

稿」までは、その「学園政策」の展開が「学園史上

ず私達の批判に応じて次々と「修正」

かつて経験したことがない飛躍の時期」
「改革のパイ

がその場しのぎでなされていく、その

オニア、フロントランナー」として最上級の「歴史

無定見さを問題にしているのである。だから、私達

的評価」を与えられていたものだったからである（こ

はずっと、
「常任委員、顧問」と「百年史編纂室」と

の評価の言葉は『最終確認稿』でもそのまま残され

の意見の往復（しかも閉じられた）だけに任せるの

ている、序章 46 頁他）
。

ではなく、編纂の基本に関わる本質的な問題として
どうしてもっと広い全学的な論議に付されようとし

「編纂の基本」にかかわる無定見
恐らく「旧序文」と本体との間の不整合や矛盾に

ないのかを問題提起してきたのであった。
「歴史的評

気づかれたのであろう。
「新序文」として修正された

どうするのか、しない場合も「当時の公式あるいは

ものの狙いは、
「歴史的評価はしない」という表現を

公的な文書によって記述」（旧序文）されるものが、

「曖昧化」するところに置かれており、
『通史三』は

中立性を担保する内容になっているのかどうなのか

「『同時代史』であり『現代史』で…『通史一』『通

（そうする時の矛盾が端的に出てくるのが次ぎの

史二』とは…おのずから性格を異にする」、という表

「総長選挙制度」の改変問題なのである）、また「可

現だけに止められたのである。ところが、
『最終確認

能な限り客観的で全面的な資料の残し方」とは如何

稿』全体の総括に当たる最後の「結びに」には、
「旧

にあるべきなのか。このような原則的な基本問題こ

序文」と同じ内容の文章「学園創造の歴史の評価は

そ、本来は編纂委員会常任委員会で本格的に論議さ

後世に托すものとした」（1749 頁）がそのまま残さ

れていくべきものではないか。

価」をするのか、しないのか、する場合その基準は

がその内容にかんする記述の全てなのである。
2005 年「総長選任制度」の肯定的叙述が復活

これでは、誰が読んでもその肯定的評価の叙述で

「編纂の基本」に関わる無定見、大きなブレが典

あるとしか受け取れないであろう。しかも、その後

型的に表われた問題として、学園運営の基軸となる

その根底的な批判のうえに制度化された 2009 年「総

「総長選挙制度」の改変をめぐる歴史的叙述を取り

長選挙規程」については一言もふれないで、上のよ

上げておこう。

うな記述だけが『最終確認稿』の最終章「二一世紀

初め『通史三』（一次草稿）では、2005 年の理事

へむけて」の最後「結びに」のまたいちばん締め括

長主導の「総長選任制度」への改訂に対して、
「当時

りに置かれると、誰もが立命館の 21 世紀がその

（05 年）の公式文書の視点」にしたがって一方的な

2005 年「総長選任規程」を基本ベースにして歩み始

最上級の肯定評価を与えていた。しかし周知のよう

めているのだと受け取るのは当然であろう。ほんと

に、それに対する根底的な批判が起こり、全学的な

に、このままでよいのか、全学に問われなければな

論議・合意にもとづいて 2009 年に再び全学構成員

らない叙述であろう。

自治の原則による新しい「総長選挙規定」が制度化

編纂常任委員会での論議と公開を
から、当然その「現在（09 年）の公式文書の視点」
ここでは、
『最終確認稿』でなされた「修正」をめ
された。新たな「歴史的評価」がなされたのである
に立って書き改めるべきではないか、という批判が

ぐる最も典型的な「総長選挙制度」の改変問題だけ

加えられた。だがその視点に立つとなると、これま

に絞って提起してきたのであるが、他にも随所に見

での『通史三』全体の「歴史的評価」と展開の基調

られる不整合や矛盾、不合理は、たんに字句の部分

を修正しなければならなくなる。それで、『通史三』 的修正のみによって直されうるようなものではなく、
の対象とする時期は 2006 年までである、という形

上述してきた「編纂の基本」に関わる原則上の問題

式論でなんとか切り抜けようとされた。

に由来するものであることが解るであろう。私達は、

しかし、旧い「総長選任制度」に固執する不合理

学部長理事はじめ編纂委員会常任委員会の方々が本

さは誰の目にも明らかであって、ジレンマの末『通

格的な論議を真摯に尽くして下さることを心から望

史三』
（最終稿）では、結局は「総長選挙制度」をめ

むものである。私達多くの元・現教職員の長年の丹

ぐる改変問題の「歴史的事実」そのものが抹消され

念な資料整備（
「第一次草稿」の元になった）の努力

てしまう、という珍事となったのである。だがそれ

が、ほんとに活かされていくものとなるかどうかは、

は「歴史の改竄」ではないかという厳しい批判にさ

その論議の深まり如何にかかっている。

らされて、こんどの『最終確認稿』では「歴史的事

とくに学部長理事が常任委員として選出されてい

実」としてはまた復活を遂げることになったが、上

る意味は、教授会や教学の現場の

述のような「歴史的評価」が引き起こす問題は避け

意見を反映させていくというとこ

なければならないから、
「歴史的評価はしない」
（
「旧

ろにあるのであって、その下から

序文」）でという釈明付きとなった。

の検討と論議の体制を組んでいけ

では実際にどう叙述していくのか、結局は「当時

る十分な時間的余裕がどうしても必要であることを

の公式あるいは公的な文書によって記述する」（「旧

強く訴えたい。そして、そのさいにも一番重要な問

序文」）ということになったのであろう。しかも、余

題は、冒頭で強調しておいたように、このような批

り詳しく書くと論議や批判を呼んだ諸論点がもろに

判の当否をもふくめて、ほとんどの全学構成員が判

出てくるから、できるだけ簡略に 10 行ほどで済ま

断し論議していく基礎的材料すら公開されないまま

そうとされた。他の「学園政策」の説明には数十頁

で、社会に『最終確認稿』が公刊されていこうとし

も費やされているのが多いのに、肝心の「基本法」

ている事態である。これを読んだ社会の側から、様々

については、
「学園の規模」が複数の付属校・キャン

に投げかけられてくるリアクションに対して、肝心

パスになり、
「より現状にふさわしい総長選挙制度を

の学内では何も知らされていないという、この「空

求めて」諸委員会を設置し、
「総長選任に関する理事

洞化」状況を放置しておいてよいのだろうか。そん

会の責任を明確化するなど制度を改定し、総長選任

な時間的余裕もとれないほど、公刊が急がれる理由

規程（2005 年）を制定した」（1752 頁）、というの

があるのだろうか。

(2012．７．上旬記)

【編集後記】

どうなんだべか

グローバル化と百年史

京都新聞の「現代のことば」(6 月 13 日付)で、岡田暁生氏(京大人文研准教授・西洋音楽史)は、西洋にお
ける語学(ラテン語、フランス語、ドイツ語)と文化の普及にふれて、
「英語がこれからもグローバルツールで
あり続ける保証はどこにもない」と述べ、そのうえで「真の国際人は自国語教育から！」と声を大にして言
いたい、と主張しています。
読売新聞の「教育ルネサンス－英語で教える 13」
（6 月 7 日付）でダニエル・カールさん（タレント）は、
「外国語というと英語一辺倒。もちろん全世界で通じる言葉として大事かもしれないが、経済と同じように
英語話者を大量生産しようとするのは、どうなんだべ。日本の国際化のためにはアジアのご近所の言葉、韓
国語や中国語などの話者がもっと必要ではないか」と述べています。
さて、本学でもようやく春闘業協（交渉）が始まりましたが、春闘回答にあたって提示された常任理事会
の文書「教育研究の質向上を通した学園創造に向けて」
（６月 13 日付）では、
「大学の国際化は、いまや日本
の大学のみならず、世界の大学に共通した課題」
（3．Ｐ）だと述べています。そして、それに先立って提示
された「大阪茨木新キャンパスの基本設計に向けた論点整理及び判断について（案）
」
（5 月 24 日付）では、
独自のアカデミック・コンセプトとして「都市共創」と「地域・社会連携」に並んで「アジアへのＧａｔｅ
ｗａｙ」が提起され、
「アジア太平洋の時代を切り拓く国際水準の教学創造と世界中から人々が集まり、また
世界中へと人々が出て行くグローバル・モビリテイ拠点の形成」が謳われています。まるでＡＰＵをさしお
いて茨木キャンパスが国際化の光を浴びて、千客万来を誇るかのような仰々しい物の言い方です。もっとカ
ジュアルな姿勢で、国際化の課題を身近に考えることができないものなのか、大言壮語ではなく、現にいる
留学生たちの心に届く言葉を語れないものなのか。情けないことですが、現実を見つめる目が曇っているの
で、空疎な言葉で現実を糊塗することしか出来ないのでしょう。困ったことです。

誰のための通史三か
今回のニュースは、
『立命館百年史』通史三の最終稿なるものに対する芦田先生の緊急提言を取り上げまし
た。館史編纂室で進められていた作業が最終段階に入り、常任委員会の議を経て微調整の上出版するという
予定らしいのですが、その内容が全学に公表されず、教職員に秘匿したまま進められているという点が、当
面の最大の問題点なのです。なぜ公表されないのか。公表すると物議を醸すと考えられているからなのでし
ょう。その典型的な例として芦田先生は「総長選挙規定」の改変問題を取り上げておられますが、おそらく
これも氷山の一角で、専断的な川本―長田路線の正当化を図ることが秘かに企てられているのならば、問題
が更に積み上がることは明らかでしょう。
実際、編集子が手に入れた目次を見ても、教学と生活の両面にかかわる教職員の実態に触れる箇所は僅か
ですし、学生の多様な動向については殆ど全く無視されています。また、学費を巡る熱い論争も無視されて
おり、大学の相対的低学費政策の後退の歴史も目次を見る限り省かれています。
こうしてつらつら目次を眺めてみると、目次だけでも 26 頁の、1800 頁になんなんとするこの大著が、ど
のような主題を取り上げ、どの項目を重んじたか、どのような主題を無視し、どの項目を軽んじたか、そう
したことを取り上げるだけでも通史三の性格が分かるような気がします。いや、こんな曖昧な言い方はよく
ないし、きちんと物を言いたいと思うから、ぜひ通史三の「最終確認稿」なるものを、教職員の目に触れる
ところに置いてほしい。さもなければ、通史三がきわめて不幸な門出をし、立命館の 100 年史に泥を塗るこ
とになりかねないと憂えています。
（Ｍ＆Ｓ＆Ｈ）
事務局連絡先：〒603-8577 京都市北区等持院北町 56-1 立命館大学教職員組合 気付
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