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資料編Ⅰ

8

序

九州大学は一九〇三（明治三六）年創設の京都帝国大学福岡医科大学をその直接の前身とし

て、一九一一（明治四四）年、工科大学・医科大学よりなる四番目の帝国大学として創立され

ました。二〇一一（平成二三）年に創立百周年を迎え、次の百年に向けて「知の新世紀を拓く」

ことを目標に掲げ、広く世界において指導的な役割を果たし活躍する人材を輩出し、世界の発
展に貢献することを目指しています。

新しい百年を切り開いていくためには、新たな九州大学像を明確に描くことが必要であると

同時に、これまでの九州大学の歩みを振り返ることもまた重要です。
『九州大学百年史』は、九

州大学のこれまでの教育研究の成果や、それを通じた地域社会 日･本 世･界への貢献の歴史を、
内外に積極的に公開することを目的として編集されています。本書を通じて九州大学の歴史を

広く知っていただくとともに、今後の九州大学のあり方について、示唆や指針を得る手がかり
としていただきたいと存じます。

『九州大学百年史』は通史編・部局史編・資料編から構成され、本巻は資料編の最初の巻と

して公開されます。本巻では、九州大学の淵源である賛生館から一九四九（昭和二四）年に新

制大学が発足する前までの時期の資料を採録いたしました。この間、賛生館の後身である福岡

医学校・福岡病院を基礎として京都帝国大学福岡医科大学が創設され、これを前身とした九州

帝国大学の創立、各学部等の創設による大学としての発展、そして戦争と戦後の改革により大

きな影響を受けるといった、激動の歴史を九州大学はたどっています。また、新制大学発足時

に統合される、福岡高等学校・久留米高等工業学校もこの間に創立されました。

本巻には、このような九州大学の歴史を表すものとして、大学全体や各学部・前身校に関す

る法令や規則類だけでなく、新聞記事や個人の文書、地方議会の資料など、さまざまな分野に

わたって幅広く収集した関係資料を収録しています。こうした資料を通じて、九州大学はすで

にその創立過程から社会と密接な接点をもち、社会のみなさまに支えられ、また社会に貢献し
てきたことをご理解いただけるものと思います。

九州大学では二〇〇六（平成一八）年に百年史編集ワーキング・グループを設置して百年史

編集事業の検討を開始しました（二〇〇八年に史料編纂委員会に改組）
。二〇〇七年に百年史編

集委員会を設置し、二〇〇九年、大学文書館に百年史編集室を設置して『九州大学百年史』の

編集実務を開始いたしました。九州大学ではこれまで、五十年史・七十五年史を刊行しており、

その過程で収集された資料や、その後保存措置がとられた学内外の文書を保存・公開するため

に大学文書館を設置しております。
『九州大学百年史』はこれまでの年史編纂の経験と資料の蓄

積の成果でもあります。加えて、大学年史としては初めて、印刷物での刊行に先立ちＷＥＢ上
での公開を行うという、新たな試みを行うことといたしました。

九州大学は二〇〇五（平成一七）年より伊都キャンパスへの統合移転を開始し、本年には椎

木講堂も完成いたしました。伊都キャンパスを「知の拠点」として今後ますます、教育 研･究の
充実、産学官連携の強化、国際化の推進を行ってまいります。九州大学が新キャンパスで新し

い道を歩み始めているなか、
『九州大学百年史』の公開を開始できますことは、まことに慶賀の
至りです。

有 川 節 夫

本巻の編集にあたっては、数多くの方々から資料の提供などのご協力を賜りました。ここに
厚く御礼申し上げます。
二〇一四（平成二六）年五月
九 州 大 学 総 長

本巻「資料 編Ⅰ」に は九州 大学の創立前 史から新 制大学 発足前までの 資料を収 録した 。
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解
はじ めに

題

本巻には、 九州大学 の創立 前史から、新 制大学発 足前ま での資料を、 新制大学 発足時 に九州大学に 統合され る福岡

高等学校・久 留米工業 専門学 校（高等工業 学校）の ものも 含め掲載した 。掲載範 囲は一 八六七（慶応 三）年か ら一九
四九（昭和二 四）年ま でであ る。

大学の歴史 を示す資 料は、 法令・議事録 ・事務文 書・刊 行物等学内の 文書だけ でなく 、国や地方の 公文書、 個人の

日記や意見書 、新聞等 の刊行 物にも含まれ 、大きな 広がり をもっている 。本巻で はそう した資料の中 から、九 州大学
およびその前 身校等の 歴史を 最も的確に表 す資料を 精選し 、掲載してい る。

掲載にあた っては、 大学お よび部局（分 科大学・ 学部・ 研究所等 ）・附属 諸学校・前 身校の創設時 の法令・ 規則類 、

創設の経緯を 示す文書 ・新聞 記事等を重点 的に選択 した。 また、九州大 学の歴史 を考え るうえで特に 重要な事 件等に

関する資料も 掲載した 。資料 選択にあたっ ては、学 内の状 況・動向を示 すものだ けでな く、九州大学 と社会・ 地域と
の関わりを示 すものを できる だけ多く含む よう考慮 した。

資料掲載の 順序は、 大きな 項目ごとに編 ・章・節 を立て てその項目に 関する資 料を配 置し、各節の 中では原 則とし
て資料の作成 等の日付 順で配 列している。

なお、『 九州大学 七十五年史 』史料編に掲 載された 資料は 、本巻掲載範 囲に該当 するも のはすべて再 掲載した 。
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第一編
第一章
賛生 館

賛 生 館 か ら 県立 福 岡 病 院 へ

創立 前史

第一 節

九州大学は 、一九一 一（明 治四四）年に 九州帝国 大学と して創立され た。その 直接の 前身は一九〇 三年創設 の京都

帝国大学福岡 医科大学 であり 、その淵源は さらに県 立福岡 病院から賛生 館にまで 遡るこ とができる。
たけやゆうし

賛生館は一八 六七（慶 応三） 年、蘭方・漢 方両方を 教授す る福岡藩の医 学校とし て設立 された。頭取 は福岡藩 の藩

医である武谷 祐之であ った。 後年編纂され た武谷の 伝記「 贈従五位 武谷祐之 小伝」にはご く簡単 なものではあ るが、

賛生館設立の 状況や具 体的な 教育体制等が 記されて いる【 一】。賛生 館は廃藩 置県により 福岡藩が廃止 されたの ちも存

続していたが 、一八七 二（明 治五）年八月 の学制公 布に伴 い廃止となっ た。廃止 直前に は教師四名と 生徒三一 名がい

たことが『 福岡県史 稿』に は 記されている【二 】。廃止後 の同年一〇月 、賛生 館の教師 であった塚本 道甫は医 学教育 の
改革に関する 意見書を 福岡県 に提出したが 、県の容 れると ころとはなら なかった 【三】。

賛生館の廃 止により 、福岡 県下の医学教 育機関は 一時途 絶していたが 、福岡県 は一八 七四年、藩校 修猷館内 に診察

所を設置した【四 】。こ の診察 所は一八七七 年六月に 博多中 島町に新築移 転し、大河内和 を院長とする 県立福岡 医院が

開院した 。同医院 は治療より も医学教育に 重点を置 き、開 院に先立って 生徒募集 が行わ れた【五 】。病院費 は旧筑前国

各区に対する 賦課割に よって 賄われた【六】。福 岡医院の開 院式は六月二 五日に行 われ、席上渡邊清県 令は 、この病院
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が「欧州 ノ医術 」を福 岡県で 発展させる役 割を担う とする 祝辞を述べた【七・八・九・一〇】。一八 七八年に は医員 一

福岡 医 学校

九名、生徒六 四名が在 籍し、 年末には生徒 寮を増設 してい る【一一 】。

第二 節

福岡医院は 教育に重 点を置 くとして開院 したが、 実際に は医員数が少 ないため 診療に 忙しく、教育 できる生 徒数は

限られていた。そ のため、開 院からわずか 二年後の 一八七 九（明治一二）年三 月、第一 回福岡県会に おいて福 岡県は 、

久留米・小倉 に病院を 設置し 、福岡には医 学校とそ の附属 医院を設置す る議案を 提出、 医学校建設費 一万円余 の予算

案は賛成多数 で可決さ れた【 一二・一 三】。福岡 医学校は同 年七月一日を もって開 設され 、福岡医 院はその 附属病院と
なった【一四 】。

新たに創立 された福 岡医学 校は六月二八 日付で仮 規則を 定め、三年の 課程で定 員は二 〇〇名と、福 岡医院よ りもは

るかに規模は 大きくな り、二 年課程で定員 三〇名の 製薬学 の課程も併設 された【一五 】。福岡医学校で は教師と して大

森治豊・熊谷 玄旦の二 名を招 聘することに 成功した が、両 名はこの年一 〇月に学 士号を 取得して卒業 する東京 大学医

学部の第一回 生であっ た。大 森が残した日 記『何事不 記』は、創立当時 の福岡医学 校の 様子をよく伝 えている【 一六 】。

一八八〇年 五月五日 、福岡 医学校の職制 ・職務章 程・規 則が布達され 、制度が 固めら れた。仮規則 で三年と されて

いた課程は四 年に延長 されて いる【一七 】。ま た、翌年四 月には修業年 限一年半 の薬舗 学科が設けら れた【一 八】。
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第三 節

福岡 甲 種医 学校

一八八二（ 明治一五 ）年五 月、文部省は 「医学校 通則」 を公布し、教 諭に三名 以上の 医学士がいて 附属病院 生徒の

臨床実習がで きるなど 一定の 条件を有して 医師の開 業試験 を免除できる 医学校を 甲種、 それ以外を乙 種とした 。福岡

医学校はただ ちに甲種 医学校 の認可を申請 すること とし、 試験を厳重に して生徒 の質の 向上を図ると ともに、 翌一八

八三年二月五 日には「 福岡医 学校規則」を 改正して 科目ご との教授内容 を細かく 定め、 試験について も内容等 を明記

するなど、認可条 件を整え た【一九】。四月、内 務省から認 可が下り、福岡甲 種医学校 が 発足した。甲種医 学校とな っ

たことで 、卒業生 は開業試験 を免除され 、医師 免状を下付 されることと なった【二〇 】。七月には附属 病院規則 が定め

られた【二 一】。一八 七四年 、福岡甲種医学 校は校内 に新た に福岡乙種薬 学校を附 置し、薬剤師の養成 を開始し た【二
二・二四 】。

こうして甲 種医学校 となり 、大森治豊を はじめと する優 秀なスタッフ を揃えて その名 声を高めた福 岡医学校 であっ

たが、問題も 抱えるこ ととな った。福岡甲 種医学校 の定員 は五〇名であ ったが、 新聞で は生徒の成績 が不良で 卒業者

は年一五名に すぎない ことや 、必要以上の 学費の送 金を父 兄にねだって それを遊 興に費 やす素行不良 ぶりが伝 えられ

ている【二 三】。こうし たこと から福岡甲種 医学校で は父兄 に対し、授 業料が一 期一円五 〇銭で生活費 は月四円 弱であ
ることを新聞 広告で伝 えねば ならない有様 であった 【二五 】。

さらに、県 会では一 八八五 年頃から医学 校廃止論 が出て いたが、翌一 八八六年 四月に 中学校令が公 布され、 全国に

五つの高等中 学校以下 が設置 されることが 決まると 廃止論 は一気に高ま った。こ れを受 けて一一月、 宗像郡の 開業医

たちは廃止に 反対する 建白書 を県会に提出 し、翌月 には糟 屋郡北部の開 業医たち も同様 の建白書を提 出した【 二六・

二七】。しかし 県会では 廃止論 が圧倒的とな っており 、一 八 八七年度予算 案の審議 で医学 校費全廃案が 可決され【二 八】、
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医学校費を復 活させる 再議案 も否決された【 二九 】。このと きは県知事が 予算削除 を承認 せず予算案が そのまま 施行さ

れたが、一八 八七年九 月、翌 年度以降府県 立医学校 費を地 方税で支弁し てはなら ないと する勅令が出 され、こ れによ

り福岡甲種医 学校の廃 止は決 定的となった 。
『福岡日 日新 聞』では「府県 立医学校の 運 命」と題す る論説を 掲げ、医 学

県立 福 岡病 院

校の廃止を惜 しんだ【 三〇】。

第四 節

福岡甲種医学 校は廃止 される こととなった が、県下 の医師 たちはこれを 発展的に 廃止し て県立病院に 改組しよ うと

動き始めてい た。県会 での廃 止論が高まっ ていた一 八八七 （明治二〇） 年七月六 日、県 下二九名の医 師は協議 して、

医学校附属医 院を県立 病院と するとの意見 に一致し た【三 一】。さ らにこの 意見を建 白 としてまとめ 、一一 月に県会 に

提出している 【三三 】。新聞 も福岡県全体 の医療の 向上の ために県立病 院の必要 性を訴 えた【三二 】。

こうした要望 を受けて 、福岡 県は一八八八 年度予算 案に県 立病院費を盛 り込んだ 。県会 ではこれへの 対案とし て、

医学校を福岡 区立の公 立病院 として県から 補助金を 出す案 と、完全に廃 止して病 院もつ くらない案と が出され たが、
いずれも賛成 少数で否 決され 、県立病院の 設置が決 まった 【三四】。

一八八八年三 月一三日 、福岡 県は三月三一 日限りで 福岡甲 種医学校と乙 種薬学校 を廃止 し、跡地に県 立福岡病 院を

設置すること を告示し た【三 五】。院 長には医 学校長で あ った大森治豊 が就任し た。五 月一〇日には 「福岡病 院規則 」

が定められて いる【三六 】。福 岡病院では医 師が県内 を巡回 し、患者 を診察し ながら各 地 の開業医に臨 床技術を 教えた 。

この交流が契 機となっ て、「 玄洋医会」が 設立され る。一 八八九年六月 、雑誌『 杏林之 栞』が発刊さ れ、「玄洋医 会 創

立之趣旨 」が掲載 された【三 七】。玄洋医会 は翌一八 九〇 年三月八日第 一回総会 を開催 し、規則 と規約を 定めて正式 に

5

発足した【三 八・三九 】。

県立福岡病院 は設立以 来順調 に発展した。 一八九〇 年の九 州鉄道の開業 により交 通の便 が増大したこ ととも相 まっ

て患者が急増 して病舎 は手狭 となり、さら に病舎自 体も老 朽化が進んだ 。そのた め一八 九二年、那珂 郡千代村 への新

築移転が決定 され、一 八九三 年度から三か 年継続事 業とし て計五万五〇 〇〇円余 で新病 院が建設され ることと なった

【四〇】。一八九 四年に勃 発 した日清戦争 の影響で 工事は 遅れたが、一八九六 年五月に 完工し、六 月から診 療を開始 し

九州 大 学設 置問 題

京 都 帝 国 大 学福 岡 医 科 大 学

た。七月には 規則を改 正して 新たに「県立 福岡病院 規則」 が定められ、 新病院は 名実と もに完成した 【四一 】。

第二章
第一 節

一八七七（ 明治一〇 ）年に 東京大学が創 立され、 これが 一八八六年に 帝国大学 に改組 されると、国 内の他の 地域で

も大学を設立 しようと する動 きが出てくる 。九州に おいて は熊本県での 動きが最 も早い ようであり、 一八九二 年頃に

は熊本国権党 系の津田 静一等 が九州大学設 置運動を 行い、 嘉納治五郎が 九州各地 を廻っ て状況を探る などの動 きを見
せている【四 二】。

九州への大 学設置の 動きが 本格化するの は日清戦 争（一 八九四～九五 年）後の ことで ある。この時 期中等・ 高等教

育機関の拡充 が進み、 一八九 七年六月には 京都帝国 大学が 創立された。 同じ頃、 政府が さらに九州に 帝国大学 を設置
あ り たか

する意向をも っている という 報が伝わると 、福岡・ 熊本・ 長崎三県の間 で激しい 誘致合 戦が始まった 。

一八九九年 一月 、東京での 高等教育会議 から帰福 した修 猷館館長隈本 有尚は、
『福岡 日日 新聞』へ の談話で 、九州 大
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学と高等学校 を福岡県 内に設 置すべきこと を主張し 、福岡 県における九 州大学設 置運動 の口火を切っ た【四 三】。これ

に対し、早く から九州 大学設 置運動を始め ていた熊 本県で は、第五高等 学校の存 在や気 候風土の良さ などをア ピール

して、あ たかも熊 本県に設置 が決定したか のような 報道ま でなされてい た【 四四】。また 長崎県では 、医科 大学の設置

は当然とし 、工科 も医科と 離 さず同じとこ ろに設置 すべき ことが訴えら れていた【四 五】。こうし た他県の 運動を見 て 、

福岡県では気 候や衛生 などが いかに他県と 比べて大 学設立 位置としてふ さわしい かを主 張するパンフ レットが 作成さ
れ、熊本・長 崎両県に 対抗し た【四六 】。

設置運動は 各県会で も展開 される。福岡 県会は一 八九九 年一一月、設 置費のう ち五〇 万円分を県か ら寄付す ること

を含め、設 置のため 尽力する よう県知事に 求める決 議を採 択した【四 七・四八】。これ に 対し熊本県会 は翌月 、大学の

敷地全部を県 から寄付 するこ とを含めた 、同様 の決議を採 択している【四九 】。こうして 各県の設置運 動は 、財政的な
裏付けをつけ るかたち で展開 していくこと となった 。

こうした動 きを受け て、翌 一九〇〇年一 月、第一 四回帝 国議会衆議院 に「九州 東北帝 国大学設置建 議案」が 提出さ

れ、特別 委員会に 付託された【五〇 】。特別委員 会では福岡 県選出の藤金 作が委員 長とな って審議され 、全 会一致で原

案どおり可決 され、本会議で も賛成多数で 可決され た【五 一・五二 】。しかし政 府は財 政窮乏を理由 として 、これを 予

福岡 医 科大 学設 置運 動

算化しなかっ た。

第二 節

一九〇〇（明 治三三） 年一二 月、福岡県会 は福岡県 に九州 大学が設置さ れる場合 には福 岡病院を献納 するとし た決
議を満場一致 で採択し た【五 三】。し かし翌年 度も設置は 見送られた。
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一九〇一年九 月、政府 は九州 に医科大学を 設置する ことを 閣議決定した 。この報 が伝わ ると、福岡・ 熊本・長 崎三
県の誘致合戦 はさらに 激化し た。

福岡県では、 新聞に立 て続け に誘致を訴え る論説が 掲載さ れ、福岡が熊 本・長崎 両県よ りも設置場所 としてふ さわ

しいことを訴 えた【五四・五 五】。福岡市会 は一〇月 、福岡 に設置が決ま った場合 は四万 円余を借り入 れて大学 敷地を
な お よし

買収して寄付 すること を満場 一致で決定し た【五六 】。県会 も福岡病院の 土地建物 器具一 切を寄付する ことを決 議した

【五七・五八】。福岡市 では商 工会を中心と して医科 大学設 置期成会を組 織、松 下 直美市長を委員長として 貴衆両院 議

員など関係各 方面への 大々的 な働きかけを 行った。 その経 緯はのちに「 九州大学 設置運 動経過事跡」 としてま とめら
れている【五 九】。

これに対して 熊本県で は、福 岡県と同様に 熊本病院 の土地 建物器具一切 を寄付す るとす る決議を県会 が採択し た【六

〇】。ま た、新聞 には、巨 額 の寄付金を提 示して先 行して いた福岡県の 動きに対 して、 危機意識に満 ちた論説 【六一 】

や、国権派の 勢力の強 い土地 柄らしく国家 全体の利 益から 見て熊本が最 適とする 論説【 六二】が掲載 されてい る。

長崎県でも 、新聞論 説は古来 医術の発展に 貢献して きた歴 史などの点か ら長崎が 最適と 主張している【六三 】。また

長崎県会も、 同様の観 点から 長崎が医科大 学に最適 として 、設置費五〇 万円と長 崎病院 を寄付すると した決議 を採択
している【六 四】。

三県の誘致合 戦は、こののち 長崎県が高等 商業学校 誘致に 絞ることを決 め、福 岡・熊本 の二県のみの 争いとな った。

両県は激しい 誘致合戦 を展開 したが、一九 〇一年一 二月一 二日、政府は 第一六回 帝国議 会衆議院本会 議で福岡 設置を

表明した。こ れに対し て東北 選出議員を中 心に、東 北への 同時設置が予 算委員会 で強硬 に主張された が、菊池 大麓文

部大臣は福岡 への設置 を確言 して譲らなか った。菊 池の述 べるところに よれば、 福岡設 置の決め手と なったの は、福
岡病院の設備 や治療成 績の良 さであった【 六五・六 六・六 七】。
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医科大学の新 設は、誘 致を行 った地域や政 界のみな らず、 一般の耳目も 集めてい た。雑 誌『太陽』で は詩人・ 歌人

として知られ る大町桂 月が、九州対東北の 、そ して九州内 での誘致合戦 の加熱に 対して 苦言を呈して いる【六八 】。ま

た、新聞『万 朝報』で は社会 主義者堺利彦 が「福岡 県の富 豪」に対し、 見苦しい 誘致合 戦をするより も自分た ちで資

金を出して私 立大学を 設立す る方がよい、 と皮肉を 込めて 誘致合戦を批 判してい る【六 九】。

ともかくも こうして 医科大 学の福岡設置 は決定さ れた。
『 福岡日日新聞』は一九〇 二年 二月一六日付 で今後の 県費支

出や福岡病院 の寄付 、福岡県・福岡市 の対応な どを報じて いる【七 〇】。誘致 運動を推進 した医科大学 設置期成 会は四

月三日、盛大に設 置祝賀会を 開いた【 七一】。ま た福岡県教 育会福岡支会 は、誘致の功績 を讃えて会長 丸田重雄 に感謝

京都 帝 国大 学福 岡医 科大 学の 創 設

状と記念品を 贈呈して いる【 七二】。

第三 節

福岡に医科 大学が設 置され ることとなっ たが、当 時帝国 大学を名乗れ るのは総 合大学 に限られてお り、福岡 に設置

される医科大 学は、京 都帝国 大学の一分科 大学とさ れるこ ととなった。 こうして 一九〇 三（明治三六 ）年四月 、京都

帝国大学福岡 医科大学 が創設 された【 七三・七四・七五 】。初代の福岡医 科大学長 兼附属 医院長には県 立福岡病 院長の

大森治豊が就 任し 、京都帝国 大学総長の職 務の一部 委任を 受けた【 七七】。創 設時の講座 数は四にすぎ なかった が、そ

の後順次増設 されてい った【 七六】。土地建 物等は 、誘致運 動の際に表明 されてい たとお り、県立 福岡病院 のものがそ
のまま引き渡 された【 七八】。

福岡医科大 学の規則 等は、 一九〇三年七 月二八日 の京都 帝国大学総長 からの達 により 、京都医科大 学と同じ ものが

適用されるこ ととなっ た。こ ののち九月一 日に京都 帝国大 学通則が制定 されると 福岡医 科大学もその 適用を受 け【七
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九】、授 業・試問 ・選科生 の 詳細について も京都医 科大学 のものと同じ 「福岡医 科大学 規程」が制定 された【 八〇 】。

同様に附属医 院の規程 も京都 医科大学附属 医院のも のが適 用された【八一 】。事務 分掌は 創設と同じ四 月一日に 定めら

れている【八 二】。附属医 院 には看護婦養 成科が置 かれ、 二年の課程で 看護婦養 成教育 が行われた【 八三・八 四】。 学
位授与に関す る内規は 第一期 生が卒業する 一九〇七 年に制 定されている 【八五 】。

第一期生が 入学した 一九〇 三年九月 、
『福 岡日日新 聞』の 論説は、福岡医科 大学の創設 を祝福すると ともに 、他の分

科大学を創設 して独立 した一 大学とするこ とを主張 した【 八六】。第一期 生卒業後 の一九 〇八年、
『福岡 医科大学 雑誌』

は「福岡医科 大学概況 」を掲 載し、医科大 学の現況 を紹介 している【八 七】。創立か ら 六年後の一九 〇九年 、「福 岡 医

科大学集談会 」が発足 した。 同会は教官ら の研究発 表等の 場として定期 的に開催 され、 福岡医科大学 の学術的 発展に
大きく貢献す ることと なる【 八八】。

福岡医科大 学入学生 の出身 高校別の内訳 は、全時 期を通 じて第一高等 学校が最 も多か った。特に一 九〇四年 入学の

第二期生は同 校の医科 志望者 六九名のうち 二八名が 入学し 、全入学者一 〇一名の 三分の 一近くを占め た。これ はこの

年二月に始ま った日露 戦争に 刺激を受けて 、自分た ちも「 国家の為」に 貢献でき ること として、新設 の福岡医 科大学

の発展に尽く そうと、 彼らが 結束して福岡 医科大学 への進 学を希望した ためであ る。彼 ら有志二三名 は、東京 府下の
四大新聞に「 告白」と 題する 声明書を発表 し、その 決意を 披瀝した【八 九】。

こうした強 い意欲を 持って 入学した学生 たちは、 勉学に はもちろん、 それ以外 の諸活 動にも力を注 いだ。一 九〇四

年二月、三十 余名の学 生たち によって「木 曜会」が 結成さ れた。これは 人格の修 養を目 的とした、学 生の親睦 団体で

あった【九 〇・九一】。木曜 会 は講演部を設 け、一 般市民に も開放する講 演会を開 催し、地域社会との 連携を重 視した
活動を行った 【九二 】。

全学的な学 生組織で ある学 友会は木曜会 より一足 早く、一九〇三年一 一月に発 足した 。学友会では一 九〇七年 六月、
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『福岡医科大 学雑誌 』の刊行 を開始した 。同誌 は学友会の 雑誌であるが 、内 容は一種の 大学紀要であ り、
「学術 的医 学

雑誌」と位置付け られた【九 三】。学友会 には運動 部等が 設けられ、その活 動状況は『 福岡医科大学 雑誌』で報じ ら れ

ている【 九四 】。また 、学生 生活の利便性 向上のた め、一 九〇八年に「福岡 医科大学 消 費会」が つくられ 、学 内外に 分
配所を設置し て文房具 や食料 品の販売を行 った【九 五】。

一九〇七年 一二月一 二日、 福岡医科大学 の第一回 卒業式 が挙行された 。式では 大森学 長の告示に続 いて岡田 良平京

大総長と牧野 伸顕文部 大臣の 祝辞があり 、卒業 生総代の答 辞をもって式 は終了し た【九 六】。式後祝賀 会が開か れ、現

在まで続く「学 士鍋」がふ る まわれたあと、市民の歓 迎を 受けながら東 中洲の共 進館ま で提灯行列が 行われた【 九七】。

工科 大 学設 置問 題

九 州 帝 国 大 学創 立 へ の 動 き

九州 帝国大学 の創立

『福岡日日新 聞』は第 一期生 の卒業を祝福 するとと もに、 医科大学の福 岡県への 貢献の 大きさを賞賛 した【九 八】。

第二編
第一章
第一 節

こうして京 都帝国大 学福岡 医科大学が順 調な発展 をみせ ていくなか、 帝国大学 増設の 問題が具体化 してきた 。文部

省は一九〇七 （明治四 〇）年 度予算の臨時 費中に福 岡工科 大学創立費を 盛り込ん だが、 大蔵省の査定 で削減さ れ、実

現は困難にな った。と ころが 、当時足尾鉱 毒事件で 世論の 批判にさらさ れていた 古河家 より、批判緩 和のため に福岡
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工科大学創立 費のうち 建築費 寄付の申し出 が行われ た【九 九】。ま た、福 岡県会も 土地と 創立費用の寄 付を議決 したた

め、財政 上の問題 が解決した【一〇〇 】。工科大 学創立費を 盛り込んだ予 算案は第 二三回 帝国議会で可 決され 、福岡へ
の工科大学設 置が決定 した【 一〇一】。

衆議院の審議 の際に問 題とさ れた設置位置 について は、医 科大学の隣接 地である 箱崎町 が選定され、 同町では これ

を祝う祝賀会 が催され ている【一〇二 】。工科大 学設置が決 まったことで 、福 岡市会は 、敷地買収費六 万五〇〇 〇円余

を、起債 により県 に寄付する ことを議決し た【 一〇三 】。同 様に糟屋郡か ら四〇〇 〇円、箱崎町から一 万八〇〇 〇円余
と土地一二〇 〇坪余が 県に寄 付されている 。

工科大学設置 は福岡県 の官民 挙げての慶事 であった が、中 には異論もあ った。医 科大学 教授林春雄は 『福岡医 科大

学雑誌』に談 話を寄せ 、当初 は理工科大学 ができる と聞い ていたが、理 科は東北 に取ら れてしまった 、と慨嘆 してい

る【一〇四 】。基礎科学 を担う 理科大学設置 の要望は 医科大 学には強かっ たようで あるが 、その実現 にはこの のち約三
〇年を要する こととな る。

工科大学の敷 地と決ま ったの は箱崎町の良 好な畑地 であっ た。そのため 地主の反 対運動 が起き、最終 的には土 地収

用法を適用し て収用す ること となった【 一〇五 】。こ の土地 問題の解決に 尽力した 箱崎町 会議員山崎親 次郎には 、町長

工科 大 学官 制の 公布

より感謝状が 贈られて いる【 一〇六】。

第二 節

一九一〇（ 明治四三 ）年一 二月二二日、 勅令第四 四九号 をもって「九 州帝国大 学工科 大学官制」が 公布、翌 年一月

一日より施行 された【一〇七 】。施行 日をもっ て九州帝 国 大学工科大学 が開設さ れたが 、授業は九 月一一日 開始とな っ
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た【一〇八・一一〇 】。当初工 科大学の事務 は文部省 内で取 り扱われ、四月一 日から工 科 大学内に移っ た【一〇九・一

一一】。 創設時の 工科大学 に は六学科一九 講座が置 かれる こととなり【 一一二 】、四 月 一五日付で総 長より「 工科大 学
長委任事項」 が達せら れた【 一一三】。初代の 工科大学長 には中原淳蔵 が就任し た。

九月一一日 の授業開 始を控 え、八月二 日には工 科大学の 学科課程が制 定された【一一 四】。こ のとき併 せて選科 規 程

も定められて いる【一一八 】。これに対して「学 期授業及 在学規程 」
「入学規程 」
「試験 規程」の制定は授 業開始後 の 一

〇月から一一 月にかけ て制定 された【一 一五・一一六・一 一七】。工科大 学にとっ て必 須の実習に関 しては 、翌一九 一
二年六月一〇 日、「実習規程 」と「学生実 習心得」 が制定 された【一一 九・一二 〇】。

一九一四（ 大正三） 年七月 五日、工科大 学として は第一 回の卒業式が 行われた 。この とき併せて『 九州帝国 大学工

九州 帝 国大 学の 創立

九 州 帝 国 大 学の 創 立

科大学要覧』 が作成さ れ、参 列者等に配布 されてい る【一 二一】。

第二章
第一 節

九州帝国大 学の創立 を目前 に控えた一九 一〇（明 治四三 ）年八月八日 、福岡医 科大学 長後藤元之助 は『福岡 日日新
聞』に対し、 創立の準 備状況 や総長の人選 などにつ いて語 った【一二二 】。

同年一二月 二二日、 勅令第 四四八号によ り、翌一 九一一 年一月一日を もって九 州帝国 大学が創立さ れること が公布

された【 一二三 】。二月の第 二七回帝国議 会では「帝国 大 学特別会計法 」が 改正され 、東京・京 都に加え て東北・九 州

の各帝国大学 が同法の 適用を 受けることと なった。 改正を めぐる貴族院 の審議で は、予 算よりも帝国 大学の構 成に関
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して議論が集 中し、そ れまで 四分科大学以 上で帝国 大学を 構成すること を固持し ていた 文部省は、二 分科大学 以上に
方針変更する ことを明 確化し た【一二四・ 一二五・ 一二六 】。

三月三一日、勅 令第四三 号 をもって「九州帝 国大学官 制 」が公布され、四月 一日より 施行された【一二 七】。同 時 に

「総長職務規 程」が 文相訓令 として定めら れている【一二 八】。以 後四月か ら六月に か けて各種規程 等が相次 いで制 定

された。大学の最 高意思決 定 機関である評 議会につ いては「九州帝 国大学評 議員互選 手 続」「九州帝国 大学評議 会規程 」

が制定された【一 二九・一三 〇】。大学の 事務に関 しては 、
「九州帝国大学処 務規程」で 事務分掌等が 定められ 、
「事 務

官委任事項 」で事務 官の権限 が定められた【一三 一・一三二】。会 計事務に ついては「九 州帝国大学会 計事務規 程」
「会

計課事務分掌 規程 」でその 内 容が規定され た【 一三三・一 三四】。服務 規程は職 員・巡 視・小使・給 仕それぞ れにつ い

て定められた ほか 、巡視以 下 については服 務通則も 定めら れている【一三五・一 三六・一三七・一三八・一三 九】。七

九州 帝 国大 学の 整備

月一八日 、
「九州 帝国大学 通 則」が達せ られた【 一四〇 】。同日、官制 に定めが ない副手 について規程 が制定さ れた【 一
四一】。

第二 節

九州帝国大 学初代総 長山川 健次郎は一九 一一（明 治四四 ）年四月八日 に赴任し 、二〇 日教職員一同 に対する 最初の

訓示を行った【一 四二】。二二 日には学生（工科 大学生はま だ入学してい ないので 、旧福 岡医科大学に 在学して いた医

科大学生のみ ）に対す る訓示 を行い、「修養ガ 広クナケ レ バ完全ナ士ト 云フ可カ ラズ」 と述べている 【一四三 】。 九 州

帝国大学とし ての最初 の入学 生を迎えた一 〇月四日 の宣誓 式では、「学 ヲ励ミ智ヲ 研キ国 家ノ発達ヲ助 クル人ト 自己ヲ
為スモ亦諸子 ノ国家ニ 対スル 義務デアル」 と訓示し た【一 四四】。
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『福岡日日 新聞』は 、九州 帝国大学官制 施行翌日 の論説 で、九州帝国 大学の「 独立」 は「九州の文 運に向つ て一大

時期を画した るもの」 と、そ れが大学所在 地に大き な利益 をもたらすも のとして 祝賀し た【一四五 】。

京都帝国大 学の分科 大学と して発足した 福岡医科 大学は 、一九一一年 四月一日 、勅令 第四五号によ り九州帝 国大学

の医科大学と なった【一四六 】。三月 三一日に 公布され た 勅令を受けて 、同日 菊池大麓 京大総長は福 岡医科大 学に告 別

電報を送り、後藤 元之助福 岡 医科大学長も これに対 する謝 電を送った【一四 七・一四八 】。四月一五 日、総長より「医

科大学長委任 事項 」が達せら れ【一四 九】、八月 二三日には 福岡医科大学 の規程を 改正し て「九州 帝国大学 医科大学規

程」が制定された【 一五二 】。翌一九一二（明治 四五）年五 月三〇日、勅令第 一二九号 に より医科大学 の講座の 種類と

数が定められ 【一五一 】、 同 （大正元）年 八月二九 日には 医科大学と附 属医院の 処務細 則が制定され た【一五 〇】。 一
九一三年には 附属医院 に産婆 養成科を新設 している 【一五 三】。

一九一三年 は京都帝 国大学 福岡医科大学 の創立一 〇周年 にあたり、医 科大学で は祝賀 会が開かれた 。学友会 はこれ

を大学主催で 行うよう 総長等 に申し入れた が容れら れず、結局「学生 主催 」として挙 行 された【一 五四 】。祝 賀行事 は

一一月一六日 から一一 月二一 日まで行われ 、祝賀式 のほか 、園遊会・提 灯行列・ 福岡市 主催祝賀会等 も行われ 、地域
住民も多数参 加して一 〇周年 を祝った【一 五五 】。

九州帝国大 学の第一 期生は 一九一一（明 治四四） 年一〇 月四日に入学 者宣誓式 を行っ たが、これに 先立って 八月一

日に学生の制 服・制帽 が定め られ【一五六 】、 九月一一 日 に「学生掲示 手続」が 【一五 七】、一 二月一三 日には「 学 生

受診手続」が達せ られた【一 五八】。一九 一三（大正二）年 、最初の学生福利 厚生施設 と して学生集会 所が設置 された

が【一五九 】、寄 宿舎の設置 は遅れ、一九 二六年に なって ようやく構内 に設けら れるこ ととなった【 一六〇 】。
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第三編
第一章
大学 令 の公 布

大 学 制 度 の 改革

九州 帝国大学 の拡充

第一 節

一九一六（ 大正五） 年一〇 月に文部大臣 に就任し た岡田 良平は、学制 改革に意 欲を示 し、一九一七 年九月、 臨時教

育会議を設置 した。こ の会議 は九州帝国大 学総長真 野文二 も委員に選ば れ、学制 全般の 改革に関する 議論が行 われ、

一九一九年五 月に廃止 される まで、諮問を 受けた九 つの課 題に対する答 申を行っ た。大 学に関しては 、一九一 八年六

月二二日に専 門学校と 併せて 改善要綱を答 申してい るが、 それに先立っ て九大で は、五 月二〇日の評 議会で大 学改革

に関する学内 の意見を まとめ ている【一 六一】。この 内容は 臨時教育会議 の審議で 真野を 通じて答申に 反映され た。そ
してその答申 に基づい て新た に「大学令」 がつくら れるこ ととなった。

「大学令」 は一九一 八年一 二月六日勅令 第三八八 号をも って公布され 、翌年四 月一日 から施行され た。その 第一条

で大学の目的 を、「国家 ニ須要 ナル学術ノ理 論及応用 ヲ教授 シ並其ノ蘊奥 ヲ攻究ス ルヲ以 テ目的トシ兼 テ人格ノ 陶冶及

国家思想ノ涵 養ニ留意 スヘキ モノトス 」として いる。これに よりそれまで 法令上は 専門学 校であった公 私立の大 学が、

正式に大学と なった。 また、 一九一九年二 月七日勅 令第一 二号をもって 「帝国大 学令」 を改正公布し 、四月一 日から

施行された。 これによ りそれ までの分科大 学は学部 と改称 された。同時 に勅令第 一三号 「帝国大学及 其ノ学部 ニ関ス

ル件」が公布 され、そ れまで 大学ごとに勅 令で規定 されて きた各帝国大 学とその 分科大 学は、帝国大 学とその 学部と
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して一つの勅 令で定め られる こととなった【一六 二】。なお 、これによ り九州帝 国大学の 設置を定めた 明治四三 年勅令

九州 帝 国大 学の 制度 改革

第四四八号「 九州帝国 大学ニ 関スル件」は 廃止され ている 。

第二 節

大学令等の 制定・改 正に伴 い、九州帝国 大学にお いても それに合わせ た制度改 革が必 要となった。 まず法令 等の制

定・改正が行われた 。一九一 九（大正八 ）年二月 七日、勅 令第一七号「九州帝 国大学各 学部ニ於ケル 講座ニ関 スル件 」

が公布され 、四月一 日より施 行された。これはそ れまで医 学部・工学 部それぞ れの勅令 で講座を規定 していた ものを 、

九大全体とし て一つの 勅令で 規定するよう 改めたも のであ る【一六 三】。次い で四月一日 、勅令第 五六号「九州帝 国大

学官制中改正 」が公布 ・施行 された。それ まで総長 ・事務 官・学生監等 が本部職 員、教 授・助教授等 は分科大 学職員
とされていた が、これ により 教授・助教授 等も帝国 大学の 職員とされた 【一六四 】。

大学内部の 規則等は これ以 後順次改正等 が行われ た。九 月九日、
「九州 帝国大学 通則」を改正し 、同月一 日に遡って

適用した。そ の内容は 、従来 の卒業証書を 廃止し、 試験に 合格した者に は合格証 書を授 与するなど、 大幅な改 正であ
った【一六五 】。 また同時に 、医工両学部 の規程の 改正も 行われている 。

一九二〇年 七月六日 、新し い学位令が公 布・施行 された 。これにより 旧学位令 では文 部大臣が授与 していた 学位を

大学が授与することとなった。これに伴い九大では、翌一九二一年四月一三日に「九州帝国大学学位ニ関スル規程」

「学位請求論 文審査手 続」を 制定し、医学・工学両 博士号 を授与するこ ととした【一 六 六・一六 七】。な お、最初の 学
位授与は医学 が一九二 一年九 月、工学が二 二年六月 であっ た。

名誉教授に ついては 、すで に一九一一（ 明治四四 ）年に 大森治豊に、 一九一三 （大正 二）年に山川 健次郎に 授与さ
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れていたが、 待遇や推 薦方法 についての制 度的な定 めはな かった。一九 一五年、 勅令第 一五二号によ り名誉教 授が勅

任官とされた ことによ り、そ の待遇が定ま った。推 薦方法 は一九二三年 一月三〇 日、
「名 誉教授推薦内 規」が制 定され 、
二〇年以上の 在職者で 評議員 の四分の三以 上の賛成 がある 者と定められ た【一六 八】。

一九一五年 、京都帝 国大学 で総長公選制 が実現す ると、 他の帝国大学 でも順次 公選に よる総長の推 薦が行わ れるよ

うになった 。九大 では、一九二 五年に真野文 二総長が 辞意を 固めたことか ら同年一 〇月二 〇日、「総長候 補者選挙 内規」

が制定された 【一六九 】。 真 野総長の在任 期間が長 かった ため、九大最 初の総長 公選実 施は内地帝大 の中で最 も遅く 、

一九二六年一 月一八日 であっ た。この選挙 では西川 虎吉が 当選したが、 就任を固 辞した ため、再選挙 の結果大 工原銀
太郎が最初の 公選総長 に就任 した。

教授の定年 制は、東大・京大ではすでに 大正期に 導入さ れていたが 、九大で は一九二 七（昭和二 ）年九月 二二日「 教

農科 大 学設 置運 動

農学部の創設

授定限年齢制 内規」の 制定に より導入され た。この 内規で は満六〇歳に 達した日 に辞表 を提出するこ とと定め られた
【一七〇 】。

第二章
第一 節

九州帝国大 学では、 既に初 代総長山川健 次郎の在 任中か ら農科大学設 置の抱負 をもっ ていたが、第 二代総長 真野文

二は一九一五（大正 四）年 一 月、
『 福岡日日 新聞』に農科 大学設置を主 張する談 話を発 表し、これ が実際の 設置運動 の

きっかけとな った【一 七一 】。翌年、『福岡日 日新聞』 は 他県で農科大 学設立の 動きが あることを報 じ、福岡 県も農 科
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大学設置に奮 起すべき ことを 主張した【 一七二 】。さ らに福 岡県農政研究 会は、農科大学 を福岡県に設 置するよ う県知

事・県会議長 に建議す ること を決議し、県 会議員に 「農科 大学設置に関 する建議 」を配 布した【一七 三】。

これに対し 、佐賀・ 鹿児島 ・熊本の各県 でも同時 期に農 科大学設置運 動が起き ていた 。このうち佐 賀県では 、工業

県である福岡 県に農科 大学は ふさわしくな く、それ は農業 県である佐賀 県にこそ ふさわ しいこと、九 州では佐 賀県の

み高等教育機 関がなく 均衡を 欠くことなど から 、設置が強 く主張されて いた【一七四 】。このほか鹿児 島県では 、すで

に設置されて いた高等 農林学 校を農科大学 に昇格さ せる運 動が行われ、 熊本県で も農科 大学期成会が 組織され て運動
が展開されて いた。

文部省では 一九一七 年から 九州に農科大 学を設置 するた めの具体的な 動きを起 こしは じめた。これ を受けて 福岡県

は一九一八年 度より六 年度で 三四万円余を 寄付する ことを 決定し【一七五 】、文部 省も一 九一七年度予 算で農科 大学創

立費を要求し た。これ は大蔵 省によってい ったん削 除され たが、折衝の 末復活し 、予算 計上されるこ ととなっ た。文

部大臣岡田良 平は一九 一八年 二月の第四〇 回帝国議 会で農 科大学の設置 場所を福 岡と説 明、予算案は 可決され 、農科

農学 部 の創 設

大学の創設が 決まった 【一七 六】。

第二 節

一九一九（ 大正八） 年四月 一日、帝国大 学令が改 正施行 され、分科大 学は学部 と改称 された。これ に伴い農 科大学

も農学部と改 められる ことと なり、九州帝 国大学農 学部は 同日施行の勅 令第一三 号をも って創設され ることと なった

【一六二 】。しか しこの時 点 では学部名が 記載され ている のみであり 、同年八 月二八日 、勅令第一 七号によ り五講座 が

設置され【一 七七 】、授業 は 翌年四月に開 始される ことが 決定された【 一七八 】。九 月 一〇日には学 部長委任 事項が 定
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められ【一七 九】、翌日付 で 処務細則と学 部規程が 定めら れている【一 八〇・一 八一 】。初代農学部 長には本 田幸介 が
就任した。

農学部の第 一期生は 一九二 四年三月に卒 業式を迎 えた。これに合わせ て開学式 が開か れることとな り、
『 九州帝国大

学農学部要覧 』が式典 で配布 された。同書 には沿革 と現状 等が記され、 附属農場 と、農 学部創設に先 立って設 置され

法文 学 部の 創設

法 文 学 部 の 創設

ていた附属演 習林も紹 介され ている【一八 二】。

第三章
第一 節

第一次世界 大戦（一 九一四 ～一八年）後 、高等教 育の拡 充政策がとら れ、文部 省では 一九一八（大 正七）年 、その

一環として九 州・東北 両帝国 大学に法学部 を置く方 針を決 定した。しか しその予 算案が 貴族院で審議 された際 、同院

では従来と同 様の法学 部を置 くことに対す る不満が 示され た。そのため 法学部増 設案は 教育調査委員 会で審議 される
こととなり、 一九一九 年一一 月、両大学へ の法文学 部設置 が決定された 【一八三 】。

九州帝国大学 法文学部 は東京 帝国大学教授 美濃部達 吉を創 立委員として 準備が進 められ 、一九二四年 九月二六 日、

勅令第二二四 号をもっ て創設 された【一 八四 】。法 文学部 は法科・経 済科・文科の三 科 からなり、当初は八 講座が設 置

された【 一八五 】。創設当初は 美濃部が九州 帝国大学 教授を 兼任して学部 長事務取 扱とな り、
「 学部長委 任事項 」
「 処務
細則」が定め られた【 一八八 ・一八九 】。

法文学部の創 設に伴っ て問題 となったのが 、女子学 生の入 学を認めるか 否かであ った。 この問題で美 濃部は評 議会
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に宛てて書簡 を送り 、入学を 認めるべきこ とを主張 し、こ れを受けて評 議会は女 子学生 の入学を認め た【 一八六 】。法

文学部初の入 学試験で は三名 の女子受験者 があり、 そのう ち奈良女子高 等師範学 校出身 の調須磨子は 、入試前 に『福
岡日日新聞』 に志望動 機や合 格した場合の 抱負など を語っ ている【一八 七】。

一九二五年一 月一四日 、
「法 文学部規程 」が制 定された 。この規程では 、入 学資格に 女 子高等師範学 校卒業者 が明記

されたほか 、法学士・文学 士・経済学士 それぞれ の取得に 必要な条件が 示されて いる【 一九〇】。また 同月三〇 日に は
「研究室事務 規程」が 制定さ れた【一九一 】。

法文学部の開 学式は四 月二〇 日、九大最 初の女子 学生二名 を含む一期生 二〇二名 を迎え て行われた【一九二 】。席上

美濃部は、法 文学部は 「綜合 混和された統 一体」で あると する誨告を行 っている 【一九 三】。

第一期生が卒 業した一 九二八 （昭和三）年 三月、法 文学部 は開学祝賀会 を催した 。この 会では『九州 帝国大学 法文

法文 学 部の 内紛

学部概況』が 配布され 、沿革 や現況等が紹 介されて いる【 一九四】。

第二 節

こうして九 州帝国大 学法文 学部は、従来 にない新 しいか たちの文系学 部として 出発し たが、その当 初から大 きな内

紛事件を起こ してしま うこと となった。一 九二七（ 昭和二 ）年一〇月二 五日 、『福岡 日 日新聞』は 、「九 大法文学 部 ―

教授間の紛争 ばく発」 との記 事を掲げ、法 科の教授 が二派 に分かれて対 立し、こ れが経 済科・文科に も波及し かねな

い状況である ことを報 じた【 一九五】。これ は記事に もあ るように 、木村亀 二教授の不 信任に端を発 し、講師人事問 題

をきっかけに 対立が決 定的に なったもので あった。 一〇月 一三日には東 季彦教授 ら五名 が、木村ら五 名を弾劾 する建

白を総長に提 出してお り、新 聞記事が出た ことで、 弾劾さ れた五名は静 観できな くなっ たとして、自 分たちの 態度と
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立場を宣明す るため、 声明書 を新聞に発表 した【一 九六】。

このような 事態に至 ったこ とで懸念され たのが、 外部か らの干渉によ る学内自 治の侵 害であった。 法文学部 の学生

組織である法 文会は一 一月六 日に役員総会 を開き、 上京中 であった大工 原銀太郎 総長に 対して、学内 自治を護 るため

に一刻も早く 帰学して 問題解 決にあたるよ う要求す る申合 せを発表した【 一九七 】。帰学 した大工原は 法文学部 内での

解決を望んだ が実現せ ず、一 一月二二日、 大工原自 らの処 断により五教 授・一助 教授（ 両派三名ずつ ）が休職 を命ぜ

られた。事件 の詳細は 不明な 部分が多いが 、根本的 には教 授間の対人関 係の問題 であり 、その意味で は新聞で 批判さ

れたように 、「人 間的修養 鍛 錬の不足」と いわれて も仕方 のない問題で あった【 一九八 】。また 、法文学 部自身で 解 決

できず、総長 による処 断が行 われたことは 学部自治 を脅か すことでもあ った。こ うした 点は学生から の批判を 招き、

附属 図 書館 の設 置

附 属 図 書 館 の設 置

法文会では事 件の処理 を批判 する決議が、 休職教授 の補充 の要望と併せ て行われ ている 【一九九 】。

第四章
第一 節

九州帝国大 学の附属 図書館 は一九二二（ 大正一一 ）年五 月に設置され たが、当 初は医 学部構内の一 室があて られて

いるにすぎな かった。 一九二 四年に法文学 部が創設 される と、附属図書 館も併せ て新築 され、一九二 五年六月 竣工し

た。六月六日 に「附属 図書館 長委任事項」 が定めら れ、七 月三日から従 来医学部 構内図 書館で取り扱 われてい た事務

が新築の附属 図書館で 取り扱 われることと なった【 二〇〇 】。七月 二五日に 「附属図 書 館規則」「図書閲 覧及検索 ニ 関

スル規程 」「附属 図書館商 議 委員会規程」 が定めら れ、従 来の図書館規 程は廃止 された 【二〇一・二 〇二・二 〇三 】。
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第八 臨 時教 員養 成所

翌一九二六年 二月二日 、「附 属図書館処務 細則」が 定めら れ、司書掛 事
･ 務 掛の事務分 掌が規定され た【二〇 四】。

第二 節

日清戦争（ 一八九四 ～九五 年）後、師範 学校・中 学校・ 高等女学校の 教員需要 が急増 したため、政 府はそれ への対

処として、臨 時教員養 成所（ 臨教）を設置 して教員 養成を 行うこととし た。一九 〇二（ 明治三五）年 三月二八 日勅令

第一〇〇号「 臨時教員 養成所 官制」が、そ の翌日に は文部 省令第八号「 臨時教員 養成所 規程」が公布 され、臨 教五校

が東京帝国大 学等に設 置され た【二〇 五・二 〇六 】。こ れら の臨教は一九 〇六年設 置の第 六臨教を除き 、の ちに廃止さ
れている。

第一次世界 大戦後に なると 、中学校の大 増設が行 われ、 それに伴って 教員の需 要が急 増し、一九二 二（大正 一一）

年から再び臨 教の大増 設が行 われた。九州 帝国大学 には一 九二三年、第 八臨時教 員養成 所が設置され 、数学・ 物理化

学の二学科が 置かれた【二 〇 七】。臨教の生 徒は授業 料は徴 収されず 、大半の 生徒は学 資 が支給される 給費生で あった 。

初年度の第八 臨教の場 合、各 学科給費生が 三〇名で 私費生 は若干名が募 集された【二〇 八】。第 八臨教は 四月一七 日 に

規則を制定し 、五月一 〇日に 入学式を行っ た【二〇 九】。 物理化学科の 募集は初 年度の みで、以後一 九三三（ 昭和八 ）
年の廃校まで 、主に数 学の教 員養成が行わ れること となっ た。
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第五章
第一 節

温 泉 治 療 学 研究 所 の 設 置 と 創 立 二 五周 年
温泉 治 療学 研究 所の 設置

一九三一（昭 和六）年 一一月 二日、勅令第 二六六号 をもっ て「温泉治療 学研究所 官制」 が公布・施行 され、温 泉治

療学研究所が 設置され た【二 一〇】。これは九 州帝国大 学 最初の附置研 究所であ り、こ の種の研究機 関として は日本 で

最初のもので あった。 研究所 は大分県別府 市近郊に 設置さ れ、翌年から は診療も 開始さ れた。学部と 同様に研 究所長

には委任事項 が定めら れ、処 務細則も制定 された【二一一・二一二 】。設置理由 書には 、温泉治療学の 意義や研 究所を

創立 二 五周 年

別府に設ける 理由等が 示され ている【二一 三】。

第二 節

一九三六（ 昭和一一 ）年、 九州帝国大学 は帝国大 学とし ての発足から 二五年を 迎えた 。二五周年を 記念する 行事を

行う機運は一 九三五年 初頭か ら起き始め、 準備委員 会がつ くられて一九 三六年一 月、五 月一一日に行 われる記 念式典

の要項が決定 された。 しかし 、臨時議会の 関係等か ら延期 せざるを得な くなり、 実際の 式典は一一月 七日に行 われる
こととなった 【二一四 】。

記念式典の 前日、一 一月六 日に慰霊祭が 行われ、 初代総 長山川健次郎 をはじめ とする 物故職員・卒 業生・学 生等約
ひ ら お は ち さぶ ろ う

七〇〇人を慰 霊する祭 文が高 山正雄総長に よって読 み上げ られた【二 一五】。七日 の記念 式典では、高山総長 の式辞に

つづいて、 平生釟三郎 文部大臣、 長与又 郎東大総長ほ かの来賓 、卒業 生総代・在学 生総代の 祝辞が 述べられた【 二一
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六・二一七 】。式 後には饗宴 ・園遊会が行 われ、当 日と翌 日には学内開 放も行わ れた。

また、『九州帝 国大学新 聞 』は記念式典 に合わせ て記念 号を発刊した 【二一八 】。 こ の号では一〇 月二三日 に行わ れ

た「過ぎし廿 五年を語 る記念 座談会」が特 集され、 各学部 の名誉教授・ 教授らが 、創立 以来の様々な 出来事を 生き生

学友 会 の創 立

大 正 ・ 昭 和 初期 の 学 生 生 活 と 学 生 運動

きと語ってい る【二一 九】。

第六章
第一 節

九州帝国大 学におけ る学友 会活動は、ま ず「運動 会」と して始まった 。一九一 一（明 治四五）年一 〇月に運 動会仮

規則が制定さ れ、福 岡医科大 学学友会の運 動各部は 九州帝 国大学運動会 に合併さ れた。翌一九一二年 四月四日 、
「九州

帝国大学運動 会規則 」が制定 された。運 動会は総 長を会長 とし、発足 当初は六 つの部か らなっていた【二二 〇】。こ の

のち法文学部 が設置さ れた一 九二四（大正 一三）年 四月に 運動会規則は 廃止とな り、九 州帝国大学学 友会規則 が制定

され、総長を 会長とす る学友 会が発足した 【二二一 】。 当 初は運動部の みであっ たが、 翌年から文化 系三部が 置かれ 、

『九 州 大学 新聞 』の 創刊

学友会として の実質が 備わっ た。

第二 節

大正期には 東大の新 人会を はじめ、学生 運動団体 が設立 されるように なるが、 九州帝 国大学でも大 正末期か ら法文
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学部を中心に 社会科学 研究を 行うかたちで 学生運動 が始ま っていく。こ うした状 況のな か、一九二七 （昭和二 ）年六

月一二日、法 文学部学 生によ って、学友会 に対抗す るかた ちで法文会が つくられ た【二 二二】。「九州 帝国大学 法文学

部法文会々則 」で法文 会は、 法文学部長を 会長とし 、総務 ・共済・学芸 ・体育の 四部か らなると定め られてい る【二
二三】。

法文会は、発 足と同時 に全学 的報道機関紙 として『 九州大 学新聞』を発 刊した。 紙名に 「帝国」の二 字が入ら なか

ったのは、学内の一 学部の学 生組織が刊行 する新聞 に「九 州帝国大学 」の名を 冠するこ とを「公私 の混淆 」
「 全体と 部

分の混同」として 評議会が 認 めなかったた めであっ た【二 二四】。なお、紙 名に「帝国」の二字を入れ ることは 一九三
五年にようや く許可さ れ、第 一二六号から 『九州帝 国大学 新聞』と改題 された。

一九二八年六 月、発刊 一周年 にあたって『 九州大学 新聞』 は「本紙の進 むべき道 」と題 する論説を掲 げ、法文 学部

の内紛事件の 報道によ って発 禁処分を受け たことを 省み、 今後は大学全 体の学生 から「 我等の新聞」 として支 持され

るようにせね ばならな い、と その存在意義 を再確認 してい る【二二五】。そ の後『九州大 学新聞』は「全日本 学生新聞

聯盟」の結成 を提唱し 、大学 当局・文部当 局の検閲 ・監視 に対して学生 の自由と 自治を 勝ち取ろうと 呼びかけ たが、

大学当局の反 対で実現 はしな かった【 二二六 】。また、発行 主体の法文会 新聞部は 、一九 二八年度まで 三週一回 の発行

だった新聞を 、翌年 度から二 週一回に増や すべく法 文会に 予算要求して いたが 、財政難 から実現困難 となり 、
「九 州 大

学新聞擁護聯 盟準備会 」を結 成して寄付金 による財 政強化 を図ろうとし ている【 二二七 】。

法文会のもう 一つの刊 行物が 一九二七年一 一月に創 刊され た『法文論叢』で あった。そ の創刊号巻頭 言で、今は 様々

なイデオロギ ーの対立 する時 代であるが、 その時代 にあっ て批判と実践 の基準を 確立す るために同誌 が生まれ たこと

が宣言されて いる【二 二八】。同誌は学生 自身によ る学芸 雑誌として、 学生たち の研究 論考を多数掲 載してい く。

そのほかの法 文会の活 動とし て、共済部が あった。 同部は 書籍・洋服・ 文房具の 販売を 行ったほか、 学内に食 堂を
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大正 ・ 昭和 初期 の学 生生 活

設け、学生の 生活を支 えてい た【二二九 】。

第三 節

福岡医科大 学時代に すでに 「木曜会」等 の学生団 体が活 動を行ってい たが、九 州帝国 大学が創立さ れると、 それら
の団体はさら に発展し 、新し い団体も数多 く結成さ れてい く。

仏教青年会 は一九〇 七（明 治四〇）年五 月一九日 に発会 式を行い、一 九二一（ 大正一 〇）年六月に は社団法 人の認

可を受けた 。その 後福岡市今 泉に会館を建 設し 、一九二六 年三月三一日 に入仏開 眼式を 行った【 二三〇 】。基督教青年

会は仏教青年 会よりも 一足早 く一九〇五（ 明治三八 ）年一 〇月二八日に 創立され 、一九 〇九年東公園 の一角に 会館を
建設し、一一 月一四日 に献堂 式を挙げた【 二三一 】。

日本最初の アマチュ ア管弦 楽団である九 大フヰル ハーモ ニー会は一九 〇九年に 結成さ れた。設立者 の榊保三 郎・医

科大学教授が 長く会頭 を務め ていたが、特 診事件に より榊 が会頭を辞任 したのち 、一九 二六年に学友 会の音楽 部に改
組された【二 三二 】。

この時期の 学生生活 は『九 州帝国大学学 生便覧』 から窺 い知ることが できる。 その大 正一四年版を 見ると、 この年

の入学者から 授業料が 大幅に 引き上げられ 、年間七 五円か ら一〇〇円と なった。 その他 学生の生活上 重要な情 報が示
されている【 二三三 】。

工・農・法 文学部が 置かれ た糟屋郡箱崎 町は、か つては 半農半漁の旧 宿場町で あった が、大学設置 以降徐々 に大学

町が形成され ていった 。昭和 初期の箱崎町 に対して 、学生 の視点からは インフラ の不整 備、下宿料等 の高さな どが指

摘され、
「大学 町箱崎 」をつく るために「大学と 大学生の利 便の為に凡ゆ る設備を 完全に せよ」と の要求が 行われてい
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ま さ ぞう

る【二三四 】。また教官 の視 点からは、法文学部 教授宇賀 田順三（行政学 ）が、福岡市と の 合併・都市計画・箱崎浜埋

学生 運 動と 三・ 一五 事件

立の三問題か ら、箱崎 町が大 学町として発 展する方 策を立 てるべきこと を主張し ている 【二三五 】。

第四 節

いわゆる大 正デモク ラシー の時期は、学 生が社会 問題に 関心を持ち、 社会的な 活動を 行うようにな った時期 であっ

た。そのひと つが、学 生によ る貧民救済事 業団体で ある学 生セツルメン トの活動 である 。九州帝国大 学では、 一九二
七（昭和二） 年九月、 評議会 の承認のもと に設立さ れた【 二三六】。

九大セツル メントは 大学公 認のもとで設 立された が、こ の時期は左翼 学生運動 が盛ん であり、それ に対する 学生思

想問題への取 締が厳し くなっ ていった時期 でもあっ た。一 九二八年、三 ・一五事 件が起 こると、文部 省は同事 件関係
さ き さか

学生の処分 、社会 科学研究会 の解散、
「左傾 教授 」の処分方 針を決定した 。九 州帝国大学 では事件に関 係した学 生を放

学等の処分と し、法 文会内の 社会文化研究 会を解散 、向坂逸郎・石浜知行・佐々弘雄の三教 授を辞職させ た【 二 三 八 ・

二三九】。大工原 銀太郎総 長 は事件が大学 の使命に 反する ものであると して遺憾 の意を 告諭した【二 四一 】。また 学 生

団体への取締 りを一層 厳重に することも表 明し【二四〇 】、以後毎年団体 の名称・目的・指導者名等を 学生課に 届け出
ることを義務 づけた【 二四二 】。

三・一五事 件ののち も、九 大の左翼学生 運動は続 いた。 一九三〇年一 〇月、法 文会普 通会員大会は 学友会の 解散要

求を決議し 、嘆願書 を学友会 会長松浦鎮次 郎総長に 提出し たが【二三 七】、これは 大学当 局から左翼学 生運動の 一つと

して捉えられ た【二四 三】。 このような学 生の左傾 化に対 処するため、 九大では 講演会 の開催や福利 施設の充 実など 、

思想善導策を 取ってい る【二 四四】。その一 方で 、一九三一 年六月に学生 たちが設 立した 消費組合に対 しては 、これが
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左翼学生の策 動であり 大学へ の届け出もな いとして 、設立 後直ちに解散 を命令し た【二 四六】。

九大の一部 の学生は 、学外 の左翼組織と の連携ま たはそ のメンバーと して活動 してい た。こうした 学生は治 安維持

法違反で検挙 され、放 学など の厳しい処分 を科され ること となった。一 九三一年 に検挙 された学生は 、労働者 の組織

化などの活動 を行い 、放学一 名・諭旨退 学三名の 処分を受 けている【 二四五 】。また一 九三二年には 、日本 労働組合 全

国協議会（全 協）福岡 支部協 議会や赤色救 援会の再 建、自 治学生会の準 備会に関 与した として五名が 検挙され 、放学

などの処分が なされて いる【 二四七・二四八 】。この事件を 最後として 、九大 における左 翼学生運動は 終息する ことと
なった。
か の こ ぎ か ず のぶ

特に満洲事 変後に、 左翼学 生運動のカウ ンター・ パート として台頭し たのが右 翼学生 運動である。 一九三一 年一一

月に第一回研 究会を開 いた満 蒙問題研究会 （満研） は、法 文学部教授 鹿子木 員信を指導教官 として 、毎週研究会 を開

いていた【二四九 】。しかし 翌 一九三二年一 二月 、一部会 員 が研究よりも 運動に重 点を置 いた皇道会を 結成して 分裂し 、

満研は一九三 四年六月 解散し た【二五〇 】。解散した 満研の 一部旧会員は 同年一一 月、農 学部教授小出 満二を指 導教官
として国綱会 を結成し ている 【二五一 】。

左翼学生運 動の壊滅 後も思 想善導策は行 われ、そ の一環 として学生福 利厚生施 設の充 実が図られた 。文部省 が一九

三四年度に行 った調査 の報告 書には、学資 補給、保 健・衛 生・医療、宿 所供給、 生活品 の供給等に関 する九大 の福利

大正 ・ 昭和 戦前 期の 国際 交流 と 留学 生

厚生施設が掲 載されて いる【 二五二】。

第五 節

九州帝国大 学ではし ばしば 外国の研究者 が来学し 、講義 や講演会、視 察などを 行って いた。中でも 著名なの は、一
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九二二（大正 一一）年 に来学 したアルバー ト・アイ ンシュ タインである 。アイン シュタ インは一一月 に来日し 、各地

で講演等を行 ったのち 、一二 月二五日九大 に来学し た。九 大では歓迎会 に出席し た後、 各学部を視察 している 【二五
三】。

また、戦前 期の九大 は、全 学生に占める 外国人学 生等の 比率が他の帝 大に比べ て高く 、創立期から 多くの留 学生を

受け入れてき た。すで に福岡 医科大学時代 の一九一 〇（明 治四三）年に 朝鮮から 「准学 生」を受け入 れていた が、正

式の学生とし ては一九 一三（ 大正二）年に 中国から 三名が 入学している 。その後 も中国 を中心として 多くの留 学生が

九大で学び、帰国 後は各界 で 活躍していっ た。
『九 州大学 新聞』に掲載され た記事「留 学生後日物語」は、郭沫若を は

福岡 高 等学 校の 創立

福岡高等学校

福岡 高等学校 と久留米高等 工業学校

じめとして、 一九三六 （昭和 一一）年当時 の中国で 活躍し ていた九大留 学生を出 身学部 別に紹介して いる【二 五四】。

第四編
第一章
第一 節

一九一八（大正七 ）年に 成 立した原敬内 閣は 、
「高 等諸 学校創設及拡 張計画 」を立て 、一九一九 年度から 六年計画 で

官立高等学校 一〇校が 新設さ れることとな った。こ れに対 し、高校未設 置の全国 各県が 誘致運動を展 開し、福 岡県も

名乗りを上げ た。九州 では佐 賀高校の創立 が一九一 八年に 決まり、福岡 県は翌年 に望み をつなぐこと となった 。一九
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とう

一九年一月、福岡 県選出の 代 議士藤金作は 、
『福岡日 日新聞 』に「県民の奮起を 望む」と 題して寄稿し、県 民一丸と な

っての誘致運 動の必要 性を述 べている【二五五 】。そしてそ の直後、創立費約 八〇万円を 福岡県が負担 する条件 で、福
岡高等学校の 創立が決 定した 【二五六 】。

福岡高等学 校は一九 二一年 一一月、勅令第四 三二号をも って創立され た【 二五七 】。設 置場所は福岡 市大字鳥 飼（現

在の六本松） である。 翌年一 一月、九州帝 国大学総 長真野 文二らを来賓 に迎えて 開校式 が行われ、初 代校長秋 吉音治
が式辞を、生 徒総代が 祝辞を 述べた【二五 八・二五 九】。

福岡高等学 校では一 九二二 年から毎年『 福岡高等 学校一 覧』を刊行し 、沿革略 、関係 法令、学則等 の学内規 則類、

職員・生徒の 一覧等を 掲載し ている【二六 〇】。また 、『福 岡高等学校年 報』を作 成し、 学内の各種統 計等を文 部省に

学校 生 活と 学而 寮

報告している 【二六一 】。

第二 節

福岡高等学 校には生 徒寮と して学而寮が 設置され ていた 。旧制高等学 校の寮に つきも のであるのが 「ストー ム」で

ある。これは 深夜など に放歌 高声して寮内 を歩き回 り、時 には窓ガラス を叩き割 るなど の蛮行を行う ものであ るが、

もちろん福岡 高等学校 でも行 われていた 。これに 対しては 退寮処分を含 む禁止令 が出さ れ【二六二 】、実際に処 分を受

けた者もあっ たが、そ の後も しばしばスト ームは行 われて いる。このス トームへ の対処 として考え出 されたの が「乱
舞」であり、 これは福 岡高等 学校の年中行 事の一つ となっ ていく【二六 三】。

学校生活の 中では乱 舞のほ かにも運動会 や記念祭 など多 くの行事があ った。そ れらの 中には一般市 民にも開 放され

ていたものも あり、市 民から も親しまれて いた。そ の代表 格が野球の対 抗試合で ある。 特に隣県の佐 賀高等学 校との

31

福岡 高 等学 校の 学生 運動

試合は人気を 博し、両 校生徒 だけでなく、 福岡・佐 賀両市 民をも熱狂さ せるもの となっ ていった【二 六四 】。

第三 節

に な がわあらた

福岡高等学 校では学 生運動 が当初から盛 んであっ た。一 九二四（大正一三）年に社会 科学研究会（社研）が作られ 、

そのメンバー が関与し た最初 の事件が 、翌一九 二五年一 一 月に起きた蜷 川事件で あった 。これは 蜷川 新 の思想善 導講

演に対し、社 研メンバ ーほか がヤジを浴び せた事件 である 。この事件を きっかけ として 、その数日前 に行われ た佐野

学の講演会を 傍聴した 生徒も 併せて処分が 行われる ことに なった【二 六五・二六六 】。こ れに対し生徒 側は卒業 生も巻

き込んで処分 に反発 、生徒大 会を開いて処 分の軽減 と校長・生徒監の 反省を要 求した【 二六七・二 六八 】。し かし処 分
は覆らず、二 名が放校 、二名 が退校、六名 が無期停 学とな っている。

こうした学 生運動事 件はそ の後も続き、 一九二九 （昭和 四）年には共 済会事件 、一九 三〇年には秘 密読書会 事件が

起きている 。後に 作家とな る 檀一雄は当時 福岡高等 学校文 乙在学中で 、両方 の事件に 関 与して停学処 分を受け ている 。

このように学 生運動事 件が相 次ぎ、学校当 局では特 に夏休 み中に思想的 な感化を 受ける ことが多いと して、保 証人宛
に注意書を送 っていた 【二六 九】。

以上は左翼 の学生運 動の状 況であるが、 右翼学生 運動も 初期から存在 し、特に 満洲事 変後に左翼学 生運動が 壊滅す

ると、右翼 学生運動 が台頭し ていった。一九三三 年に結成 された神風学 会は 、
「日 本精 神」を綱領 に掲げ 、九大の 右 翼
学生団体とも 連携して 活動を 行っている【 二七〇 】。
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第四 節

戦時 体 制下 の福 岡高 等学 校

一九三七（ 昭和一二 ）年に 日中戦争が勃 発すると 、戦時 体制が強化さ れていく 。一九 四〇年九月、 文部省は 高等学

校長会議で各 学校に学 校報国 団の結成を指 示した。 この学 校報国団は、 校友会等 を再組 織して作られ る、新た な修錬

組織であった 。福岡高 等学校 では同年一一 月に福岡 高等学 校学校報国団 が結成さ れ、そ れまでの校友 会各部は 、学校
報国団の各部 に再編さ れた【 二七一】。

一九四一年 一二月、 太平洋 戦争が始まる と、日本 は「大 東亜共栄圏」 の建設を 大義名 分としてアジ ア各地に 占領地

を広げていっ た。一九 四三年 からは占領下 の東南ア ジア地 域の学生を日 本に留学 させる 、南方特別留 学生制度 が開始

された。福 岡高等学 校でも一 九四五年四月 、文科 に八名 、理科に一四名 を受け入 れるこ ととなった【二七二 】。入学 後

久留 米 高等 工業 学校 の創 立

久 留 米 高 等 工業 学 校

半年足らずで 敗戦とな り、彼 らは帰国する が、その 多くは 幅広い分野で その後活 躍して いる。

第二章
第一 節

日中戦争勃 発の翌一 九三八 （昭和一三） 年、文部 省は戦 時体制下にお ける技術 者需要 に対応すると して、一 九三九

年度に高等工 業学校を 増設す る方針を打ち 出した。 これを 受けて各地で 激しい誘 致合戦 が始まった。 福岡県内 では久

留米のほか大 牟田・福岡・小 倉が、九 州の他県 では長崎・佐賀・大 分が積極 的な誘致 活 動を展開した【二 七三 】。そ の

結果、一九三 九年三月 三一日 、他の六都市 とともに 、九州 からは久留米 が選ばれ た【二 七四】。
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久留米高等工 業学校は 同年五 月二二日、勅令第三 三六号を もって創立さ れた【 二七五 】。初代校長には 九州帝国 大学

工学部教授で あった小 林俊次 郎が就任した 。七 月一日に 仮 校舎で開校式 が行われ 、新 し い校舎は翌年 四月に完 成した 。

創立と同時 に規程が 定めら れ、当初 、機械・精密機械・工作機械・鉱山機械・採鉱の 五科が置かれ た【二 七六】。一

九四二年には 新たに工 業化学 科が設置され 、六科と なって いる。規則も 創立と同 時に制 定され、学科 課程・入 学・授

業料等がこれ によって 定めら れた。久留米 高工が毎 年刊行 した『久留米 高等工業 学校一 覧』は規則類 のほか、 教官や

久留 米 工業 専門 学校 への 改称

生徒の一覧、 統計等を 掲載し ている【二七 七】。

第二 節

一九四〇（ 昭和一五 ）年一 二月、福岡高 等学校と 同様に 、久留米高等 工業学校 でも文 部省の指示に 基づき、 学校報

国団が結成さ れた【二七八 】。こののち太平 洋戦争が 開戦し 、戦局が 悪化して いくと 、他 の学校と同様 に久留米 高工で
も勤労動員が 行われて いく。

久留米高等 工業学校 は一九 四四年三月二 九日 、他の高 等 工業学校とと もに改称 され 、久留米工業専 門学校と なった 。

四月には学科 の再編が 行われ 、機械・鉱山 機械・採 鉱・化 学工業・ゴム 工業の五 科とな った【二七九 】。
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第五編
第一章
理学 部 設置 運動

理 学 部 の 創 設と 附 置 研 究 所 ・ 附 属 諸学 校

戦時 体制下の 九州帝国大学

第一 節

九州大学に 理学部を 設置す ることは、すでに福 岡医科大 学の時代から その必要 性が訴 えられていた【一〇 四】。九州

帝国大学が具 体的にそ の創設 に向けて動き 出したの は、第 二代総長真野 文二の時 代から で、たびたび 文部省に 対して

設置要求を行 った。大 学外か らも理学部設 置の要望 は出さ れていた。新 聞にはし ばしば 理学部設置の 必要性を 説く論

説が掲載され【二 八〇・二八 四】、福岡県 教育会・福岡 県会・福岡市会では設 置の建議 を 行っている【二八 一・二 八 二 ・

二八三】。しかし 、自己資金 や寄付金を用 意するこ とが難 しかったため 、理学部 創設は 長い間実現し なかった 。

こうした状 況のなか 、一九 三八（昭和一 三）年、 麻生太 賀吉より理学 部創設費 として 一〇〇万円の 寄付を受 けるこ

とが決まった。これを受 けて 福岡市会・福岡 県会でも 建議 を採択し、設置 を後押し した【二八五・二八六 】。この 結果 、

理学 部 の創 設

帝国大学創立 から四半 世紀を 過ぎ、ようや く理学部 が創設 されることと なったの である 。

第二 節

九州帝国大学 理学部は 一九三 九（昭和 一四）年四月一 日、勅令第一一〇 号により 創設さ れた【二 八七】。これ により

35

九大は総合大 学として の完成 を見たのであ る。創設 当初の 理学部は物理 ・化学・ 地質の 三学科一一講 座からな ってお

り数学科等は 置かれな かった【二八八 】。これは 財政難の折 柄、時局 下大陸と の関係や研 究・人材 養成の緊 急性の観点

から、最 小限の規 模とし応用 に重点を置い たためで あった【二八九 】。第一回 生は三〇名 が入学、初代学部 長には西久
光が就任した 。

創設後直ちに「学部 長委任事 項」
【 二九〇 】
「処 務細則 」
【 二九一】
「学部 規程」
【二九 二 】が定めら れた。また一九 四

一年一一月ま でに講座 数は一 八に増え 、教育・研究体 制が 整えられた【二九 三】。しかし 戦時中の創設 であった ために

建物・設備の 整備は困 難であ り、建設され た校舎は 仮教室 であった。開 学式は一 九四一 年一一月に行 われ、荒 川文六

総長が、理学 部創設が 数々の 困難を乗り越 えてよう やく実 現されたもの であるこ とや、 麻生をはじめ とする寄 付者ら

附置 研 究所 の増 設

への感謝の意 を表した 式辞を 述べている【 二九四 】。

第三 節

九州帝国大 学の附置 研究所 は一九三一（ 昭和六） 年に温 泉治療学研究 所が設置 されて 以来、新たな 設置はな かった

が、一九四一 年の太平 洋戦争 開戦後に急増 する。こ れは戦 争に関わる研 究を行う ためで あり、他の帝 国大学で も同様
に多数の研究 所がこの 時期設 置された。

九大では 、まず一九 四二年一 月、流体 工学研究所 が設置さ れた【二 九五】。これ は航空 機・船舶 の発達に関 わるもの

であったため 、戦時 下におい て緊急を要す るものと して設 置されたので ある【 二九六 】。一九四三年二 月には兵 器等の

改良進歩のた めに弾性 工学を 研究する弾性 工学研究 所が設 置された【 二九七・二九八 】。一九四四年五 月には資 材不足

を補うための 木材の活 用研究 を行う木材研 究所が【二九九・三〇〇】、一 九四五年 一月に は主に金属材 料の研究 を目的
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として活材工 学研究所 がそれ ぞれ設置され た【 三〇一・三 〇二】。こうし て太平洋 戦争 が終了するま でに 、九大には 五

附属 諸 学校 の設 置

つの附置研究 所が置か れるこ ととなった。

第四 節

附置研究所 と並んで 戦時期 に増えたのが 附属諸学 校であ る。まず一九 三九（昭 和一四 ）年四月、日 中戦争の 長期化

による軍医需 要の急増 に応え るため、臨時附属 医学専門部 が設置された【三 〇三】。この 学校は修業年 限四年で 、設立

の趣旨に沿っ て臨床系 の授業 を多くした 、実質的 には医学 部の附属学校 であった【三〇 四・三〇五 】。なお 、同部は 一
九四四年四月 に名称か ら「臨 時」を取り 、「附 属医学専門 部」と改称さ れている 。

ついで一九四 二年四月 には中 等学校の理科 ・数学教 員の不 足を補うため 、臨時教 員養成 所が設置され た【三〇 六】。

九大に設置さ れた福岡 臨時教 員養成所には 定員三〇 名の数 学科が置かれ 、数学 教員の養 成が行われた【三〇 七】。さら

に一九四四年 四月、戦 争によ る生産現場の 労働力・ 技術者 不足を補うも のとして 、附属 工業専門部が 設置され た【三

〇八】。九大の 附属工業 専門 部には機械・電気通 信・航 空 機・造船の 四科が置 かれ、も と福岡市立福 岡商業学 校の敷 地
建物を使用し て授業が 行われ た【三〇九 】。
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第二章
第一 節

戦 時 体 制 の 形成
戦時 体 制の 形成

一九三七（ 昭和一二 ）年七 月七日、北平 （現在の 北京） 郊外盧溝橋で 日中両軍 が衝突 、全面戦争に 突入した 。同年

中に中国の首 都であっ た南京 は陥落したが 、中国国 民政府 は奥地へと移 転し、徹 底抗戦 を続けた。日 本はこの 戦争に

対応するため 国内の戦 時体制 形成を進めた 。同年一 〇月に は国民精神総 動員中央 連盟が 結成され、国 民精神総 動員運
動（精動運動 ）が開始 された 。また、翌年 四月には 国家総 動員法が施行 された。

大学において も戦争へ の対応 が進められた 。九州帝 国大学 でも精動運動 に関わる 諸行事 が行われ、戦 争関連の 研究

が進められる など、さ まざま な戦争協力を 実施して いる【 三一〇】。また、 空襲の可 能 性に備え、防 護団を結 成して 、

防護計画を策 定し【三 一一 】、それに基づ いた防空 訓練が たびたび行わ れるよう になっ た【三一二 】。一 九四一年 の 訓

練では、詳細な指 導要領が作 成され、それに基 づいて訓練 が行われてい る【 三一三 】。防 護団は一九四 三年に改 組され
て特設防護団 となり、 新たに 規程も制定さ れた【三 一四】。

こうして戦時 体制が強 化され るにしたがい 、九州帝 国大学 でも学内の各 種の行事 は、軍 事色ないしは 国粋色が 強い

ものとなって いった。 一九四 〇年は神武天 皇が即位 してか ら二六〇〇年 とされ、 国を挙 げて盛大な記 念式典・ 記念行

事が挙行され た。九州 帝国大 学においても 内閣主催 の記念 式典と同じ一 一月一〇 日、第 二学生集会所 で記念式 を行っ

ている【三一 五】。また、 一 九四一年一二 月八日に 太平洋 戦争（日本は これを日 中戦争 も含めて大東 亜戦争と 呼んだ ）
が始まると、 その戦捷 祈願式 を行った【三 一六 】。
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第二 節

学校 報 国隊 の結 成

一九四一年 八月八日 、文部 省は全国の官 公立学校 に学校 報国隊の結成 を指示、 九州帝 国大学では九 月二〇日 にその

結成式が行わ れた【 三一七 】。学校報国隊は 勤労作業 等に対 応するために 学生を組 織する もので、学 校を戦時 体制に即

応させるもの であった 。荒川 文六総長は結 成式にお いて、 報国隊の活動 はそれ自 体が一 つの活きた学 問であり 、その
ようにあらし めねばな らない と訓示した【 三一八 】。

同年一二月八 日の太平 洋戦争 開戦後、毎月 八日は大 詔奉戴 日とされ、当 日もしく はこれ に近い日に各 種行事が 行わ

戦時 体 制下 の学 生生 活

れるようにな った。九 大では 開戦一周年の 一九四二 年一二 月、大詔奉読 式・報国 隊観閲 式・戦没者慰 霊祭を行 ってい
る【三一九 】。

第三 節

日中戦争の勃 発は九州 帝国大 学にも大きな 影響を与 えた。 学生生徒の中 には召集 を受け て出征する者 や、出征 軍人

の子弟もいた 。そうし た学生 生徒について は一九三 七（昭 和一二）年一 一月二五 日の評 議会で、授業 料や在学 期間等
について取扱 いが定め られた 【三二〇 】。

戦争の影響が 大学にも 及び始 めていたとは いえ、一 九四一 年の太平洋戦 争開戦ま では学 内の日常は日 中戦争前 とさ

ほど変わりは なかった 。一九 三九年の『九 州帝国大 学新聞 』に連載され た「我等 の団体 」は学内の運 動部・文 化部等

の団体の 、盛んな 活動状況を 紹介している【三 二一】。もっ とも一方で戦 争の影響 は徐々 に及んでおり 、そ れはまず住
居と娯楽の問 題に色濃 く表れ るようになっ ていった 。【三 二二】。
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太平洋戦争 開戦から 一周年 の一九四二年 一二月八 日、荒 川文六総長は 『九州帝 国大学 新聞』に寄稿 して、生 活のす

べてを挙げて 戦争目的 に役立 つものとする よう学生 に説い た【三二 三】。一方 で同紙は 、その次の号で 、学 生の健康状
態が悪く、一 層の節制 と練成 が必要である と報じて いる【 三二四】。

戦争末期の 学生生活 の状況 を概観するも のとして 、一九 四四年の『九 州帝国大 学学生 便覧』を収録 した。軍 事関連

研究 動 員・ 学徒 勤労 動員

学 徒 動 員 ・ 学徒 出 陣

の項目が多い など、戦 時下の 状況が色濃く 反映され ている 【三二五 】。

第三章
第一 節

日中戦争の 勃発以降 、戦時 動員体制が構 築され、 大学も それに組み込 まれてい った。

大学の動員 のひとつ は科学 研究動員であ った。政 府は一 九四三（昭和 一八）年 八月二 〇日、大学等 における 科学研

究に関して、 戦争遂行 を唯一 絶対の目標と して遂行 すると した「科学研 究ノ緊急 整備方 策要綱」を閣 議決定し た。こ

れに基づき、 九州帝国 大学で は各学部の意 見を徴し たうえ で、九月二一 日の評議 会で学 内に科学研究 動員特別 委員会

の設置を決定 した【 三二六 】。同年一〇 月一二日 には「 教 育ニ関スル戦 時非常措 置方策 」が閣議決 定され 、これに 基 づ

き二一日、文 部省より 法文学 部学生の京都 帝国大学 委託が 内示された。 これに対 して法 文学部教授会 は反対の 意見書
をまとめ、結 局委託は 見送ら れている【三 二七 】。

もうひとつ の動員は 勤労動 員であった。 これは一 九三八 年に学内での 集団勤労 作業と して始まった ものが徐 々に強

化され、一九 四五年に は授業 を停止し、命 令に基づ く工場 などでの勤労 動員作業 にまで 至ったもので ある。こ の間一
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学徒 出 陣

九四一年に結 成された 報国隊 は同年一一月 、初めて の学外 での勤労動員 作業とし て、糟 屋郡一帯で稲 刈り等を 行った
【三二八 】。

第二 節

一九四三（昭和一 八）年 九 月二一日 、
「現 情勢下ニ 於ケ ル国政運営要 綱」が 閣議決定 され、大学 生等の徴 収猶予が 停

止されること となった 。これ により文科系 学生を中 心とし て、二〇歳以 上の大学 生は入 隊せねばなら ないこと となっ
た（理科系学 生等は入 営延期 とされた ）【三二 九】。

一〇月二一 日、明治 神宮外 苑競技場で出 陣学徒壮 行会が 行われた。九 州帝国大 学では その二日前の 一九日、 工学部

運動場で壮行 会が行わ れた【 三三〇】。『九 州帝国大 学新聞 』は翌日付で 特集号を 発行し 、総長をはじ めとする 多数の

戦後 処 理の 開始

敗 戦 後 の 九 州大 学 ・ 福 岡 高 等 学 校 ・久 留 米 工 業 専 門 学 校

教官の壮行の 辞を掲載 した【 三三一】。な お、同紙は同 号 を以て休刊と なり、戦後の 一 九四八年に『九州 大学新聞』と
して復刊した 。

第四章
第一 節

一九四五（ 昭和二〇 ）年八 月一四日、日 本は連合 国にポ ツダム宣言受 諾を通告 して無 条件降伏し、 翌日天皇 自らの

ラジオ放送（「玉 音放送 」）に より、敗戦が 国民に知 らされ た。敗戦を受 け九州帝 国大学 では、一六日 に百武源 吾総長
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が教職員に訓 示して、 これま での職務精励 の不十分 を自省 反省した上で 、新日本 建設へ の協力と皇国 護持に邁 進する
よう呼びかけ た【三三 二】。

敗戦後日本 は連合国 軍に占 領され、連合 国軍最高 司令部 （ＧＨＱ）の 指示の下 に戦後 処理を行うこ ととなっ た。大

学では戦時色 ・軍事色 の強い 学科・講座等 の廃止が まず行 われた。一九 四五年一 二月三 一日付で工学 部航空学 教室は

廃止され、工業力 学教室に 改 編された【三三三・三三四・三三五】。同 日付で活 材工学 研究所も廃止 された。一九 四 七

年一〇月一日 、九州帝 国大学 は他の帝国大 学ととも に国立 総合大学とな り、九州 大学と 改称された【 三三六 】。

一九四六年 四月一日 、それ まで官立の高 等学校・ 専門学 校の官制は、 文部省直 轄諸学 校官制で一括 して定め られて

いたが、それ ぞれ独立 の官制 で定められる こととな った。 これにより福 岡高等学 校は官 立高等学校官 制、久留 米工業

専門学校は官 立専門学 校官制 で、それぞれ の教授定 員等の 官制が定めら れている 【三三 七・三三八 】。

こうした制 度改革が 行われ た一方、戦時 下で創設 された ために仮教室 しかなか った理 学部では、敗 戦により 廃止さ

れた旧陸軍第 四九部隊 跡地へ の移転が計画 された【三三九 】。一九 四六年二 月、第 四九部 隊の隣の第四 八部隊跡 地が日

本政府に返還 されてい たため 、まずここ へ数学科 の移転を 行い、残る 三学科を 順次移転 することとし ていた 。しかし 、

占領軍がこの 第四八部 隊跡地 を使用する計 画がある との噂 が流れたため 、占領軍 福岡地 区軍政部に移 転への理 解を求

学内 ・ 校内 刷新

める覚書を送 った【三 四〇】。結局資材不 足等によ り、理 学部の全面移 転は取り やめと なっている。

第二 節

ＧＨＱは一 九四五（ 昭和二 〇）年一〇月 から一二 月にか けて、教育に 関する四 大指令 を発した。こ れに基づ き九州

帝国大学では 、まず思 想問題 を理由として 追放され ていた 教官の復職を 決定する ととも に、軍国主義 者・超国 家主義
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者に該当する 教官の調 査を開 始した。医学 部では一 九四六 年二月五日、 助教授・ 講師が 辞職理由書を 発表して 、全員

が一斉に辞表 を提出し 、これ が学部内刷新 の具体的 契機と なった【 三四一 】。他の学部で も刷新運動が 進められ 、民主

化が図られた 。こうし た動き に対し工学部 では、教 員の適 格審査を公正 なものと するよ う求める決議 を学生大 会で採
択し【三四二 】、 これに反発 した社会科学 研究会が 批判の 声明書を出し ている【 三四三 】。

太平洋戦争 の敗色が 濃くな っていた一九 四五年六 月から 七月にかけて 、捕虜と なった 米軍人に対す る「実験 手術」
ひ ら こう

が九大医学部 で行われ た。い わゆる生体解 剖事件で ある。 戦後発覚した この事件 では、 手術実施の中 心人物で あった

石山福二郎教 授（外科 学）ら のほか、手術 の場所を 貸した 平光吾一教授（解 剖学）も 逮捕・ 起訴された（ 石山は起 訴

前に自殺 ）【三四 四・三四 七】。被告の数は 捕虜を提 供した 陸軍側を含め 、三〇名 にもの ぼった。取調 の際の尋 問調書

が米国国立公 文書館に 所蔵さ れており、そ の一部は 日本の 国立国会図書 館憲政資 料室に マイクロフィ ッシュで 収めら

れている。ここで は、石山の 尋問調書と、すべ ての手術 に 立ち会った平 尾健一助 教授の 尋問調書を掲 載した【三四 五 ・

三四六】。横浜 でのＢＣ 級戦 犯裁判の結果 、平 尾ら五人が 死刑判決を 、他の 大半の被告 も有罪判決を 受けたが 、全員 が

戦後 初 期の 学生 生活 と学 生運 動

恩赦で減刑さ れ、のち 釈放さ れている。

第三 節

戦後の民主 化は、学 生生活 にも大きな影 響を与え た。福 岡高等学校で は、戦時 中に定 められた統制 色の強い 寮則が

廃止され、新 たに「自 由ヲ愛 シ自治ヲ重ン ジ」とい うこと ばから始まる 綱領と、 生徒に よる自治組織 を定めた 寮規が
制定された【 三四八 】。

敗戦後の日本 は猛烈な インフ レに襲われた 。また、 戦争中 に軍需中心の 生産体制 が取ら れていたため 、戦後も すぐ
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には民生用の 生産は回 復せず 、農村の人手 不足や流 通の混 乱によって食 料の生産 ・流通 は滞り、人々 の生活は 逼迫し
た。

学生たちは こうした 状況の 中で生活せね ばならな かった 。
『九 州大学新 聞』が一九四八（昭和二 三）年 初めに行 った

調査では、学 生の四分 の三以 上がアルバイ トを希望 し、そ の三分の二近 くが生活 費の半 分程度以上を アルバイ トで稼

がねばならな い状態で あった【三四九 】。また 、食糧事 情だ けでなく住宅 事情も悪 く、戦 後初期には学 内に居住 するも
のも少なくな かった。

回顧と 展

戦後の民主 化の中で 、学生 運動が再建さ れ、戦前 期以上 に盛んになっ た。九州 大学で は一九四七年 五月、法 文学部

自治会が発足 し、以後各学部 に自治会が結 成された 。
『九 州大学新聞 』第二 七〇号に掲 載された「学生運 動

望」では、社 会科学研 究会等 の文化運動、 食住をめ ぐる厚 生運動ととも に、自治 運動の 経緯が述べら れている 【三五

〇】。こう した運動 は当時発足 したばかりで この時期 十分に 組織化されて はおらず、自治 運動と厚生運 動の統一 や学内
外の運動との 連動が急 務であ ることが『九 州大学新 聞』で は訴えられて いる【三 五一】。

一九四八年 一〇月一 五日、 文部省は国立 大学総長 ・学長 会議に対して 、アメリ カ式の 理事会方式を 大学行政 に導入

する大学法試 案要綱を 提出し た。九大は二 五日の評 議会で 大学としての 態度を決 定する こととしたが 、この情 報をつ

かんだ各学部 自治会は 反対を 決議、同日評 議会開会 前に本 部前広場で全 学総決起 大会を 開いた。評議 会は反対 を決議

し、二八日 の国立大 学総長・学長会議でた だ一校 、全面的 に反対を表明 した【 三五二 】。結局同法 への反対 は全体と し
て強く、国会 提出はさ れたも のの審議未了 で廃案と なった 。
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