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第3編

九州帝国大学の拡充

第6章

第1節

大正・昭和初期の学生生活と学生運動

学友会の創立

（1）運動会の設立

運動会の設立
九州帝国大学の学友組織は、1911（明治 44）年に設立された「運動会」
こうし

がその嚆矢である。同年 10 月 11 日、医・工科大学の教授各 3 名に運動会創
立委員が嘱託され、14 日福岡医科大学卒業生 2 名、医科大学学生 4 名、工科
大学学生 6 名の創立委員を設けて運動会仮規則が制定された。これにより実
質的に運動会は発足した（
「九州帝国大学沿革史料四」、
『九州大学大学史料叢
書』第 4 輯、1996 年、p.238）
。
運動会の最初の活動として 11 月 15 日、医科大学運動場で第 1 回陸上競技
大会が挙行された。種目は、
「クリケット球抛」
「診断競争（医科）
」
「計算競
ほ

ろ

争（工科）」
「母衣曳競走」
「学士競走及教授競走」
「戴曩スプーン競走」
「鰌握
まさみつ

競走」の 7 種目である。医科大学教授であった板垣政参は、25 年後にこの運
動会を振り返って、
「当時は現在の医学部工学部のみにして学生の数も実に少
あいあい

数であつたのであるが教授を初め学生も其他の職員も実に和気藹々一日の快
楽を共にしたのである」と述べている（
『九州帝国大学新聞』第 156 号、1936
年 11 月 6 日）
。

運動会規則の制定
翌 1912（明治 45）年 4 月 4 日、
「九州帝国大学運動会規則」が制定され、
運動会は正式に発足した（資料編Ⅰ－220、pp.538-541）
。規則では「本会ハ
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会員ノ身体ヲ強健ニシ心神ヲ修養スルヲ以テ目的トス」と定めている（第 2
条）
。会員は総長、教授、助教授、事務官、学生監、薬局長、技師、講師およ
び相当待遇職員を特別会員とし、学生・選科生を正会員とした。また卒業生、
福岡医科大学卒業生を終身会員として同窓会的性格をもたせたほか、
「第十条
及第十二条ニ該当セサル九州帝国大学職員ニシテ本会ノ事業ヲ翼賛スル者」
、
希望する他帝大卒業生を賛助会員、九大・福岡医科大学に縁故ある者を総長
推薦により名誉会員として、学外にもその枠を拡大している（第 9～13 条）。
組織は総長を会長、各分科大学長を副会長とし、このほか各部の部長（特別
会員）
・主事（事務官・学生監）
・幹事（各分科大学より 6 名ずつ）
・委員（正
会員）を役員とした（第 14～27 条）
。意志決定機関は常議会で、役員によっ
て構成された（第 33～37 条）
。部は剣道・柔道・弓術・水泳・端艇・球技の
6 部が置かれていた（第 38 条）。正会員の会費は入会金 2 円、年会費 2 円で
ある（第 43 条、第 46 条）
。行事としては毎年春季に端艇競技大会を、秋季
に陸上運動競技大会を開催することが規則で定められていた（第 53 条）
。

運動会の活動
規則で定められていた端艇競技大会の第 1 回は、1912（明治 45）年 5 月 5
日に洲崎裏町海岸で行われた。レースは職員学士競漕、中等学校対校、工・
医科分科対級競漕等が実施されている。端艇競技大会自体は福岡医科大学時
代から行われ、一般の観衆も多数参観していたが、
「選手の練習不足はさるこ
ハンカチ

とながら来賓一般観衆の訓練もまだまだなり半 布 打振り、青よ赤よの嬌音が
聞かれぬようでは競漕に気乗りはせぬものなり」と新聞は評している（
『福岡
日日新聞』1912 年 5 月 6 日）
。
第 1 回開催後しばらく端艇競技大会は開催されなかったが、1917（大正 6）
年に復活し、4 月に第 2 回が、10 月に第 3 回が行われた。以後毎年 10 月に
行われるようになったが、博多湾の風浪が端艇競技には向かず、端艇自体も
老朽化したため、1920 年の第 7 回を最後に行われなくなった。
339

第3編

九州帝国大学の拡充

端艇競技大会と同様に規則で開催が定められていた陸上運動競技大会は、
1913 年に第 2 回、1915 年に第 3 回を行って以後、毎年開催された。ただし
1918 年は感冒流行（いわゆるスペインかぜ）のため中止され、1921 年から
は春季（5 月）に開催されている（前掲「九州帝国大学沿革史料四」
、p.239）。
陸上運動競技大会は九大運動会員だけでなく、近隣の小学校・中等学校生徒
も参加し、対校競走などが行われた。参観者も多く、一般市民にとっても一
大イベントであった。

（2）学友会の創立

運動会から学友会へ
京都帝国大学では、運動会と以文会（学生間の親睦を目的とした団体）が
1913（大正 2）年に合併して、学友会が設立された。また東京帝国大学にも
九州帝国大学と同様の運動会が存在していたが、1920 年に、運動のみならず
文化的な活動も行うためとして学友会に改組された。同年、東北帝国大学で
も学友会が発足したが、これは各学部の学友組織を糾合して全学的な組織と
したものであった。このように、それぞれ経緯は異なるものの、1910 年代か
ら各帝大では、全学的かつ運動・文化両分野にわたる学友組織として学友会
が設立されていった（なお、北海道帝国大学では札幌農学校時代に設立され
た文武会が、他帝大の学友会と同様に運動・文化両分野にわたる活動を行っ
ていた）
。
このような状況のなか九大では、1923 年に行われた陸上運動競技大会で問
題が起こった。医工両学部対抗競技の 1500m 走で、医学部の選手が工学部
の選手に対してインターフェア（妨害行為）をしたのではないかとして審査
が行われたが結論が出ず、最後の 1 種目を残して中止となったのである。こ
のため優勝旗は会長預かりとなり、次年度の大会で勝敗を決しようというこ
とになった（
『福岡日日新聞』1923 年 5 月 29 日）
。しかし両学部生間で生じ
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たわだかまりは容易には解消せず、結局翌年の大会は開かれなかった。そし
ておそらくこの一件がきっかけとなって、従来の運動会のあり方に反省が加
えられ、学友会への改組が行われることとなった。
1924 年 4 月 1 日、
「九州帝国大学学友会規則」が制定・施行され、学友会
が発足した（資料編Ⅰ－221、pp.541-544）
。学友会は「本会ハ会員ノ親睦ヲ
図リ身心ヲ陶冶スルヲ以テ目的トス」るものとされた（第 2 条）
。会員は総
長、教授、助教授、事務官、薬局長、技師、講師および相当待遇職員を特別
会員としている点では運動会と同様であったが、正会員を在学生に限らず、
福岡医科大学を含めた卒業生にまで拡大している。また、名誉会員を会長推
薦により九大・福岡医科大学に縁故ある者としているのは運動会と同様であ
るが、準会員を「第九条ニ該当セサル九州帝国大学職員及生徒ニシテ本会ニ
入会ヲ申出テタル者」として学内に限定しており、他大学卒業生を含めてい
ない点では、運動会に比べて学外への広がりは小さかった（第 8～11 条）
。
組織は運動会と同様に総長を会長とし、各学部長を副会長とした。またこの
ほか、各部の部長（特別会員）
・主事（会計課長・学生監）
・幹事（各学部よ
り 3 名ずつ）
・委員（正会員中よりそれぞれの部に対し各学部から 2 名ずつ）
を役員とした（第 12～23 条）
。意思決定機関は役員より構成される役員会で
あり、このほか主事・幹事より構成され「本会ノ向上方法ヲ研究スル」常議
会が置かれた（第 31～38 条）
。当初設置された部は剣道・柔道・弓術・水泳・
端艇・庭球・野球・陸上競技の 8 部であり、運動部のみであった（第 39 条）
。
正会員会費は入会金 5 円、年会費 15 円で、入会金は基金として積み立てる
こととされた（第 44 条、第 45 条）
。なお、運動会規則では定められていた
端艇競技大会と陸上運動競技大会は、前述のように端艇は競技できる状態で
はなく、陸上運動競技大会も 1923 年度の大会で起こった問題のためか、い
ずれも学友会規則では開催が定められなかった。
当初 8 部だった部は、漸次増加していった。まず 1925 年 4 月に蹴球部が
設置された。翌 1926 年 4 月には初の文化部として、文芸・弁論・音楽の 3
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部が設置された。1927（昭和 2）年には馬
術部の設置に続き、射撃・旅行・ホッケー
の 3 部が設置されたほか、蹴球部がア式蹴
球（サッカー）部とラ式蹴球（ラグビー）
部に分けられた。その後しばらく部の新設
は行われなかったが、1935 年に文芸部から
美術部が独立し、36 年に籠球部、39 年に
排球部が設置されている。
運動会を学友会に改組するきっかけとな
った陸上運動競技大会については、1926
年 5 月 23 日、ようやく復活した。1923 年
の大会に参加した学生はすでに卒業し、学
図 3-24 陸上運動競技大会絵葉 部は農・法文を加えて 4 学部に増えており、
書（1927 年）
医・工両学部生だけで鋭く対立するような
状況は解消されていた。
『福岡日日新聞』
（1926 年 5 月 24 日）の伝えるとこ
ろによれば、観衆は 1 万人に達し、小学校から高等学校・専門学校までの対
校競技も行われた。大会中断の要因になった学部対抗競技は工学部が圧勝し
たが、個人競技では農学部が優勝した。

学友会解散要求
1920 年代半ばになると、各大学の学友会でそのあり方をめぐる紛争が頻発
していく。東大の学友会はもともと運動会を拡大するようなかたちで設立さ
れたが、1924（大正 13）年に各学部の学友組織を統合し、全学生を会員と
する学生の自治的な組織に改組していた。ところが、1926 年に社会科学研究
会の独立問題が起きると、これをきっかけとして学友会内で様々な対立が激
化していった。ついに 1928（昭和 3）年 2 月には運動各部が学友会脱退を決
議し、翌 3 月には学友会理事会が学友会の解散を決議するに至った（『東京
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大学百年史』通史二、pp.465-471）。東北大では、運動部への厚遇・文化科
学部軽視への不満を背景とし、昭和期に入ると会費納入率の低下により財政
破綻状態に陥り、1929 年 12 月学友会代議員会で学友会の解散が決議された。
京大・北大でも、解散には至らなかったが、学友会の改革を要求する声が高
まり、その他の大学でも同様の紛争が発生し、中には学友会が解散したとこ
ろもあった。このように 1920 年代半ば以降、各大学の学友会は大きな転機
を迎えることとなった。そしてそれは、九大の学友会も例外ではなかった。
九大では、1927 年頃から学友会の問題が顕在化していった。同年 11 月の
『九州大学新聞』第 4 号は、
「従来の学友会が組織に不完全の点多く実際の
活動に不便の処あり」として「学友会改造の必要を称えふる者も続出」して
いる状況であると伝えている。これ以降、
『九州大学新聞』は学友会批判を展
開し、ついにはその発行母体である法文会が、学友会の解散を要求するに至
ることとなる（法文会と『九州大学新聞』については次節を参照）
。
1928 年の東大学友会の紛争に対して、
『九州大学新聞』第 6 号（2 月 20
日付）の論説は、九大の学友会にも言及し、今までの学友会は「運動各部の
寄せ集めに過ぎなかつた」とする。それに対して法文会は、その問題を克服
し「学生の言論機関、学術研究機関、共済機関乃至は真の意味の自治機関」
となっている、しかし学友会はいまだその段階に到達していない、として法
文会を理想化し、学友会に対する批判を展開している。
1928 年の段階ではまだ学友会への言及は現状批判にとどまっていたが、
1929 年に入ると具体的な改造要求が登場し、さらに解散要求も出てくるよう
になる。
『九州大学新聞』第 28 号（7 月 5 日）の学生の投書では、運動会を
整理し、共済・新聞の 2 部を加えることで学友会を「大多数の学生の利益の
ために、さらに学生の自主的機関」とすることが主張されている。次の第 29
号（8 月 5 日）の論説は「学友会を改造せよ」と題して、以下のように述べ
ている。すなわち、
「曰く運動部偏重反対、曰く選手制度を撤廃せよ、曰く学
友会に文化的経済的施設を増設せよ、曰く学友会を大衆化せよ、曰く学友会
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を解散せよ等々の叫びは近時到るところに掲げられ之等は漸く発展して学友
会改造乃至は学友会解散の輿論にまで高まりつゝあるを見る」状況である。
これに対して学友会は共済部を設置するなどの改造をすべきであり、さらに
は「新たに全会員の総会及び全学生大会を最高決議機関」とせねばならない。
九大の学友会は役員会を意志決定機関としていたが、これには教官・職員が
含まれているため、学生だけで学友会の意志決定をすることはできなかった
のである。この点が東大や東北大の学友会と異なるところであり、両校は学
生による意志決定が可能であったために、学友会を解散することもできたの
であった。
明けて 1930 年になると、学友会改造要求は、東北大学友会の解散などを
受けて、解散要求へと急進化していった。
『九州大学新聞』第 41 号（5 月 5
日）の論説「学友会の問題」は次のように述べる。学友会は 20 円の会費に
見合った活動を行っていない。それに対して法文会は各部が学生の利益にか
なった活発な活動を行っている。
「我々は学友会存立の意義をいづこにも見出
すことが出来ない。大多数の学生大衆の利害から遊離した学友会に対して、
我々は現今の不景気生活難を押し切つて迄何を苦しんで二十円の経済的負担
を甘受しなければならぬだらうか」
。第 3 節（3）で見るように、この時期は
昭和恐慌により学生生活の窮乏化が進み、授業料不納による退学者が急増し
ていた。そのような中で、学生全体に利益をもたらさない学友会に会費を払
う必要はなく（実際に学友会費未納者も漸増していた）
、学友会は解散すべき
である、と主張したのである。
こうして学友会の解散を要求する声が法文学部学生を中心として高まって
いき、6 月 14 日には実質的には学友会解散を要求するための「学友会問題大
演説会」が開かれることとなった。ところが、学生課・法文学部長の命令に
より、演説会は中止となる。これに対し法文学部生は 23 日に普通会員大会
を開き、法文会より学友会解散要求を学友会長（総長）に提出することを決
議し、10 月に嘆願書が作成された。嘆願書は、学資が乏しいにもかかわらず
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学友会費・法文会費の二重負担に苦しめられていること、学友会各部が専ら
委員・選手のためだけに利用されていることを理由として学友会の解散を要
求するものであった（資料編Ⅰ－237、p.576）
。
この嘆願書はいったん法文会長（法文学部長）に提出した結果、学友会長
への提出を差し止められた。そのため 11 月 27 日法文会臨時普通会員大会が
開かれ、下記要求書を法文会長・学友会長に提出することを決議した。
要求書
我々ハ学友会存立ノ意義ヲ認メズ由ツテ再ビソノ解散ヲ要求ス
理由
一、学生大衆ノ生活窮乏化セルコト
二、学友会各部ハ選手及ビ一部学生ニ専用サレ一般学生大衆ハ利益ニ与
ラザルコト
三、学友会ノ改造及ビ大衆化ハソノ専制的組織ノ故ニ実際上期待シ得ザ
ルコト
四、法文会費ト学友会費トノ二重負担ニ苦シメルコト
右決議ス
昭和五年十一月二十七日
法文会普通会員大会
九州帝国大学学友会長
しげじろう

松浦鎮次郎殿
しかしこの要求書も、法文会ではなく普通会員大会の決議であることを理
由として受け取りを拒否された（『九州大学新聞』第 51 号、12 月 5 日）
。12
月 15 日に再び法文会普通会員大会が開催され、閉会後法文学部学生大会に
移行し、全学的学生大会の開催と解散運動続行を決議した。17 日、決議に基
づき学友会長に全学学生大会開催を要求する決議書を提出するがこれも却下
され、決議と却下の経緯を記した声明書を作成し、医・工・農学部学生に送
付している（『九州大学新聞』第 52 号、12 月 20 日）
。
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こうして解散要求は大学当局から撥ね付けられた。前に見たように、学生
だけでの意志決定ができない九大の学友会の組織では、東大や東北大とは異
なり、大学当局の賛同がない限りその解散は不可能であった。1931 年 3 月
には解散要求運動の中心を担っていた 3 年生が卒業した。また、1931 年に
なると、学生消費組合問題の方がより学生の関心を集めるようになり、それ
は法文学部以外の学生にも広がっていったため、学友会問題への関心が薄れ
ていった。結局九大における学友会解散要求は、学友会に実質的な変化を与
えることもなく、終息していったのである。

（3）運動会・学友会各部の活動

（2）でみたとおり、学友会は最初 8 部が設置され、以後さまざまな部が
新設されていった。ここではそのうちのいくつかを取り上げて、各部の活動
状況を具体的に見ていくことにしよう。

端艇部・ヨット部
端艇部では福岡医科大学時代に建造した端艇を引き続き使用していたが、
それが老朽化し、また博多湾の風浪が競技用端艇に不向きなため、1924（大
正 13）年、海軍からカッターを譲り受けた。これを契機に夏休みには佐世保
海兵団に行き帆走訓練を受けることが以後恒例となった
（『九州大学ヨット部
五十年史玄海第二十六号』、
九州大学ヨット部五十周年記念事業実行委員会並
帆友会、1977 年、p.33）
。
このように端艇部は、その活動場所が端艇に向かないという致命的な問題
を抱え、端艇による活動ができない状況に陥ってしまっていた。そもそも端
艇競技は海よりも川での競技に向いているものである。そこで九大端艇部で
は、1927（昭和 2）年 3 月筑後川の調査を行ったが、ここも水深などが不適
であることが判明した。そのため端艇にこだわらず、博多湾に適したものを
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という観点から検討
した結果、ヨットが
理想的との結論を得
る。翌 1928 年、3
隻のヨットを購入
し、それぞれ「筑紫」
「名島」
「玄海」と命
名された（『九州大学
新聞』第 8 号、1928
年 4 月 3 日）
。
1928 年 5 月、ヨ

図 3-25 端艇部ヨット（1932 年）

ット進水式が艇庫の
置かれた名島で挙行された。式では中山平次郎部長に続き大工原銀太郎総長
が挨拶し、大学でヨットを有するのは九大が初めてであると述べた。総長夫
人が「名島」のロープ（支綱）を切断して進水させた（『九州大学新聞』第
10 号、1928 年 5 月 15 日）
。
この年 9 月 30 日、端艇部主催・福岡日日新聞社後援による学内ヨットレ
ースが百道海岸で開催された。このレースには学内 33 チームが参加し、学
部対抗レースなどが行われたが、強風のため途中で中止となっている（
『九州
大学新聞』第 16 号、1928 年 10 月 9 日）。この学内ヨットレースは翌年から、
毎年 6 月に開催される恒例行事となっていった。
端艇部のヨットは部員だけでなく、一般の学生も申し込めば使用すること
ができた。ヨットは非常に人気があり、1929 年度のヨット使用回数は 167
回、使用人員は 913 名にのぼっている（『九州大学新聞』第 34 号、1929 年
11 月 20 日）
。翌 1930 年からは、それまで制限のなかったヨットの使用に関
し、船体保存のため、講習を受けた者の同乗が義務づけられた（
『九州大学新
聞』第 40 号、1930 年 4 月 20 日）が、講習会には多数の学生が参加し、ヨ
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ット人気が衰えることはなかった。このようにヨットが一般学生に開放され
ていたのは、ひとつにはこれが思想問題対策であり、思想善導費が端艇部に
流用されたという（前掲『九州大学ヨット部五十年史玄海第二十六号』、
pp.39-40）
。
1936 年 4 月、スター級日本代表決定競技会が開催された。この大会で三
井卓雄・龍野一彦乗組の「玄海」が 1 位となり、オリンピック代表に選ばれ
た。結局龍野は出場できなかったが、三井が財部実（財部彪海軍大将の子息）
と組んで出場した。しかし現地で購入した中古艇が使い物にならず、修理に
1 か月を要したこともあり 11 位に終わった。
端艇部は、ヨットを購入したときからヨット部と通称されるようになった
が、正式には 1937 年にヨット部と改称している（前掲『九州大学ヨット部
五十年史玄海第二十六号』
、pp.61-69）
。

野球部
野球は明治のはじめに伝わって以来広く普及し、九州帝国大学創立のころ
には、日本で最も人気のあるスポーツとなっていた。福岡医科大学創設と同
じ年に始まった早慶戦は、応援が過熱したため 1906（明治 39）年から中止
となるほどであった。
九大の野球部は、福岡医科大学の野球部として創設されて以来、九州にお
ける野球競技の中心的な役割を果たすようになっていった。その九大野球部
の初期のあり方は、いわゆる勝利至上主義であった。この勝利至上主義につ
いて、運動会野球部となって間もないころの主将井上謙一は、
「野球に於ては
チームワークが最も肝要なものだ」としてフォア・ザ・チームを説くが、そ
れは「試合には必ず勝たなければならない。善戦したとかベストを尽くして
敗れたといふは敗者の抜け言葉で、僕は男子として口にするだも恥づるとこ
ろだ」
（
『福岡日日新聞』1914 年 10 月 18 日。原文に句読点を追加）と述べ
ている。のちには批判されることにもなるこうした勝利至上主義は、九大野
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球部に限らず、特に学生・生徒の運動競技では広く見られるところでもあっ
た。
1915（大正 4）年 10 月 17 日、医科大学構内に野球場が完成し開場式が挙
行された。面積は 3000 坪（約 9900m2）余で、
『福岡日日新聞』
（1915 年 10
月 19 日）によれば、帝国大学として野球場を新設したのは九大が最初であ
った。この野球場新設を契機として、それまで福岡日日新聞社が主催してい
た高等学校・専門学校の九州野球大会はこの年から九大野球部主催にて開催
されるようになっている（
『福岡日日新聞』1915 年 11 月 5 日）
。この大会は
のちに中四国の高等学校・専門学校が加わり、さらに朝鮮・関東州の学校も
参加する、大きな大会に発展していくこととなる。同様の高等学校・専門学
校の大会は、こののち他の競技でも九大の部が主催して行われるようになっ
ていく。
1926 年 6 月、野球部は朝鮮遠征を行った。京城・平壌・大邱・釜山・元
山等で現地の社会人チームと対戦している（
『福岡日日新聞』1926 年 6 月 16
日）
。こののちも野球部はしばしば朝鮮遠征を行い、さらに満洲にまで足を伸
ばすこともあった。野球は日本支配下の朝鮮・満洲そして台湾でもたいへん
人気のあるスポーツとなっており、中等学校から社会人まで多数のチームが
あり、こののち都市対抗野球の優勝チームを出すようになる。そうした強豪
チームを求めて、野球部は九大の各運動部の中でもとりわけ積極的に外地へ
進出していったのであった。

庭球部
団体競技として野球の人気が高かったのに対し、個人競技として人気が高
かったのが庭球（テニス）である。日本においては、用具入手難のため軟式
テニスが発明されてこれが普及し、福岡医科大学も軟式であった。1913（大
正 2）年に慶應義塾大学が硬式化に踏み切って以降硬式化が進み、1920 年代
に急激にこれが進展した。九大でも 1922 年度より選手（部員）だけは硬式
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化し、費用・一般趣味の関係上軟式も続けることが、運動会常議員会で決定
された（『福岡日日新聞』1922 年 5 月 9 日）
。さらに九大庭球部の主催する
高専大会が 1924 年に硬式化されたことからみて、この頃全面的に硬式化さ
れたとみられる（『九州大学庭球部百年史』
、九州大学ローンテニスクラブ・
九州大学硬式庭球部、2006 年、pp.24-25）
。
九大庭球部では 1912（明治 45）年 5 月に第 1 回庭球大会を医科大学コー
トで開催した。この大会では 6 校参加の「中学程度優勝試合」
、来賓（専門
学校等）と大学の紅白試合が行われている。
（
『福岡日日新聞』1912 年 5 月
27 日）
。この大会に関しては、
『福岡日日新聞』
（1912 年 5 月 31 日）に次の
ような記事が掲載されている（原文に読点を追加）。
「競技の本旨は勝敗を主
眼とせず、勝者に行賞するにも一校を代表したる選手其人と云ふよりも、其
人を出すべく運動を奨励したる学校に賞を行ふと云ふ意味で」中学 2 校から
1 名ずつを表彰した。また応援マナーに関しては「正々堂々たる教訓を得る
為めに卑劣なる行為を許さゞるは勿論、不公平なる声援を行ひ応援の為めに
勝を制せしむるが如きは帝国大学の運動として奨励し能はざるを以て、拍手
の外絶対に応援を禁じた」。
テニスは特にプレー中の静粛が観客に求められる
競技であり、そうしたところから、野球部に見られるような勝利至上主義と
は異なる、マナーを第一とする方針が示されたのであろう。
1926（大正 15）年 6 月京都帝国大学との定期戦第 1 回が開催され（前掲
『九州大学庭球部百年史』
、p.26）
、1928（昭和 3）年 7 月から京城帝国大学
との定期戦も始まった（同前、p.29）。こうした他大学や、九州内を中心とし
た高等学校・専門学校との定期戦は、他の部でも同様に行われている。
1926 年秋工学部にコートが完成し、初めて全員集合しての練習が可能とな
った（同前、p.27）
。このコートは九州における公式戦の檜舞台ともなってい
る（
『福岡県体育協会史』
、福岡県体育協会、1976 年、p.542）
。野球における
九大の野球場と同様、戦前期において九大の各部や競技施設は、九州の各競
技の中心的な役割を果たしていたのである。
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音楽部（フィルハーモニー会）
1912（明治 45）年、九州帝国大学フィルハーモニー会が、榊保三郎医学
部教授を中心に、荒川文六・降矢芳郎両工学部教授、在学生・卒業生数名に
よって設立された。この九大フィルハーモニー会は、日本で最初のアマチュ
ア・オーケストラであった。もっとも同年 5 月に開かれた第 1 回の演奏会は
大半が独奏曲で、ピアノ・オルガンのほか、独唱や箏曲・謡曲・尺八の演奏
も行われている。このように当初のフィルハーモニー会の実態はまだオーケ
ストラではなく、邦楽器の演奏も 1915（大正 4）年の第 6 回演奏会まで行わ
れていた。なお、フィルハーモニー会は当初学友会には加入せず、独自に活
動していた。
フィルハーモニー会は小所帯で始まったため大規模な編成の必要な交響曲
は演奏できず、それ以外の管弦楽曲の演奏を行っていた。しかし 1917～18
年頃から会員が増加して交響曲の演奏が可能となり、1919 年 5 月の第 14 回
定期演奏会で、フィルハーモニー会初の交響曲として、モーツァルトの交響
曲第 40 番を演奏した。さらに次の第 15 回定期演奏会ではベートーベンの交
響曲第 1 番を日本初演している（九大フィルハーモニー会編『九大フィルハ
ーモニー・オーケストラ 50 年史』
、1963 年、p.155）
。
その後も順調な発展を続け、年 2 回の演奏会や地方演奏旅行など、活動を
拡げていったフィルハーモニー会であったが、その根幹を揺るがす事件が
1925 年 8 月に発生した。いわゆる特診事件である。この事件によりフィル
ハーモニー会会頭榊保三郎は退官に追い込まれ、設立以来の指導者を失うこ
ととなった。降矢・荒川と金子廉次郎医学部教授の 3 名誉会員と在福会員ら
で対応を協議した結果、楽器・楽譜は学友会に寄付され、フィルハーモニー
会は学友会に加入することとなった。こうしてフィルハーモニー会は 1926
年度より学友会音楽部管弦楽部となった。榊の退官後は荒川文六が 1936（昭
和 11）年に総長に就任するまで指揮を執ることとなった。
フィルハーモニー会は当初管弦楽団のみであったが、1921（大正 10）年
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春にマンドリンクラブ
が設立された。マンド
リンクラブはもともと
フィルハーモニー会と
は別個に設立されたも
のであったが、同年 10
月 9 日に第 1 回演奏会
を福岡市記念館で開い
た際には「九大フィル
図 3-26 九州帝国大学フィルハーモニー会（1924 年） ハーモニー会マンドリ
福岡市記念館での「摂政宮殿下御成婚奉祝音楽
会」。

ン部」の名称を用いて
いる。この演奏会のメ

ンバーは第 1／第 2 マンドリン各 5 名、マンドラ 2 名、ギター2 名という少
人数であったが、会場は満員の盛況であったという。翌年 6 月第 2 回演奏会
を前にフィルハーモニー会と正式に合併、九大フィルハーモニー会マンドリ
ン部となった（九大マンドリンクラブ 40 周年記念事業会編『九大マンドリ
ンクラブ 40 年史』
、同会、1964 年、p.147）
。
マンドリン部は当初指揮者なしで演奏していたが、1924 年 10 月の佐世保
演奏会から指揮者がつくようになっている（同前、p.148）
。1926 年にフィル
ハーモニー会が学友会に入会し音楽部となると、マンドリン部も音楽部マン
ドリン部となった。

文芸部
1926（大正 15）年 4 月、片山正雄法文学部教授を初代部長として、文芸
部が設立された。同年度中の活動は 2 度の文芸講演会を開催したにとどまっ
たが、翌 1927（昭和 2）年度から、活動を活発化させた。九州帝国大学には
文芸部設立以前にも、
「九大劇研究会」をはじめ、各種短歌会、各派俳句会、
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「九大美術部」等の各種文芸研究会が存在していたが、文芸部ではこれらの
統合に乗り出した。同年度中に各種短歌会を文芸部短歌会に統合したほか、
「九大美術部」を文芸部美術部とし、従来の「九大劇研究会」とは全く別に
文芸部劇研究会を組織している。ただ、流派の分かれる俳句会の統一は困難
なため保留された（
『筑紫文学』創刊号、1927 年 11 月、pp.205-207）
。そし
て 1927 年 11 月、文芸部の雑誌として『筑紫文学』が創刊される。
『筑紫文学』創刊号は全 208 頁で、内容は論説・随想・創作・戯曲・和歌・
詩・俳句・学内ゴシップとなっていた。作品は学生から募集したものが掲載
されたほか、豊田実教授・片山正雄教授・佐藤通次助教授（以上法文学部）
こうけつ

が論説を、纐纈理一郎教授（農学部）が随筆を、久保猪之吉教授（医学部）
が俳句を寄稿している。
『筑紫文学』創刊号の巻頭言は、同誌創刊の意義を次のように宣言してい
る。
ちょよ

文芸を以つて楮余の業とする思想は既に滅びた。文芸は現代の最高文
化社会及真の芸術家に取つては人生の一大事であつて、
〔中略〕片手間仕
事ではなくなつた。
〔中略〕
ここ

然るに我等学徒は茲に新に一文芸雑誌を発行して楮余の業を始めよう
としてゐる。時代錯誤ではあるまいか、芸術の冒瀆ではあるまいか、文
芸の無い文壇を築かむとする無用の業ではあるまいか。
吾々は信ずる、必ずしもさうでないと。
〔中略〕我等の熱望は我等の雑
誌が機縁となつて、十年に一人でもよいから真の芸術家が我等の文壇か
ら生れ出でむことなるは勿論である。
〔後略〕
こうして出発した文芸部と『筑紫文学』であったが、ほどなく強い批判に
さらされることとなる。
『九州大学新聞』第 29 号（1929 年 8 月 5 日）に掲
載された投稿「「筑紫文学」を清算せよ」は、
『筑紫文学』が「一般大衆の現
実生活に立脚せずして、観念、抽象の世界に迷」っていると批判し、
「文芸部
は進歩的任務を果たすべく「筑紫文学」を清算せよ」と要求した。これに対
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して文芸部は、
『筑紫文学』は「学友会員がその創作や論文を発表するための
機関であるから、
〔中略〕自分の主張の機関にしたり、特殊な傾向にのみ仕へ
るやうなことは」できない、などと反論している（『九州大学新聞』第 32 号、
1929 年 10 月 25 日）
。
この文芸部・『筑紫文学』批判は、（2）で見た学友会批判・学友会解散要
求の一環としてなされたものであった。結局『筑紫文学』は 1929 年の第 4
号をもって休刊状態となる。文芸部ではこれに代えて、
『学友会誌』を発行す
ることとした。
『学友会誌』では『筑紫文学』の純文芸的傾向を排し、政治・
経済・芸術に関する諸論文と文芸作品、学友会各部の活動報告などを掲載す
る方針の下に発行準備が進められた。しかし、文芸部長の検閲により政治・
経済関係の論文がことごとく掲載不可となり、文芸作品のみとなってしまっ
たため、これでは『筑紫文学』と変わらないとして、発行中止となった（
『九
州大学新聞』第 54 号、1931 年 6 月 25 日）
。
『筑紫文学』の後継誌は、
『九大文化』と題して 1932 年 3 月にようやく発
行された。しかしその編集後記には「兎に角九大文化と銘打つて出してもあ
まり出し栄へのしない内容を創刊号は持つてゐる」と記され、文芸部として
は満足のできるものではなかった。そのため『九大文化』は、この創刊号だ
けで終わっている。
1933 年 6 月、新たに『九大文学』が発行された。この雑誌の性格は、第 3
号の編集後記に記された「九大文学は純文学的に方向を定めた。軽薄なるジ
ヤーナリズムは排撃されなければならない」
という宣言から明らかなように、
『筑紫文学』に回帰するものであった。すでに『筑紫文学』休刊の要因とな
った学友会解散要求は終息し、学内の左翼学生運動も衰退していた。かつて
のような批判をする学生はいなくなり、純文芸雑誌を復活させることができ
る状況になっていたわけである。こののち『九大文学』は、学徒出陣によっ
て休刊のやむなきに至るまで、純文芸雑誌としての性格を堅持していった。
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仏教青年会
学友会の部ではないが、宗教系の学生団体として、特に顕著な活動を行っ
ていた仏教青年会について、この項の最後に触れておこう。
福岡医科大学ではすでに 1907（明治 40）年に仏教青年会が設立されてい
たが、1911 年九州帝国大学創立により「九州帝国大学仏教青年会」と改称し
た（資料編Ⅰ－230、p.559）
。
1914（大正 3）～16 年は会が衰退し、釈尊降誕会も開催できない状態であ
ったが、1917 年から会員数が増加に転じ、釈尊降誕会も復活させた。また毎
年 10 月の医学部解剖体祭の後に試験動物の霊を祭る動物祭を開催し、以後
毎年開催するようになった（資料編Ⅰ－230、p.560）
。
このように当初は宗教的行事を行うのが活動の中心であったが、まもなく
社会活動にも乗り出していく。仏教青年会では、同じく九大の基督教青年会
の救済事業が断絶したことを耳にして施療を企図するようになり、1918 年 8
月 31 日博多上辻ノ堂町承天寺内祥勝院に施療院を開院した。この施療院で
は毎夜 6 時より施療を行った（資料編Ⅰ－230、p.561）
。
この活動に対しては、宮内省より下賜金を得たほか、内務省の助成金・県
の補助金も下付された。また経費は薬品購入のみであったので、しだいに寄
付金等が蓄積されるようになり、社団法人の認可を申請することとなった。
1921 年 6 月 6 日申請は許可され、仏教青年会は社団法人となった（資料編
Ⅰ－230、pp.561-562）
この社団法人化とほぼ時を同じくして、仏教青年会は自前の建物の建設に
向けて動き始めた。まず 1921 年に今泉字金田に会館用地を購入、さらに九
大附属医院旧隔離病棟の払い下げを受けた。耕地整理区域に該当したため換
地を行ったが、建物の建設は難航した。寄付金募集や起債を行って資金を確
保し、ようやく 1926 年 3 月、仏教青年会館が竣工した。会館には施療院が
移転したが、入院患者室として予定していた部分は設備不十分のため正会員
の寄宿寮に充当している。同年 10 月には日曜学校も開始し、その活動はさ

355

第3編

九州帝国大学の拡充

らに拡大した（資料
編Ⅰ－230、pp.562563）
。1928（昭和 3）
年 5～8 月の間に施
療院で診察・投薬し
た人数はのべ 3825
図 3-27 仏教青年会館（1926 年）

人にのぼり、
『九州大
学新聞』では、
「施療

院の存在は福岡に於て一大明星の観をなして居る」と評していた（第 15 号、
1928 年 9 月 18 日）
。
1930 年、創立以来会長を務めていた旭憲吉医学部教授が死去した。以後は
理事制度をとり、干潟龍祥法文学部教授が常務理事として会を率いるように
なった。

第2節

『九州大学新聞』の創刊

（1）法文会の結成

法文会の結成
1927（昭和 2）年 6 月、法文学部法文会が結成された。法文会は法文学部
の学生・教官等からなり、会員相互の親睦を図ることなどを目的とするもの
である。すでに九州帝国大学には学友会という同様の組織がありながら、新
たに法文学部だけの学友組織を結成する理由を、
「法文会創立理由書」は次の
ように述べている（資料編Ⅰ－222、p.545）
。
既に本学学友会は我等を会員として包括するも対外的諸事情、内部諸関
係の已むを得ざるものありて、各会員を設立趣旨に適合せしめて遺憾な

356

第6章

大正・昭和初期の学生生活と学生運動

きを期する能はざるの事態にあり、故に我等は之れに架するに本学部を
基礎とする法文会を新に設立して、交誼と共同利益擁護の為め『自治協
同』の標語の下に学部教職員及び学生を打つて一丸と為し緊密なる団体
を組織し以て学府と学生生活を徹せしめんとするものなり。
ここでは意図的に曖昧な言い方がされているが、法文会は学友会のあり方
に対する批判から結成されたものであることは明らかである。それは「自治
協同」という言葉に込められているように、学生の自治的・協同的運営が学
友会では行えないために、そうした運営を可能とする新たな学友組織を結成
する、というものであった。
正式に法文会が発足する 6 月 12 日の第 1 回総会に先立ち、5 月 5 日に第 1
回幹事会が開かれ、事業計画の打合せが行われた。15 日には普通会員大会が
行われ、幹事会が提出した事業計画を承認し、宣言書等を可決している。つ
いで 23 日、第 1 回役員総会が開かれて予算案の審議等が行われ、ここで作
成された予算案が 6 月 6 日の予算総会に提出され、承認された。6 月 12 日、
第 1 回総会が教授・講師十数名と学生 300 名余が出席して西公園舞鶴館で行
われ、法文会各部の予算を決定した。総会終了後には西公園で園遊会が盛大
に行われた。
法文会は「協同自治ノ精神ヲ以テ会員相互ノ親睦ヲ計リ心身ヲ陶冶スルヲ
目的ト」謳っており、
「協同自治ノ精神」が盛り込まれていることが学友会と
は異なるところであった。組織は総務部、共済部、学芸部、体育部からなり、
この構成も運動系各部（のちに文化系各部が加わる）からなる学友会とは大
きく異なっていた。会員は法文学部本科生・選科生を普通会員とし、法文学
部教授・助教授・講師を特別会員とした。法文学部卒業生、助手・副手、大
学院生、元在学生・聴講生は幹事会の承認を得て賛助会員となることができ、
幹事会の推薦による名誉会員の制度も定められた。
会長は法文学部長が務め、
副会長は特別会員より会長が選定することとされた。特別会員・賛助会員各
2 名と、普通会員 6 名が幹事として幹事会を構成し、この幹事会が会の事務
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を掌理することとなっていた。つまり、会の運営は幹事会を中心に行われる
わけであるが、その過半数は在学生が占めるわけであり、このことは法文会
が学生主体の運営を行うことを意味していた。また会則では普通会員大会が
制度化されており、学生会員による会議の制度も学友会にはないものであっ
た。
「法文会創立理由書」の文言と併せて見ればわかるように、学生による主
体的な運営ができない学友会に対抗し、法文会は運営の主体が学生側にある
組織として作られたのである（資料編Ⅰ－223、pp.545-546）
。

共済部
法文会の各部の中で、
特に顕著な活動を行ったものの 1 つが共済部である。
共済部は「会員相互ノ共済ニヨリテ会員ノ利便ト福祉トヲ増進スベキ各種ノ
事業ヲ行フ」ものとされた（資料編Ⅰ－223、p.549）。その中心的な使命は
「完全に共働組合的な消費組合を確立」し、
「消費者である吾々の便益の為に
必要なすべての分配組織を管理する」ことと説明されていた（資料編Ⅰ－
229、p.555）
こうした目的・使命を達するため、共済部はその中にはさらにいくつかの
部を設置して事業を行った。出版部では書籍・雑誌の販売を行ったほか、古
本交換会も実施していた。洋服部は「柴田屋神戸屋山岸屋の三洋服店を指定
商と定め特別割引にて上等の品物を販売する」便宜を図っていた。文房具部
は学生に必須の文房具類の販売を行い、食堂部は学生食堂を運営し、プリン
ト部は講義プリントの作製・販売を手がけていた。共済部ではこのほか、副
業・下宿の紹介、木炭・日用品の販売も実施していた（資料編Ⅰ－229、
pp.556-557）
。
しかし共済部の事業に対しては、学生から不満の声がしばしば挙がってい
る。事業開始 2 年後の『九州大学新聞』には、その活動が沈滞しているとし
て、貸間・下宿の紹介、机・本箱の販売、休暇中の荷物の保管、売店の改善、
講義プリントの値下げ、アルバイトの紹介を行うよう提案する投書が掲載さ
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れている（第 31 号、
1929 年 9 月 25 日）
。
この投書にもあるよう
に、共済部の運営は学
生によって行われてい
たため不安定な状況が
続いていた。例えば食
堂は 1929（昭和 4）年
にいったん休止し、翌
年 5 月に再開している

図 3-28 法文会共済部員

（『九州大学新聞』第
43 号、1930 年 6 月 5 日）。アルバイトの紹介など学生の要望に応えて新たに
始めた事業もあり、あるいは 1931 年には共済部が中心となって下宿料値下
げ運動を行うなど、学生の期待に応えることもあったが、運営はなかなか安
定しなかった。
そうした中で起きたのが学生消費組合設立をめぐる騒動であった。学生消
費組合については第 4 節で述べるが、これは法文会の共済部を全学的なもの
に発展させるかたちで設立することが考えられていたものであった。
しかし、
左翼運動の一環とみなされ、設立からわずか 10 日で大学当局により解散さ
せられることとなる。

学芸部
学芸部は「会員相互ノ知的研究ヲ主トシ並ニ之ニ関スル各種ノ事業ヲ行フ」
ことを目的とし、
具体的には講演会の開催や学芸雑誌の発行を行っていた（資
料編Ⅰ－223、p.549）
。
学芸部では 1927（昭和 2）年 11 月 1 日、法文学部 5 番教室で最初の学術
講演会を開催した。その演題は以下のとおりである。
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開会の辞

吉田力男

金融恐慌について

仲矢虎夫

国家活動の歴史的発展過程を論じ帝国の国際的地位に及ぶ

矢野潔

ママ

府県議戦に就いて

渡辺素

地方自治体の正体

井手一六

地租委譲について

秋田梧朗

閉会の辞

山内一男

演者はいずれも法文学部の学生であり、聴衆も数十人にとどまったが、
「従来
の学生講演会と異なりいづれも時事問題をとらへて聴衆の興味を充分に引き
つけて一つのエポツクを作つた」と『九州大学新聞』は評価している（第 3
号、1927 年 10 月 10 日）
。学芸部ではこののちも学術講演会を活動の 1 つの
柱としていく。
学芸部の活動のもう 1 つの柱が雑誌『法文論叢』の発行であったが、これ
については（2）で述べることとする。

体育部
法文会体育部は「会員ノ心身鍛練ヲ固ムル目的ヲ以テ体育ニ関スル各種事
業ヲ行フ」ものとされ（資料編Ⅰ－223、p.549）、まずはキャンプ・野球・
庭球・卓球などの用具を揃えるところから活動を開始した。1927（昭和 2）
年 10 月、筑紫郡春日村白水池畔でのキャンプがその実際の活動の最初であ
ったようである。翌 11 月には、各種競技の大会を開催している。まず野球
大会が開かれ、ついで陸上大運動会、卓球大会、庭球大会が開かれた（
『九州
大学新聞』第 4 号、1927 年 11 月 1 日）
。こののち、秋にはこれらの競技の
大会が開かれ、また 5 月から 6 月にかけては、登山・水泳などの大会も体育
部主催で行われるようになっていく。
このように体育部の活動は各種競技の大会を開くというのがその中心であ
った。それは学友会のように各部に所属する部員（選手）がその部の競技を
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専門的・独占的に行うのではなく、法文会員であれば誰でも任意の種目に参
加できるレクリエーション的なものであった。第 1 節で見たように、学友会
に対する主要な批判点の 1 つは各部の選手制度にあり、法文会体育部はその
選手制度に基づくのではなく、
「学生大衆」に開かれた運動の機会を与えるた
めに設置されたのであった。体育部の活動においても、法文会では学友会と
の差別化を図っていたわけである。

部長制の導入
すでに見たように、法文会は学友会に対抗するようなかたちで組織され、
1930（昭和 5）年には学友会に解散要求を突きつけるということまでしてい
た（第 1 節参照）
。また、学生消費組合の結成（第 4 節参照）には法文会が
関与し、新聞部は『九州大学新聞』において左翼的な主張を繰り返し掲載し
ていた（本節（2）参照）
。このように 1930 年代初頭までの法文会は左翼的
傾向が強く、実際に左翼学生運動に関わって検挙される者もあった。
こうしたところから、大学当局は法文会に対しては警戒を強めていったと
みられる。評議会や法文学部教授会で法文会の問題が取り上げられたことは
ないが、学友会に比べて弱い法文会の活動への教官の関与を強めることを大
学当局が企図していたことはおそらく間違いないところである。
かずのぶ

1932 年 2 月、法文学部長に鹿子木員信が就任した。鹿子木は国家主義者
であり、右翼学生団体の満蒙問題研究会の指導教官を務めていた。法文学部
長として法文会の会長にも就任した鹿子木にとって法文会の左翼的傾向は看
過できない問題であったはずであり、就任後まもなく、自らのイニシアティ
ブで法文会の活動への教官の関与を強める改革を実行していったものと考え
られる。
5 月 2 日、法文会は総会で会則の改正を承認した。この改正では第 14 条と
して「各部ニ部長一名ヲ置キ特別会員之ニ当ル部長ハ各其ノ部属ノ事業ヲ指
導監督ス」という新たな条項が加えられた（『九州大学新聞』第 71 号、1932
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年 5 月 4 日）
。特別会員は法文学部の教官であったから、法文会各部は教官
の指導監督の下にそれぞれの事業を行うこととなったわけである。また、部
長は役員として役員会にも加わることとなった。こうして、学生を主体とす
る運営を行うことが学友会との最大の相違であった法文会においても、教官
の関与が強化されることとなったのである。

（2）『九州大学新聞』
『法文論叢』の創刊

『九州大学新聞』の創刊
九州帝国大学では、1926（大正 15）年から学友会で法文・医両学部有志
が新聞発行を計画したことがあったが、予算会でうやむやのうちに葬り去ら
れていた（
『九州大学新聞』第 1 号、1927 年 6 月 18 日）。法文会では設立当
初総務部が新聞の編集発行を担当し、1927（昭和 2）年 6 月 18 日、
『九州大
学新聞』が創刊された。
創刊第 1 号には、法文会長四宮兼之教授の「発刊に際して」
、大工原銀太
郎総長の「発刊祝辞」が 1 面に掲載された。2 面の論説「創刊の辞」では、
『九州大学新聞』創刊について、
「特に学内の諸事象に於て従来普通新聞を通
じて閃光的に知り得て居た事が爾後は、その全景の裡に立ち得る」と、学内
の報道機関が作られる意義が述べられている（資料編Ⅰ－224、p.550）
。
ところで、この新聞の題号は『九州大学新聞』であり、
『九州帝国大学新聞』
ではない。このように「帝国」の 2 字が題号に入らなかったのは、評議会は
「公私の混淆」
「全体と部分の混同」として「九州帝国大学新聞」の題号を認
めなかったからである（資料編Ⅰ－224、p.550）。評議会は、発行主体が一
学部の学友組織にすぎないことを理由として、この新聞が九州帝国大学全体
を代表し得ないと見なし、
「帝国」の 2 字を認めなかったわけである。実際、
初期の『九州大学新聞』の記事は法文学部、とりわけ法文会関係の記事が多
しげじろう

く、全学的な報道機関とは言いがたい面があった。のちに松浦鎮次郎総長が
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創刊 150 号記念特集に寄せ
た祝辞の中で、
「本紙が法文
会の一事業であるといふこ
とから無理もないが以前は
記事が法文学部のみに限ら
れ、他学部の記事は殆ど見
られぬ状態であり、従つて
他学部の教官からは白眼視
されてゐた」と述べている
（『九州大学新聞』第 150
号、1936 年 6 月 20 日）よ
うに、当初の『九州大学新
聞』は実質的に法文学部の
新聞というべきものであっ
た。
図 3-29 『九州大学新聞』創刊号
全学的新聞への脱皮
全学的な報道機関としての役割を担えないまま出発した『九州大学新聞』
は、創刊から間もない第 4 号掲載の「三太郎武勇伝」が新聞紙法第 23 条に
抵触し、発禁の憂き目にあってしまう。この事件は 1927（昭和 2）年 11 月
28 日の評議会でも問題とされ、法文学部教授会が譴責程度の処分に止めよう
としたのに対し、執筆者を放学、編集員 5 名を訓戒とする処分を下した。ま
た法文学部では 12 月 10 日頃より新聞を復刊させる意向であったが、これに
ついても評議会は当分休刊を決定した（「第 239 回評議会記録」
）
。これを受
けて法文学部では 12 月 17 日の教授会で、法文会特別会員中の幹事 1 名に新
聞の編集を監督させるという条項を法文会会則の附則に加えることとした
（「第 93 回教授会議事録」
）
。1928 年 1 月 24 日の評議会でこの法文学部の方
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針が審議され、監督教官には記事全体に責任を持たせること、この制度は将
来変更しないことを条件として続刊が承認された（
「第 240 回評議会記録」
）。
この監督教官には藤澤親雄教授が就任したが、その実際の役割は編集に直接
関与するものではなく、事後的に検閲を行うものであった。しかしながらこ
れにより、創刊以来学生のみによる紙面作りを行っていた『九州大学新聞』
に、教官の関与が始まることとなったのである。
このように教官の関与が始まった一方で、当初は法文学部・法文会の新聞
という性格が強かった『九州大学新聞』は、全学的な新聞への脱皮を始める
こととなる。創刊 1 周年の 1928 年 6 月 5 日付第 11 号に掲載された論説「本
紙の進むべき道」では、
「その創刊当時の特殊の事情によつて新聞の経営が学
友会のものとならず、止むを得ず法文会によつてなされてゐるために、他学
部の学生諸君に取つて他人の新聞の如き感を与え九大紙をして発展上多大の
不便と障害を感ぜしめてゐる」との認識を示している。その上で、
「新聞が法
文会の経営であるにも拘らず、その編輯に於て、その態度に於て全学的見地
よりこれを為さねばならぬ」として、
「九州大学新聞をして実質的に全学的新
聞紙たらしめよ、これこそ我が九大紙をして大学新聞としての本来の使命を
全からしめる第一歩である」と主張した（資料編Ⅰ―225、p.552）。この主
張に沿うように、これ以後紙面には法文学部以外のニュース記事も徐々に増
えていった。こうして次第に、
『九州大学新聞』は九州帝国大学の全学的な報
道機関としての内実を獲得していくこととなる。

「全日本学生新聞聯盟」の提唱
『九州大学新聞』では 1929（昭和 4）年 1 月発行の第 20 号の記事の一部
が、藤澤教授により検閲削除を命じられた。また前年 5 月には、
『早稲田大
学新聞』が当局によって発行を停止させられ、12 月には発行主体である早稲
田大学新聞学会も解散させられていた。このように大学新聞に当局から圧力
をかけられる事態が続いたことに対し、
『九州大学新聞』は第 21 号の 1 面に
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「全日本学生新聞聯盟の提唱」と題する提言を掲げた。それは、学園の自治、
報道の自由、出版の自由のために、全国の学生が団結して「全日本学生新聞
聯 盟 」 を 結 成 す べ き で あ る と い う も の で あ っ た （ 資 料 編 Ⅰ ― 226 、
pp.552-553）。
『九州大学新聞』記事の検閲削除はその第 21 号でも行われた
ため、第 22 号では「再び全日本学生新聞聯盟を提唱す」を掲げて、その任
務を提示するなどしている。
藤澤は同年 3 月をもって任期満了により検閲教官を退任し、今中次麿教授
に代わった。今中の就任後その職名は「監督教官」となった。監督教官も今
中によれば「検閲官に外ならなかつた」のであり、「学生委員のもつてくる
マ
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ガリ板を検閲して学内治安上不当と考へる箇所を削除するだけ」であった。
もっとも、在任中には実際にそのようなものに遭遇したことはなかったとい
う。今中は編集にも関与できるようにしたい意向をもっていたが、在任中に
はそれは実現できなかった（
『九州大学新聞』第 100 号、1933 年 12 月 20 日）。
一方法文会新聞部では、全日本学生新聞聯盟の結成を期して、全国の学生
新聞に対して加入勧誘状を送付した。しかし、大学当局は許可なく他大学と
の交渉を行うことを認めなかったため、結局聯盟結成は実現しないまま終わ
っている。

『九州大学新聞』の変容
『九州大学新聞』は、初代監督教官今中次麿がその編集方針に対して、
「イ
デオロギーで新聞を作つてはいかんと」
苦情を言っていたにもかかわらず「ど
うもさう云ふ風にやつてくれなかつた」と言っている（『九州大学新聞』第
100 号、1933 年 12 月 20 日）ことからも窺われるように、左翼的論調が強
い傾向を示していた。1932（昭和 7）年の初めまでは、第 1 節で見た学友会
解散要求や、第 4 節で見る学生消費組合問題、あるいは他大学の学生運動に
関する記事などが、多数掲載されていた。
ところが、第 69 号（2 月 15 日）は 1 面冒頭の論説「総選挙雑記」が約 40
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行にわたって削除され、2 面にいたっては紙面の半分近くが削除されている。
そして第 70 号（3 月 20 日）は 1・2 面しか現存していないが、この号以降
学生運動に関する記事は紙面からほぼ姿を消すこととなったのである。これ
を境として、
『九州大学新聞』からは左翼的論調がほぼ一掃されることとなっ
た。
第 4 節でみるように、この 1932 年は、九大における左翼学生運動がほぼ
沈静化した年である。
『九州大学新聞』は左翼学生運動の主張を代弁するよう
な内容の記事を多数掲載していたのは、新聞部に左翼学生が多数いたからで
あった。彼らの多くはこの時期の学生左翼運動への弾圧により退学させられ
ることとなった。そのため、九大の左翼運動の沈静化と時を同じくして、
『九
州大学新聞』の左翼的論調も消えていったのである。
そしてこの年の 5 月、
（1）で見たように法文会に部長制が導入され、新聞
部にも監督教官に代わって部長が置かれることとなった。初代部長には竹岡
勝也教授が就任した。この部長制導入により、監督教官が事後検閲のみを行
うものであったのに対し、部長は編集にも関与するようになった。竹岡はこ
のころの『九州大学新聞』についてのちに次のように語っている。
無限に拡がり進まうとする自由主義的な態度と、拡がる力を制約し、
集中し、立つ処の根柢を確実に把握して、新なる歴史の出発点を此処に
求めようとする国家主義、歴史主義的な態度と、少く共この二つの態度
の対立は学生の間にも見受けられるところとなつた。
そしてこの二つの態度は非常時的な興奮を伴ふ事に依つて可成り熱を
帯びる性質を持つて居た。かうなると困難な立場に置かれるものは何と
云つても新聞部である。大学新聞を指導する見識に於て、又学生を統制
する力量に於て到底自信を持ち得なかつた自分は、幾度かこの困難な非
常時の部長としての責めを免れたいと考へた。
左翼学生が退学したのちも新聞部内外には左右両派の学生の対立があり、
紙面作りに苦労した様子が窺われる。この対立は結局左翼学生側の敗北に終
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わることとなり、
『九州大学新聞』は、左翼的な「イデオロギー新聞から報導
学生新聞」へと変容したのである（『九州帝国大学新聞』第 150 号、1936 年
6 月 20 日）
。

『九州帝国大学新聞』への改題
『九州大学新聞』は 1935（昭和 10）年 4 月 15 日発行の第 126 号をもっ
て『九州帝国大学新聞』と改題された。創刊時には大工原銀太郎総長が祝辞
を寄せたとはいえ、
「公私の混淆」
「全体と部分の混同」とされて「帝国」の
2 字を付すことを大学当局から拒否されていたものが、創刊から約 8 年にし
て、ようやく九州帝国大学全学の新聞と公式にみなされることとなったので
ある。それは言い換えれば、新聞に対する大学当局側の統制が十分に可能と
みなされるようになったということでもあった。
ここまで見てきたとおり、
『九州大学新聞』は創刊当初は「法文学部（法文
会）の新聞」としての性格が色濃く、また左翼的論調が強かった。それが第
4 号の発禁事件後に教官の関与が始まり、法文会の部長制導入により新聞部
にも教官が部長として編集にも関与するようになったこと、また九大におけ
る左翼学生運動が沈静化したことにより、
論調から左翼的傾向が一掃された。
これについて 126 号掲載の「本紙改題に当りて」は、
「有機的統制」が行わ
れるようになった、と表現している。記事の範囲も創刊 1 周年を機に全学に
拡げることが企図され、それは次第に実現していった。こうして「公私の混
淆」
「全体と部分の混同」という理由はなくなった。
「本紙改題に当りて」に
よれば、このような変化を遂げた結果、
「本紙の目的意識並びに発展の健全性
はようやく認めらるゝに至り、本紙改題の必要性が叫ばれる結果となった」
。
そして同年 2 月の評議会で『九州帝国大学新聞』への改題が認められたので
ある。
「本紙改題に当りて」は、
『九州帝国大学新聞』の使命を次のように述べて
いる。

367

第3編

九州帝国大学の拡充

大学新聞は大学なる社会を反映するものである。所謂「流行」に左右さ
れる事なく、客観的科学的態度を以て大学内に生起する事件並びに大学
ママ

生活に関する事象の正確なる報導をなし、学生大衆に正しい認識を与へ
ると同時に、学生一般の輿論の帰趨を示し、以て学生相互或ひは教官・
学生間の意志の疎通を計り、学内自治の健全な発達を企画し大学存在の
意義を達成することに寄与せねばならぬ。
創刊 1 周年の際には、その使命を「大学自治、研究の自由を高調し」
、大学
内外の「諸事件を批判的に観察し学徒としての学生一般の与論を反映し指導
すると共に、学生一般のその事件に対する判断を公正ならしめる為めに正確
にして充分なニユースを供給せねばならぬ」としていた（資料編Ⅰ―225、
p.551）
。両者を比較するとわかるように、創刊当初は新聞としての主張を示
すという報道姿勢をとっていたが、改題に至る過程で、主張を抑え客観的な
報道をするという姿勢へと変化していた。

『法文論叢』の創刊
（1）で見たように、法文会学芸部の活動の柱の 1 つは講演会の開催であ
り、もう 1 つの柱は学芸雑誌の発行であった。その学芸雑誌は、1927（昭和
2）年 11 月に『法文論叢』と題して創刊された。同誌は法文会員には無償で
配布された。
その巻頭言は発刊の趣旨を次のように述べている。すなわち、現代世界は
あらゆる分野でイデオロギーが対立する混沌状態にある。この認識のもと、
「あらゆる事象の批判と自らの実践との基準を確立しなければならぬ。しか
してかゝる基準の確立こそ現下転換期に直面せる吾々学徒の使命でなくて何
であるか？我が法文論叢は即ちかゝる使命の遂行者として生まれたのだ」
（資
料編Ⅰ－228、pp.554-555）
。
『法文論叢』創刊号には以下の 9 本の論文が掲載された。
三権分立主義の発生展開及びその没落（土筆三郎）
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民族問題の理論的考察（筑紫敏
夫）
社会政策に関する一考察（花田
信夫）
資本主義安定の最近の諸現象
（荻原得二）
自然、意思、並に社会―作田氏
経済学大系批判の序論（永井襄
二）
「唯物弁証法の構成過程」の前
史（桐野五郎）
「修正主義の最後の智慧」
（デボ
ーリン／林敏郎訳）
タゴールの創造的統一観に就て

図 3-30 『法文論叢』創刊号

（中島源二）
ジー・ビー・ショーに就て（佐々木学）
掲載されたのは、学生のものであるがゆえに決して水準の高いものではなか
ったが、学術的な論考であった。第 2 号以降でも、
『法文論叢』はこのよう
な学術的論考のみを掲載する方針を維持していく。

『法文論叢』と「大衆化」
しかしこうした方針に対しては、理論が高踏的であるとか、一部の学生の
ための雑誌だといった批判も出ていた（『九州大学新聞』第 17 号、1928 年
11 月 6 日）
。この批判に対しては、学芸部側も次のように「大衆化」を表明
している（『法文論叢』第 2 巻第 2 号「編集後記」
、p.170）
。
原稿が其の量に於て又其の質において我々の期待通りに集まらなかつた
ことは、雑誌の内容をして必然的に高踏的なものたらしめ、我々の法文
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論書の編輯基準をゆがめざるを得なかつたことを甚だ遺憾と思ふ次第で
ある。次号よりはもつと大衆的な、もつと平明な、真に全学生の法文論
叢たらしむべく努力する覚悟である。
しかしその後も、
学術的な資料等が掲載されることはあっても、
「大衆的な」
記事が掲載されることはなく、
研究論文を掲載する方向性は変わらなかった。
この間、批判に対して再び「大衆化」を表明したり、逆に第 12 号に対して
は「大衆に追随する敗北主義的潮流が学芸部を支配してゐるのではないか」
という疑問が呈される（
『九州大学新聞』第 83 号、1933 年 1 月 25 日）
、と
いったことも起こっている。
こうした編集方針をめぐる動揺に対して、明確な方針を表明したのが、
1934（昭和 9）年 7 月発行の第 16 号であった。その編集後記では、
『法文論
叢』が「学生一般」に共通する関心を問題として取り上げれば「
『論叢』の文
化水準を低下せしめてナンセンスな所謂読物式のものに迄堕さしめる恐れが
充分に存在する」として、以下のように「大衆化」を全面的に否定し、研究
雑誌としての性格を明確化したのである（p.79）
。
我々は右に於て読者層としての『学生一般』なるものを否定した。而し
て次に述べる如き立場を採ることによつて『論叢』と全学生との関係を
明瞭にし、同時に『論叢』の使命を了解して戴くことにする。即ち我々
は『論叢』をして学生の特殊な専門的研究の発表機関としての現在の立
場を維持発展せしめて全学生の学的向上への刺戟となし、具体的な三種
それぞれ

類の学生層が自分等の夫々の専門的研究の機関を背後に持つてゐると云
ふ心強さを感じ、思ふ様夫々の学問的領域に馳駆する事を可能ならしめ
る如き態度を保持する。而して之が学生の智的目標であり、一つの指導
機関である事を以て理想とする。
ところが、この方針はわずか 1 年にして覆されることとなる。1935 年度
になると、学芸部員のほとんどが入れ替わり、前年度までの部員とまったく
問題意識を異にするようになった。そして次のように『法文論叢』の「大衆
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化」へと方針を転換したのである（第 19 号「編集後記」
、p.158）
従来の法文論叢が理論一点張りの堅苦しいもので一般学生大衆にほとん
ど顧られず、無料で配布してゐるのに取りに来ない者が多い状態らしく、
残本が多い。そこで我々新しく学芸部に入部した者は、何んとか新局面
を打開したいと一同協議努力した。それには大衆性のあるものを加味掲
載することが先づ第一だと考へ、小説随筆詩歌等の文芸創作をも原稿募
集に追加した。此点に関して従来種々の論議があり、斯る方面のものを
掲載することは「論叢」の文化水準を低下せしめ所謂読物式に堕すると
云ふ非難があつたらしいが、折角学芸部で苦心して編纂しても一般学生
が受取らない様では、学生の「論叢」たる存在意義がない。要は先づ一
般学生の論叢に対する関心を喚起し、学生の論叢たらしめることが急務
である。
こうして方針を転換した第 19 号からは「詩歌」が掲載されることになり、
第 21 号からは「創作」
（小説）も掲載されるようになった。
とはいえ、この「大衆化」が、ただちに水準の低下を招いたわけでもなか
った。第 23 号（1937 年）は「大学の問題」という特集を組み、大学に関す
る学生の研究を掲載した。この号は配布開始後 1 週間で品切れになり、
「
『大
衆化』と云ふ焦眉の要望を一応立派に解決した」と評価され、
「今回の法文論
叢の大衆化は、
決して質の低下を伴つて居らぬと云へよう」
とも評された（
『九
州帝国大学新聞』第 167 号、1937 年 7 月 5 日）
。こうして『法文論叢』は、
「専門的研究」と「大衆化」の問題に悩みつつも、学生たちが自らの研究を
発表する場としての機能を果たしていったのである。
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大正・昭和初期の学生生活

（1）大学町の形成

馬出大学町の形成
京都帝国大学福岡医科大学が置かれたのは福岡市の郊外、筑紫郡千代村と
豊平村にまたがる地域であった。県立福岡病院の土地と建物を引継ぎ、さら
に用地を拡張して設置された福岡医科大学の所在地には「千代松原」と呼ば
れる松林があり、その南側には東公園があった。また福岡医科大学の南西隣
には福岡藩主黒田家の菩提寺である崇福寺があり、
門前町も形成されていた。
福岡医科大学創設時には、北東隣の豊平村金平地区と南西隣の崇福寺門前
町の間、医科大学の門前地域にはまだ建物は少なかったが、その後附属医院
の患者数が増加するとともに、医科大学前も市街地化していく。附属医院の
受診者や入院患者の家族が泊まるための旅館などが、医科大学前の道路沿い
に立ち並ぶようになっていった。
1910（明治 43）年 3 月 9 日、福博電気軌道大学前―黒門橋間が開業した。
これにより福岡市の中心部と医科大学が電車で結ばれることとなり、附属医
院の利便性が増すこととなった。しかしこの軌道をめぐっては、会社側と医
科大学側の間で一悶着が起こっている。会社側は架線を、空中に 1 本のみ電
力供給のための架線を張り帰線には走行用のレールを利用する「単線架空式」
とする方針であったが、当時の技術では地中の鉄管や周辺の電気機器に悪影
響を及ぼすとされていたため、医科大学側が反発していた。この問題は結局、
大学付近のみを複線架空式（帰線用にもう 1 本架線を張る方式）とすること
で決着している（西日本鉄道株式会社 100 年史編纂委員会編『西日本鉄道百
年史』
、西日本鉄道株式会社、2008 年、p.16）
。
こうして医科大学周辺地域と福岡市との都市的一体性が強まっていき、周
辺地域の市街化が進んで「大学町」が形成されていった。もっともそれは、
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1900 年の箱崎・馬出（「二万分一地形図福岡」）
図左下の福岡病院の場所に 1903 年に京都帝国大学福岡医科大学が創設さ
れる。図中央やや上、箱崎町の市街地北の空白部分に九州帝国大学が創立
される。
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「学生が住む町」というよりも、
「医科大学・附属医院の門前町」という性格
の方が強いものであった。

箱崎大学町の形成
1911（明治 44）年に九州帝国大学工科大学が置かれた糟屋郡箱崎町は、
糟屋郡の郡役所が置かれ、同郡の中心であった。箱崎は 921（延喜 21）年創
建の筥崎宮の門前町として古い歴史をもち、江戸時代には宿場町として、ま
た漁師町としても栄えた地域であった。さらに明治以降は蔬菜の栽培が盛ん
になり、それを福岡市などに供給する農業の町としての性格も加わった。
工科大学が置かれた場所は、
「地蔵松原」と呼ばれる松林と蔬菜の畑地であ
った。箱崎町の市街地の北、博多湾と宇美川に挟まれた地域である。いわば
箱崎町のはずれの、松林と畑の中に工科大学はできたのであった。農学部は
工科大学のさらに北に置かれたが、法文学部は工学部の南側、市街地に接す
る場所に置かれた。
工科大学が設置されたとき、その南側に箱崎市街地の北端があり、東側は
松林を挟んで鹿児島本線が走り、西側は松林を抜けるとすぐに海岸線であっ
た。
工科大学設置後に東側の地域にも箱崎の市街地が広がりはじめていった。
1910（明治 43）年 8 月 17 日、福博電気軌道は箱崎（現在の西鉄バス箱崎
停留所）まで路線を延伸した。しかし工科大学近くまでの路線の延伸は、九
州帝国大学創立後もしばらく行われず、1921（大正 10）年 6 月 5 日、九州
電灯鉄道により箱崎―工科前間が開業して、ようやく福岡市の中心部と電車
でつながることとなった。また、1924 年 5 月 23 日には博多湾鉄道汽船の新
博多（千鳥橋付近）―和白間が開業し、箱崎松原駅（現在の福岡市地下鉄箱
崎九大前駅付近）が設置された。このように箱崎地区においては 1920 年代
前半に鉄軌道が整備され、利便性が向上していった。
大学が置かれ、学生が入学すると、彼らを居住させる下宿屋が増えていっ
た。九大では寄宿舎の整備が十分ではなかったようであるため、自宅から通
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1926 年の箱崎・馬出（「二万五千分一地形図福岡」）
医学部・工学部の正門前に市街地が拡大している。
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学できない学生の多くは下宿していたものと思われる。
ではどの程度の学生が箱崎町に住んでいたのであろうか。これについて正
確な統計はないが、1930（昭和 5）年から 34 年まで、法文学部の各年の新
入学生について調べたものによれば、おおむねその半数が箱崎町内に居住し
ていた。福岡市内は 4 割弱で、このうち自宅から通学する者が少なくないこ
とを考慮すると、自宅外生の多くは大学に近い箱崎町内に下宿していたと見
られる。一方で教官の場合は、1933 年の時点で箱崎町内に住んでいたのは全
体の 1 割あまりに過ぎず、7 割以上が福岡市に居住していた
（資料編Ⅰ－235、
p.572，p.574）。したがって、箱崎町は学生の町ではあるが、教官にとって
は住みたい町とはなっていなかったと言えよう。なお、判任官以上の事務職
員の居住地を同じく 1933 年の時点で見てみると、箱崎町内が 23 名、福岡市
が 30 名（うち旧千代・堅粕町域が 5 名）
、香椎・名島方面が 1 名、その他が
6 名、計 60 名となっており、箱崎町内が 4 割弱、福岡市内が半数となってい
る。
このように、箱崎町は九大生の多くが住む「大学町」となっていった。す
なわち箱崎町は、古くからの門前町、宿場町、漁師町に加え、近代以降は農
業の町と大学町という性格の加わった、複合的な要素を持つ町になったので
ある。

九州帝国大学と箱崎
こうして箱崎町には大学町という新たな性格が加わっていったのである
が、しかし、九州帝国大学の創立から 20 年近く経っても、箱崎は大学町と
して九大生を満足させるものにはなっていなかったようである。
1930（昭和 5）年の『九州大学新聞』には、
「我々は此箱崎町に於て何一
つとして「文化的」の香ひすら嗅ぎ得ない」とする論説が載せられている。
これによれば、
「お隣の福岡市の絢爛たる文化も此処〔箱崎〕では一切拒否さ
れたるものゝ如く」であり、そのため学生は「中洲へ、中洲へと流れ出る」
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状態であった。では、箱崎が大学町としての体裁を整えるには何が必要と学
生たちは考えていたのだろうか。これについて、同じ論説では最後に以下の
ような要求を掲げている。
我々は箱崎町に望む。
道路を改修せよ！
下水工事を完全にせよ！
下宿料、間代を値下せよ！
大衆的娯楽場を造れ！
町営の簡易食堂を設けよ！
其他大学と大学生の利便の為に凡ゆる設備を完全にせよ！
「大学町箱崎」の建設の為に!!（資料編Ⅰ－234、pp.569-571）
まさぞう

一方、この論説の 4 年後に行政学者で法文学部教授の宇賀田順三は、同じ
く『九州大学新聞』に論説「大学町としての箱崎」を寄稿している。この中
で宇賀田は、
「私の知つてゐる少数の学生の間にあつても、毎年一人位は果無
く病床に消えてゆくように記憶する」と嘆き、
「もつと安らかに病気を療養し
得る適当な場所はないのであらうか」と問うている。そしてさらに、学生の
福利施設の不備を次のように述べている（資料編Ⅰ－235、p.571）
。
一日の講義から勉強から疲れた時に、槍の一本も投げられるような、そ
れとも、さつぱり湯浴の出来るような、グランドとか浴場とかないもの
であらうか、うまい夕食ののち軽い散策のための散歩道、土曜日の夜を
楽しく寛ぐ娯楽場、一寸した設備を持つホール、といふようなものはな
いものであらうか。
宇賀田は、これらの施設の整備はまず大学自身で行うべきものとしつつも、
大学外でも福利施設は必要であるとしている。そこで宇賀田は、このころ進
められていた箱崎海岸の埋立てに着目し、次のように提案している（資料編
Ⅰ－235、pp.574-575）
。
も

箱崎町が大学の又は一般のために大学の又は一般のグラウンド若 しく
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は、その他の福利施設地としてこれを提供せしめるの方法を考え得ない
のであらうか。大学としても亦あの位の地域を擁して諸般の福利施設を
持つことは、真に大学の使命を遂行するに必要なことであると共に、一
面一般社会の福利を助長するに適切なことであると思ふ。
このように、箱崎は九大の創立から四半世紀近くを経ても、学生や教官か
らするとまだ大学町としては不満の残る状態であった。もちろんこうしたこ
とは欲を言い出せば切りがなくなるものではある。しかしすぐ近くに福岡市
という都会があるため、それと比べて都市としての機能の不十分さが、学生
や教官には強く感じられるのは止むを得ないところであった。

福岡市との合併
福岡市は都市としての発展に伴い、1912（大正元）年に筑紫郡警固村を編
入して以降、つぎつぎに周辺の町村を合併していった。1929（昭和 4）年に
は、早良郡原村・樋井川村の編入により人口で長崎市を上回り、九州最大の
都市となった。
九州帝国大学の所在する各町村も福岡市と合併していくこととなる。
まず、
筑紫郡豊平村のうち大字豊富が、1915 年に福岡市と合併した。これより先
1912 年に町制を施行していた筑紫郡千代町は、1928 年に福岡市と合併した。
一方箱崎町については、かねてより福岡市が合併の意向を持っていたが、箱
崎町としては、合併すれば他の糟屋郡内各町村と共有している若杉山の山林
からの収入を失うことになることもあり、
合併に踏み切れない状況もあった。
とはいえ、1925 年 4 月に決定された福岡都市計画区域には箱崎町も含まれ
ており、このころにはすでに両者の合併は必然と考えられるようになってい
た。しかし 1937 年の箱崎町会議員選挙で合併派が敗れるなどしたため、実
際には合併はなかなか実現しなかった。
こうした中、法文学部教授宇賀田順三は 1936 年、
『九州帝国大学新聞』に
「大学地区の設定―福・箱合併問題を繞つて―」を寄稿し、次のように主張
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1936 年の箱崎・馬出（「二万五千分一地形図福岡」）
海岸が埋め立てられ、キャンパスが海から離れている。
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した。
医学部から農学部に至る地帯及びその附近を特に大学地区としその地区
にあつては、大学地区の目的に適合するようの施設と事業とを持ち、一
面、大学地区の目的を害する虞ある用途に供するものはこれを禁じ又は
制限するの方法をとるべきである。
宇賀田は福岡市の設定した都市計画区域について、各学部が住居地域、その
隣接地域が工業地域や商業地域とされていることに対して、これでは「学都
せいひつ

たるの面目」が保てず、
「学都たるの誇り」を示せず、
「学都たるの静謐」も
与えられないと批判した。そして九大とその周辺を、都市計画法第 10 条第 2
項に規定される風致地区に指定するにとどまらず、さらに進んでこれを法の
枠組みを超える「大学地区」とすべきだと主張している（第 149 号、1936
年 6 月 5 日）
。
宇賀田は同年中に再び『九州帝国大学新聞』に寄稿し、前稿で示した都市
計画における「大学地区」の設定、箱崎町内の整理による学生向け施設の整
備、埋立地の九大グラウンドとしての利用、九大教官向けの住宅地の提供の
必要性を強調した。さらにこれらの施策の実現のために、箱崎町と九大の委
員からなる「大学町建設調査委員会」の設置を主張している（
「箱崎町の行く
べき道」
、第 156 号、1936 年 11 月 6 日）
。
このように宇賀田は、いまだに大学町としての整備が不十分な箱崎町が、
福岡市の合併により、ますます大学町としての性格を後退させる可能性を憂
えていた。そしていずれ避けられなくなるであろう合併に先立って、箱崎を
大学町として整備することを主張していたのである。こうした意識は、おそ
らく多くの九大の学生・教官によって共有されていたものと思われる。
宇賀田が合併を論じていた時期は、ちょうど福岡市・箱崎町ともに合併の
機運が盛り上がっていた時期であったが、合併に伴う施設整備費等をめぐっ
て両者が折り合えず、前述のように箱崎町議選で合併派が敗れたため、合併
はいったん頓挫した。しかし、1937 年 7 月に日中戦争が勃発すると、大陸
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への窓口としての博多湾の整備・活用が重要視されるようになり、そのため
には福岡市・箱崎町の行政的一体化が不可欠と認識されるようになった。両
者の合併機運は 1940 年の年初から再び急速に盛り上がり、同年 12 月 26 日、
ようやく箱崎町と福岡市の合併が実現したのである。
福岡市と箱崎町の合併については、箱崎町側よりも福岡市側の方が、強く
実現を望んでいた。箱崎町は前述のとおり以前から商業・農業が盛んであり、
人口も少なくはなく、九大の存在もあって経済的に潤っており、福岡市との
合併のメリットはそれほど大きなものではなかったのである。一方福岡市に
とっては、すでに市街地が連坦していて交通上も一体化し経済的にもつなが
りの強い箱崎町を合併することで、
「大福岡」の形成という目標の実現に結び
つけたい、というのが最大の動機であった。くわえて、豊平村・千代町の合
併によって医学部は市域に入ったものの、大学本部を含む他の学部が市域外
にあるということは、市の面目に関わることであった（帝国大学のうち本部
所在地が市ではないのは九大のみ）
。箱崎町の福岡市への合併は、前述の学生
の言葉を借りれば「絢爛たる文化」の都市への包含であり、彼らの望みを叶
えるものでもあっただろう。もっとも、合併は戦時体制下であったからこそ
実現できたとも言えるものであり、すでにこのときには、第 5 編で見るよう
に、学生の娯楽に対する統制も始まっていた。学生たちが実質的に「絢爛た
る文化」の都市の住民であることを享受できるようになるのは、戦後しばら
く経ってからのことであった。

（2）大正・昭和初期の学生生活

学生厚生施設
大学は学生にとっては第 1 に勉学に励むための施設であるが、学生生活は
大学を中心として営まれるものであり、教育・研究施設以外の、生活のため
の施設もまた必要なものであった。
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まず、学生の居住に必要な寄宿舎は、創立当初には設置されず、1926（大
正 15）年にようやく開設された。部屋は 6 畳の 1 人部屋、8 畳の 2 人部屋、
14 畳の 3 人部屋の 3 種類があり、寄宿料（部屋代のみ）は 1 人部屋が月 6
円、2 人部屋と 3 人部屋が 3 円 50 銭であった。入舎のためにはまず願書を
提出し、学生監の試問を受け、身体検査に合格せねばならなかった（資料編
Ⅰ－160、pp.367-368）。
『九州大学新聞』の記事によれば、1929（昭和 4）
年度初めの時点で入舎している学生数は医学部 8、農学部 3、工学部 4、法文
学部 3 のわずか 18 名で、定員の半数足らずであった（第 24 号、1929 年 5
月 5 日）
。下宿に比べて必要な費用が非常に安く、多数の入舎希望者がいた
にもかかわらずこのように定員充足率が低い理由として、
『九州大学新聞』の
別の号の記事は、
「思想上素行上の点で学生課の入舎試験がパスしない学生は
経済的に如何に困窮でもダメだとの話、それに審査が困難だと云ふ所から新
入生は絶対に吟味に念を入れると見えて入舎願の許可がある迄には一ケ月以
上もかかるらしい」ことを挙げている。もっとも、その厳しい審査をパスし
て入舎した学生は、設備のモダンさにもかかわらず、寄宿舎内の生活は面白
くないとこぼしていたようである（第 57 号、1931 年 4 月 20 日）
。
日本は近代化の過程で衛生状態の改善に努め、医療も行き渡るようになっ
ていったが、若くして命を落とす者も多かった。それは大学生も例外ではな
く、（1）で見た宇賀田順三のことばにもあったように、九大でも 1912（明
治 45）～1926（大正 15）年度に計 75 人、各年度平均で 5 人余りが志半ば
にして亡くなっていた。学生の健康は大学にとっては重要な問題であり、九
大の歴代総長もしばしば入学式の告辞の中で健康に留意するよう呼びかけて
いる。九大では 1912 年 1 月、医学部附属医院で学生診察を開始した。診察
は休業日以外の 8 時～10 時に行われ、受診には医院受付で学生受診券を受け
取って医員に提出することが必要とされた。また毎週水曜日（のちに月曜日）
16 時には工科大学に医員が出張し診察を行っている（資料編Ⅰ－158、
pp.366-367。
「九州帝国大学沿革史料二」
、
『九州大学大学史料叢書』第 2 輯、
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p.9）
、1918 年 3 月からは学生診療方が改正されて受診券が不要となり、診療
に要する書類に医科または工科学生を証する印を医員が押し、これを提示す
ると薬局・事務室で特に便宜を与えることにしている（前掲「九州帝国大学
沿革史料二」
、pp.44-45）
。
課外活動等の場所として必要な学生集会所は、当初大学構内には設置され
ず、1913 年 4 月東公園皆松館を福岡県より借り入れ、これを学生集会所と
した（前掲「九州帝国大学沿革史料二」
、p.16）
。その後 1915 年と 16 年の 2
度にわたって、筑紫郡千代町の元福岡小林区署千代保護区官舎敷地計 443 坪
（約 1464m2）を学生集会所用として農商務省より文部省へ所管換えして受
領し、ここに建物を建設して 1916 年 7 月 1 日より使用を開始した。なお、
皆松館は県の都合により返還している（前掲「九州帝国大学沿革史料二」、
pp.31-33）。その後法文学部構内にも学生集会所が新設され、これに伴って
1924 年 8 月 16 日「学生集会所ニ関スル規定」
「学生集会所使用心得」
（資料
編Ⅰ－159、p.367）を制定した。これにより医学部構内の施設を第一学生集
会所、法文学部構内の施設を第二学生集会所とし、学生監が管理することと
した（前掲「九州帝国大学沿革史料二」
、p.98）
。
このほか、運動施設もつくられている。1925 年時点では、医学部・工学部
にトラックがあり、医学部には野球場・蹴球場・柔道場・剣道場があった。
柔道場・剣道場は工学部にもつくられていたが、この時点では使用できない
状態で、医学部にある弓道場も同様であった。またテニスコートは医学部・
工学部・農学部の計 3 か所にあった（資料編Ⅰ－233、p.568）
。

学生生活の諸相
学生の服装については、1911（明治 44）年 8 月 1 日付で「学生制服制帽」
が定められた。制服・制帽の形式は東大のそれと同じで、制服の冬服は紺色、
夏服はねずみ色であった。制服の襟には襟章を付けることとされ、医科大学
は M、工科大学は T をかたどったものが定められている（資料編Ⅰ－156、
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pp.365-366）。のち農
学部は A、法文学部は
L をかたどったものが
定められた。
（1）で見たように、
九大生の半数程度が箱
崎町内に住んでいたと
みられ、これらは大半
が下宿生であったと考
図 3-34 農学部学生（農学部正門前、1930 年）

えられる。下宿屋は賄
い（食事）付きのもの

と部屋だけを提供するものがあった。部屋の広さは 4 畳半が一般的で、賄い
付きの場合は 3 食提供されるのが普通であった。
（3）でみるように下宿に関
しては下宿料などに対する学生の不満が大きく、
『九州大学新聞』ではしばし
ばこの問題が取り上げられ、学生課による下宿調査も行われている。一方、
前述のように大学が寄宿舎を設置していたが、これに入舎できる学生は少な
く、これについても学生は不満を抱えていた。
食事については、大学構内（箱崎）に東洋軒という食堂があった。学内食
堂は他に法文会共済部のものもあったが、規模が小さく、1929（昭和 4）～
30 年にかけて一時休止していたため、事実上独占状態であった。この東洋軒
をめぐっては、（3）に見るような問題もあったため、1930 年、この年完成
した工学部の新しい本館に食堂が増設された。ただ、混雑することを理由と
して、12 時から 13 時 30 分までは「職員食堂」の看板が掲げられ、学生は
利用ができなかった。このため、学生にとって昼食は、相変わらず東洋軒を
利用するか、下宿に戻って摂るしかない状況であった。なお、医学部には恵
愛団が運営する食堂が設けられていた。
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（3）昭和初期の生活難・就職難

退学者の急増
昭和の初期は日本経済が苦境に立たされた時期であった。まず 1927（昭和
2）年、金融恐慌が発生した。さらに 1929 年 10 月ニューヨーク株式市場で
の株価大暴落に端を発し世界恐慌が発生した。世界恐慌は翌 1930 年に日本
に波及し、昭和恐慌となった。昭和恐慌とその回復過程では日本の重化学工
業化が進展する一方、1931 年の凶作も加わり農村の窮乏化が進行した。また、
労賃低下による労使対立、小作料率上昇による地主・小作対立が激化するこ
ととなった。
こうした相次ぐ恐慌は、学生生活にも大きな影響を与えた。まず、授業料
不納による退学者の急増である。1925（大正 14）～28（昭和 3）年度にお
いて 10 人前後で推移していた授業料不納退学者数は、1929 年度に 20 人を
越え、翌 30 年度の 28 人をピークとして、以後 32 年度まで毎年度 20 人以上
となっている。この原因は恐慌にもあるが、1929 年度に授業料が年額 100
円から 120 円に引き上げられたことも大きい。これに対して『九州大学新聞』
は「授業料を値下せよ」と題する論説を掲げ、物価が急落しているにもかか
わらず授業料を引き上げたまま据え置いていることを批判し、学生の窮乏化
は彼らを左傾化させることにつながると警告している（第 54 号、1931 年 2
月 5 日）
。
東大では 1929 年 5 月に値上げ反対運動が起こったのに対して、九大では
同年中はそうした運動は起こらず、同年度第 1 学期の授業料納付状況は 6 月
時点では法文学部を除き例年にない好成績であった（
『九州大学新聞』第 26
号、1929 年 6 月 5 日）。しかし 2 学期に入ると状況は悪化し、期限までに納
付しなかった学生は全体の 3 分の 1、約 600 名に及んだ（
『九州大学新聞』
第 35 号、1929 年 12 月 5 日）
。1930 年度に入っても状況は変わらず、納付
期限を守れない学生が続出し、最終的に不納のため退学処分を受けた学生も
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増加した。1930 年末の『九州大学新聞』には、
「授業料未納者―貧乏学生の
日記から」という一文が掲載されている。ここに描かれているのは、次のよ
うな授業料納付が困難な学生とその家族の姿である。
「岡部」という学生の父
親は金融恐慌で打撃を受け毎日金策に走り回っている。父親の望みは息子が
大学を卒業して岡部家を再興することで、
卒業までの学費を息子に約束する。
その後まもなく父親は亡くなってしまったようで、残された母親は、家を借
金のカタとして取り上げられたものの、遅れがちながらもなんとか息子に学
費を送金する。だが最後に残った先祖代々伝えられた刀も売らねばならない
状況になってしまう。そんな母親のただひとつの希望は、息子が早く卒業・
就職してくれることである―。このような内容を語っているのだが、その
最後に掲げられているのは、三井物産はじめ多くの大企業が翌年度の新規採
用を見合わせる旨を学生に知らせる掲示である（第 52 号、1930 年 12 月 20
日）
。ここに述べられているのはすべて実話というわけでもなかろうが、同様
の状況に追い込まれていた学生とその家族は決して少なくはなかったであろ
う。最後に掲げられた掲示は、なんとか卒業できたとしても、就職はできな
いかもしれないという、絶望的な未来を示している。
こうした状況は 1931 年度になっても大きくは改善せず、納付期限を過ぎ
ても未納の者の割合は、前年度と同じ程度であった。
『九州大学新聞』は論説
「授業料滞納

速に値下せよ」を掲げ、再び授業料の引き下げを要求した（第

65 号、1931 年 10 月 5 日）
。この年の授業料不納による退学者数は 25 名、
翌 1932 年度は 20 名で、減少傾向にはあるものの、依然として多数が退学に
追い込まれている。
大学側も、こうした事態については憂慮しており、1929 年度の終わり頃か
ら授業料の減免を検討していた。しかし、
「実行上頗ル困難ノ事情」があると
して、見送られている（
「第 265 回評議会議事録」
、1930 年 1 月 28 日）
。ま
た評議会では総長が、滞納学生の処分については慎重に考慮するようにとの
希望を述べている（「第 266 回評議会議事録」
、1930 年 3 月 7 日）
。
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授業料不納による退学者数が、1928 年度以前の水準にまで減少するのは
1933 年度以降である。日本は欧米諸国に先駆けて同年度頃には世界恐慌の影
響から脱し、景気が回復し経済が安定するようになる。これに伴い学生の経
済状況もやや持ち直し、退学者数も減少した。しかし授業料不納者がいなく
なったわけではなく、依然として経済的に苦しむ学生も少なくなかった。

「生活改善」の要求
恐慌により苦境に立たされた学生たちは、問題解決に向けて、
「生活改善」
を要求するようになる。ある学生は『九州大学新聞』への投書で、
「箱崎とい
ふ処は学生からは金を搾り取るものと思つてゐる」
と怒りの声を上げている。
この学生によれば、箱崎が文化的・経済的に存立しうるのは帝大があるから
こそであるのに、住居費・食費が高く、九大生は東京・京都よりも搾取され
ている。学生課はこの搾取に対して断固たる態度に出るべきであり、それが
思想善導になるとして、思想問題と結びつけて、改善を要求している（第 33
号、1929 年 11 月 10 日）
。
このような状況を受けて、1929（昭和 4）年 11 月 20 日、法文学部学生有
志が、
「大学生活改善会」を発足させた。同会は「学生生活の改善充実を目的
とし、それに関する諸般の調査をなす由で」
、具体的には箱崎町の下宿調査、
学友会の改善等をしたいという意向を示していた。顧問には法文学部の山尾
時三教授らを迎えた（
『九州大学新聞』第 34 号、1929 年 11 月 20 日）
。
「大学生活改善会」結成の直接のきっかけは、東洋軒の問題であった。東
洋軒は値段の割に提供される食事の質が低いと学生の間では不評であったよ
うであり、そのことを批判する投書が、1929 年 10 月 25 日の『九州大学新
聞』第 32 号に掲載された。これを受けて、11 月 6 日法文会幹事会は食堂改
善を求める運動を開始することとした。すると東洋軒は 8 日に突如 15%の値
下げを実施し、問題はいったん解決したかに見えた（
『九州大学新聞』第 33
号、1929 年 11 月 10 日）
。ところが今度は質の低下が著しく、学生の不満が
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高まったため、この東洋軒問題に取り組むことを最初の課題として、大学生
活改善会が発足したのである。
同会の発足はそれなりのインパクトを与えたようで、箱崎町の下宿屋の中
には、発足の報を聞いてさっそく値下げを行ったところもあったという（
『九
州大学新聞』第 35 号、1929 年 12 月 5 日）
。また、発足直後に行われた学友
会の法文学部選出幹事、文芸部・端艇部委員の選挙では、改善会の擁立した
候補者が当選した（『九州大学新聞』第 36 号、1929 年 12 月 20 日）
。
こうして華々しく発足した改善会であったが、その活動は実際にはほとん
ど行われなかったようである。発足から半年後の 1930 年 5 月、
『九州大学新
聞』第 41 号は「改善会は何をしてる

委員怠慢に非難の声」という記事を

掲げ、改善会が「全く活動停止の状態」であると報じている。ある委員は、
「少し動けば逆宣伝や圧迫の桎梏で思ふ様に何事もできません。
〔中略〕斯様
な次第ですが私達も決して何時までも何もしないで居る積りではありませ
ん」と語っているが、結局その後も活動内容は報じられておらず、自然消滅
の状態となったようである。そのため東洋軒の質低下の問題も解決には至ら
ず、こののちも時折『九州大学新聞』でそのことが言及されている。

下宿問題
大学生活改善会は結局実質的な活動を行わないまま消滅したようである
が、会の活動として予定されていた下宿調査は、1930（昭和 5）年度の新年
度が始まるにあたって、学生課が行っている。調査は箱崎だけでなく、馬出・
春吉・住吉・香椎でも行われた。この調査によれば、下宿代の最高額は 26
～27 円であった（
『九州大学新聞』第 40 号、1930 年 4 月 20 日）
。
また、改善会に代わって下宿料値下げ運動を担うことになったのは、法文
会共済部であった。共済部は 1931 年度が始まるにあたってビラ・ポスター
を作成し、下宿料値下げ・新入生への優良下宿紹介の活動を学内外で行った。
『九州大学新聞』によればこの運動は「下宿業者、間貸業者に多大の反省を

388

第6章

大正・昭和初期の学生生活と学生運動

表 3-9 下宿料統計表（単位円）
工科前
箱 崎

香
名

椎
島

馬

出

東公園 薬院・大 住
大学前 名・蔵人

吉

春

吉

最高

7.00

9.00

8.00

6.00

―

―

―

貸間 最低

5.00

4.50

6.00

5.50

―

―

―

普通

6.00

5.50

6.00

6.00

―

―

―

最高

30.00

25.00

34.00

25.00

30.00

20.00

32.00

賄付 最低

23.00

20.00

22.00

18.00

20.00

20.00

20.00

普通

25.00

23.00

25.00

23.00

24.00

25.00

22.00

出典：『九州大学新聞』第 59 号、1931 年 5 月 20 日。

促すと共に一面学生々活の合理化に干する一般市民の輿論を喚起し、延いて
は箱崎方面に於けるカレツヂ・タウン出現のために有意義な一歩を踏出すで
あらうとて学内は勿論学外に於いても好評を博して」いた（第 57 号、1931
年 4 月 20 日）
。
しかし、この運動の効果はなかなか表れなかったようである。学生課の調
査によれば、箱崎町内の下宿料は福岡市内のそれと差はなく、賄い付き下宿
の最低額に至っては、福岡市内よりも 3 円、馬出よりも 1 円高いというのが
実状であった（表 3-9）
。前項で見た、箱崎町民にとっては学生は搾取の対象、
という学生の怒りはもっともであるとの印象を抱かせるような状況であっ
た。
下宿料の問題は、それが単に高いというだけでなく、夏休みで帰省してい
る 8 月・9 月分もまるまる支払わされる、というところにもあった。この問
題に対する学生の反発は強く、中には半額だけ支払う学生もいたが、一方で
下宿屋の要求どおり全額を支払う学生も少なくはなかったようである（
『九州
大学新聞』第 65 号、1931 年 10 月 5 日）
。こうした下宿をめぐる問題は、こ
ののちも学生生活上の大きな問題であり続けることとなる。
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就職難

100%

九州帝国大学の卒業
80%

生の就職は、1910 年代
から 20 年代半ばにか

60%

けての大正期は、おお

工
農
法文

40%

むね好調であった（図
3-35）
。工科大学（工学

20%

部）卒業生についてみ
0%
1914 16

18

20

22

24

26

28

30

32

てみると、1921（大正

図 3-35 就職率の推移（1914～32 年）

10）年は第 1 次世界大

出典：『日本帝国文部省年報』各年版

戦後の恐慌の影響で就
職率が 60%台にまで

落ち込んでいるが、これ以外ではほとんどの年で 80%を上回っている。農学
部も初期の卒業生は母数が少ないこともあって、就職状況は好調であった。
その状況が一変するのが 1920 年代後半、年号が昭和に代わるころからで
ある。昭和初期の恐慌は、
「大学は出たけれど」
（小津安二郎監督、1929 年）
という映画が当時作られ、その題名が流行語にもなったことに象徴されるよ
うに、学生の就職難をもたらした。
まず、1926～27 年にかけて、金融恐慌などの影響で、農学部では全卒業
生に対する就職者の割合が 50%を切る低水準となった。1927（昭和 2）年に
はそれまで好調だった工学部の就職率も 60%にまで落ち込んでいる。ただ
工・農両学部は 1928 年以降は回復し、1930 年からの昭和恐慌の影響も小さ
かったと言える。
一方、金融恐慌や昭和恐慌の影響を強く受けることとなったのが法文学部
である。1928 年に第 1 回卒業生を送り出す法文学部では、前年秋頃から学
部から全国の企業等に採用依頼状を発送し、学生には職種・地方等の希望を
出させていた（『九州大学新聞』第 3 号、1927 年 10 月 10 日）
。その後内紛
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事件の影響で就職活動の最盛期を逸してしまったものの、1928 年 1 月の段
階では「案外の好成績」であると『九州大学新聞』は報じている（第 5 号、
1928 年 1 月 29 日）
。しかし結局、この年の就職率は 40%に届かず、1930 年
は 50%を超えたものの、それ以外の年は 1932 年まで 40%前後で推移した。
このような就職難は、不況の影響で民間企業の求人が大幅に減ったことが
最大の要因であった。そのため、この時期の就職先として人気を集めること
となったのが、官庁と学校であった。官庁では、最難関の文官高等試験で 1929
～34 年の間、1931 年を除き毎年 10 名以上の合格者を出しており、同試験合
格者全体に占める割合も 5%前後で推移している。なお、この間の文官高等
試験合格者は全員が法文学部生で、ほとんどが法科出身者である。また、農
学部ではもともと官庁技術員として就職する者が多く、この時期もその割合
が最も高かったが、同時期に特に増加したのが学校職員であった。大学では
中等学校の教員免許が取得できるため、農業学校等の教員が就職先として人
気となったのである。法文学部でも文科生には中等学校教員志望者が多く、
1929～31 年は学校職員が就職先の最多数を占めた。
なお、医学部卒業者については、ほとんどが学校職員となっており、その
大半は九大医学部附属医院の医員であったとみられる。そのほか軍医や他の
病院職員になるものもいたが、少数であった。医学部卒業者は卒業すれば何
らかのかたちで医師として職を得ることが可能であり、就職難とはほぼ無縁
であった。
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第4節

学生運動と 3・15 事件

（1）学生補導体制

福岡医科大学の学生補導体制
福岡医科大学創設時の京都帝国大学官制では、福岡医科大学には学生取締
事務担当者として専任の舎監が置かれていた。創設間もない 1903（明治 36）
年 12 月 5 日、勅令第 229 号により京大の官制が改正され、舎監を学生監に
改め、分科大学教授・助教授または書記官が兼任とすることとなった。福岡
医科大学への学生監の配置は官制改正から大幅に遅れ、翌 1904 年 9 月 26 日
付で森春吉が就任している。
1907 年 6 月 17 日、勅令第 231 号により京大官制が改正され、兼任であっ
た学生監を専任とすることとなった。しかしこの後も森の兼任は解かれるこ
となく、そのまま九州帝国大学創立直前まで在任した。

大正期の学生補導体制
1911（明治 44）年、九州帝国大学が創立され、同年 3 月 31 日、勅令第
43 号九州帝国大学官制により「学生監ハ帝国大学又ハ分科大学ノ高等官ノ中
ヨリ之ニ兼任ス」（資料編Ⅰ－127、p.327）ると定められた。同年中に学生
監室が設置されたが、しばらく正規の学生監は置かれず、福岡医科大学の学
まさみつ

生監（森春吉の後任）であった医学部教授板垣政参が事務取扱を務め、一時
期は事務官坂根友敬も事務取扱を務めた。
1912（大正元）年 9 月 30 日、初代学生監に医学部教授中山平次郎が任ぜ
られた。中山は 10 年近く務め、1922 年 5 月からは工学部教授河村幹雄と医
学部教授板垣政参が学生監となった。本来学生監は 1 名であるが、九州帝国
大学はキャンパスが馬出と箱崎に分かれているため、2 人体制をとることと
なり、河村が工・農両学部を、板垣が医学部を担当した。1923（大正 12）

392

第6章

大正・昭和初期の学生生活と学生運動

年 5 月 9 日、勅令第 227 号で官制が改正され、学生監は教授または助教授か
ら選任することとし、任務を「取締」から「学生ノ監督」に変更した。1925
年 10 月から学生監は各学部 1 名ずつ、計 4 名の体制となり、これが 1927（昭
和 2）年 6 月まで続いた。

学生運動の活発化と昭和初期の学生補導体制
1920 年代に入ると、学生運動が社会主義的な方向性を強めるようになると
ともに急速に拡大していった。1922（大正 11）年には東大新人会を中心に
全国組織として学生連合会が結成され、同会は 24 年に高校・専門学校を含
む学生社会科学連合会（学連）に発展した。それまで学内での運動を主とし
ていた学生運動は、この時期学外での社会運動にも参加するようになってい
った。
このような学生運動の拡大を受けて、1924 年 6 月に加藤高明内閣の文部
大臣に就任した岡田良平は、同年 10 月の全国高校校長会議で各校の社会科
学研究会（社研）の解散を決定し、翌年中にすべての高校社研が解散させら
れた。ただしこの時点では大学の社研に対しては全面禁止はせず、比較的寛
容な態度をとっている。
しかし 1925 年末に京都学連事件が起こると、同年 5 月、岡田文相は全国
の高等学校長・専門学校長等に「生徒ノ左傾思想取締ニ関スル件」を通達し、
個人の研究も含めた社会科学研究を全面禁止した。大学については高校等に
対するほど明確な方針は示されなかったが、各大学において、社会運動への
参加の禁止や、社研の学連からの脱退を命ずるなど、しだいに圧迫が加えら
れるようになっていった。
しかし、学生運動はその後も活発化・急進化していった。特に 1928（昭和
3）年に 3・15 事件が起こると、政府は学生運動への警戒をさらに強め、学
生運動に積極的に対処するため、同年 10 月 30 日文部省専門学務局に学生課
を設置し、学生の思想問題の調査研究を行わせることとした（教育史編纂会
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編『明治以降教育制度発達史』第 9 巻、教育資料調査会、1964 年、p.568）。
九大ではこれに先立つ 1927 年 12 月 27 日に庶務規程を改正し、従来の学
生監室を廃止して学生課を設置した。九大の学生課は文部省のそれとは異な
り、学生に関する諸事項や教務、学友会に関する事項を管掌するとされた。
学生監は 1925（大正 14）年 10 月以来教授兼任による 4 名体制をとって
いたが、1927 年度予算で各帝国大学に専任の学生監を置くことが認められ
た。これに伴い同年 5 月、新潟高等学校の生徒監であった岡部竜玄が学生監
に就任し、前任の 4 名は 6 月に学生監を退任した。
1928（昭和 3）年 10 月 30 日、勅令第 252 号により官制が改正され、学生
監を学生主事に改め、学生主事補を新設し、学生主事・学生主事補それぞれ
専任 3 名となった。初代学生主事には岡部竜玄と、庶務課長の大岡叢が任ぜ
られ、翌年 2 月 15 日から前田稔靖が加わり、主事 3 名が揃った。大岡は翌
年 9 月に退任するが、岡部・前田の両名は、こののち 1941 年まで、10 年以
上にわたって学生主事を務めることとなる。

（2）大正期の学生運動

読書会の結成と福高事件
1925（大正 14）年 6 月、法文学部高田保馬・石濱知行・藤澤親雄・竹内
謙二各教授や法文学部学生を中心とする各学部教官学生により「読書会」が
結成された。この読書会は主として社会科学の研究を目的としており、他大
学や各高校における社会科学研究会と同様のものであった（『福岡日日新聞』
1925 年 6 月 24 日）
。
読書会の結成から間もない 1925 年 11 月、福岡高等学校（福高）で行われ
た文部省派遣講師の講演会の際、一部学生が講師を質問攻めにするという事
件が起きた（福高事件）
。これに対し学校側は、事件を起こした学生に、退学
を含む厳しい処分を科すことを決定した（福高事件の詳細は第 4 編第 1 章第
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5 節参照）
。
処分が発表されると、九大・東大・京大の福高出身学生は声明を発表し、
処分は不当だとしてその撤回を要求した。11 月 30 日には九大の福高出身学
生が「学校当局の陰謀を曝露せよ！

学校当局の反教育者的態度を見よ！」

と題する声明書を作成し、同日 30 名が福高を訪れ善後策を協議、学校側に
陳情書を提出している（
『福岡日日新聞』1925 年 12 月 1 日）。さらに翌 12
月 1 日、九大の福高出身学生有志代表 5 名が福高を訪問、吉村友喜教頭その
他と懇談し処罰の軽減を懇請した（『福岡日日新聞』1925 年 12 月 3 日）
。
この動きに九大の読書会に属する学生が加わっていたか否かは定かではな
い。しかし福岡高校出身者は九大生の中で最も人数が多く、母校の後輩たち
に対する弾圧は、決して他人事ではなかったのである。

九大自由擁護同盟期成会
1925（大正 14）年末、京大・同志社大の社研メンバーが検挙され、翌年 4
月までに 38 名が検挙、京大の河上肇ら教員宅の家宅捜索が行われた。京都
学連事件と呼ばれるこの事件は、治安維持法の初適用事件であった（
『京都大
学百年史』総説編、京都大学後援会、1998 年、pp.335-350）。この余波は九
大にも及び、1926 年 1 月 15 日、事件との関連を疑われた法文学部生 3 名が
家宅捜索を受けている。
前述のとおり、この事件を受けて 1926 年 5 月には岡田良平文相が高校等
の社研の解散を指令することになるが、九大では同月に行われた入学者宣誓
式告辞で大工原銀太郎総長が次のように述べ、取り締まるのでなく善導し、
学生の自重に任せる方針を示した（
『九州大学大学史料叢書』第 17 輯、2009
年、p.35）
。
近頃赤化運動を恐るゝ者が甚だしい様であります。赤化または過激化は
決して好い傾向ではありません。寧ろ恐るべきことであります。けれど
も世間はあまりに之に神経を尖らして取扱ふのは決して策を得たもので
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はないおもむろに善導すべきものであると信ずるのであります。
〔中略〕
どうか新入学生に於ては研究の自由は認むるが研究の範囲を脱し或は
或種の宣伝或は実行に渉ることはこれ学生の本分を越へたものでありま
すから何処までも真理を研究するといふ態度を以つてかくの如き弊に陥
らない様に深く注意せられんことを希望するのであります。
一方学生運動側は、文部省側の圧迫に抵抗を強め、6 月 28 日には九大の代
表者も出席して全日本学生自由擁護同盟の発会式が行われた。これより先九
大では、学内 16 団体を糾合して九大自由擁護同盟期成会が結成され、岡田
文相の来福に合わせて 6 月 14 日内訓批判演説会・森戸辰男講演会を開催す
ることとして教室の使用許可を願い出た。翌 15 日自由擁護同盟期成会委員
まつなみたいがん

が大島直治法文学部長代理・松濤泰巌学生監を訪問、
「今後吾々の運動に就い
ては大学側と密接なる聯携を採つて行つて呉れとのことで此れ等は吾々とし
ても賛成の旨を云つて置きました」と学生は新聞記者に話している（
『福岡日
日新聞』1926 年 6 月 16 日）
。しかし、九大当局はこれを許可しなかった。
そのため学生らは学生監を訪ねて規約の草案を提示したが、
松濤学生監が「大
学では別に擁護せねばならぬ程自由が圧迫せられて居る点は一つもない」と
言ったところ、学生もこれを認めて演説会後に解散式を行うことを申し出た
（『福岡日日新聞』6 月 30 日）ため、大学も教室使用を許可して 7 月 1 日に
演説会・講演会は開催された。ところが期成会はその後も解散せず、評議会
は期成会の代表 2 名を譴責処分とした。これについて美濃部達吉法文学部長
は「自由擁護運動を遣つたから学生を罰するのでは決してな」く、演説会後
も解散しないのは総長を欺くものであり学生の本分に悖るから処分した、と
述べている（『福岡日日新聞』7 月 7 日）
。
9 月に入り、大工原総長は、九大読書会会員中には全日本学生社会科学連
合会と連絡を取る者があるが、読書会が連合会に参加することは認めないと
言明した（『福岡日日新聞』9 月 23 日）
。29 日には学生監が、全日本学生社
会科学連合会・京大事件家族慰謝発起人会・全日本学生自由擁護同盟に加入
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せず、加入者は速やかに脱退すべきことを告示し、学連は抗議文を学生監に
提出した（『福岡日日新聞』10 月 1 日）
。
これに対し学生側は、10 月 5 日朝、法文学部学生が、7 日開催予定の学生
時事問題批判大演説会開催のポスターを市内各所に貼り出し、同時に文相内
訓問題等の大演説会開催のビラを散布した（
『福岡日日新聞』10 月 6 日）
。学
生監は学生らを呼び出したが彼らは応ぜず、同日評議会は学校当局への反抗
による秩序紊乱を理由として法文学部生愛甲勝矢ら 4 名を放学、1 名を停学、
2 名を譴責の処分にした（「第 228 回評議会記録」
）。法文学部は学生処分の再
考を総長に要求したが、これは学生の救済というよりも、学生の処分権をめ
ぐって法文学部教授会の自治権を確立することを目的としたものであった。
一方、10 月 14 日には、
『福岡日日新聞』に全日本学生自由擁護連盟の総長
宛公開状が掲載された。
九州大学当局に対する公開状
全日本学生自由擁護同盟はその名の示す如く学生生活に於ける一切の自
由の擁護並びにその獲得を目的とするものである。我等がかゝる綱領を
掲げて蹶起したる所以は最近に於ける我国の学校行政並びにそれを指揮
監督する文部当局の政策が如何なる傾向に赴きつゝあるか、更にその治
下に於ける学徒の生活は如何なる状態に置かれてあるかを瞥見すること
に依つて容易に看取されるのであらう。
我等は実に学校に於ける自由なる集会自由なる発言すら事実上禁止され
てゐるではないか。学生全体の意向を代表する機関は設置せられず、学
校当局の命令は、全然批評の自由を許されずに絶対的のものとして高圧
的に学生の上に天下り、学徒のための環境の保証、学徒の生活それ自体
すら、生殺与奪権は少数の専制的行政者の手にあつて、極度に脅かされ
つゝあるのではないか。
〔中略〕
然るに今般、貴当局が公報の形に於て貴校学生に示されたる本同盟への
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参加禁止及び脱退命令、更に校外講習会開催に藉口して愚昧勇敢に行ひ
たる五学生の放校処分等の暴戻なる精神錯乱的処置は貴当局自身が没落
せんとしつゝある支配階級の擁護者であり忠実なるカイライたることを
自ら実証せるものと言ふべきである。殊に嘗つて貴校医科の某々教授等
の患者診察に関する醜悪奇怪なる瀆職事件の処断に於て、意表に出た寛
大さを示せる貴当局が今日の処断に於ては意表に出でし苛酷さを示せる
事は我等の推断を裏書するものに非ずして何ぞや。
本同盟は今回の貴当局の暴戻なる反動的処断の空漠にしてかつ唯一の理
由たる「不適当と認むる」とは何を意味するか及び貴校五学生放校の理
由につき貴当局の責任ある回答を要求するものである。
この公開状に対して、九大当局は特に反応はしていない。この事件を通じ
て当局は、学生が自重せず反抗的な行動をとるならば厳しい処分を科す、と
いう方針を明確にしたと言える。そしてこの方針は、これ以降に起きる諸事
件においても、同様に適用されていくこととなる。

セツルメントの設立
1870 年代にイギリスで始まったセツルメントは、19 世紀の終わりに日本
にも導入され、特に米騒動（1918 年）や関東大震災（1923 年）を契機とし
て広まっていった。大学生はこの運動の重要な担い手となり、東京帝国大学
で関東大震災後に設立されたのをはじめとして、各大学等でセツルメントの
活動が行われた。
九州帝国大学のセツルメントは、1927（昭和 2）年に設立された。その創
立趣意書では、「精神的教養の欠乏に災されたる無産者群に知識の分与を為
し、それ等の人々をして精神的に自由に且心身の能力を展開せしめ得る様に
誘導する事の適切にして緊要なるを痛感すると共に、其責務が吾人の肩上に
ありと信づるものである」とその趣意が述べられ、具体的な事業として、
「教
育より進んで実費医療の実行法律、人事相談の設備、託児所設置等」を挙げ、
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「漸次に出来得べくんば同時に之等をも兼ね合せ以て所期の目的を貫徹せん
とす」としている（資料編Ⅰ－236、pp.575-576）
。
セツルメントはまず、その創立資金を得るため、同年 9 月 22 日の福岡九
州劇場を皮切りに、23 日熊本・24 日大牟田・26 日門司で「大学セツルメン
ト創立資金募集大音楽会」を開催した。福岡では聴衆 3000 人、純利益は 160
円余であったという（
『九州大学新聞』第 3 号、1927 年 10 月 10 日）
。
セツルメントは堅粕町小鳥井にセツルメント・ハウスを設け、翌 1928 年
から実際に活動を開始した。組織は当初教育部・法律相談部・医療部・調査
部からなり、1930 年に児童部が新設された。各部はそれぞれ以下のような活
動を行っている。
教育部では、夜間中学と市民学校を開講した。夜間中学は学生が講師とな
り、15～30 名程度が聴講していた。セツルメントが隣保館に移転した 1931
年からは労働学校と改称し、成人科・初等科の 2 部構成となり、九大の教官
も講師に加わった。市民学校は九大の教官が講師で、聴講者は毎回 40 名程
度であった。
法律相談部は市内の弁護士と九大講師を顧問として当初は週 3 回、1929
年以降は週 2 回実施された。相談件数は 1929 年の下旬頃で毎回 7 名、手数
料は 1928 年 4 月の段階で 10 銭であった。
医療部は設立当初から置かれていたものの、活動が開始されたのは 1928
年 10 月からであったようである。日赤福岡支部から医薬品の補助を受け週 2
回診察をしていたようだが、まもなく顧問の大平得三教授が外遊に出発した
（1929 年 5 月帰国）ため診察をいったん休止した。その後健康・病気に関
する相談を毎晩行い、また深町穂積助教授の指導で「環境が児童に及ぼす影
響」を調査していた。
調査部では福岡市社会課の依頼により、1928 年 6 月 1 日から 1 か月の予
定で博多出来町の 191 戸の家計調査を実施したが、住民の誤解により、完了
しないまま中断している。その後県下各地の細民街の調査を計画し、久留米
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等県下の「労働者集合地」で地方講演会を行ったほか、セツルメントに関係
する福岡市の統計表、市内各小学校卒業生表の作成、労働調査や家計調査を
行っていたようである。
児童部は 1930 年 2 月に設けられ、旧柳町のセツルメント事務所で児童学
校を開いた。児童学校は毎晩開かれ、1 日平均 60 名の児童が参加していた。
また遠足・映画会・学芸会なども行っている。

セツルメント活動の停滞
セツルメントは以上のような社会活動を行っていたわけであるが、学生社
会運動としての性格を強く帯びるものであり、したがって左翼運動に近い立
場にあった。創立趣意書に「無産階級」を対象とすることを謳い、1931（昭
和 6）年度の新入生に配布したビラに「全員兄弟の如く親み鉄の如き規律と
民主的なる統制の下に無産階級の生活向上に資してゐる九大セツルメントに
入れ！」とあるのは、その性格をよく表していた（『九州大学新聞』第 58 号、
1931 年 5 月 5 日）
。また、学生消費組合設立に関与するセツルメント部員も
おり、こうしたところからセツルメントは大学当局から左傾思想団体とみな
され、圧迫を受けることとなる。特に前記のビラ配布以来当局からの圧迫が
強まり、学生消費組合設立に関与した学生のセツルメント宿舎からの退去を
要求されている、このような圧迫により新入部員の獲得、さらには活動全般
が困難となっていった。このため、九大は貧民救済という人道主義に反対だ
と学生から見られることになっていき、セツルメントへの弾圧が最近の学生
ストの頻発の原因と非難されている、と『九州大学新聞』は伝えている（第
59 号、1931 年 5 月 20 日）
。
大学当局による圧迫が強まっていたのと同じ時期、セツルメント内部でも
問題が起きていた。セツルメントの事務所を置いていた隣保館では、隣保館
事務員とレジデント（住み込みで活動するセツルメント部員）との感情的対
立が生じていた。また一部部員と指導教官との間の問題から、菊池勇夫教授
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がセツルメント顧問の
辞意を表明した（『九州
大学新聞』第 61 号、
1931 年 6 月 20 日）
。
さらに学生消費生活組
合設立に関わった幹部
部員も大学当局からの
圧力により辞任した。
くわえて財政も窮乏化
し、経費は教官その他

図 3-36 セツルメント部員（1932 年）

の賛助会費でどうにか
収支を償う状態となり、財政状況改善のため学生から維持会員 1 か月 1 口 50
銭を募集することとなった（
『九州大学新聞』第 66 号、1931 年 11 月 15 日）
。
11 月に山尾時三教授が顧問に就任すると、賛助会員が増加し、維持会員募
集もかなりの成果を挙げた（
『九州大学新聞』第 68 号、1932 年 1 月 17 日）。
しかし活動は以前ほど活発にならず、1932 年 9 月には活動休止となった。
この時期は九州帝国大学から左翼学生運動が排除され、
『九州大学新聞』も
それまでの左翼的立場を変化させている。同様に、おそらくこの間、セツル
メントの左翼的傾向も排除されることとなったのであろう。1932 年 11 月に
舟橋諄一教授・佐治謙譲助教授が顧問に就任し、セツルメントは「甦生の活
動に入った」
。しかしこの変化は、多くの熱心な活動家学生を排除した結果起
きたものでもあった。そのためメンバーは減少し、組織は法律相談部・児童
部の 2 部に縮小せざるをえなくなり、その後もしばらく活動は停滞した（
『九
州大学新聞』第 80 号、1932 年 11 月 25 日）
。
活動停滞中も法律相談だけは続けられていたが、児童部は実際の活動はほ
とんどなく、1934 年 5 月ようやく児童学校を再開した。1936 年度からは医
療部も再開され、ふたたび活動が活発化していった。セツルメントは同年中
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に「厚生事業部」に改称し、そのあり方も「時の流れに抗しかねてか」
「国策
に順応」するようになった（資料編Ⅰ－321、p.854）。厚生事業部は戦争中
も活動を続けたが、学徒出陣・学徒動員により休眠状態となったと思われる。

（3）3・15 事件

3・15 事件の発生
1922（大正 11）年に結党した日本共産党は、ただちに政府の弾圧を受け、
1924 年にいったん解党した。その後 1926 年に再建されたが、いわゆる福本
イズムを理論的支柱としたため、コミンテルン（共産主義インターナショナ
ル）から批判され、翌 1927（昭和 2）年「日本問題に関する決議」
（いわゆ
る 27 年テーゼ）を採用、日本の革命はブルジョア民主主義革命から社会主
義革命に急速に転換するものと規定した。これに基づき党の組織改革が進め
られ、党員増加と組織の拡大が図られた。1928 年の衆議院議員選挙（第 1
回普通選挙）では労働農民党から候補を擁立し、それまでの非合法の地下活
動から、表舞台へと姿を現した。政府はこの事態に衝撃を受け、1928 年 3
月 15 日、労働農民党、全日本無産青年同盟、日本労働組合評議会、日本農
民組合など共産党と密接な関係があるとされた団体事務所・個人宅への一斉
捜索を実施し、1500 人以上を検挙した。いわゆる 3・15 事件の始まりであ
る。
事件は大学へも波及した。各大学の学生が検挙され、退学等の処分を受け
ることとなったほか、社会科学研究会等が解散させられた。さらに累は共産
党とは直接の関係がない教官にまで及んだ。4 月 12 日から 14 日にかけて水
野錬太郎文部大臣は京都・東京・東北・九州の各帝国大学総長と会談し、事
件に関わった学生の処分と「左傾教授」の休職処分の方針を伝えた。
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九大への波及
この方針に対し当初九州帝国大学では、教官の処分を楽観視していた。左
傾思想研究の教授は少なくないが学問研究上のことで、実際運動に携わる教
授はほとんどおらず処分の話は一部の憶測だろう、事件に連座した学生の処
分はやむを得ないが、事件に関係のない教授を処分するのは無意味である、
というのが法文学部のだいたいの意見である、と新聞は伝えている（
『福岡日
日新聞』1928 年 4 月 15 日）
。大工原銀太郎総長も、東京から帰福する列車
の車中で、
「文部省の希望通りの文化科学研究会の解散や左傾教授の休職に就
ては今尚回答せず、之から帰つて慎重に調査した上決定するつもりである」
「左傾教授の休職に就ては単なる風説位で処断することは出来ない、文部省
で提示されたやうな材料は私共は以前から知つてゐるが、それだけで休職の
理由とはならぬ」と語り、慎重に対応する意向を示していた（『福岡日日新聞』
4 月 17 日）
。
帰福した大工原総長は「目下起訴中の三名の学生は予審と同時に停学処分
にしなければならぬ」との意向を示し（『福岡日日新聞』4 月 18 日）
、4 月
18 日春日政治法文学部長・岡部竜玄学生監と協議、終了後岡部は検事局に出
頭した（
『福岡日日新聞』4 月 19 日）
。翌日の法文学部教授会では岡部より説
明が行われた後対応が協議されたが、起訴後に処分する、起訴・不起訴に拘
わらず厳重処分をする、過酷な処罰はすべきでない、など意見がまとまらな
かった。重松俊章教授の学生監は学生を取り調べたのかという質問に対し岡
部が一部しか取り調べていないと回答したのをきっかけに、なお詳細取り調
べをしたうえで審議すべきとの方向に傾き、教授会としての決議は行わず、
もし評議会に付議された場合はこの意見を法文学部評議員より開陳し、それ
でも処分の場合は万一無罪判決が出た場合を考慮して無期停学にとどめるべ
きとの申し合わせがなされた（「第 106 回法文学部教授会議事録」
）
。一方左
マ

マ

傾教授処分については議題とならず、
「共産党関係学生が既に放還されてゐる
今日、
然も問題の各教授は何れも社会思想家としては温和な中間党派に属し、
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京都の河上教授東京の大森助教授の如きと比するのは気の毒である。又斯く
の如きによつて解職するが如きは、大学の自治を冒し学問の神聖と研究の自
由とを剥奪するものである、との強硬意見大多数を占めた模様で、結局何等
のまとまりも見出し得ずに解散した」
（
『福岡日日新聞』4 月 20 日。原文に句
読点を加えた）
。引き続き行われた評議会では、社会文化研究会の解散を決定
し、法文学部の意向にかかわらず法文学部学生 4 名を放学、3 名を諭旨退学
処分とした（「第 243 回評議会記録」
）
。

3 教授の辞職
文部省が左傾教授として処分を要求したのは、京大の河上肇教授、東大の
さきさか

大森義太郎助教授、そして九大の石濱知行・佐佐弘雄・向坂逸郎の 3 教授で
あった。4 月 20 日、大工原総長は片山佃農学部長、春日法文学部長、大岡叢
書記官、岡部学生監等と左傾教授処分問題に関し協議した。その後学部長会
議を開き、4 学部長および評議員小野寺直助医学部教授、植村恒三郎農学部
教授、大岡書記官も列席して協議し（資料編Ⅰ－238、p.577）
、ここで 3 教
授処分の意向が大工原総長より示されたとみられる。
これに対し法文学部は翌 21 日、3 教授を除き法文学部長ほか教授 13 名が
参集し、処分問題につき協議会を開いた。議論は 8 時間にわたったが、結局
総長の処置を承認した。これを受けて大工原総長は 3 教授の来学を求めたが
応じず、3 教授は石濱宅に集合し春日法文学部長の来宅を乞うて辞表を提出
し、春日はただちに総長邸に赴き辞表を取り次いだ（『福岡日日新聞』4 月
22 日）
。3 教授は辞表提出に併せて、
「大学存立の意義は一に研究の自由にあ
る」が、
「今やその自由は不当に縮小され終るのを見る、吾々はこれ以上かゝ
ここ

れんべい

る学苑に留まるの無意義を信じ爰に連袂辞職を決意したのである」とする声
明を発表した（資料編Ⅰ－238、p.578）。
3 教授の辞職は 20 日付で発令された。発令を受けて向坂は「大工原総長は
文部省の弾圧強要に意気地なくも屈従し、大学自治並に学問研究の自由を剥
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奪蹂躙した罪は軽から
ぬものがある。全く今
度の事件は将来に悪例
をのこすもので、今後
大学教授は落ついて研
究も出来なくなりませ
う」と総長を批判した
（ 資 料 編 Ⅰ － 239 、
p.578）
。これに関して
大工原総長は「実は自
分の肚は既に早く決つ

図 3-37

3･15 事件により辞職する教授の送別会
（1928 年）
左から 5 人目向坂逸郎、7 人目佐佐弘雄。

て居たので少しも他に
責を分つ意はない。なほ本省に対しては当局者が色々心配すると思つたので
自分の肚だけは内報して置いたのであるが、その内容が貴紙に文部省の方針
等と発表されて困つたから其後は決つた事は当方で発表する事とした訳であ
る」と話し、あくまでも自らの判断であって文部省の圧力によるものではな
いとしている（資料編Ⅰ－240、p.581）。また佐佐は「吾々としても例の共
産党事件と全く関係の無いのにも拘らず、何等かの連絡がある如く臭はされ
馘首されるのは不本意でもあるから、他の二教授とも相談の上吾々の立場を
明らかにする為め声明書を発表しようかと考へてゐます」と話した（資料編
Ⅰ－239、p.579）
。佐佐の言うとおり、3 教授は共産党との直接のつながりは
もっていなかった。また、マルクス主義経済学者であった石濱・向坂はとも
かく、佐佐はむしろ自由主義者であり「左傾」教授とは言えない立場であっ
た。
法文学部は内紛事件に続き、多くの教官を失うこととなった。創設された
ばかりでまだ教官定員を充足しておらず、もともと教官不足であったにもか
かわらず、である。法文学部ではこの後教官の補充に努めるが、容易に穴は
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埋まらなかった。教官不在の講座の講義等は他大学の教員による臨時講義等
で補うこととなるが、2 つの事件の影響はこの後も長く尾を引くこととなる。

（4）左翼学生運動の弾圧と衰退

左翼学生運動団体の排除
3・15 事件では九州帝国大学の学生 7 名が放校・諭旨退学の処分を受けた。
学生の処分と 3 教授の退職が決まった後の 1928（昭和 3）年 4 月 24 日、九
大は大工原銀太郎総長名で「告諭」を発し、
「我ガ国体変革ヲ試ミントスルガ
如キ企画ニ近カントスルコトハ実ニ大学ノ使命ニ背馳スルノ甚シキモノト云
フベキナリ」
「事苟クモ国体ニ関シ大学ノ使命ニ係ハル場合ニ於テハ情ノ為メ
ニ理ヲ曲クベキニアラズ此レ大学ガ敢テ今回ノ処分ヲ決行シタル所以ナリ」
と、法文学部教授会が上限としていた無期停学を上回る厳しい処分を科した
理由を説明し、
「諸子ハ向後相互ニ戒メテ再ビカヽル憐ムベキ学生ガ本学ヨリ
出ツル事ノ無キ様ニ注意シ本学ノ名誉ヲ回復スル事ニ努力セラレンコトヲ望
ム」と学生を戒めた（資料編Ⅰ－241、p.581）
。
5 月 10 日には「会ニツイテノ手続」を定め、学生が何らかの団体を組織す
る場合には、その名称や目的、指導者名、委員や幹事の氏名等を学生課に提
出 し 、 学 生 監 の 許 可 を 得 ね ば な ら な い と 定 め た （ 資 料 編 Ⅰ － 242 、
pp.581-582）。これにより社会科学研究会等の左翼系学生団体の再建を防止
しようとしたわけである。こうして学内の左翼学生運動団体は一掃されるこ
ととなった。

3・15 事件後の学生運動
学内から左翼学生運動団体が排除された結果、活動家の学生は別の形態で
の活動をするか、あるいは地下に潜るかという選択を余儀なくされた。前者
について言えば、学友会解散要求（第 1 節参照）は、警察から法文学部の「一
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部急進分子ノ学内左傾化ノ手段トシテ策動セル」と見られていた。このほか、
学友会や法文会での「左傾学生」の活動が警察の注視の対象となっていた（資
料編Ⅰ－243、pp.582-583）
。また、次項で見る学生消費組合の運動も、別形
態による左翼学生運動の性格を帯びていた。
一方、日本共産党は 3・15 事件により大打撃を受け、1929（昭和 4）年の
4・16 事件により事実上壊滅した。これ以後逮捕を免れた党員らは武装活動
を行うなど、非合法地下活動を展開していく。九大の学生の中にもその活動
に関わる者があった。
3・15 事件により学内の関係者のほとんどが検挙された共産党では、検挙
を免れた活動家学生である村岡不二雄が、福岡地方での再組織を図るべく、
五高時代に懇意にしていた熊本地方の細胞長永村徳次郎を 1928 年 6 月末に
福岡に呼び寄せた。しかしこの永村らは、7 月 3 日宿泊先で家宅捜索を受け
て検束され、これとは別に活動家学生岡田源二も検束された。村岡も召喚さ
れたが所在不明となっていた。村岡・岡田は学内で研究会を組織してレーニ
ン主義の研究を行い、九州 F・S 機関紙『火花』を作成するなどしていた。
この事件では、村岡が放学、岡田が諭旨退学の処分を受けている（「第 116
回法文学部教授会議事録」、
「第 251 回評議会議事録」
）
。
1930 年 4 月、法文学部の学生 2 名が九州歯科医学専門学校生とともに『無
産青年新聞』
（無青）の支局を設け、同紙の配布を行うようになった。9 月以
降、学内の読書会メンバーを取り込み、無青の配布網を確立するとともに、
労働者の組織化に取り組んだ。その動きは久留米方面に拡大し、さらに佐賀
方面への拡大を期して、支局を福佐支局とした。こうした活動の結果、九大
に 4 つの班を組織して歯専と合わせて学生メンバー30 名を獲得し、労働者メ
ンバー30 名を獲得するなど、組織の拡大に成功した。しかし 1931 年 2 月 6
日、九大生 13 名が検挙され、うち 3 名が起訴された。法文学部教授会では、
「若気ノ至リ」の行為であり「将来カヽルコトナキ様十分善導スベキ」とし
て、評議会に対して寛大な処分を求めた。しかし評議会は、これら学生のう
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ち 1 名を放学、3 名を諭旨退学とする厳しい処分を課している（資料編Ⅰ－
245、pp.584-585。
「第 128 回法文学部教授会議事録」）
。

学生消費組合の設立と解散
1898（明治 31）年、安部磯雄らによって同志社大学購買組合が設立され
た。これが日本の大学における学生消費組合の最初である。その後いくつか
の私立大学等で設立されていくが、初期の学生消費組合は学校管理下で設立
され、経済生活に関する教育的意味合いが強く、組織も小さなものが多かっ
たため、学生生活を支えるような力はもたなかった。これが大正期に入ると、
学生自身が主体となり、自分たちの生活を支えることを目的とした組合が増
えていく。特に 1926（大正 15）年に設立された東京学生消費組合は、早大・
東大など多くの大学が加盟する一大組織で、学生生活全般を支えるに足る活
動を行った。こののち東京学生消費組合等は次第に左傾化し、左翼学生運動
の 1 つの中心となっていった。このため、政府・学校当局等による弾圧の対
象にもなっていく（奥谷松治『日本生活協同組合史』
、民衆社、1973 年）
。
九州帝国大学においては 1930（昭和 5）年 12 月に『九州大学新聞』第 52
号紙上で学生消費組合（学消）設立の提唱が行われ、ここから設立運動が開
始された。1931 年度の新学期から運動は具体化され、二十数名の準備委員が
他大学の学生消費組合の調査などを行った（
『九州大学新聞』第 58 号、1931
年 5 月 5 日）
。5 月 12 日には第 1 回の設立準備会が開かれた。この会合では
法文会共済部を学消に発展的に解消することが議論されたが結論には至ら
ず、まずは物品仕入値の調査をすることとなった（『九州大学新聞』第 59 号、
1931 年 5 月 20 日）
。28 日の第 2 回設立準備会では共済部の発展的解消が決
議され、
法文会普通会員大会を開いて決定することとなった
（
『九州大学新聞』
第 60 号、1931 年 6 月 5 日）
。しかし法文会長である西山重和法文学部長は
大会開催を認めず、このため共済部の発展的解消による学消設立（共済部資
産の学消への移行）は不可能となった（
『九州大学新聞』第 61 号、1931 年 6
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月 20 日）
。結局学消は「自主的」なかたちで設立されることとなり、6 月 22
日、工学部裏門前に店舗を設け、組合員数約 300 名で発足した。1 日の売り
上げは約 30 円であったという（『九州大学新聞』第 62 号、1931 年 7 月 5 日）
。
これに対し大学当局は、7 月 2 日の評議会で「学生消費組合ニ関スル件」
しげじろう

を議題として協議した。松浦鎮次郎総長は、学消を「一種ノ福利施設」と認
めたものの、
「左翼運動ノ有力ナル一翼」である、他大学では非公認でも黙認
されているが、九州帝国大学ではいかにすべきかと諮問した。協議の結果、
学消は 1927 年制定の「会ニ就テノ手続」に抵触するとして解散を命ずるこ
ととなった（「第 276 回評議会議事録」
）
。この決定は学内に掲示され、学消
に対しても学生課長から通知がなされた。夏休み直前の決定で組合員たる学
生の大半はすでに帰省しており、学消はやむなく店舗を閉鎖して家主に返還
した（『九州大学新聞』第 63 号、1931 年 8 月 5 日）。学消は設立からわずか
10 日ほどで解散させられたのである。
学消はもちろん学生の福利厚生を目的としたものであったが、政治的には
左翼的傾向の濃厚なものであり、学友会解散要求と同様に、形態を変えた左
翼学生運動というべきものであった。したがって、当時の大学当局から危険
視されたのも当然であった。前述のとおり学消は当初法文会共済部を発展的
に解消して設立することが計画されていたが、警察側資料によれば、
「共済部
員は最初事の真相〔学消が左翼学生運動であること〕を知らずして賛成の意
を表しつゝありしが、学生課長、共済部指導教授の説諭により次第に反対の
立場を表明するに至」ったため、この計画は失敗に終わった（資料編Ⅰ－246、
pp.586-587）
。第 1 節でみた学友会解散要求が容れられず、左翼学生運動が
全体として退潮していく中で登場した学消であったが、誕生してすぐに潰さ
れてしまい、学消を足場とした左翼学生運動の盛り返しはならなかったので
ある。
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左翼学生運動の壊滅
学生消費組合が短命に終わったことが示すように、満洲事変後の九州帝国
大学の左翼学生運動は、冬の時代を迎える。
1932（昭和 7）年 2 月 24 日、治安維持法違反の容疑で 10 名の学生と 2 名
の卒業生が一斉に検束ないしは呼び出しを受けた。彼らはプロット（日本プ
ロレタリア演劇同盟）系前衛劇団、九大の自治学生会準備会、赤色救援会の
活動に関わったり、
『無産青年』（日本共産青年同盟機関紙）等の配布や全協
（日本労働組合全国協議会）支持団を組織するといった活動を行っていた。
これら学生に対し評議会は 7 月 5 日、起訴保留・起訴猶予の 7 名を諭旨退学、
その他の 3 名を学部長訓戒とすることを決定した（
「第 287 回評議会記録」。
資料編Ⅰ－247、pp.587-590）
。
ついで同年 8 月から 10 月にかけて、さらに 5 名の学生が検挙された。12
月 9 日の評議会で、起訴された法文学部学生・選科生の 2 名を放学、起訴留
保とされた医学部学生 2 名を諭旨退学とする処分が行われた。このうち法文
学部の 2 名は、赤色救援会に参加し、全協九州地方協議会を開催、さらに共
産主義青年同盟に加盟するなど、2 月の一斉検挙後も活発に活動していた
（「第 290 回評議会記録」
。資料編Ⅰ－248、pp.591-592）
。
この事件を最後に、左翼運動による学生処分は評議会記録には登場しなく
なる。1933 年 6 月 8 日、日本共産党の幹部であった佐野学・鍋山貞親が獄
中から発表した「共同被告同志に告ぐる書」で転向を声明、以後続々と共産
党の幹部・関係者らが転向していった。九大ではこの大量転向よりも一足早
く、前年中に左翼学生運動は実質的に壊滅したのである。
こうした状況は他大学でも同様であった。高等学校における左翼学生運動
はすでに 1931 年から退潮傾向を見せ、
32 年には衰退が決定的となっていた。
これにより高校での運動経験をもつ学生が大学に入ってこなくなり、1932
年から 33 年にかけて、大学での左翼学生運動も衰退していった（荻野富士
夫『戦前文部省の治安機能―「思想統制」から「教学錬成」へ』
、校倉書房、
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2007 年、pp.83-84）。九大における左翼学生運動の衰退も、こうした動きと
軌を一にするものであった。

瀧川事件と九州帝国大学
たきがわゆきとき

1932（昭和 7）年 12 月、文部省は京都帝国大学法学部教授瀧川幸辰が行
った講演の内容を問題とし、さらに翌年 3 月には鳩山一郎文部大臣が瀧川の
著書の内容を非難、4 月には京大に対して瀧川の辞職または休職を要求した。
これに対して京大は処分を拒否したが、文官高等分限委員会が瀧川の休職を
決定、反発した京大法学部教授以下 39 名が辞表を提出するに至った。最終
的には瀧川ほか 19 名が辞職して決着したが、この事件をめぐっては全国の
大学で学生運動が高揚することとなった（瀧川事件）
。
1933 年 5 月 27 日、京大法学部学生 4 名が来福し、29 日に九州帝国大学
法文学部を訪問、大澤章学部長と面談し、事件の説明を行ったうえで九大法
文学部長としての事件に対する態度を問い、さらに九大の学生に対して事件
の説明を行う場を設けるよう申し入れた。これに対し大澤は、各教授の意見
を聞いていないなどとして意見を述べず、学生への説明についても自分に一
任するよう求めた。6 月 1 日には松浦鎮次郎総長とも会見し同様の説明を行
ったが、松浦は事件は文部省の意見も聞かねばならないとして、会見はわず
か 15 分で終了した。京大生 4 名はその日のうちに福岡を発って京都に戻っ
た（『九州大学新聞』第 90 号、1933 年 6 月 5 日）。その後京大の学生たちは
再び来福し、6 月 29 日に福岡市公会堂で「京大問題真相発表講演会」を開催、
600 名の聴衆に対して瀧川への処分の不当性を訴えている（『九州大学新聞』
第 92 号、1933 年 7 月 5 日）
。
前述のように、この事件をめぐっては学生運動の高揚が各大学で見られた
が、九大では大きな動きにはならなかったようである。わずかに 6 月 27 日、
法文学部の学生有志 120 名が法文会幹事会に対し、ただちに普通会員大会を
開き、事件に対する九大学生の意志表明を行うよう要求するということがあ
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った程度である。これに対し法文会長（法文学部長）大澤章は 7 月 1 日、以
下の宣言を発表した（
『九州大学新聞』第 92 号、1933 年 7 月 5 日）
。
吾人は京大学生運動が大学と国家との関係に関する吾人の所信と全然異
なる形態をとりつゝある事実に省み我大学内に於て吾人の有する自由且
独立の見解に基き絶対に該運動と干与せざる意志を表示し尚吾人の此自
由に対する外部よりの不当なる干渉は断然之を排除する確固たる決意を
ここ

有する事を幹事会の議を経て茲に宣言す。
学問の自由に対する外部からの干渉は拒否することを表明して学生の要求
に応える一方、京大の学生運動には与しないことを宣言して、学生大会開催
を要求する学生の意志であったろう運動への参加は明確に拒否したのであ
る。
結局この宣言が九大法文会としての公式の意志表明ということになり、学
生大会は開かれなかったようである。そして事件に対するその後の九大学生
の動きは、
『九州大学新聞』では報じられていない。すでに見たように、前年
のうちに九大の左翼学生運動は実質的に壊滅していた。瀧川事件が起こって
も、運動を復活させるには至らなかったのである。

第5節

大正・昭和初期の留学生と国際交流

（1）創立初期の留学生・植民地出身学生

福岡医科大学の留学生
福岡医科大学では、京都帝国大学の留学生制度が適用された。1903（明治
36）年の創設時の京大の分科大学通則には留学生に関する項目がなかった
が、1904 年に新たに制定された通則で「外国学生」として留学生に関する規
定が加えられた（資料編Ⅰ－79、p.230）
。これは明治 34 年文部省令第 15 号
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「文部省直轄学校外国人特別入学規程」を適用するものであり、入学を希望
する外国人は、所属国の公館の紹介書を添えて総長に出願し、相当の学力が
あると認められれば入学が許可された（第 31 条）
。また、在学中は学生また
は選科生に関する規定が準用された（第 32 条）
。1909 年の改正では、
「外国
学生ニシテ当該分科大学所定ノ試問ニ合格シタル者ニハ本人ノ願ニ依リ学力
ヲ検定シ大学予科卒業ト同等以上ト認メタルトキハ卒業証書ヲ授与スルコト
ヲ得」とする規定が追加された。
キム デ ジ ン

福岡医科大学の最初の「留学生」となったのが、大韓帝国出身の金台鎮で
ある。金は 1903 年に韓国皇室特派留学生を命ぜられ 19 歳にして東京府立第
一中学校に入学、1907 年に同校を卒業し、第六高等学校（岡山）に入学、
1910 年 7 月に同校を卒業していた。同年 9 月 20 日に「準学生」として福岡
医科大学に入学を許可され、
「留学生」第 1 号となった。しかし、その直前
の 8 月 29 日、韓国は日本に併合されており、金は「外国人留学生」ではな
く「植民地（外地）出身学生」ということになる。
『福岡日日新聞』は入学直後の金の様子を伝えている。その中で金は併合
について、
「亡国は政治の罪のみ我祖国の為政者にして早きに及んで覚醒する
ことありたらんには尚為すべき事もありしなるべし、去り乍ら今に及んで事
しゃしょく

を議するは愚の至りなり、唯各其向ふ所に邁進して 社 稷 民人の為めに尽す所
あらんのみ」と語っている（『福岡日日新聞』1910 年 9 月 24 日）
。ここでは
示していないが、この記事を書いた記者は亡国の民となった金に対して同情
的な書きぶりをしている。一方、当の金は、併合に対しては諦めのような感
情を持っていたようである。こののち朝鮮では日本の支配に抵抗し独立運動
に参加する人々が出てくる一方で、被支配民族の中でのエリートとして生き
ていく人々も多数出てくる。後者は日本の学歴の階梯を上昇していくことで
それを達成していく。九大や他の帝国大学はそうした被支配エリートを養成
していくこととなるのである。
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九州帝国大学初期の留学生
1911（明治 44）年、九州帝国大学が創立され、通則が定められた。留学
生についてはその第 2 章第 2 節「外国学生」で定められている（資料編Ⅰ－
140、p.340）。内容は京都帝国大学の通則とほぼ同じであり、こののちも若
干の変更が加えられるのみで、帝国大学時代を通じて留学生に適用されてい
った。
九州帝国大学創立後最初の留学生は、1913 年に入学した中国出身の戎肇
敏・呉萃蘭（医学部）
、何肇中（工学部採鉱学科）の 3 名であった。彼らは
正式な学生としての留学生第 1 号でもある。こののち対支文化事業による学
資補給が始まる前年の 1923（大正 12）年までは、中国からの留学生は毎年
2～6 名入学している。1919 年まではそのほとんどは医学部である。工学部
の正科生の入学は何肇中の後はしばらく途切れ、次の入学者は 1918 年、毎
年入学者を迎えるようになるのは 1920 年以降となる。出身地では浙江省や
広東省など、華中・華南の沿岸部の省が初期には多く、華北や東北（満洲）
の各省は少ない。

植民地（外地）出身学生
日本は日清戦争（1894～95 年）後に台湾を、日露戦争（1904～05 年）後
に南樺太を、韓国併合（1910 年）により朝鮮を、それぞれ新たな領土（植民
地）として獲得した（日露戦争後に獲得した遼東半島（関東州）は租借地、
第 1 次世界大戦（1914～18 年）後に獲得した南洋群島は国際連盟委任統治
区域であり、法的には領土とは区別される）
。
植民地（外地）出身者は、国籍は日本であるが、
「台湾や朝鮮に於ては未だ
高等普通教育の施設が十分ならざるが為」
、台湾人・朝鮮人は文部省直轄学校
（帝国大学等）への正規の入学資格を持たないものが多いとして、1911（明
治 44）年 4 月 4 日、文部省は「文部省直轄学校外国人特別入学規程ハ台湾人
もしく

若 ハ朝鮮人ニ之ヲ準用ス但シ其ノ入学ニ関シテハ台湾総督府又ハ朝鮮総督
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府ノ紹介ヲ要ス」とする省令第 16 号を発して、台湾人・朝鮮人については
留学生と同じ扱いとすることとした（教育史編纂会『明治以降教育制度発達
史』第 6 巻、教育資料調査会、1964 年、p.6）
。
こののち台湾には 1922（大正 11）年に台北高等学校が創立されたが、朝
鮮にはついに高等学校はつくられず、
「高等普通教育の施設」は不十分なまま
であった（ただし、高等学校と同等のものとして京城帝国大学予科が 1924
年に設置されている）
。そのためこの省令は以後変更されることはなかった。
九大の留学生名簿にも植民地出身者が掲載されている。したがって植民地出
身学生についても、本書では留学生の項目で扱うこととする。
九大創立以後最初の台湾出身の学生は 1915 年入学の廖行生（医学部）で
チョンミンテク

ある。また、朝鮮出身学生の第 1 号は、1917 年に入学した 鄭 民澤（医学部）
である。以後両地域からの入学者は 1920 年代半ばまでは少なく、数年おき
に 1～2 名という程度であった。

留学生・郭開貞（沫若）
初期の九州帝国大学への留学生として最もよく知られているのが郭沫若で
いみな

あろう。沫若は号で、諱 は開貞であるので、学生名簿には郭開貞として載っ
ている。ここでは留学生・郭開貞の回想から、留学生としての彼を見てみよ
う（以下、松枝茂夫訳『創造十年』
、岩波書店、1986 年による）
。
郭は 1918（大正 7）年、岡山の第六高等学校を卒業し、九大医学部に入学
した。当時の中国は袁世凱死後の軍閥混戦の時代にあり、一方では半植民地
状態からの脱却のために、富国強兵が求められる状況下にあった。その担い
手として郭をはじめとする中国人留学生は、国家的使命を帯びて日本に派遣
されていた。しかしながら郭は医学生として勉学に取り組まねばならない一
方、自らの志向が文学にあることを自覚し、アイデンティティの危機に陥っ
ていた。しかも彼は日本人と結婚していたために、同じ中国人留学生から「漢
奸」
（売国奴）の汚名まで着せられていた。
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図 3-38 郭沫若の写る医学部集合写真（1923 年頃）
2 列目左から 2 人目が郭沫若。

郭の回想によれば、
「自分はもともと文学好きの人間であったのに、時代思
潮の影響を受け、本性に反して日本にきて医科を学んだのだ。日本人の教育
方針は詰込主義をとっていて、むやみにギュウギュウいろんな知識を学生の
頭に詰めこむ。これがまた僕にとっては非常な苦痛であった」
。くわえて耳が
悪く、講義では教官の教授内容がうまく聴き取れなかったという。結局郭は
文学運動のために一時帰国し、1923 年、1 年遅れで卒業する。
郭の生活状況は、妻子を抱えていたこともあり、楽なものではなかった。
郭は官費留学生で、この時期第 1 次世界大戦の好景気と物価騰貴の影響によ
り、官給費は毎月 48 円から 72 円に増加していた。しかし郭は九大入学時に
その 2 か月分を前借りして授業料 40 円を支払い（授業料の支払いのために
前借りをするのは当時通例であったという）
、住居の部屋代 6 円、米代 10 円、
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それに戦争の影響で入手困難となったドイツの医学書を購入すると、手元に
はほとんど残らない状態であった。そのため最初の 2 か月は官給費の増額分
24 円と、買ったばかりの医学書を質入れして得た金で何とか暮らすという有
様だったという。
九大医学部に入学した郭は、人体解剖実習から創作意欲を刺激され、最初
どくろ

の小説「髑髏」を書く。しかしこれは未発表に終わり、自ら「火葬にした」
。
その後郭はゲーテの『ファウスト』の翻訳のかたわら創作を行い、文学にの
めり込む。1921 年には妻子を残して約 3 か月間帰国し、新しい文学運動に
参加した。これは翌年「創造社」の結成となって結実する。この創造社は郭
が日本留学中に築いた人脈を基としており、そのため郁達夫・成仿吾（東大）
、
田漢（東京高等師範学校）をはじめ、日本留学経験をもつ者が多数参加して
いる。郭は医学部を卒業はしたものの、医師の道はあきらめ、文学者として
生きていくこととなる。
郭の勉学や生活状況を当時の留学生の平均的な像として見ることはもちろ
んできないが、近代国家形成を目指し始めていた中国からの留学生の、ひと
つの姿であった。

（2）留学生・外地出身学生の増加

対支文化事業
1923（大正 12）年 3 月、対支文化事業特別会計法が制定され、対支文化
事業が開始されることとなった。この事業は 1900（明治 33 年）に中国で起
こった義和団事件（北清事変）の賠償金（日本では「団匪賠償金」と呼ばれ
た）等を原資とし、中国に関する様々な文化的事業を行うものであった。そ
の内容は「一、支那国ニ於テ行フヘキ教育、学芸、衛生及其ノ文化ノ助長、
二、帝国内ニ在留スル支那国人民ニ対シテ行フヘキ前号ニ掲クル事業ト同種
ノ事業、三、帝国ニ於テ行フヘキ支那国ニ関スル学術研究ノ事業」である（対
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支文化事業特別会計

（人）

45

法第 5 条）
。このう

40

その他

35

ち第 2 項目にあたる

台湾

30
25

朝鮮

ものとして、留学生

中国

に対する学資補給が

20

行われることとなっ

15

た。

10
5

1924（大正 13）

0
1910

1913

1916

1919

1922

1925

1928

1931

図 3-39 留学生入学者数の推移（1910～31 年）
出典：
「九州帝国大学留学生名簿」
（『九州帝国大学における
留学生に関する基礎的研究』
、平成 14・15 年度科学
研究費補助金（基盤研究（C））研究成果報告書、研
究代表者：折田悦郎）

年、日中間にこの事
業を両国共同で行う
協定が結ばれ、学資
補給は同年度から正
式に開始された。九
州帝国大学では、中

国側で選抜された医学部 8 名、工学部 6 名、農学部 4 名の計 18 名が毎月 70
円を支給された（『自大正十四年至昭和二年 対支文化事業ニ依ル支那留学生
学資補給関係書類』
、九州大学大学文書館所蔵）
。またこれに先立って、専門
教育を修了しさらに研究を継続する優秀な人材を「特選留学生」とし、月額
80～150 円の学資を支給し、さらに必要な場合は年額 300 円以内の研究費を
支給する制度を発足させた。九大からは 1924 年に余霖（医学部卒）が初め
て選ばれている。さらに 1926 年からは日本側が選抜を行う「選抜支那留学
生」制度も開始され、初年度は劉自助（工学部）が選ばれた。
対支文化事業の開始に伴い、九大の中国人留学生は急増した（図 3－39）
。
1923 年までは毎年の入学者は 10 名に満たなかったが、正科生だけで 1924
年は 17 名、1925 年は 23 名、1926 年は 27 名という急増ぶりである。もち
ろん、その全員が学資補給を受けることができたわけではないが、制度創設
が留学生増加の呼び水となった。九大ではそれまでは華中・華南の沿岸部の
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省出身者が多かったが、この制度が省の人口に応じて補給学生数を割り当て
るものであったため、内陸部の省や、華北・東北の各省出身者がこの時期増
加しており、地域的な広がりをもたせる要因にもなっている。

国民革命と中国人留学生
1927（昭和 2）年 5 月、中国統一を目指す北伐軍が山東半島に迫り、同地
域に大きな権益と多数の居留民を有する日本は、それらの保護を名目として
出兵を行った（第 1 次山東出兵）
。これに対し九大の中国人留学生は、6 月
11 日「山東出兵に就て 日本国民に告ぐ」と題する印刷物を作成し、新聞社
等に配布した。その最後の部分では、
「日本国民諸君よ
起せよ

対華出兵反対運動を

中日両国民衆の提携にて東洋永遠の平和を維持せよ」と呼びかけて

いる（『福岡日日新聞』1927 年 6 月 12 日）
。さらに第 2 次出兵開始直後の
1928 年 4 月 26 日には、九大および福岡高等学校の中国人留学生によって組
織された「駐日中国国民党北九州支部」が、
「打倒日本帝国主義」
「駆逐田中
内閣山東出兵侵略」等と記した宣言書を印刷中、特別高等警察に探知され、
検挙・押収されるという事件が起こった（『福岡日日新聞』1928 年 4 月 28
日）
。
このように、国民政府による中国統一への動きは中国人留学生の間で広く
支持され、逆に日本による山東出兵はその動きを阻害するものとして強い反
発を受けていた。そのため、北伐による中国国内の混乱とも相まって、1927・
28 年度の中国人留学生の入学者数は 1926 年度の半数以下に激減する（図
3-39）
。
結局北伐は国民政府軍の勝利に終わり、1928 年 6 月、蒋介石は北京に入
城した。対中強硬外交を推し進めた田中義一内閣は、首相が張作霖爆殺事件
で天皇に叱責されたことで総辞職し、代わって 1929 年 7 月、浜口雄幸内閣
しではら

が成立した。浜口内閣の外相幣原喜重郎は対中外交を協調外交に転換し関係
改善を進め、1930 年 5 月には中国の関税自主権を認める「日中関税協定」
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に調印した。こうして中国に一応の統一がもたらされ、日中関係が改善に向
かう中で、中国人留学生の数は持ち直していく。
一方で、国民政府は「革命外交」を推し進め、半植民地状態からの脱却を
図っていた。北伐完了後、国民政府は義和団事件賠償金の全面返還を狙って
日中共同文化事業協定の廃棄を主張した。日本政府がこれを拒否すると、国
民政府は 1930 年 7 月、学費補給生の欠員補充停止と文化事業部からの補助
金受給禁止を指示した。このため、当時は銀価（中国は銀本位制）が暴落し
ていたこととも相まって、中国からの留学生の多くは苦境に立たされ、学業
を中断して帰国せざるをえなくなった者も少なくなかった。結局日中間の交
渉は決裂し、以後対支文化事業は日本単独で行われていくこととなる（阿部
洋『「対支文化事業」の研究』
、汲古書院、2004 年、第Ⅲ部第 3 章による）
。

植民地（外地）出身学生の増加
中国人留学生の増加とほぼ時を同じくして、植民地（外地）出身学生の数
も増加した。それまで毎年 1 名いるかいないか、という状況であった外地出
身学生の入学者は、1925（大正 14）年以降毎年 10 名前後を数えるようにな
った（図 3－39）
。
この時期外地出身学生が増加した大きな要因は、
法文学部の創設であろう。
法文学部には 1925 年に第 1 期生として朝鮮出身学生が入学し、以後ほぼ毎
年複数の外地出身学生が入学している。特に朝鮮出身学生に関しては、毎年
入学者の半数前後を法文学部が占めていくこととなる。
外地出身学生が法文学部に特に多かった理由は、法文学部が「傍系」出身
者に門戸を開いていたということが考えられる。戦前期の外地出身の正科入
学者で出身校が判明する 145 名（朝鮮 131 名、台湾 14 名）のうち、
「傍系」
出身者は 83 名（朝鮮 78 名、台湾 5 名）と、半数以上を占めている。特に朝
鮮には高等学校がなく、
「正系」のルートをたどることは容易ではなかった。
一方で専門学校は朝鮮にも多数あり、専門学校から九大法文学部へ、という
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表 3-10 『八年計画調査書』における留学生派遣・配置計画
帰国後の配置校
年度

派遣

帰国

九大

東北大

東大

京大

その他の学校

1900

51

21

4

12

5

1901

54

29

8

7

14

1902

48

28

9

7

13

1903

52

52

20

5

9

18

1904

54

54

10

20

4

8

12

1905

48

48

12

10

4

6

16

1906

52

52

10

12

4

6

20

1907

54

54

6

10

4

6

28

合計

413

338

58

52

42

61

126

出典：辻直人『近代日本海外留学の目的変容』p.75（表 2-2）。

ルートが特に 1930 年代に形成されることとなった。同様に「傍系」入学者
の多かった農学部が、法文学部に次いで外地出身学生が多かった。
これに対して医学部は、朝鮮出身学生は少ない。これは 1926 年に京城帝
国大学医学部が創設されたほか、朝鮮には医学専門学校が 6 校あったことに
よると考えられる。一方で台湾出身の医学部生は相対的に数が多いが、台北
帝国大学医学部の創設が 1936（昭和 11）年と遅く、それまで医学専門学校
が 1 校あるのみ（それも台北帝大医学部創設後はその附属医専となる）であ
ったことが影響している可能性がある。
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（3）大正・昭和初期の国際交流

文部省外国留学生・在外研究員
1899（明治 32）年、文部省は 1900 年から 07 年までの教育改革・拡張案
を示した『八年計画調査書』を閣議に提出した。この中では帝国大学につい
て、九州・東北両帝国大学の新設に着手することが明記されていた。さらに
その最後の項目として、留学生の派遣計画が示されていた。この計画では、
表 3-10 にあるように、既存の東大・京大に加えて、新設されるべき九大・
東北大についても多くの留学生を帰国後配置することが予定されている。
このように、九大をはじめとする帝国大学の整備のために、多くの留学生
を派遣することが計画されていた。ただ実際には、九大は当初は医科大学の
みとなり、帰国留学生の配置は 1903～1907 年の合計で 17 名と、計画を大
幅に下回っている（以上、辻直人『近代日本海外留学の目的変容』
、東信堂、
2010 年、第 2 章による）
。こののち九州帝国大学の創立と工科大学の創設が
決まるとその教官候補者が留学し、帰国後教授・助教授として配置された。
以後農学部・法文学部の創設にあたっても、同様にその教官候補者の留学生
派遣が行われていった。
1920（大正 9）年 9 月、文部省外国留学生規程が廃止され、新たに文部省
在外研究員規程が制定された。かつては国内の大学等で学びさらに外国の大
学等で修学を続けるという意味で「留学生」の名称は適切であったが、日本
の学術研究の水準がしだいに上昇してくると、学生として修学するのではな
く、研究者としてさらなる研鑽を外国の大学等で積むことが目的となり、
「留
学生」という名称が実態を表さなくなってきていた。そのため「在外研究員」
という名称に変更されることとなったのである（教育史編纂会『明治以降教
育制度発達史』第 7 巻、教育資料調査会、1964 年、pp.776-777）
。
この時期、1919 年の農学部創設、1924 年の法文学部創設に伴い、それぞ
れの教官予定者が多数留学している。一方、医学部・工学部では、講座増設
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に伴いその教官予定者が留学する、という場合もあるが、すでに九大に着任
している助教授が留学し、帰国後もしばらくは助教授のまま、という例も増
えてくる。1920 年代後半以降は毎年各学部 1～3 名が留学している。これら
の大半はそうした助教授たちであった。
以上は文部省からの官費での留学であるが、中には私費で留学した者もい
すなお

る。1903（明治 36）年、田原 淳 はドイツに留学し、マールブルク大学のル
ードヴィヒ・アショフ（Karl Albert Ludwig Aschoff）の下で学んだ。アシ
ョフは世界的な病理学者として知られ、その著書 Pathologische Anatomie :

ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte は病理学の教科書として戦前の日
本では広く読まれていた。また、多くの日本人医学者を育てたことでも知ら
れている。1905 年、田原は、田原結節（またはアショフ－田原結節）と呼ば
れることとなる特殊な筋繊維を発見し、100 年以上争われてきた心臓の拍動
要因について、神経とは関係なく筋肉によって収縮する、という筋原説が正
しいことを証明した。田原はこの成果を引っ提げて 1906 年帰国し、福岡医
科大学教授に就任する。師のアショフは 1924（大正 13）年夏に日本病理学
会の招待により来日し、全国の大学で巡回講演を行った。九大医学部では「血
栓形成に就て」と題して講演している。

孫文の来学
1913（大正 2）年 3 月 18 日、中国革命の父と称される孫文が来学した。
孫文は、福岡に本拠を置く玄洋社から中国革命運動の支援を受けており、辛
亥革命の成功を報告するために福岡を訪れていたのである。
当日、孫文は伊東祐彦医科大学長らの案内で、基礎医学の各教室・標本室
や、医院の各科を視察した。夕方からは精神病学教室で講演を行ったが、職
員・学生のほか一般の傍聴者もあり、盛況であったという（『福岡日日新聞』
1913 年 3 月 19 日）。孫文はもともと香港西医書院（香港大学の前身）で医
学を学んだ医師であり、この来学は単なる視察ではなく、日本の医学の状況
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への強い関心があって
のものであろう。なお、
この来学のときに孫文
は「学道愛人」の書を
揮毫した。この書は現
在総長室に掲げられて
いる。
このほか中国の要人
としては、1924 年 5
図 3-40 アインシュタインの来学（1922 年）
前列左から 2 人目桑木彧雄、右端真野文二総長。

月 2 日に黎元洪が来学
している。黎は前年 6

月まで 2 期目の中華民国大総統を務めていたが、その後政治の第一線から離
れ、11 月から別府での湯治を目的として来日していた。当日は真野文二総長
らの職員のほか、中国からの留学生十余名も国旗を振って出迎え、黎は各学
部を参観した（『福岡日日新聞』1924 年 5 月 3 日）
。また、1930（昭和 5）
年 11 月 21 日には、かつての有力軍閥の 1 人であり当時日本に亡命中であっ
た張宗昌が来学し、文化事業視察の名目で医学部・工学部を参観し、松浦
しげじろう

鎮次郎総長と会見している（
『福岡日日新聞』1930 年 11 月 22 日）
。

アインシュタインの来学
1922（大正 11）年 12 月 25 日、相対性理論の提唱者であり、20 世紀最大
の物理学者とも称されるアルバート・アインシュタイン（Albert Einstein）
が来学した。アインシュタインは改造社主催の講演旅行で 10 月に来日し、
福岡がその最後の講演の場所であった。
前日に福岡での講演を行ったアインシュタインは、図書館で真野文二総長
以下教官との午餐会の後、
医学部で宮入慶之助 教授の日本住血吸虫の研究等
あやお

を視察した。その後工学部に向かい、桑木彧雄教授（相対性理論を日本に最
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初に紹介した）が初めてアインシュタインと会ったときのことを書いた絵葉
書などの記念品を見た。さらに農学部で田中義麿助教授の蚕の遺伝研究を視
察し、最後に工学部を一巡して九大をあとにした（資料編Ⅰ－253、p.603）。
午餐会の席上、真野総長は歓迎の辞で「世界ノ碩学アインスタイン博士ヲ
本日本学ニ御迎ヘ申スコトヲ得マシタノハ、我々一同ノ非常ナ光栄トスル処
ふうぼう

デアリマス。博士ノ如キ学界ノ大偉人ハ親シク其風丰ニ接シタヾケデ、我々
ノ蒙ル感化影響ハ頗ル大ナルモノガアルノデアリマス」と述べた。これに対
してアインシュタインは、日本の生活や芸術に深い印象を受けたが「夫レニ
モ増シテ感動セシメラレマシタノハ、学術ニ於ケル貴国ノ盛ナル発達デアリ
マス。
〔中略〕日本ガ戦乱ノ渦中カラ隔タツテ居リ、攪乱セラレルコトノ少カ
ツタトイフコトハ誠ニ幸福デアリマス。
〔中略〕希クハ今後一千九百十四年以
前ノ状態ニ戻ツテ、諸共ニ科学ノ協力研究ニ尽シタイモノデス。其意味デ茲
ニ諸君ト乾盃シタイト思ヒマス」と日本の学術の発展を賞賛するとともに、
今後の学術の発展のために、協力していくことの必要性を訴えている（
「九州
帝国大学沿革史料二」、
『九州大学大学史料叢書』第 2 輯、p.80。原文に句読
点を追加）
。

クローデルの見た九大
1924（大正 13）年 11 月 20 日、九州を巡遊中の駐日フランス大使ポール・
クローデル（Paul-Louis-Charles Claudel）が来学、各学部を参観した。ク
ローデルは外交官として活躍する傍ら、劇作家・詩人としても多数の作品を
残している文化人であった。
クローデルは 1921 年から 27（昭和 2）年まで駐日大使を務めていたが（途
中 1925 年から 26 年までの約 1 年は休暇のため帰国している）
、在任中はこ
まめに本国へ外交書簡を送っている。1924 年 12 月 2 日付の書簡では九州旅
行について報告しており、その中で九大に関して次のように述べている（ポ
ール・クローデル（奈良道子訳）
『孤独な帝国 日本の一九二〇年代』
、草思社、
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1999 年、pp.318-319）
。
マ

マ

福岡では新設の大学をじっくり見学しました。同校には目下のところ
ママ

マ

医学部、農学部、理学部の三学部しかありませんが、まもなく文学部と
マ

法学部ができます。学部長は、フランス語教育のためにフランス人教師
を招聘すると約束しました。私は彼の言葉をしかと記憶にとどめました。
福岡の大学は豊かな鉱工業地帯の中心に位置し、九州、四国全体と本州
南部において名を馳せ、数千人の学生を擁しており、今後大きな発展を
とげるものと期待されています。ここはなんとしてもフランス人を置い
ておかなければならない拠点です。私は、自分が福岡の大学を訪問した
初めての大使だと聞き、嬉しく思いました。私が行ったところに自分も
行きたがるドイツ大使が、同校を訪問するつもりだと言っています。し
かし彼の訪問はずっと先のことになるでしょう。私は集まった学生の前
で、フランス語の優れている点についてスピーチをいたしました。通訳
がずいぶんと苦労していたようですが、彼らの役に立つものであればよ
かったと思っています。
これまでのところ、フランス語の教師は、二人の日本人教授（かなり
よく話せます）とジョリ神父だけです。ジョリ神父は医学専門学校でも
講義しています。この医学の面では、私たちにはなすべきことがあるで
しょう。いたるところで医学がドイツの独壇場である証しを見せつけら
あごひげ

れるのは嘆かわしいことです。福岡の大学のいくつかの教室は、顎髭を
生やした教授たちの写真や像だらけでした。まるでドイツのザクセンか
プロイセン地方にいるかのようでした。書物、器具、薬品などもドイツ
のものを使用しています。展示館や図書館の記載事項までドイツ語で書
かれています。しかしながら、短期間とはいえフランスに滞在して最近
帰国したばかりの教師が二人います。
戦前日本の大学のドイツ偏重傾向は周知のことであるが、ここでも当時の
九大におけるドイツの強い影響を具体的に確認することができる。もともと
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自国文化に強い自尊心を持つフランス人であり、文化人であるがゆえにそれ
がさらに強いクローデルにとって、
九大の参観はドイツ偏重傾向を再確認し、
危機感を増幅させることとなったようである。
同じ書簡の追伸で、クローデルは次のように書いている（前掲『孤独な帝
国 日本の一九二〇年代』
、p.321）
。
私はこの大学を訪問し教師や学生に質問してみて、日本では学生の頭
脳というものを、成長を助けてやるべき植物ではなく、有用な知識をで
きるかぎり多く詰めこむ箱のごときものと考えているのではないかとい
う印象を受けました。こうした教育方法では学生は幻滅することでしょ
う。
すでに当時から多くの外国人により指摘され、現在に至るまで繰り返され
ている日本式教育への批判である。クローデルは、一般には日本に対する偏
見の強かった当時の西洋人の中にあって、日本のよき理解者として知られて
いるが、そのクローデルをもってしても、当時の日本の大学教育は批判され
るべきものであった。
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