
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

<論文>1950年前後における京大学
生運動(上)

福家, 崇洋

福家, 崇洋. <論文>1950年前後における京大学生運動(上). 京都大学大学
文書館研究紀要 2015, 13: 1-25

2015-03-20

https://doi.org/10.14989/198156



論文

1950年前後における京大学生運動（上）

はじめに

本稿は、 1949年から 50年までの、いわゆる京

都民主戦線が興隆した時期における京大学生運動

の軌跡を描き出すことを目的としている。

拙稿「京都民主戦線についての一試論J（『人文

学報』 2013年3月号）で、京都民主戦線が 1950

年に「革新」的な首長、議員を当選させる原動力

になったことを明らかにしたが、この運動に大学

生たちがどのように関わっていたのかまで触れる

ことはできなかった。

この時期の京大学生運動に関しては先行研究、

聞き取り調査などが存在するものの ω、1951年の

綜合原爆展や京大天皇事件に研究が偏り、それ以

前の京大学生運動がどのような軌跡を辿ったかは

ほとんど明らかにされてこなかった。綜合原爆展、

京大天皇事件などに至る過程を捉え直すためにも、

同時期の京大学生運動がしっかりと解明される必

要がある。

そのために本稿が依拠するのは次の3つの資料

群である。ひとつ目は、京都大学大学文書館所蔵

の『戦後学生運動関係資料 Ijである。本資料群

は松尾尊禿氏から京都大学大学文書館に寄贈され

たもので、 1950年代前半の京大学生運動に関する

ビラ、機関誌紙が多い。

次に、同志社大学人文科学研究所所蔵の『初期

全学連資料』である。同資料群の一部は既に三一

十京都大学大学文書館助教
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書房編集部編『資料戦後学生運動.I（三一書房）

に収録されているが、地方の学生運動関係は収録

されていないものも多く、本稿ではこれらの原資

料を活用した。

最後は、フーヴァー研究所アーカイヴズ所蔵の

the Japanese Modern Hi story Manuscript 

Collectionである。同資料群は占領期京都の政治

運動、学生運動、労働運動に関する原資料も収録

しており、これらは日本で閲覧できないものが多い。

以上の資料群を活用しながら、京大学生運動の

中心にあった京大同学会と日本共産党京大細胞に

着目し、彼ら学生たちが京都民主戦線や「逆コースj

と呼ばれる社会情勢を背景として、いかにして自

分たちの運動を築こうとしたのかを明らかにして

いきたい。

I 全学連への接近
1)京都府学連の結成

1949年2月、全日本学生自治会総連合（以下、

全学連）は第 1回臨時全国大会を中央大学で開催

した ω。約900人が集結したこの大会で武井昭夫

委員長（東大）ら執行部が選出され、学園を越え

る政治的闘争ヘ踏み出すこと、大学法・私学法・

学園弾圧反対闘争の方針が決議された。

京大同学会は 1948年10月に全学連に加入し、

この全国大会にも参加していた。敗戦後、学生自

治会として改組された同学会では次第に「ポスト
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をめぐっての左右対立」が生じはじめ（3）、 1949年

に入った頃は共産党細胞、民主主義学生同盟（民

学同）、唯物論研究会、社会科学研究会らの「進

歩派」、運動部、文化部、宗教団体などからなる「穏

健派jが対峠していたという（4）。

それゆえ、全国大会への代表者派遣を巡る話し

合いでも、両勢力が括抗していた（目。同年1月の

総選挙で議席数を伸ばした共産党の影響は学生運

動にも及び、同学会でも共産党の影響を警戒する

穏健派と進歩派（左派）の緊張関係が生じていた

と考えられる。

もっとも、当時は全学連の影響は限定的で、先

の全国大会では「京都には全学連支部がなく」と

報告されている（到。 1949年2月になると、京都支

部となる京都府学連が京大工学部会議室で結成さ

れ、執行委員長は京大の松岡が選出されたへ翌月、

京都府学連は2つの報告書（「京都地方報告」「京

都学連報告書」）を作成し、前者（3月6日の印）

では「京都に於いては同学会の反動性並びに全京

都協議会を通ずる同志社立命館等の反動性が禍ひ

して府連が完全なヘゲモニーを握るに至って居な

PJとの状勢報告がなされている（剖。

後者（3月13日付）は、加藤敏之（京大）が各

学校の闘争状況を記したもので、京大では「休暇

中は、同学会、各学部自治会共に、全員休暇を返

上し一体となって大学法対策委員会を結成し、教

授会、職員組合との共同の下、京大を一致団結させ、

京都の、更には関西の四大学法反対斗争の中核た

らんとする態勢をと〉のえつ〉あり」とある。また、

経済学部教授会を中心とする教授団編成の予定に

言及されるなど、教職員の活発な動きも報告され

た（9）。

2）大学法反対闘争

この時期、各府県の大学生が取り組んだのが大

学法反対闘争だった。京大でも 2月28日に民主主

義学生同盟（民学同）主催大学法案反対店頭起大会
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を開催し（1ぺ同学会も同日の連絡会議で法案反対

の討議を行ったが、「文、理をはじめとする各自

治会代表は、同学界の大学法対策態度の消極的に

ついて鋭く批判し」た（11)

また、 19日には教員から成る大学法反対有志団

が結成された。この日の会合には長浜政寿、田畑

茂二郎（以上、法）、島恭彦、堀江英一（以上、経）

らの教員も参加し、学内の学生・教員が大学法反

対に向けて統一戦線結成を目指しつつあった。

大学法反対闘争は全国各地で取り組まれ、主軸

を担った全学連は3月17日に第 1回拡大中央委員

会を、 4月5日に第2回中央委員会を聞き、大学

法国会上程反対を決議した。なお、第 1回議長は

加藤（京大）、第2回議長は松岡（京大）が就任し、

以前よりも全学連の影響が京大に及んでいること

がわかる（12）。

メーデーの日（5月1日）、全学連は全国で約

1万人を動員した。京都でも左京生活擁護会、京大、

三高関係者が出町柳周辺で左京地域メーデーを行

い、松井清（京大職組代表）、島恭彦、岸本ら経

済学部教員や、加藤（民学同代表）、佐藤（同学会）

ら学生も参加した。終わってデモ行進に移り、病

院正門等で厚生女学部不採用生のためにジグザグ

行進を行っている（13）。

全学連は5月3日に中央闘争委員会を聞き、同

月24日の全国一斉ストを決定、このストには139

校約20万人が参加したとされる。また、全学連は

5月28日に第2回全国大会を東京商大で開催した。

代議員約260名参加のもとで武井体制続投を決定、

大学法反対闘争の総括を行い、 IUS（国際学連）

加盟手続きを決議した。大会最終日の30日には東

京都議会で公安条例が強行採決されるとのことで、

労働者、学生からなる約2000人のデモ隊が都議

会に押し寄せ、 3名が逮捕された。

一方、京大では全国スト決行を巡って同学会中

央委員会が反対声明を出したため側、会内の左右

対立が再燃した。関西地方学連書記局の「大学法



闘争関西地方学連の動き」（5月16日付）には、

5月12日から翌日にかけて京大経、文、理、工の

各学部がストを決議したことのほかに、京大同学

会内の暗闘を伝える次の内容が報告されている。

京大デハ同学会ナルモノガ、各自治会ノ上

部的構造トシテ存在シティタノデアルガ、今

回ノ全学連中闘ニヨルスト指令ニ対シ、反対

声明ヲ出シタ事ガキッカケトナリ、法・農ヲ

除ク各学部自治会ハ同学会ノ解散ヲ要求シ、

京都繊維専門ノ問題ヲトリアゲテタタカイ出

シテイル。三高モ、矢張リ、街頭署名、各学

校廻リノ形デ、闘争ヲ展開中（15)

全学連との温度差が学部問にあるなカ冶で、特に

急進的だったのが教員も活動的な経済学部だった。

全学連機関紙『学生新聞』 1949年5月25日付掲

載の「大学法反対全国ゼネスト」でも、「京都で

は京大経済学部その他の教授が学問の自由と大学

の水準の維持を主張、新制大学の天降り決定に反

対して学生の動きに協力的である」と述べられて

いる (16）。

5月中旬にかけ、京大経、理、文、工の各学部

と三高は、法案反対のストに踏み切った。その過

程で同学会批判や新たな自治会組織結成の話も出

た。この動きを主導したのは経済学部で、同学部

主催の大会で「京大学生統一のため各学部自治会

の連合組織にすべしjとの提案が出され、満場一

致で可決している問。

3）看護婦事件

大学法反対闘争と併行して、京大では厚生女学

部卒業生不採用問題が起こった。発端は京大附属

病院を理由なく不採用となった厚生女学部卒業生

6名が4月28日から 30日までハンストを行った

ことだった。京大職組の後援を得て卒業生側は大

学当局と－EL妥結したかに見えたが、対立が再燃し、

5月9日から再びストに突入した（17日まで）。

学生も支援に動くなか、 5月18日、大学当局との
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交渉中に警官が導入されて、学生3名が逮捕され

た（凶）。

同学会は当初この事件と距離を置き、卒業生の

ストにも反対だった。代わって支援運動を主導し

たのが、各学部自治会やその有志からなる京都大

学共同闘争委員会（以下、京大共闘）である（19)

京大共闘は、 5月21、2日に「全国学校職員学生

に訴う。」「全人民諸君に訴う！」のピラを撒いて

大学当局の対応を批判、学園や学問の自由の擁護、

ファシズム粉砕などを訴えた（刻。

その後、学生の逮捕を機に、同学会も京大共闘

との連携に踏み切る声明（19日付）を発表した。

翌日には緊急全学学生大会を開き、約2000人参

加のもと山口昌同学会中央委員長から、京大共闘

に合流し、あくまで学部自治のために闘争する決

意表明があつた（21)

5月23日、京大共闘の申し出を受けて、同学会

中央委員会は全学学生大会を開催した。この日は

土砂降りにもかかわらず、 1600人が会場に集まっ

た。しかし、大会では「共同闘争をすることにし

たはずの同学会と共闘対立激しく」という光景が

展開され、かえって歩調の乱れを露呈した形になっ

たという（22)

両者の対立は、 28日から始まる全学連第2回全

国大会に持ちこまれた。 2日目の質疑応答で京大

同学会、京大共闘双方が看護婦事件に言及した。

同学会側は、事件拡大の要因を「一部学生（京大生）

の行過ぎた行為J(23）と述べたため、一時議場が騒

然となり、議長から発言停止と降壇を命ぜられた。

代わって発言した京大共闘側は改めて事件の経緯

を説明し、この事件が京大学生運動の転換点になっ

たことを以下のように報告した。

此れに対し、当時大学法案について沸騰して

居た学生の与論が、人道的な看護婦問題から、

自身の自治権確立へと発展した。これが事件

の拡大の真の理由である。此が契機となって、

学内勢力は二つに分れ、一つは進歩的教授と
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学生、一つは学校権力となり、今や新しくブ

ルジョア＝デモクラシーはファシズムに転化

した。然し、客観状勢の逼迫は、京大に於て、

力の弱かつた自治会の盛り上りを促進した（24)

その後も、京大共闘側は「全学連の指令に対し、

同学会は此れを拒否した。此の同学会の意図にも

拘らず、各部はストを決議したJ（お）と発言し、同

学会との違いを強調している。

京大共闘の提起は他の代議員にもインパクトを

与え、「大会宣言jにも「政府は、今回の京大事

件に見られる様に、学園内のファッショ的勢力と

結合し、官憲の泥靴を神聖な学園内に踏込ませ、

梶棒とピストルを以て弾圧し、公安条例を全国的

にはりめぐらして、乙の弾圧を全国的に、且つ、

全人民の上に及ぼそうとしているJ(26）との文言が

挿入された。

4）全学連事件

京大学生運動で見られた左派と穏健派の対立は、

時代の反映でもあった。 1940年代末から産別民主

化同盟、新産別などの反共左派の動きが勢いを増し、

学生運動でも 6月に東大で法学部を中心に学生運

動民主化同盟が結成されるなど同様の動きが起き

ていた。

一方の京大内では大学法反対闘争、看護婦事件

を経て、同学会への不信が高まっていた。 5月27

日の京大全学学生大会のなかで、同学会委員の加

藤が同学会存続は「自治に対する力」を弱めると

主張、その理由を列挙したうえで、同学会不信任

を提起して解散を要求した。同学会総務中央委員

の佐藤は加藤が挙げた理由に反駁したが、裁決で

は同学会不信任案が圧倒的多数で可決された。こ

のため、山口昌同学会中央委員長は全学学生の意

志が同学会に反映しているか否かを調査したうえ

で今後の態度を決することを確約した（27)

この学内対立に影響を与えたのが全学連事件だつ

た。これは6月3日に全学連と京大共闘が京大本
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部ホールで全国学生大会を開催した際、学生側が

鳥養総長に面会を要求、総長室に28時間にわたっ

て缶詰にされた総長が警察に出動を要請、学生1

名が逮捕された事件である（28)

この間、同学会は調停を試みていたが、不成功

に終わったため、この大会を機に全学連脱退を決

めた（2へまた、 6月には同学会改組に取り組むこ

とになり、 7日に協議員会、 8日に中央委員会を

聞いて山口中央委員長と佐藤総務部中央委員が事

件の責任をとって辞任した。この場で、「京大同

学会は全学連より脱退する」「共闘の解散を要求

する」「全学連中間に対しては同学会としては不

法占拠と認め世論に訴えその陳謝を要求する」な

どを正式に決議し、改めて京大共闘や全学連との

深い溝を露呈している（30）。

II 同学会を巡る攻防

1) 自治会連合の結成

同学会から解散を求められた京大共闘は、民学

同の部屋に居を移して、当初の目的だった学部自

治会連合結成を目指すことを話し合った。この場

では、全学連脱退を決議した同学会を批判し、同

学会からの個人脱退を行う意見も出た（31)

一方の同学会は6月14日に協議員会を開き、山

口・佐藤の後任として小早川（農）、蔭山（法）

を選出した。乙の場で松岡（医）より即時解散動

議が出されて9月解散でまとまり、 20日には解散

決議の声明書を発表した（32)

このため、 6月21日に第1回改組準備委員会を

工学部講義室で開催した。同学会側、学部自治会

側が参加したものの、農学部（代表小早川｜）以外

の学部自治会が新協議員選挙のボイコットを表明

してすぐに散会となった。しかし、学部自治会側

はこの会議を自治会連合準備会に切り替えて、法

学部、三高の自治会参加と小早川退席のもとで、

自治会連合具体案の早急な決定を決議した（33)

翌日も、自治会連合準備会は学友会委員室で会

合を聞き、ここで経済学部同好会委員会から提案



された、全学中央代議員会（500名）を中心とす

る新自治機構案が基本的に了承された（34)

その後、彼らは規約草案を連日検討して7月11

日に草案を完成させ、 15日の正式発表にこぎ着け

た。そこには「各学部、医専、三高、新制大より各々

十五人に一人宛の代議員を選出して中央代議員会

を構成するjなどの項目が記され、これを機に自

治会連合準備会は全学学生自治会準備会に改称し

た（3ヘ規約草案の中で「会員及び京都大学の教職

員をもって組織される学内団体は本会に所属する

ものとするJ(36）とあるように、同学会に代わる統

一的な自治会連合の結成を目指したものだった（37)

2）第2全学連の提唱

他方の同学会は、解散直後から新体制樹立に向

けて動いた。 6月28日から 30日まで協議員選挙

を行ったが、学生の関心は低調だった（38）。これは

「文、理、経三学部自治会および学部自治会連合

準備会がはっきりとこの選挙ボイコツトの意志表

示をなしたこと〔、〕左翼系学生および団体が全

然これに参加しなかったこと、何よりもこの選挙

において前協議委員の策動が相当行われたらしい

こと」が理由であった（39）。それゆえに、学部自治

会の人聞から「新協議員会が全学の意志を代表し

ないことは明らか」と批判されているは0）。

新同学会は、 7月6日に事務引き継ぎを終えて、

正式に発足した。ただし、学部自治会側との溝は

埋まらぬままで、翌日の話合いも平行線を辿つた（41)

その後、同学会は改組規約を審議し、各学部、医専、

各分校ごとに会員100名につき 1人の割合で代議

員を選出する代議制を採用することなどを決議し

た（4ヘただし、改組問題は尾を引き、同学会と学

部自治会の間で最終的な改組案がまとまるのは10

月末になる（43）。

この一方で、 9月29日、同学会は全国学生自治

会連合協議会（全学協）の結成を提唱した。これ

は全学連に代わる全国的な学生自治組織の結成を
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目指したものだった。新聞に掲載された「趣意書

要旨jには「事業と目的」として「一、大学自治、

学問の自由擁護、二、厚生福利の重視、三、文化

運動、回、一党一派に偏せざる学生政治運動、五、

各学校の民主的自治会の育成」が列記された（叫）。

全学協結成を受けて、『学園新聞j1949年10月

10日付には鼎談「学生運動の方向を語る」が掲載

された（出席者武井昭夫（全学連委員長）、延

時英至（同学会副委員長）、畑清次郎（同学会会

計総務部中央委員）、水野勝美（同学会協議員））。

会談では同学会から全学連への不信が色濃く表れ、

共産党や労組という「外部勢力jとの関係から、

学生運動の「自治」が再考されたものとなった。

延時は「われわれは各学校の主体性を確立しつ h

最低線で統一する、た交われわれ自身が自治をお

かさぬようにすることが大切だ」と述べ、両者の

主張は平行線を辿っている（45)

3）京大細胞の攻勢

同学会による第2全学連結成の提唱は、学内外

から批判を呼び起こした。学内の批判は学部自治

会や共産党京大細胞（以下、京大細胞）から発せ

られた。 10月5日に文学部学友会は同学会の全学

連脱退と「分裂騒動」を批判する声明書を発表し

た（46）。

また、京大細胞も同学会の右旋回を受けて、 9

月頃から盛んに活動した。京大細胞は『われわれ

は京都大学をこのようにして守るjを発行し、京

大防衛復興綱領草案を発表した（4ヘその「前文」

には「深刻な大学の危機を明にし、その防衛と復

興の目標を示し、全学の先頭に立って民族の独立

と平和と自由の確立のために断乎斗うjとあり、「文

教予算の大巾増額と教育費国庫負担による完全復

興・教職員学生の生活権確保J「人民のための大

学へ！ 人民のための科学技術・教育の確立J「大

学行政の徹底的民主化J「教育・研究の自由の擁護j

「大学防衛のための全人民戦線を統一せよJ「民族
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の独立、民主人民政府の樹立」の大項目が打ち立

てられている。

さらに京大細胞は10月7日に『京大タイムズ』

を発刊した。「主張 ファッショから大学を守る

教職員・学生の戦線統一」では、京大をファシズ

ムから守るものこそ「全学をめぐる政治戦糠の統一」

だとする。そして、この「統一」を乱すものは「民

同＝分裂主義者」（同学会や全学協を指す）だと

批判する（岨）。

全学連も 10月6日に「京大同学会は何をしたか、

pままた何をなさんとするか？ （特別資料）」（本

部書記局名義）、翌日に「声明京都大学同学会

の第二全学連結成の提唱に答える」（中執委名義）

を発表した。前者では6. 26闘争以降の同学会の

「誤れるファシズム追従の方向」を示し側、後者

では同学会の全学協結成提唱を「分裂工作」と批

判した（50）。

全学連は11月2日に第3回全国大会を早大で開

催した。この大会では教育防衛闘争方針等が決定

されるが、京大同学会の第2全学連提唱も大きな

焦点となった。細川清志（全学連副中央執行委員

長・関西学連執行委員長、大阪商大）による関西

地方の運動報告では、「分裂主義者Jに対する戦

いが強調され、「京大同学会の招請した学校二十

校の中、参加の意を表したものわずかに五校とい

う状態であって、これは同学会の弱体を示している」

(51）などと述べられた。大会には京大から阪本亮二

（京都府学連委員長）、中岡、水口の参加が確認で

きる。水口は同学会について「ボス的なものが実

体であり、一部の幹部の意見で全学生の意志を反

映しているものでなLE」（52）と報告した。

同学会による全学協結成の提唱は、内外からの

批判を浴びて実を結ぶことはなかった。 11月初旬

の時点で、結成同意を求めた全国の大学から回答

があったのは新制大学約30校で、結成は実現しな

いままか「遠い将来に延びそう」であった（53)
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4）同学会の「左旋回j

同学会の提唱は実を結ぶことはなかったが、学

内の対立をさらに深めることになった。同学会批

判の急先鋒だった京大細胞は、 10月29日に『京

大タイムズJを発刊した。「主張学園の最后のファ

シズム打倒のために 第百二十回細胞会議決定」

では、今後の「斗争方針Jと活動基準として、再

選された鳥養学長批判とその孤立化を目指すこと、

防衛綱領の徹底、「学生戦線の統一は斗う気力と

誠意のない学生ボスの当局と絡んだ分裂策動を封

じてのみ行はれるJことなどが挙げられた。また、

この「分裂策動」を担う同学会改組問題が注視さ

れており、記事「新全学自治組織完成すJでは、

10月21日に同学会と学部自治会の連絡会議が開

催され、この場で新同学会誕生が決定したとある（臼）。

しかし、同学会の動きは遅かった。『京大タイ

ムズ』 1号（11月15日発行、同号から京大細胞

中央機関紙と記載）に掲載された「またくすぶる

同学会改組公約無視に憤激昂まる」によると、

10月27日に「自治会連合準備会」と同学会の聞

で新同学会規約に関する意見が一致し、文化祭が

終わった11月7日に解散する公約だったが、同学

会は動かなかった。そこで、「自治会連合準備会J

は8日に6学部自治会委員懇談会を聞き、同学会

即時解散と選挙早期実施を同学会に申し入れるこ

とに決めた（55）。

むしろ、変化は学部自治会の方から始まった。

学部自治会選挙が10月から翌月にかけて行われる

なかで、左派がかつてなく伸張したのである。法

学部有信会の選挙（10月15日実施）では、左派

の「統一民戦」（京大細胞、民学問、民科、ソ研）

が躍進し、これまで「京大右派の一大牙城Jの法

学部が「左旋回」を遂げた。また、理学部でも民

科系が圧倒し左派優位となった（回）。

こうした状況を受けて、同学会は 11月25日に

開催された協議員会で同学会規則の最終決定を行

い、解散宣言を発表した（57)



左派の一角を為す京大細胞は、 11月下旬から翌

月上旬にかけて動きを見せた。 11月27日付の「京

都府学連報告」（阪本亮二）には、京都府学連の

組織が機能しておらず、京大細胞は府学連を軽視

していること、京大同学会解散後の選挙において

「執行部は細胞が（統一戦線を含めて）過半数を

占める可能性あり、その結果当然全学連加入が考

えられ、書記局員を増加する事も可能である」と

て報告されてpる（58）。

また、京大細胞理学部班は機関誌『LaLumiere.』

創刊号（12月3日発行）で同学会改組の動きを伝

えるとともに、今後の同学会改選に向けて「新し

い学生自治活動のあり方は」（12月5日付）のピ

ラを発行した。このビラは、選挙を前にした「自

由人クラブ」「新生民主グループ」批判が目的だっ

たと考えられ、前者の組織は「旧同学会委員長山

口昌を筆頭にかつて皆から反動々々といわれた人々

が細胞活動の禁止をスローガンにして札つきの同

憂の士を集め」たものとして特に批判的に描かれ

た（59）。

12月5日から同学会協議員選挙が行われ、その

陣容が大きく変わった。これまでは、「第四同学

会中央委員長をはじめ、当時の協議員を中心とし

「反共」をか冶げた民主グループ、第五同学会の

メムパーを主とし、学園を政治闘争の場にあらず

とし、右にも左にも偏らないことをモットーとす

る自由人クラブ、学園の民主化を叫び、ファッシ

ヨ化に反対する共産党細胞を中心とする統一民主

戦線の三派jが鼎立していた。しかし、選挙の結果、

「統一民主戦線j派が代議員約120名のうち半数

以上を占めた（60)

また、選挙と同じ頃、工学部では「統一民主グルー

プ」が結成された。「我々ハ全学生ノ意志デアル

学園ノ自由、研究ノ自由ヲ守ルコトノタメニ、互

ノ小サナ誤解ヲ解イテ大イナル目的ノタメ、我々

ノ意志ヲ統一シ新同学会ヲ真ニ学生ノモノニセン

トスルモノデアル」というのが結成趣旨だったが、
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こうした潮流は工学部にとどまらなかったと思わ

れる刷。

m 京都民主戦線と共に

1 ）全面講和運動

1950年1月のコミンフォルム批判は日本共産党

幹部に動揺を与え、徳田球一、野坂参三ら主流派（所

感派）と志賀義雄、宮本顕治ら国際派に分裂して

いった（臼）。学生運動を主導する全学連も、こうし

た状況下で、次第に教育防衛闘争から講和運動・

平和運動・反植民地闘争へと運動を転換させてい

く。

京都では民主民族戦績を押し出す野坂の影響が

強く、 1949年末に結成された京都民主戦線は翌年

の市長選（2月）、府知事選（4月）、参院選（6月）

で高山義三、鵡川虎三、大山郁夫といった「革新J

的な首長・議員を次々に当選させる原動力となる。

そもそも高山義三は京大の卒業生、蛤J，，は卒業生・

元教員で、京都民主戦線の影響が京大学生運動に

及ぶのは必至であり、それが同学会内における「統

一民主戦線」派の勝利を後押ししたと考えられる。

一方で、学生運動の全国的な動きでは全面講和

問題があった。すでに東大では全面講和促進委員

会が結成されて平和投票などに取り組んでいたが、

これらの影響が京大内にも及んでくる。

この運動を学内で主導したのが京大レジスタン

スである。この運動は文学部学友会委員長の北富

保平の提唱で生まれたものだった。前年12月3日

に彼は「吾々のレジスタンスを作ろう！！」のビ

ラを発行し、反ファシズムの下に「一、言論を抑

圧する悪法令の禁止一、教育及び良心の自由の

防衛一、戦争反対、永久平和の擁護一、全面

的講和の締結」の綱領を発表した（6ヘ組織という

よりは「精神的なつながりで広汎に結集しようと

するもの」で、提唱文要旨には「京大レジスタン

スはこ%に平和投票、全面講和促進投票の形をも

って全学の世論を結集し、自由と平和と民族の独

立のために立ち上らん」とある（64）。
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京大細胞も同様の動きを見せ、 2月10日に「全

面講和スローガンの提唱」を撒いて、その中で「ポ

ツダム宣言に基く全面講和」「学問と思想の自由

を守るために全面講和j「民族文化の発展、民主々

義文化の創造のために全面講和」など 10ヶ条から

なる「京都大学民主民族戦線統一スロオガン」を

発表した（白）。

2月11日には、京大レジスタンスの提唱で、全

面講和促進委員会準備会が第3会議室で開催され

た。この組織は同学会、職組、各学部自治会、映

画部など学内団体の多くを網羅していた。翌週に

も会合を聞いた準備会は、「一、ポツダム宣言の

厳正実施、一、全面講和の早期締結、一、民族文

化の民主主義的発展、学問と思想の自由確立のた

めに全面講和を要望Jなどの綱領を確定し、平和

投票の実施も決めた（田）。その後も準備会は会合を

聞き、運動を全学的なものにするため教職員に呼

びかけること、京大教職員が参加する平和問題懇

話会との連携を目指すことを決めた（67)

2）同学会の全学連再加入

改組された同学会執行委員会は、 1月16日に『同

学会ニュース』を発行した。同誌掲載の「声明」

では、「今後学生生活の向上と学問・思想、の自由

擁護・植民地的にまで低下しようとする教育を防

ぐため全学生諸兄姉と共に努力する決意」を明ら

かにした（68）。また、 2月の市長選を控えて、同学

会も高山義三ら各候補が考える信念、日本の将来、

政策などをまとめたピラを作成して選挙運動を支

援した（69）。

注目すべきは、同学会代議員会（ 1月31日、 2

月4日開催）で全学連との関係が議題に挙がった

ことである。前者の会合では「全学連の運動方針

と一致する限りともに闘うべきjとして共同闘争

が決議され、後者の会合では「武井全学連中央委

員長の現状説明jがあったとされ、いずれも全学

連との接近が見て取れる。ここで挙げられた運動
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こそ講和運動であり、「国際情勢逼迫せる現下、

平和投票を決定し、各学部白治委員会の会合をま

つて二十日ごろより一週間内外運動を展開する計

画をすすめることjが決まつた（70)

また、同学会は2月8日に『同学会ニュースJ

2号を発刊し、先の代議員会で決議された運動方

針を伝えた。そこには文・経両学部の自治会から

全学連加入の意見が提出され、「（イ）全学連調査

委員会をつくる（ロ）運動方針に於て一致する面

に於ては全学連と共斗す」が承認されたとある（71)

その全学連は3月10、11日に第 1回新制大学

自治会代表者会議、第2回都道府県学連代表者会

議を東大で開催した。ここで反帝平和擁護闘争の

全国的展開や反戦同盟の組織化を決定し、 3月23

日に九州大学で全国初の反戦学生同盟（反学同）

が結成される。

一方で、 3月頃から全学連と共産党主流派の聞

で確執が生じつつあった。同じ月に日本共産党全

学連中央グループが党中央に提出したいわゆる「全

学連意見書」は徳田、野坂ら主流派の指導を「右

翼日和見主義」と批判し、宮本顕治統制委議長の

指導方針を賞賛するものだった。

批判された共産党中央委員会書記局も、 3月17

日付の指令「当面の学生運動の方針について」を

発表した。これは共産党中央が学生運動の方針と

して、第18回拡大中執委決定の実践、その「決定

を無視乃至軽視する一切の撹乱工作に対して断固

斗うこと」などを示したものだった。また、「斗

争方針Jとして、「ストをふくむ大胆な大衆行動」

による日常闘争、地域闘争の展開や「平和のため

の集会、平和投票、署名運動等々によって大衆の

戦争反対、平和のための輿論を喚起」することを

掲げている問。

さらに共産党中央は、 3月22日付で「民族の独

立のために全人民諸君に訴うj「民主民族戦線ヘ」

を発表し、自己批判後も幹部に止まる野坂の反

ファッショ民主民族戦棋を打ち出している。



3）全面講和要求と民主戦線

同時期の京大同学会は、 4月26日の代議員会で

全学連加入と、「民統」に正式に加入することを

決議し、統一戦線強化のために全学生にメーデー

参加を呼びかけた（7ヘ全国的には全学連指示のも

とで全面講和運動や平和擁護運動に、京都では民

主戦線の運動に取り組むことを再確認した形となっ

た。

全面講和促進委員会の方も 4月18日の執行委員

会で24日から 1週間かけて平和投票を行うことを

決議した。質問項目は全面講和か単独講和か、単

独講和は日本の軍事基地化、植民地化をもたらす

か否か、イ一ルズ声明は学問思、想の自由を破るカミ

否かである（74)

しかし、大学の輔導委員会で平和投票が問題視

され、 5月中旬から始まる同学会主催平和文化祭

に合わせて行うことになった（7へその後も、全面

講和促進委員会と輔導委員会の折衝は続き、イー

ルズ関係の質問を「補足事項Jとすること、無記

名投票とすることで投票実施が決まる（的。

全面翻日促進委員会は、 5月8日に機関誌『解放』

を創刊し、 4月の平和擁護日本大会で決議された

「一、あくまで平和と自由を守りましよう。二、

戦争をけしかける宣伝とファシズムに反対しよう」

などの「平和綱領」を掲載した。他には文化祭で

行う平和投票の実施や大山郁夫の平和運動後援会

結成の記事、各国の反戦平和運動の紹介記事が誌

面を占めている（77)

京都民主戦線支援の方は、 4月に発行された京

大細胞各学部班の機関誌（理学部班『LA

LUMIERE』、工学部班『VECTOR』、法学部班『ナ

ロード』）に認めることができる。『LALUMI宜REJ

3号（4月17日発行、同号より表題大文字）には、

「民主民族戦線へ！ 全愛国者に訴う 民族の独

立の為にjが掲載されたほか、府知事選協力の呼

びかけ、「深まる戦争の危機！！一一日本の軍事

基地化について」などの記事もある（7へまた同誌
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1950年前後における京大学生運動（上）（福家）

号外（4月24日発行）では蛤川当選を報じ、統一

民主戦棋の勝利や平和擁護講演会における大山郁

夫の熱弁が伝えられている（79)

4）京大平和文化祭の開催

4月以降、 CIE顧問イールズの反共講演や自治

会政治活動禁止、細胞禁止等諸規則で学生運動に

も逆風が吹きつつあった。 5月上旬には東北大で

約1000人の学生がイールズの講演公開を求めて

中止に追い込んだ東北大イールズ事件が大きな焦

点となる。全学連はむろん、広谷喜一郎京大同学

会中央委員長も「東北大事件は本質的には日本の

植民地化、軍事基地化に反対する抵抗運動Jとし

て東北大生を支持した（80）。

こうしたなか、同学会は同月 16日から 23日ま

で平和文化祭を開催した。映画、講演会、演劇な

ど学園祭の出し物に合わせて平和大会実施も決ま

る（81 15日カ通ら始まる平和投票の出足は「すこ

ぶる良好」だつた（20日まで） (82) 

文化祭最終日の23日には同学会、全面講和促進

委員会、京大職組の主催で平和大会を開催し（側、

法経第 1教室に約2000人の学生が参加した。鳥

養利三郎学長や末川博（立命館大総長）らの挨拶・

メッセージのあと、平和投票（総数約5400票）

の結果が発表された。全面講和、講和後の占領軍

撤退、軍事基地化反対、単独講和は日本の植民地

化をもたらし第3次世界大戦の火薬庫にする、イー

ルズ声明は学問・思想の自由を破り大学を反動主

義者の支配に委ねる、といった意見が多数を占め

たという（84）。

その後、議事に入り「イールズ声明絶対反対j

や全面講和などを決議、世界平和擁護委員会のス

トックホルム・アピールを支持し、イールズ声明

に反対する平和宣言を発表した（8ヘ最後に野坂参

三から「これらの決議、宣言を国際的提携のもと

に世界的平和擁護の一環として戦ってほしい、行

動にあらわせ」との挨拶があった（剖）。この大会を
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機に、全面講和促進委員会は平和擁護委員会へと

発展的解消を遂げる（問。

24日には京都府学連主催の学生平和文化祭が円

山公園で開催され（約5000人参加）、大山郁夫、

羽仁五郎、末川博らが講演を行ったほか、同じ日

に全京都民主戦線統一会議主催平和擁護大会が円

山音楽堂で前で開催されたことを考えれば側、京

大平和文化祭も京都民主戦線に呼応するものだっ

たと考えられる。

N 弾圧下の路線対立

1 ）レッド・パージの影響

5月に入り、共産党中央と全学連幹部の確執が

再び表面化した。 5月5日、共産党東京都委員会

は国際派の傘下にある東大細胞、早大第 1細胞に

解散指令を出した。

一方の全学連は5月20日から第4回臨時全国大

会を開催すると、共産党中央が推し進める「選挙

屋的コースjを批判、全学連執行部の下で団結を

訴えた。また、参席者たちは中執委提案の反帝平

和路線を信認し、 6・3労学ゼネストなどを決定

した。イールズ声明反対・反帝平和をスローガン

とするこのゼネストには全国から 43の自治会が参

加した。

しかし、 6月6日、 GHQのマッカーサー最高司

令官は共産党中央委員24名の公職追放を指令した。

のちにアカハタ編集幹部も追放され、共産党の活

動は転機を迎える。学生運動も例外ではなく、 6

月中旬に「学生の政治集会・デモの禁止」の次官

通達が出された。

これら一連の弾圧は25日から始まる朝鮮戦争へ

の対応だった。 26日には、マッカーサーが朝鮮戦

争の報道姿勢を理由として『アカハタ』 30日開発

行停止を指令した。また、 7月13日には「軍事基

地化の実態を見よ！」のビラが勅令311号違反に

問われ、全学連・都学連・京都府学連書記局、全

国約50ヶ所の自治会が一斉捜査の対象となった。

この弾圧下でも、共産党（6月7日に臨時中央

ハU

指導部発足）と全学連は対立したままであった。

全学連中執委は「反帝闘争を阻害する者に断乎抗

議す」の声明を発して、共産党東京都委による全

学連中央追放声明「全党員及び学生に訴える」（6・

1声明）に反駁した。

6月28日、全学連中関委は「ストックホルム・

アッピール 8月15日迄に目標二百万を突破せよ」

を発行し、アピールへの賛同署名を呼びかけた。

また、 30日から開催した第3回都道府県学連代表

者会議で朝鮮戦争反対を決議し、朝鮮学生に「わ

れわれは断じて諸君と闘うことはしなp」と訴えた。

一方で、全学連の方針を巡って学生運動内に新

たな対立が生まれつつあった。 6月11日に関西学

連自治会代表者会議は全学連中闘委の方針を原則

的に承認していたが側、 28日の大会では全学連

中執派と反中執派が対立し、方針案が採択されな

かった。また、 7月2日には反全学連組織である

学生運動総協議会が東大で結成され、 5大学6組

織が加盟した。全学連は内外の危機にさらされて

いた。

これらの事態を受けて、共産党機関誌『前衛』

1950年8月号に藤尾守「当面の学生運動の重点」

が発表された。藤尾は論文の冒頭で、「分派主義

者の一掃」は「反ファッショ民主民族戦纏の拡大

強化、党と大衆との真のはなれがたい結合の強化

という闘争の一環の他の表現であり、これこそ全党、

したがって学校細胞にとっても重要な任務」とし

て国際派批判を展開した（9へまた、民主戦線に尽

力した京大学生運動に対しては、「昨年よりも闘

争の政治スローガンの点で、大衆把握、すなわち、

大衆の大量的闘争参加の点で大きく発展したこと

は否定できなPJと高い評価が与えられている（91）。

2）平和擁護運動の展開

共産党から評価される一方で、全学連からも京

大学生運動は好意的に言及されている。全学連第

4回臨時大会（5月20日）の「議案Jでは、同学



会選挙で「統一派が圧倒的な勝利におわったことは、

悪質学民同の拠点がくずれ、彼等の企図した第二

全学連結成が粉砕され、大きな成果であjり、同

学会の全学連再加入決議を「中執は大きな喜びを

もってこれを承認したjとある。これ以外に彼ら

の民主戦掠支援や平和運動（平和文化祭と平和投票）

なども好意的に言及された（92)

大会副議長を京大の細川が務めていたことも考

えれば（幻3）、京大同学会と全学連執行部の良好な関

係が伺われる。その同学会も 6月12日から代議員

改選選挙を実施し、左派の圧倒的勝利に終わった（叫）。

また、 21日に代議員会が開催され、執行委員長に

水口春喜が選ばれた（95)

くわえて、京大は全学連が提起した6・3労学

ゼネストに呼応した。 6月3日の決起大会には、

法工医を除く旧制4学部と新制吉田分校を中心に

約1000人が参加した。彼らは「イールズ声明反対、

学問思想の自由を守れ」「ポ宣言に基づく公正な

る全面講和の締結、講和後占領軍の即時撤退」「日

本の軍事基地化、植民地化に絶対反対jのスロー

ガンを決議したうえで、大学から円山公固までデ

モを行った（96）。

17日から、同学会と平和擁護委員会はストック

ホルム・アピールに基づく署名運動に乗り出した。

約1万を目標に、この日は京都のターミナルや繁

華街で約2500の署名を得た（肝）。引き続き、同学

会と平和擁護委員会は反戦人権擁護大会開催を計

画するが、集会・デモを禁止する警察や大学当局

は許可しなかった。

このため、同学会中執委は25日から翌日にかけ

て「六月二七日午後三時法経第一教室に結集

しよう！」「声明」のピラを撒いて、当局との突

渉経緯を説明し、学生に大会参加を呼びかけた（開）。

結果的に、平和と自由擁護講演会と名を変えて6

月27日に法経第 1教室で開催された。約2000人

の学生と教職員が参加するなか、高山義三市長、

末川博、中野重治の講演があった（99)

1950年前後における京大学生運動（上）（福家）

その2日後の6月29日、今度は京大平和問題懇

話会が第2回例会を開催し、教員や研究員約80名

が参加した。第3次世界大戦防止、ストックホル

ム・アピール署名活動の推進、学内研究員の糾合

によって戦争挑発への抵抗運動を起こすことを話

し合った（1叩）。

同学会は大会開催と同時並行で署名活動を進め、

7月下旬時点で約 3700、8月 15日時点で約

11700、9月26日時点で約13700の署名を獲得し

たという（則。

3）反レッド・パージ闘争

学園に迫るパージを前にして、全学連は反レッ

ド・パージ闘争に踏み出した。 8月30日に全学連

緊急、中執委を開催して反レッド・パージ闘争宣言

を発表、 9月1日には中執委から全国の学生に向

けて、レッド・パージ粉砕のために帰省中の学生

は直ちに帰校せよとのアピールを発表した。さら

に9月26日にも全学連中執委は反レッド・パージ

緊急非常事態宣言を発表した。

なお、 9月頃から関西学連と北海道学連は全学

連改組を画策しはじめ、 26日には連名で「全学連

中央の悪質分子を追放せよ」との共同声明を発表

した。この動きは、 30日以降の都道府県学連代表

者会議にも持ち込まれ、 10・5ゼネスト方針を確

認するものの、関西学連と北海道学連はボイコッ

トした。国際派の影響を受ける全学連中央に対し、

主流派に近い関西学連が反旗を翻す形になったも

のと考えられる。

こうした対立の影響は京大学生運動に及び、前

京都府学連委員長、京大同学会副委員長の阪本亮

二（経2）が京大細胞会議で最近の言動が党規、

党約に触れる点が指摘されて処分されたという（叩2)

新学期（9月）以降、京大では反レッド・パー

ジ闘争が主軸となった。京大細胞は9月11日に「新

学期に当り全学の教職員・学生に訴える」のビラ

を発行、吉田内閣下での「全面講和論者・軍事基
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地化反対論者」追放に反対し、全学が一丸となつ

て「政治的暴圧Jを打ち砕くことを訴えた（103)

同学会の方は9月14日に「全ては戦争につなが

つている！ 平和こそ生きる道だ！」と書かれた

「同学会ニユ一ス」 1号を発行して、高山京都市

政への、注文や生活改善要求を行つた（104）。

9月16日の同学会代議員会では、阪本亮二が「一

身上の都合jで辞任することが発表されたほか、

今後の闘争方針としてレッド・パージ反対、全学

連解散、民主団体弾圧に対する各反対、文教予算

の飛躍的増額、アルパイト、健保の対策要求を決

議した（叩5)

京大細胞、同学会の他に京大ウィークリ一社（ウ

イークリーとも表記される）の活動も見ておきたい。

同社は京大内に置かれ、 9月18日に『京大ウィー

クリーJを創刊した。その立場は左派寄りと思われ、

同学会代議員会（9月16日）の様子などを伝えて

いる。これ以外には、学園に迫るレッド・パージ

を批判する記事も目立ち、「主張戦争にみちび

くレッドパージ反対Jでは、「教授会、職員組合、

学生自治会の三者の団結を中心に学内が一致団結

して斗かうJぺきと述べた（10ぺ
『京大ウイークリ－j2号（9月25日発行）では、

ストックホルム・アピールの署名活動など反戦平

和運動に誌面を割いた。同号で興味深いのは、「主

張学生運動の正しい歩みの為に」において全学

連中央の誤りが指摘されたことである。全学連中

央が日本の反動勢力を過少評価していること、「極

めて抽象的革命的な反帝スローガン一本で斗おう

とする誤りJ、ゼネストに偏り闘争戦術が画一的

であること、大衆の団結による統一戦線ではなく

少数精鋭主義であることは全学連中央の「誤った

指導Jであること等が綴られ側、関西学連によ

る全学連中央批判が京大内にも及んでいることが

確認できる。
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v スト決行の波紋

1 ）全国ス卜の指令

10月に入って、全学連を筆頭にさらに反レッド・

パージ闘争が推し進められていくが、指導理論を

巡って全学連中央と共産党の対立が増した。

この時期の全学連の指針として武井昭夫「日本

学生運動における反帝的伝統の堅持と発展のため

に」（『学生評論』 1950年10月1日号）が発表さ

れた。これは学生運動における「右翼偏向」の克

服を目指して書かれたものである。

武井によれば、「両者の決定的意見の対立は、イー

ルズ声明撤回を要求してゼネ・ストを中心に断乎

たる反帝平和闘争にたちあがるという大会の闘争

方針に対して、ゼネ・ストに反対する日常闘争主

義の方針が対置されたことからはじまったJとLEう。

後者に位置付けられたのが関西学連や京大で、「右

翼反対派は口さきだけの日常闘争であって、実際

には真に部分的要求のための闘争を組織・指導し

つつ、一般的政治的宣伝・教育を徹底せる日常活

動を怠っていた」などと批判する（10へ
武井論文は『前衛』掲載の藤尾論文を痛烈に批

判するものだったが、この批判を受けて、 10月

12日、共産党臨時中央指導部は「学生運動の新し

い段階」を発表した。これは反レッド・パージを

打ち出して、「全学連を貫く反戦・反ファッショ、

反帝の統一戦線を、広汎な民主民族戦線、地域の

闘いのなかで結成し、実力をもって闘い抜く決意」

を学生達に求めるものだった。その良き例として

京大同学会と京都民主戦線の関係を挙げる一方、

全学連や自治会内の「悪質分派jを糾弾、その指

導理論の克服を求めるなど、全学連中央批判が展

開された（109）。

10月3日、全学連中執委は 10・5、10・17、

10・20ゼネスト闘争宣言を発表した。 5日に都学

連が東大構内で全都レッド・パージ粉砕総決起大

会を開催し、約40校から約4000人が参加したが、

正門で警官隊と学生が衝突する事態となる。この



闘争は全国にゼネストを拡大する契機となり、し

かも全学連中闘委は反レッド・パージ闘争を民族

的抵抗闘争にするため、各地に行動隊を派遣する

ことを決定した。

関西学連書記局にも全学連書記局から指令「17

日全国ストに起ちあがれJが届けられ、 10月11

日の拡大執行委で協議して全学連中執委支持と

10・17、20ゼネストに取り組むことを決議した。

京大も全国ストへの対応が求められたため、同

学会は10月6日に中執委を開催し、レッド・パー

ジ反対署名運動と波状闘争を展開することを決議

した。あわせて、各学部学生大会を20日までに開

いてストなどの闘争手段を練り、レッド・パージ

への抗議を兼ねた第2回平和大会開催も決めたは10）。

これらの方針をまとめた「同学会は諸君に提案するj

(10月9日付）を発行している（山）。

同学会は13日にも中執委を開催、全学連の全国

スト指令を討議し、スト参加を賛成多数で決議した。

また、 20日頃にレッド・パージ反対全国蹴起大会

を京都で聞き、平和大会の方は来月中旬に開催を

延期することになった。

この動きを問題視した大学当局は輔導委員会を

開いて、スト決行の場合は処分する方向でまとまっ

た（日ヘ 14日、水口春喜同学会委員長らは田代秀

徳輔導部長と会見し、スト決行の場合は処分する

旨を伝えられた。『京大ウイークリー』 5号（10

月16日発行）の記事によれば、 14日開催の同学

会拡大中執委において21日の抗議大会を妨げる弾

圧には「ストをも含む実力行為で斗う」ことなど

が決議されたことが伝えられている。また、同学

会はほぼ同じ内容をまとめた斗争宣言を16日付で

発表した（日3)

このため、大学当局は16日に告示9号を発表し、

学生ストライキ禁止の措置に出た。また、大学当

局から学生側に、全学連方針に従うストに関する

一切の確認・決議を取り消すこと、拒否すれば同

学会及びその幹部に適当な処置を取るが、ストを

q
d
 

1950年前後における京大学生運動（上）（福家）

回避すれば大学の責任で21日の大会開催を許可し

警察当局とも開催を協議する用意があること、同

学会から速やかに大会内容を大学当局に提出する

こと、レッド・パージ反対投票は認めるが内容に

変更を要する点があることが伝えられたは14）。

2）レッド・パージ粉砕全学顕起大会

10・20全国ストに先立つ 18日、全学連は緊急

中闘委を開催し、スト戦術の転換（各大学抗議集

会への切り替え）を決定した。京大学生運動も、

この方針に、沿って、ストではなくレッド・パージ

粉砕抗議大会を開催することを目指した。運動の

中心になったのは京大細胞、各学部自治会、同学

会である。

京大細胞は、 10月20日頃に「レッドパージ粉

砕抗議大会に全学結集しようjのビラを撒いて、

大会参加を呼びかけた。ビラには、経済学部の学

生が18日の学生大会でレッド・パージ粉砕同盟を

組織して20日の授業ボイコット、各学部学生大会

の防衛と激励に起ち上がることを決議したとあ

る（115）。

文学部学友会は『学友会ニュース』 2号（10月

17日発行）で学内外の反レッド・パージ運動を紹

介、あわせて20日の文学部学生大会参加を求めた

ほか側、法学部自治会も『法学部自治会ニュースJ

(10月18日発行）でレッド・パージ粉砕、告示9

号撤回と学生自治侵害への抗議を訴え、翌日の法

学部学生大会と 21日のレツド．パ一ジ粉砕全学蹴

起大会ヘの参加を求めている（日7)

学部自治会の中では経済学部が強硬だつたが、

18日の学生大会で、は学部長の説得によつて、スト

決議なし、授業ボイコットはストではなく個人の

自由意志に任せてピケもやらないなどやや態度を

軟化させた（日へその一方で、経済学部自治会は

19日付のピラで「同学会を始めとする各学部自治

委員会は現在の状勢を正しく把握しこれに対する

明確なる方針と決意をもたなかった」と批判した倒的。
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同学会は全学連が指令する全国10・20ストを

回避したものの、 21日開催予定のレッド・パージ

粉砕全学蹴起大会をめぐって、 19日深夜まで大学

当局と協議した。大学当局は大会スローガンの3

項目を 5条件（学外者を入場せしめない、大学が

承認したプログラム以外の議題は許さない、メッ

セージ及び大会宣言は事前に大学提出、会場内の

秩序保護に同学会は責任を持つ、当日の行事は大

会開催以外許さなP）で認めようとしたが、学生

側との交渉は続いた（ロ0)

結果的に両者が妥結し、 21日に同学会はレッド・

ノtージ粉砕全学蹴起大会を開催した。法経第 1教

室に約1000人の学生が集まり、学問・思想、の自

由と大学を守れ、レッド・パージ粉砕、進歩的教

授団を死守せよなどを決議した。また、緊急動議

として告示9号撤回要求も可決された。この大会

で焦点となったのはスト戦略の採否だったが、結

果的にストの決意をもって闘うことが決議された

（ロヘこの決定が大きな問題に発展してLEく。

3）処分撤回の要求

大会でのスト決議は、学生の処分を招くことに

なった。大会主催者の同学会委員長水口春喜（経

2）、大会議長横田昭（法1）が停学3ヶ月、同

副議長安藤雄（工3）、中原晃雄（経2）が譜責

処分にされた。理由は、告示9号を無視してスト

決議に至ったこと、学外者の全学連代表を登壇さ

せたことであった。この時、角南正志学生課長は

辞意を表明したが、鳥養学長に慰留された。学長

の弁では、処分学生は大会で大学の方針に協力的

だった点は気の毒だが責任を免れることはできな

いとされた（12ヘ

新聞によれば、処分された学生は全学連の急進

的な行動を批判し、現実に即した行動をとる主流

派的な人々で、彼らは国際派と目される学生から

日和見主義と批判されていた。このため、大学当

局による彼らの処罰は中立派の学生に奇異の感を

-14-

抱かせたという（則。

別の新聞には、 21日以降に京大細胞の若干名が

党から除名乃至活動停止処分にされたこと、固際

派の学生が運動の表面に立つことは党も控えるし、

そうなれば大学当局も同学会改組を考膚、するカ当も

しれないと述べられている（ロ4)

大学当局の処分に抗議するため、 23日、水口同

学会委員長ら委員15人が田代輔導部長に面談、総

長に面会を迫った。しかし、撤回要求はかなわず、

この日の同学会執行委員会で田代輔導部長罷免、

処分撤回、スト決議再確認の3項目を決議した（ロ5)

その後、同学会は処分の公聴会開催を大学当局

に要求するという運動に切り替えた。 26日に「速

かに公聴会を開け！ Jのビラを発行し、処分を巡

る大学当局との交渉過程を明らかにした。そこに

は「教授のレッド・パージを行う為に、先づ反対

斗争の先頭に立つ学生をパージし、学生の強力な

抵抗を圧殺せんとする悪らつ極まりない当局の意

図Jとの批判がある（酬。

26日にも、同学会は処分の真相を聞く公聴会開

催の許可を田代輔導部長に求めたが、公聴会は大

学の教育方針に沿わぬとして認められなかった（問。

このため、同学会は公聴会を「処分の真相報告会」

と名目を変えたうえで、 31日午後から図書館前で

開催することにした（山）。

4) 11月8日スト

同学会は、公聴会開催要求と同時に、 11月8日

（国際青年デー）の全京都学生総蹴起大会参加の

呼びかけも行っていた。 10月30日付のビラ「11

月8日全京都学生総ケッキ大会へ全学デモで結集

しよう」がそれである（凶）。このピラで京都の各

大学、新制高校に闘争の総力を結集しようと訴え、

各学部教室にデモ態勢を指示した（臼0)

同学会が学生文化祭（11月1～ 5日）に註力す

る問（日31 11月8日に向けて京大細胞と各学部班

が活発に活動した。京大細胞は「京大細胞はかく



決意する」（10月31日付）、「十一・八全学デモで

斗い抜こう！ J (11月7日付）、 111.8民族独立の

愛国デモを斗い抜け大会・デモ、無条件に許可

さる！ Jなどのピラを発行し、デモ参加の勧誘と

ともに、レッド・パージ粉砕の「決意」を明らか

にした（132）。

11月7日、同学会も「全学デモで立て十二時

図書館前へ！」「十一月八日は国際青年デーだ」

のピラを撒いて翌日の大会参加を呼びかけ、レッ

ド・パージ粉砕、告示9号撤回、全面講和要求、

民族独立などを掲げた（臼3)

これ以外に京大ウイ一クリ一社も活動した。『京

大ウイークリー』 7号（10月30日発行）掲載の「主

張急速にストデモで蹴起せよ！」は、学園のレッ

ド・パージを前に11月8日の大会参加を呼びかけ、

「現在我々のとるべき斗争手段はストライキとデ

モである。そしてあらゆる形での大衆行動だ。我々

の具体的な大衆行動のみが全てを決する」と述べ

られている（！34)0 

11月8日に開催された全京都学生蹴起大会には、

京大を中心に立命、同志社、龍谷などから約600

人の学生が労働会館に集まった。京大生は大学か

ら会場までデモを行っている。大会ではレッド・

パージ粉砕や学生処分反対などのスローガンを可

決した。なお、共産党の河田賢治も挨拶に訪れた

とpう。事前に市公安委員会の許可を得ていたため、

大会は無事に終了した（日ヘこの様子は『京大ウイー

クリー』 8号（11月13日発行）で伝えられ、「情

勢は民主勢力に有利」との「主張」が展開されて

pる（136）。

立闘争の代償

1 ）井上電気争議事件

学生運動が急進化するなかで、労働運動との関

係も密になった。そのなかで起きたのが井上電気

争議事件である。 11月6日、井上電気はレッド・

ノtージで工員13名を解雇したが、会社側と解雇者

側の対立が続くなか、 13日に解雇者を支援してい
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た京大生10数名が不法侵入で逮捕された。

14日に抗議隊（約40名）を編成した同学会は

輔導委員と府庁に赴き抗議した（13ヘのちに『京

大ウイークリー』 9号（11月16日発行）でも乙

の事件は扱われ、「不当検束」を行つた警察の横

暴が批判されている（臼8)

この時期活動が目立つのは京大細胞である。 11

月18日に京大細胞は「スト・デモで反撃に立た

う！」のピラを発行して、 8日の大会、 13日の井

上電機争議を例示しながら、政府のレッド・パー

ジ計画への反撃と「民族の独立」実現を教員・学

生に呼びかけた（139）。

当時の京大細胞の内部事情については、新聞に

次のようにある。

京都でも国際派の京大生が京大細胞から処分

され、その後厳重な監視付きで活動しているが、

主流派が勢力を持つ現同学会幹部に不信任を

ブッ放し、四学生処分の原因を作ったストラ

イキ動議を提出したのはこれら国際派の細胞

だった（140)

また新聞によれば、主流派の攻勢と財政難のた

めに東京で支持を失いつつある全学連が京大、大

阪商大が牛耳る関西学連に重点を置く傾向があり、

しかも主流派が表面に出ていても国際派が断然抑

えている関西へ部障を移す方が得策との判断が働

いていたという。戦術として、無用の出血を避け、

記念祭、文化祭に名を借りた平和と独立の文化闘

争へ切り替え、進歩的教授グループや労働団体と

の提携による統一戦糠結成が考えられているとも

ある（14ヘその過程で起きたのが井上電気争議事

件だったと考えられる。

その後も京大細胞の攻勢は続いた。 11月21日

には、京大細胞文学部班が「今こそ反撃の時だ

十一・二五の斗いに加われ！」のピラを発行して、

宮崎学部長、島教授、水野事務長等の言を批判し

ながら、大学管理法案など3法案粉砕と 11月25

日の大会参加を訴えた（142）。
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この共産党の影響は『京大ウイークリー』 10号

(11月20日発行）にも色濃く認めることができる。

冒頭では、日本共産党に「嵐をついてJ入党する

者が居ることを紹介する。また、「主張」でも「確

信をもって大反撃に一一・二五スト、デモで斗

えJという京大細胞の主張がそのまま転載され、

京大細胞が主催するダンスパーティーの案内も掲

載された（凶）。

2）前進座事件

京大学生運動は11月25日の大会開催を目指し

ていたが、ここに油を注いだのが前進座事件だった。

22日、京大演劇部、文学同好会は前進座の河原崎

国太郎を招いて前進座と語る会を開催する乙とに

なり、約40名の学生が吉田分校新徳館に集まった。

この集会は大学の許可を得て行われたが、川端

署が勅令311号に抵触する恐れありとして田代輔

導部長、角南学生課長を招いて解散を言い渡した。

乙れに反発した学生が、散会後の夕方、田代部長

等と会見中だった川端署長に解散理由を聞き質そ

うとした頃から騒ぎが大きくなり、警ら方面隊約

70名が大学に出動、学生側は大学自治の侵害と警

官等に抗議した（凶）。

以後、この事件に抗議する運動が学内で繰り広

げられた。『京大ウイークリー』 11号（11月24日

発行）は、前進座と語る会の弾圧を批判し、大学

自治死守と 11月25日の抗議大会参加を呼びかけ

た。この号では前号ほど共産党との関係は目立た

ないが、裏面で、は第2回平和擁護世界大会や日本

平和擁護全国会議の状況が伝えられている（145)

同学会lま24日に「この憤激を25日の抗議大会え」

のピラを撒き、前進座事件及び乙の「学園の自治J

侵害に対する憤激を翌日の抗議大会にぶつけるべ

きと訴えた（酬。同学会はもともと 25日に関西学

連総決起デモを行う予定だったが、市公安委員会

の不許可や前進座事件を受けて方針を変更、 24日

の中執委でデモを27日に延期し、 25日は前進座
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事件に対する全学抗議大会を聞くことに決めた。

学生と警察の聞に挟まれた大学当局は、大学が

許可した学生集会は警察権の介入は断るとしなが

らも、同学会現執行部を当局は認めない（停学処

分中の水口春喜が21日の同学会執行部改選で、執行

委員長に再選されていた）、同学会による 25日の

抗議大会は認めないし強行するならば同学会解散

もあり得るとの方針を決定した（147)

学生側と大学側の折衝はぎりぎりまで続き、 25

日正午頃、大会開催不許可をめぐり、水口委員長

ら10数名が鳥養学長に面談を求めて学長、事務局

長らと採み合い、これを皮切りに約400人の学生

が抗議集会を開くことになった。

このあと学生たちは学内デモに移り、時計台本

館に入って入り口を閉じて座り込みに移った。警

察も大学門外まで迫ったが、水口委員長らと田代

輔導部長、角南学生課長が交渉して、学生課長が

警察に撤退を申し入れた。約350人の学生は法経

第1教室に入って、田代輔導部長の説明を求めたが、

部長は拒否した。学生たちは、前進座事件に対し

大学当局は警察の謝罪文を要求せよなどと申し入

れて解散した。

しかし、その後、水口委員長を代表とする抗議

団約150人が川端署に押しかけた。彼らは署長に

面会を求めて拒否されたため、署前で座り込み、

警ら隊員約100人と押し合い、学生5名が逮捕さ

れた（2名は釈放、 3名は公務執行妨害で送庁） (148）。

3）大量処分への抗議

これを受け、大学当局は26日に部局長会議を開

催した。会議では処分は速やかにとの意見で一致し、

部局長会議は懲戒委員会に切り替えられた（149)

その後、告示14号（26日付）において、放学

水口春喜、停学松岡健一（同学会代議員会議長）、

中塚明（同学会副委員長）をはじめとする 32名の

大量処分が発表された。また、これ以外に、同学

会執行委員会活動停止、委員会委員改選を命ずる



告示12号、学生は一党一派の策動に動じてはなら

ない旨を記した告示13号（26日付）も発表され

た (150）。

翌27日も輔導部事務関係者が清風荘に集まり、

事件の経緯や主導学生を調査した。午後から極秘

裏に学長官舎で学部長会議を開催し、大学は治外

法権ではなく公権発動もやむなしとする告示を発

表した（日I）。

同学会の方は、 27日に「学園防衛に決然と起つ！

＝十一・二五抗議大会の真相＝J「学園防衛に決

起せよ！ Jの各ビラを撒いて、大学当局との交渉

過程を公開したうえで、 27日に予定する第2回全

学抗議大会参加を呼びかけた（日ヘ水口は、大学

当局は学外権力の圧力に屈しているし、大学の自

治と学問の自由を守るために進歩的教授とともに

戦うべきと考えていた（153）。

同学会は27日に第2回全学抗議大会を開催した

ため、大学当局は28日に学長官舎で懲戒委員会を

開催して処分を協議し、放学遠井彰、松岡健一、

中原晃雄など計12名を処分する厳しい措置をとつ

た（うち 8名は再処分）（臼4)

これに抵抗する同学会は、 11月25日から 27日

までの経過をまとめた「十一月二十五日及び

二十七日“抗議大会”事件の真相に就いて」を発

行したほか、 25日から 29日までの闘争記録「京

都に於ける反レッド・パージ闘争」を京都府学連書

記局と連名で発行し、この運動の宣伝に努めた（日5)

京大細胞の方も、 11月29日から翌月頭にかけ

てピラを立て続けに発行した。「学生弾圧の下手

人内藤庶ム課長・田代輔導部長をパージせよ」

(29日付）、「処分に不満高まる輔導委員孤立す

る田代・内藤」（30日付）のピラでは処分を主張

した内藤らの学外追放が要求されている（刷。また、

「十一・二五斗争の成果を拡大せよ！ 職員組合

は越年資金を獲得J(12月3日付）のビラでは、

11月25日の闘争をさらに学内の職組や自治会の

活動の弾みとしていくよう訴えた（日7)
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京大ウイークリ一社も事件後に『京大ウイーク

リー』 12号（12月1日発行）を発行し、前進座

事件への抗議集会とその後の学生と警察と対立、

大学側の対応を描いた。「主張勝利を確信して

斗え」では、「学問の自由と学園の自治jを侵害し、

その片棒を担ぐ輔導部長ら「売国奴」の罷免が求

められているが、同学会や京大細胞の主張を側面

援助する意図だったと考えられる（国）

4）円山事件

大量の処分者を出した前進座事件に続いて起こっ

たのが円山事件だった。 12月9日に全官公が越年

総決起大会を円山公園で開催し、約800名が波状

デモを行った。この大会は市公安委員会が許可し

なかったため、京大生及び自由労組員約400人が

知恩院山門前広場で警官隊約500人と衝突し多く

の逮捕者が出た（問。

この円山事件で水口委員長ら 10数人が検束され

たことを受け、同学会は中執委で今後の対策を練っ

たうえで、ピラなどで警察に抗議してpく。

10日に同学会は「全京都の市民の皆様に訴える

十二月九日の暴圧に抗議せよ！」のピラを撒い

て不当検束の非を訴え、労働者、学生、市民が一

致団結し、「日本民族を奴隷化する共通の敵」に

向けて立ち上るべきことを訴えた（160 翌日にも、

同学会は「フアツシズムの暴圧に抗して 京大生

勇敢に斗う！！」のピラを撒いて、 9日の越年総

決起大会における当局側の暴圧を批判し、京大生

奮闘の様子を伝えた（161)

このように学生運動が急進化するなか、再び関

西学連内部で、全学連中央への支持・不支持を巡っ

て対立が表面化している。 11月7日の関西学連自

治会代表者会議では新執行部の下で全学連反中執

派執行部に対して不信任が表明され、 17日に全学

連中執信任の声明を出した。

12月7日にも関西学連自治会代表者会議で全学

連反中執派の自治会が退場し、残った自治会で中
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執委支持を打ち出す事態に至った。その「共同声明」

には、今まで全学連を中傷し、会議出席を拒否、

学生戦線の統ーを乱す分裂策動を行ってきた大阪

市大・大阪商大代表者の自己批判が要求され、彼

らの責任を追及することで意見が一致したと記さ

れている（賛成12校、反対京大1校〉（鴎2)

乙れと同じ状況が京都府学連にも生じている。

京都府学連は12月17日に自治会代表者会議を開

催、乙の場で全学連中執委支持を打ち出し、新執

行部選出を決定した。彼らが出した「声明・国際

学連の旗の下に断乎全学連の統一を守らん！ （京

都府学連資料三号）」には、「旧京都府学連（京大

同学会内）を牛耳っていた一部右翼反対派の諸君」

を痛烈に批判し、全学連傘下に戻ろうとする意志

が記されている。

しかも、乙の批判の対象には京大同学会が含ま

れていた。「「学生運動における新段階Jなる理論

をふりまわし、京大においてはー0・二八関西ゼ

ネスト を前にして水口同学会委員長はー0・

二ーの京大概起大会において一五00の学生を前

にしてH ・H ・自治会無用論を吐き、学生自治組織を

実質的に破壊し去る傾向をもたらした」とある（凶3)

水口ら主流派に近い学生が処分されていくなかで、、

国際派や全学連への揺り戻しが起こつていた可能

性がある。

乙うした急進化と内部対立の動きは、学内から

の支持を次第に失うことなった。年末に今年の学

生運動を振り返った新聞記事で、下半期にかけて

労働者、市民などの動きに呼応する形で学内から

学外へ運動が移行じていったこと、その運動は大

学では京大が、組織で、は党細胞が中心になったこと、

しかし、彼等の運動は4、5月の全面講和投票の

時は全学生80%の賛成を得ていたが、 11、12月

は8%、円山事件では2%の支持しか得ることが

できず、「全学連とは別な京大の“主体性”」が次

第に学内学生との距離を広げていったことが伝えら

れている（刷。
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おわりに

本稿は、 1949年から翌年にかけての京大学生運

動の軌跡を明らかにした。以下、行論をまとめたい。

I「全学連への接近Jは、結成まもない全学連

の影響が京大学生運動に及ぶ過程を明らかにした。

全学連第1回全国大会に京大同学会も参加したも

のの、いまだ全学連の影響は充分に及んでいなかっ

た。しかし、学外では全学連が指示する大学法反

対闘争に、学内では看護婦事件に取り組むなかで、

急進的な学部自治会から同学会に対して不信と不

満が高まっていった。転機になったのが1949年

6月の全学連事件である。この事件は全学連の影

響が京大内の学生運動に及ぶ一方で、全学連から

同学会が脱退する契機ともなった。

E 「同学会を巡る攻防」は、全学連事件後の京

大学生運動の内部対立の諸相を明らかにした。急

進的な学部自治会は同学会に代わる新たな全学的

な自治組織結成を目指す。一方の同学会は改組さ

れるものの、左派の選挙ボイコットにより、学部

自治会側とさらに対立的なものとなる。しかも、

新同学会は第2全学連ともいうべき全学協結成を

提唱し、これが学内では学部自治会や京大細胞から、

学外では全学連から多くの批判を招いた。結果的に、

まずは学部自治会選挙で統一民主戦糠派が伸張し、

それが同学会の構成にも及ぶことで、同学会が次

第に「左旋回Jを遂げていった。この背景には

1949年末から翌年にかけて盛んになる京都民主戦

線の存在があった。

E 「京都民主戦線と共に」は、この京都民主戦

線を背景として、京大学生運動がどのような運動

を展開したのかを明らかにした。左派が掌握した

同学会がまず行ったのは全学連の再加入だった。

以後、全学連の方針が京大学生運動にも及び始め

るがw その全学連は共産党主流派との確執が生じ

始めていた。この時期の京大同学会は主流派の方

針である地域人民闘争の一環として京都民主戦線

に加入し、その運動を支援する。また、全面講和



促進運動が盛んになり、京大でも同学会を中心と

する全面講和促進委員会がストックホルム・アピー

ルに応じた署名活動や平和文化祭を実施し、学内

の教員や他学生から多くの支持を得た。

W 「弾圧下の路糠対立jは、共産党内の主流派・

国際派の対立激化、レッド・パージ、全学連内の

対立等の影響が京大学生運動にどのように及んだ

のかを明らかにした。民主戦線支援、全学連加入

などこの時期の京大学生運動は主流派、全学連双

方から高い評価を与えられた。その後の京大学生

運動は、同学会を中心にストックホルム・アピー

ルの署名活動や大会実施によって平和運動に逼進

し、 9月以降には全学連が主導する反レッド・パー

ジ闘争に呼応した。けれども、主流派・国際派の

対立は学生運動にも影を落とし、全学連内部でも

関西学連や京大内の運動の一部から全学連中央に

対する批判の声が向けられるようになった。

V 「スト決行の波紋」は、前章で見た全学連の

反レッド・パージ闘争の方針に京大学生運動がど

のような対応を見せたのかを明らかにした。この

時期の京大学生運動は党主流派から依然として高

い評価を与えられつつも、全学連中央からは「右

翼反対派jと批判されるようになっていた。しかし、

全学連が推し進める全国ストには京大同学会や京

大細胞、各学部自治会も応じており、 10月21日

にレッド・パージ粉砕全学臓起大会を実施した。

この過程で学生側と大学当局の対立が高まり、当

局はストライキを禁止する告示9号を公示、また

大会開催を強行した同学会幹部を停学などの処分

に付した。主流派に近い彼らは、国際派の学生か

ら突き上げにあっていたといわれる。彼らはこの

処分に抗議するため公聴会開催を大学当局に要求

したり、京都の各大学が集まる 11月8日の全京都

学生総蹴起大会に参加したりした。

VI「闘争の代償jは、これ以降、京大学生運動

との関連で立て続けに起こった諸事件（井上電気

争議事件、前進座事件、円山事件）を取り上げた。

ハ吋
u

1950年前後における京大学生運動（上）（福家）

この時期パージで弾圧を受けた全学連は運動の足

場を関東から関西へ、運動方針をストから文化闘

争や統一戦線結成へ移し始めたとされる。ただし、

京大内で見れば、全学連の方針転換がいまだ充分

に浸透せず、偶発的な事件もあいまって、学内外

で大学当局や警察当局との対立の先鋭化となって

現れた。前進座事件では、事件への抗議大会開催（11

月25日）後に警察当局と京大生が衝突して逮捕者

を出す事態となり、大学当局も告示14号によって

多数の処分者を発表する。翌月の円山事件でも京

大生から数多くの逮捕者を出す事態に発展した。

こうした急進化と弾圧を繰り返すなかで、学生運

動内部の亀裂も深まった。全学連の足元で執行部

支持派と不支持派の対立が再燃し、その煽りを受

けて京大同学会幹部も「右翼反対派jとして批判

されていった。京大学生運動はこれら対立が深ま

るなかで、次第に学内学生の支持も失っていくこ

とになった。

これ以後の京大学生運動が 1951年の綜合原爆

展開催や京大天皇事件にいかにして向かっていく

のかは、紙数も尽きたので稿を改めることしたい。

［註］
( 1 ）「川合一良氏・葉子氏「同学会・原爆展・女子学

生懇親会等についてJ」『京都大学大学文書館研究

紀要』 2007年1月号。小畑哲雄「平和を追い求め

た青春「綜合原爆展」と「京大天皇事件JJ『大原

社会問題研究所雑誌』 2013年3月号。同『占領下

の「原爆展」平和を追い求めた青春』、 1995年6月、

かもがわ出版。田中智子「京都（帝国）大学同学

会と戦後の学生運動 1945-49年の再編過程を追っ

てj『日本の教育史学教育史学会紀要』 2006年

10月号。河西秀哉「敗戦後における学生運動と京

大天皇事件［自治」と「理性」というキーワード

から」『京都大学大学文書館研究紀要』 2007年1

月号。今西一「京大天皇事件前後小畑哲雄氏に

聞く」『小樽商科大学人文研究』 2010年11月号。
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同「「京大天皇事件」から技術史家へ 中岡哲郎氏

に聞く」『アリーナJI2011年4月号。
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1949年1月17日付。以下、『学園Jと略記。

( 4）「京大同学会授業料問題に態度決定最長五年

延納を当局に要求」『学園』 1949年2月1日付。

( 5）向上。

( 6）三一書房編集部編『資料戦後学生運動』 1、

381頁、 1968年11月、三一書房。

( 7）「京府学連結成」『学園』 1949年3月7日付。

( 8）「京都地方報告J『初期全学連資料』 29-38。以下、

『初期Jと略記。

( 9）京大同学会加藤敏之「京都学連報告書j『初期』

29-38。
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『学園』 1949年3月7日付。
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つ」『学園』 1949年3月7日付。

(12）前掲『資料戦後学生運動』 1、403頁。「学園
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年4月18日付。
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(17）「闘争態勢新段階へ京大ストその後の動きJ「学
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後』と略記。

(21）「同学会声明書」『学園』 1949年5月20日付号外。

「全学に債激高まる 断乎守らん学園の自由」『学園J
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として機能していないこと、共闘には学生運動分

裂に繋がることについてそれぞれ反省を求めた（「自

治会統ーを提唱前委員長梅原君起つ」『学園』



1949年6月6日付）。

(28）「警官三百学生ともみ合う 全国学生大会」『学園』

1949年6月6日付。

(29）同前。

(30）「同学会非日委京大版？ 注目浴る自立委員

会」「中途で流会す 同学会協議員会」「全学連事件」
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同年6月27日付）。

(31）「共闘 自治会連合結成へ」『学園j1949年6月

13日付。

(32）「同学会自律委員会否決さるj『学園j1949年

6月20日付。「同学会遂に解散す選挙ボイコッ

トの気運」『学園j1949年6月27日付。

(33) I直ちに自治会連合結成をj『学園j1949年6月

27日付。

(34）「代議員制確立か準備進む自治会連合」『学園』

1949年7月4日付。中井・瀬川「報告書」『初期』

29-17。

(35）「自治会連合規約草案完成す全学々生自治会

と改称」『学園』 1949年8月1日付。

(36）「京都大学全学学生自治会規約草案」『初期』

27-70 
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月18日に大学当局が懲罰委員会で全学連事件にと

もなう学生処分を決定すると、京大共闘は「全国

の学生諸兄姉に訴える！」「京都大学の危機を訴うj

(7月19日付）などのビラを発行して、大学当局

の「ファッシヨ的弾圧」の非と処分反対運動への

協力を学内の関係者に呼びかけた（京都大学共同

闘争委員会「全国の学生諸兄姉に訴える！」『初期』

21-4。京都大学共同闘争委員会「京都大学の危機

を訴う」『戦後』 254-1）。

(38）「競争したのは三学部 同学会協議員選挙」『学園』

1949年7月4日付。

(39）「同学会統一性に欠く 因は学生本分論の非政

治性」『学園j1949年8月1日付。
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園j1949年7月4日付。

(41）「新同学会発足す予想される改組委の難航j『学

園』 1949年7月18日付。

(42）「京大同学会解散近し 改組案漸く成る」『学園J
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(44）「全学協の結成を提唱批判と反省を終えた同学
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(46）武井「レポ第二号j『初期』 27-360

(47）「京都大学防衛復興綱領（草案）」『初期』 28-29。

Stanford University Hoover Institution Archives/ 

the East Asia Collection/the Japanese Modern 

History Manuscript Collection/Post-World War II 

communist movement/Box 83.以下、 JMHMCと略

記。

(48) JMHMC/Box 83.同紙に巻号の記載はないが、

のちに中央機関紙に位置付けられる。

(49）前掲『資料戦後学生運動』 l、495～499頁。

(50）全日本学生自治会総連合中央執行委員会「声明

京都大学同学会の第二全学連結成の提唱に答えるJ

『初期』 32-30。

(51）前掲『資料戦後学生運動j 1、512頁。

(52）同前、 519頁。

(53）「出来そうにない全学協 同学会語らず」『学園』

1949年11月7日付。

(54) JMHMC/Box 83. 

(55) JMHMC/Box 83.自治会連合準備会とは全学学

生自治会準備会を指すと思われる。

(56）「移り変る学部自治会左派進出の兆新同学会

にも影響か」『学園』 1949年11月14日付。

(57）「同学会選挙始まる 京大自治に一転機か」『学園』

1949年12月5日付。

(58）京都府学連 阪本亮二「京都府学連報告J『初期』

27-31。

(59) JMHMC/Box 83. 

(60）「京大同学会選挙終る」『学園』 1950年1月1日付。
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選挙における「統一派」の構成は加藤敏之から武

井昭夫への「報告J（『初期』 27-32、1949年12月

20日付）と阪本亮二「京都府学連報告六号J（『初

期』 27-20、1949年12月17日の印）参照。また理・

工・医の「統一民主派」の人名は「京大タイムス

特報新同学会に一転機か選挙結果統一民主

戦線断然優勢」（『初期』 27-31、1949年12月17日

付）参照。

(61) JMHMC/Box 83. 

(62) 1950年後半期における主流派・国際派の関係は

『特審月報』 1951年4月号参照。

(63) JMHMC/Box 84. 

(64）「京大レジスタンス立場を越えて」『学園』

1950年2月13日付。

(65) JMHMC/Box 84. 

(66）「すべての国と文化交流全面講和促進委綱領決

る」『学園』 1950年2月20日付。乙とに京大細胞

の名はないが、京大細胞発行の「理学部物理学生

試験延期しでも首切りに反撃を決意！ 全京都民

主統一戦線の勝利に呼応す」（『初期』 43-9）では

好意的にレジスタンスの活動を取り上げている。

(67）「京大全面講和促進委員会教職員と提携本格

的活動は新学期以後j『学園』 1950年3月6日付。

(68) JMHMC/Box 84. 

(69）京都大学同学会執行委員会「市長選挙3候補者

に質問書（高山、和辻、田畑）」『初期』 43-12。

(70）「同学会全学連とも強調代議員会で決議」『学

園』 1950年2月13日付。

(71）『同学会ニュース』 2号、同学会、『初期』 43-80

(72）日本共産党中央委員会書記局「指令当面の学

生運動の方針について」『初期』 113-24。

(73）「京大同学会代議員会全学連加入を決議参院

選挙に大山部夫氏の推選も」『学園j1950年5月

1日付。「関西レポ 京都大学他J『初期j43-15。

(74）「『平和投票』を開始全面講和促進委員会で決る」

『学園』 1950年4月24日付。

(75）「平和投票は延期 “理論的世論調査差支えなしつ

『学園J1950年5月1日付。

(76）「京大イ声明、平和に無関係平和投票に輔導

委の見解」『学園』 1950年5月8日付。「“全面か
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単独か” 文化祭にーせい平和投票」『学園』 1950

年5月15日付。「説明文を作ってきょう両者が会

談京大同学会の平和投票問題」『朝日新聞』 1950

年5月4日付。以下、『朝日』と略記。

(77）『解放』 1号、全面掛川足進委員会準備会、『戦後』

248-3。

(78) JMHMC/Box 84. 

(79) JMHMC/Box 84. 

(80）「学生を支持す東北大学事件で同学会声明」『学

園』 1950年5月15日付。

(81）「京大平和文化祭スケジュール正式決定」『学園』

1950年5月15日付。

(82）「京大平和投票始まる 初日出足すこぶる良好」

『学園』 1950年5月22日付。

(83）主催者側に列記されていないが、京大細胞も関

与していたと考えられ、京大細胞工学部班は「野

坂参三氏来る！ 鳥養学長もメッセージ寄す」と

書かれた『Vectod号外（5月22日）を発行して

いる（JMHMC/Box84）。

(84）「“全面講和”へ九三% 京大学生平和投票集計

成るJ『学園』 1950年5月29日付。

(85）「平和擁護は大学の義務平和宣言」『学園』

1950年5月29日付。

(86）「沸る乎和への熱情京大学生二千、大会に集う」

『学園』 1950年5月29日付。

(87）「京大平和擁護委生る」『学園』 1950年5月29日

付。乙の過程で250名からなる反戦学同も組織さ

れたとされる（三一書房編集部『資料戦後学生

運動』 2、140頁、 1969年2月、三一書房）。

(88）「京都で平和擁護大会大山氏を第一イ立で「統一」

さまたぐ社党幹部を痛撃」『アカハタ』 1950年5

月28日付。

(89）「全学連指令を支持 関西学連代表者会議で一致」

『学園』 1950年6月19日付。

(90）前掲『資料戦後学生運動』 2、151頁。

(91）同前、 155頁。

(92）同前、 115、6、8頁。

(93）同前、 124頁。

(94）「左派の圧倒的勝利 京大同学会改選終る」『学園』

1950年6月26日付。



(95）「新同学会役員決る 二十一日代議員会で」『学園』

1950年7月3日付。

(96）「豪雨をついてデモ 六・三ストその日の京大に

拾うj『学園』 1950年6月12日付。民主戦線の支

援は継続していたと考えられ、日本共産党京大細

胞法学部班機関紙『ナロード.I4号（6月8日発行）

にも「自由、平和のために民主戦線統一会議に参

加しよう」の文字が掲載されている（JMHMC/

Box 84）。

(97）「京大平和擁護委一日で二千五百ストックホ

ルムアピール署名運動に街頭へ」『学園』 1950年

6月26日付。

(98) JMHMC/Box 69/Folder 6.同学会中央執行委員

長水口春喜「声明」『戦後.I362-1。

(99）「平和擁護講演会遂に開く もめ抜いた十日間j『学

園』 1950年7月3日付。「名称をかえて開く 27 

日に法経第一教室で京大同学会の集会J『京都新

聞.I1950年6月28日付。以下、『京都』と略記。

また、本稿で引用した一般紙記事は『SCRAP

S25・1～ S25・12』（京都大学大学文書館所蔵、

01A21209、01A20861）収録分を参照。

(100）「戦争防止に努力を 京大平和問題懇話会でj『学

園』 1950年7月10・17日付。

(101）「五万人を目標に S・アピール署名運動に乗

り出す京大生」『学園』 1950年7月10・17日付。「一

人で八四六票 同学会平和投票進む」『学園.I1950 

年9月11日付。「物理教室教官も署名平和投票

一万二千超す京大」『学園.I1950年10月9日付。

(102）「動揺する京大細胞分派活動指摘、一幹部を

処分」『京都』 1950年9月21日付。

(103) JMHMC/Box 69/Fldr 6. 

(104) JMHMC/Box 69/Fldr 6. 

(105）「学生生活向上へ 京大同学会代議員会開くJ『学

園』 1950年9月25日付。

(106）『京大ウィークリー』 1号、京大ウィークリ一社、

『戦後』 203-1。号数により「イjの大小が異なる。

(107) JMHMC/Box 69/Fldr 6. 

(108）前掲『資料戦後学生運動.I2、169、172頁。

(109）同前、 197四 205頁。

(110）「波状闘争を展開 京大同学会中執委態度を協議」
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『京都.I1950年10月7日付。「廿一日に平和大会

同学会赤追放で闘争へJ『学園.I1950年10月16日

付。

(111）前掲『資料戦後学生運動』 2、237～ 239頁。

(112）「スト参加を確認京大20日に決起大会」『京都』

1950年10月14日付。

(113）『京大ウイークリー』 5号、京大ウイークリ一社、

『戦後』 205-2。

(114）「「大学の自殺行為」断固“スト禁止”を告示

京大当局」『京都.I1950年10月18日付。

(115）日本共産党京大細胞「レッドパージ粉砕抗議大

会に全学結集しよう」『戦後』 4-lo

(116）『学友会ニュース』 2号、文学部学友会委員会、

『戦後』 315-1。

(117) JMHMC/Box 69/Fldr 6. 

(118）「ボイコットも取消し 京大経済学部J『毎日新

聞.I1950年10月19日付。以下、『毎日』と略記。

(119) JMHMC/Box 69/Fldr 6. 

(120）「内部で意見対立京大の決起大会深更まで

折衝続く」『京都』 1950年10月19日付。

(121）「学校側の条件無視京大決起大会でスト討議」

『京都』 1950年10月21日付。「嵐の中に“決起大会”

聞く 四学生を懲戒処分板鋲みになる輔導部」『学

園』 1950年11月1日付。

(122）「同学会委員長ら 4名処分京大で“スト禁令

を犯した”と」『毎日』 1950年10月23日付。

(123）「京大の学生運動盛り返した中立派極左行

動へ強い批判Jr朝日』 1950年11月1日付。

(124）「新委員も向性格か他校の動きがキーポイン

ト 今後の京大学生運動」『都新聞』 1950年10月

24日付。

(125）「処分めぐり暗雲京大各学部不満、学校側は

強硬j『京都』 1950年10月23日付。

(126) JMHMC/Box 69/Fldr 6. 

(127) I同学会の処分公聴申入れけらるj『京都』

1950年10月28日付。

(128）「処分の真相報告会 きょう京大同学会が開催」

『京都』 1950年10月31日付。

(129）同学会「11月8日全京都学生総ケッキ大会へ

全学デモで、結集しようJ『戦後.I81-40 
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(130）「全学デモゃれ京大同学会ピラをまく」『夕刊

京都』 1950年10月31日付。以下、『タ京』と略記。

(131）「スローガンでもめる 京大同学会の“文化祭”J

『朝日』 1950年11月2日付。

(132）日本共産党京大細胞「京大細胞はかく決意する」

『戦後』 315-1。日本共産党京大細胞「十一・八全

学デモで斗い抜乙う！ J『戦後』 81-9。日本共産党

京大細胞「11.8民族独立の愛国デモを斗い抜け

大会・デモ、無条件に許可さる！」『戦後』 83-1。

(133）同学会「全学デモで立て 十二時図書館前へ！ J 

『戦後』 385-1。京大同学会「十一月八日は国際青

年デーだ」『戦後』 81-5。

(134）『京大ウイークリー』 7号、京大ウイークリ一社、

『戦後』 205-1。

(135）「京大がデモ行進 きのう全京学生蹴起大会」『毎

日』 1950年11月9日付。「全京都学生決起大会

ストの突破口に 公安条例改正最初のデモ」『学園』

1950年11月13日付。『特審月報』 1950年11月号

では800となっているが、同誌1951年2月号では

500名と修正されている。

(136）『京大ウイークリーJ8号、京大ウイークリ一社、

『戦後』 209-1。

(137）「京大生逮捕さる 井上電機争議応援中」『学園』

1950年11月20日付。

(138）『京大ウイークリーJ9号、京大ウィークリ一社、

『戦後日本共産党関係資料.I9G-595、不二出版。

(139）日本共産党京大細胞「スト・デモで反撃に立た

う！ J『戦後』 86-1。

(140）「11月決戦に狂奔する全学連」『京都.I1950年

11月14日付。

(141）「文化闘争へ切替え 反戦学生同盟の拡大図るJ.

『京都』 1950年11月14日付。

(142）京大細胞文学部班「今こそ反撃の時だ十一・

二五の斗いに加われ！」『戦後』 96-1。

(143）『京大ウイークリー』 10号、京大ウイークリ一社、

『戦後』 240-8。

(144）「署長とじ込め京大（吉田分校）で学生騒ぐ」

『京都』 1950年11月23日付。「学生京大正門で

スクラム「前進座を囲む会」に警官出動j『学園』

1950年12月1日付。
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(145）『京大ウイークリー』 11号、京大ウイークリ一社、

『戦後.I240-9。

(146) JMHMC/Box 69/Fldr 7. 

(147）「デモは27日に延期京大同学会きょう前進

座事件に抗議」『京都』 1950年11月25日付。「許

可した集会は警官立会を断る 京大近く公安委に

申入れ」『朝日J1950年11月25日付。

(148）「大量学生処分か 京大「抗議集会」でもむ」『朝

日』 1950年11月26日付。「大量三十二学生処分

揺らぐ京大の伝統学生側公開審査を要求j『学園J

1950年12月4日付。

(149) r十数名処分に決定京大きょう再び抗議集会」

『朝日』 1950年11月27日付。

(150）京都大学「告示第十四号」『戦後』 118-1。「“浮

言に迷うな”京大当局告示発表放学1停学12

譜責rnJr学園J1950年12月4日付。

(151）「公権発動やむなし 京大当局学生大会に強硬J
『毎日』 1950年11月27日付。

(152）同学会「学園防衛に決然と起つ！＝十一・二五

抗議大会の真相＝」『戦後』 119-1。JMHMC/Box

69/Fldr 7. 

(153）「学生32人を処分委員の改選も命じる 京大

騒じよう事件j『タ京』 1950年11月28日付。

(154）「第2次処分12人京大、告示無視に厳罰」『京

都』 1950年11月29日付。「さらに処分を追加発表

廿八日夕刻J『学園』 1950年12月4日付。

(155）前掲『資料戦後学生運動』 2、241～250頁。

(156) JMHMC/Box 69/Fldr 7. 

(157) JMHMC/Box 69/Fldr 7.またピラ「処分に不

満高まる輔導委員」（11月30日付）では処分撤回

の署名とカンパが集まっているととや学生処分反

対を訴えている（JMHMC/Box69/Fldr 1-7）。

(158）『京大ウイークリーJ12号、京大ウイ〔ママ〕

クリ一社、『戦後』 240-10。

(159）「百十名を逮捕京都の越年波状デモ」『京都』

1950年12月10日付。 9日には、京大で学部自治

会が平和擁護講演会を法経第1教室で開催し、平

野義太郎、田畑茂二郎、桑原武夫を講演に招いて

いる（「京大、講演会聞く」『タ京』 1950年12月

10日付）。



(160) JMHMC/Box 69/Fldr 7. 

(161) JMHMC/Box 69/Fldr 7. 

(162）関西地方学生自治会代表者会議「共同声明J『初

期』 49-1。

(163）前掲『資料戦後学生運動』 2、248、9頁。

(164）「次第に学外へ進出 最後の円山事件がヤマ」『朝

日』 1950年12月24日付。

1950年前後における京大学生運動（上）（福家）
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