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冨永　望†

論　文

京大と満洲国
―満蒙研究会・満蒙調査会の活動を中心に―

はじめに
　1931 年９月 18 日、満洲事変が勃発した。関東

軍と朝鮮軍の暴走を時の若槻礼次郎内閣は止める

ことができず、軍部の国政壟断を許すこととなった。

その後の国際連盟脱退、日中全面戦争突入を経て、

第二次世界大戦での敗戦へと帰着する日本の歩み

を俯瞰するとき、満洲事変がターニングポイント

であったという評価は広く共有されているとみて

よいだろう。

　満洲事変以降に構築が進められた、いわゆる総

力戦体制に大学も無縁ではなかったことは、先行

研究が明らかにしつつある。特に注目すべきは、

日本諸学振興委員会に関する駒込武らの研究であ

る（1）。学生の思想傾向を憂慮した文部省は、1932

年に国民精神文化研究所を設置した。京都帝国大

学（以下、京大）からは作田荘一経済学部教授（社

会政策：以下、京大教官の初出に際しては、当時

の担当講座を記す）と西田直二郎文学部教授（国

史学第１）が所員に就任することになる。1936年

に日本諸学振興委員会が成立すると、人文科学・

社会科学・自然科学の各分野において研究者を動

員し、その研究成果を国策に利用する仕組みが敗

戦まで続いたのである。

　個々の大学の戦争協力については、各大学の通

史で部分的に言及されてはいるが、これから実態

を解明していくべきテーマであろう（2）。京大につ

いても、百年史で瀧川事件を軸に叙述しているが、

全体的に京大を戦時体制に翻弄される受動的な立

場として描いており、研究機関としてどのような

取り組みをしていたかについてはほとんど言及し

ていない（3）。

　一方、研究者のレベルで従来注目されてきたのは、

京都学派の戦争への関与であるが（4）、近年は京大

の研究者個人についても、踏み込んだ研究が出る

ようになった。末廣昭は京大経済学部の研究者に

よる満鉄調査部の中国農村慣行調査への関与につ

いて（5）、山根幸夫は建国大学創設において作田荘

一が果たした役割について明らかにした（6）。日本

地政学を提唱した小牧実繁文学部教授（史学地理

学第２）については、柴田陽一が取り組んでいる（7）。

西田直二郎についても斉藤利彦の研究が出ている（8）。

その他、小島祐馬文学部教授（哲学哲学史第３）

については岡村敬二による評伝があり（9）、矢野仁

一文学部教授（東洋史学第１）については塚瀬進

がマンチュリア研究史整理の文脈で言及している
（10）。また、後述するように、京大の研究者が先学

について回想する企画で、戦時中の研究活動につ

いて若干触れている部分が見られる（11）。とはいえ、

戦時中の京大についての研究は、端緒についたば

かりといえよう。

　本稿の目的は、満洲事変以降敗戦に至るまでの

時期における京大の満洲国への関与を、京都大学
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大学文書館所蔵の史料に基づいて検証し、大学と

国策との関係について一考する機会を提供するこ

とにある。引用文は適宜新字体に改めた。

１．京大の満洲熱
１-１．満洲事変に対する京大の反応

　京大における満洲事変の反響として最初に確認

できる事例は、1931 年 10 月から 11 月にかけて、

国際連盟協会京大学生支部が開催した一連の催し

である。国際連盟協会は、1920年に設立された外

務省の外郭団体であり、国際協調主義に立ちなが

ら外交問題について国民を啓蒙し、世論を喚起し

て日本外交の推進力に役立てることを意図してい

た（12）。京大学生支部については詳細が不明だが、

10月26日に満蒙問題座談会、11月５日に満蒙問

題討論会、同18日に満蒙問題講演会を開催した。

座談会と討論会については内容が不明だが、講演

会については『京都帝国大学新聞』（以下、『京大

新聞』）と『京都日出新聞』（以下、『京都』）が内

容を報じている。作田荘一「満蒙問題の経済的考

察」、矢野仁一「満洲と日本」、末広重雄法学部教

授（政治学政治史第１）「国際連盟―脱退の是非」

の３本であった。

　作田は、満蒙の資源を開発したのは日本である

から、日本が優先的権利を与えられるべきであり、

日本が満蒙の開発を主導することで東洋の平和が

保たれるとして、満洲事変を正当化した。矢野は、

日露戦争で清が中立を維持した事実を元に、満洲

が中国に属さないことを暗に示した。末広は日本

が国際連盟の常任理事国として利益を得ている事

実を指摘し、脱退論を戒めた（13）。このうち、作田

の講演についてのみ、『京都』が詳細に報じており、

満蒙の資源開発について一般的に関心が高かった

ことが窺える（14）。

　これに対して、反帝国主義民族独立支持同盟京

大班と名乗る団体が満蒙からの即時撤退を訴える

ビラを配布していたことも報じられている（15）。もっ

とも、日本共産党の関西地方組織が弾圧された８・

26事件で95名の京大生が検挙された後でもあり、

京大の左翼学生運動は衰退に向かっていた。この

ような動きはあまり影響力を持たなかったと考え

られる。

１-２．京大教官たちの満洲調査

　年が明けて 1932 年３月１日に満洲国が建国を

宣言すると、京大は教官による調査団を現地に派

遣することになった。『京大新聞』は以下のよう

に伝える。

　　 去る一日雄々しくも生ぶ声をあげた満蒙新国

家の肥沃な耕地と、無尽蔵の富源とを、生産・

消費・住宅の三方面から学術的に研究し、開

発のハンマーを処女地に加ふべく、本学では

近く左記諸氏を同地に派遣する。これは一面

本学の紹介にもなり、また毎年約千五百の卒

業生を擁して、奔命に疲れる就職戦の打開策

にもならうと言ふので、学の内外から多大の

期待をかけられてゐる（16）

　ここで名前が挙がっているのは、滝山与工学部

教授（土木工学第２）、倉内吟二郎工学部教授（採

鉱学第３）、小松茂理学部教授（生物化学）、菊池

秋雄農学部教授（園芸学第２）、市河三禄農学部

教授（林学第１）の５名と軍事教官の柳下重治大

佐であった。後を追って新城新蔵総長（理学部・

宇宙物理学）も渡満する予定と同紙は伝えている

から、まさに京大をあげての取り組みだったわけ

である。

　さらに第二陣として神戸正雄経済学部教授（財

政学）、大井清一工学部教授（土木工学第３）、中

沢良夫工学部教授（工業化学第２）、松原厚理学

部教授（鉱物学）の４名が、第三陣として中村新

太郎理学部教授（地史学）、戸田正三医学部教授（衛

生学）、橋本伝左衛門農学部教授（農業経営学）、

大杉繁農学部教授（農芸化学第１）、竹崎嘉徳農

学部教授（育種学）の５名が派遣された（17）。神戸
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以外は自然科学の研究者であり、まさに資源開発

に主眼が置かれていたわけである。

　12月に武居高四郎工学部教授（土木工学第６）

が満洲国国務院国都建設局顧問となったが（18）、以

降は敗戦に至るまで、文部省を通じて委嘱を受け

た京大教官が、学術調査にとどまらず、様々な任

務を帯びて、満洲国への出張を続けることになる。

　満洲国に対する京大の調査活動は自然科学が先

鞭をつけたが、人文科学研究者も５月に入ってから、

羽田亨（東洋史学第３）・矢野仁一・小西重直（教

育学教授法）の文学部教授３名が相次いで渡満し

た（19）。共に東洋史学担当の羽田と矢野は史料の収

集と保全が目的であったが、教育学担当の小西は

在満日本人の教育施設と満洲国民の教育について

の考察が目的であった。

　国際連盟協会京大支部の方も、時期は不明だが

作田荘一が支部長に就任し、満洲問題の研究を活

動の主軸に据えた。同年５月の時点で年12回の例

会を企画すると予告しているが、『京大新聞』は「満

洲事変を転機として大飛躍をなした国際連盟協会

京大学生支部」（20）と述べているから、活動がこの

ように活発になったのは満洲事変以降のことであ

るらしい。もっとも、国際連盟脱退に慎重な末広

重雄が顧問になっているので、バランスには配慮

したようである。

１-３．京大生の進路としての満洲国

　1932 年５月９日から 11 日までの３日間、京大

新聞部は「満洲国写真展覧会」を開催した（21）。『京

都』は「満洲国誕生展覧会」と報じているが（22）、

いずれにしても満洲国建国を祝賀する趣旨の企画

だったのは間違いない。写真の提供者は第１回視

察団に同行した柳下重治大佐であるから、京大新

聞部が陸軍の宣伝に一役買ったことになる。

　また、京大が夏休みに恒例行事として一般市民

向けに開催していた夏期講習会でも、この年は視

察に参加した教官による満蒙講座が企画された（23）。

『京都』は新城新蔵総長が満蒙に対して積極的な

姿勢を見せていると伝えている（24）。新城は総長就

任以前に東方文化事業上海委員を務めており、総

長退任後は上海自然科学研究所長に就任した経歴

を持つ人物であるから、元々大陸への関心は高かっ

たと思われる（25）。だが、『京大新聞』の記事にも

あるように、学生の就職状況改善への期待も、積

極的姿勢の一因であったであろう。自作農となる

ことを夢見て開拓農民として渡満した貧農の他に、

新たな就職先の出現として満洲国を肯定した学歴

エリートもいたわけである。

　それはすなわち、満洲国の官吏になるという進

路を意味していた。満洲国は人材育成のために自

治訓練所を設置したが、その募集案内が京大にも

たらされると、京大は学内に積極的応募を呼びか

けたのである。その先駆けとして、法学部から２名、

経済学部から１名が面接に合格して採用された（26）。

さらに夏休みを利用して学生に直接満洲国を見学

させようということで、大野熊雄学生主事の立案

による学生満洲視察団の派遣が行われた。１人

132円の旅費は決して安くなかったと思われるが、

少なくとも20人以上集まったのは確実である（27）。

その効果があったのか、1932年はさらに43名の

京大生が満洲国に官吏として採用されたと報じら

れている（28）。

　翌年のことになるが、1933年には、全国から学

生を募って、満洲産業建設学徒研究団が派遣された。

これは夏期休暇を利用して、優秀な大学生を集め

て満洲国を実地体験させようという政府主導の企

画である。思想と身体双方が健全で、なおかつ満

洲国建設に熱意を持つ卒業見込みの者という選抜

基準があったが（29）、京大からも86名が参加した（30）。

なお、橋本伝左衛門に発起人の依頼があり、同人

が受諾したことが京大法人文書で確認できる（31）。

　1932年10月31日、満洲に関心を持つ学生約80

名を集めて、京大満洲会が成立した。発会式は楽

友会館で行われ、新城総長他満洲視察に参加した
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教官約10名も参列して祝辞を述べたと伝えられる

から、実態はわからないものの、実質的に京大公

認の組織だったと考えられる。発会式で大野学生

主事は次のように述べた。

　　 本会はその名前の故に猶興学会愛国学生連盟

等と同じく、右翼的傾向をもつた団体と見做

されてゐるが、それは一つの認識不足で、本

会の使命とするところは、右偏せず左偏せず、

満洲国に対する科学的批判と認識をなすにあ

る（32）

　『京大新聞』によると、各学部教授を中心に研

究会・座談会を催す予定とのことだったが、続報

が一切ないために、その後の活動は不明である。

おそらく自然消滅したのであろう。会の成立は『京

都』も報じているので（33）、当初は学外からも注目

され、それなりの広がりを期待されていたはずで

ある。それが尻切れとんぼに終わった理由は、新

城総長が1933年３月に退任したことと関連があ

るかもしれない。

　以上のように、満洲事変から満洲国建国に至る

流れは、京大にとって学生の就職難を解消する救

済策として、肯定的に受け止められていた。実際、

就職状況の改善は1933年度も続いたことが、『京都』

の報道から裏づけられる（34）。日本の満洲侵略を批

判する動きも皆無ではなかったが、微々たるもの

であった。次に、研究者たちの対応について見て

みたい。

２．満蒙研究会の活動
２-１．満蒙研究会の成立

　1932年11月30日、東大で東京帝国大学満蒙研

究会が成立した。この組織については東大の通史

も触れていないが、その会則が残っている。

　　東京帝国大学満蒙研究会会則

　　第一条　 本会ハ東京帝国大学満蒙研究会ト称

ス

　　第二条　 本会ハ満蒙ノ政治経済外交軍事社会

的慣習並ヒニ文化等各方面ノ事情ヲ

研究シ併セテ将来満蒙ヲ中心トスル

東亜ノ開発ニ従事セントスル者ノタ

メニ必要ナル訓練ヲナスヲ以テ目的

トス

　　第三条　 本会ハ前条ノ目的ヲ達成スル為左ノ

事業ヲ行フ

　　　　　　一、  満蒙ニ関スル各方面ノ調査研究

並ヒニ満洲語習得

　　　　　　二、心身ノ鍛錬ヲ目的トスル行事

　　　　　　三、  其他目的達成ノタメ必要ト認ム

ル事項

　　第四条　 本会ハ東京帝国大学学生有志及ヒ特

別関係者ヲ以テ組織ス

　　〔以下略〕

　役員としては会長１名、評議員・顧問・委員若

干名があり、会長・評議員は東大教授と職員に委

嘱し、委員は学生会員の中から会長が指名するも

のとされた。年会費は一律２円であった（35）。少な

くとも４年後の 1936 年４月までは活動を継続し

ていたことが確認できる。講演会・座談会・研究

会の他、陸軍士官学校講師を招いて満洲語初等講

座を週３回開催し、機関誌『満蒙研究』を年３回

刊行していた（36）。

　1933年３月１日には、北大で北海道帝国大学満

蒙研究会が組織された。活動内容は満蒙に関する

講演会の開催と冊子『満蒙研究資料』の刊行であっ

た（37）。

　そして同年10月29日、京大満蒙研究会（以下、

満蒙研究会）が発足した。この会の成立を予告し

た『京大新聞』は以下のように伝えている。

　　 今夏満洲産業建設学徒研究団に加はつた本学

学生によつて満蒙研究会が生れようとしてゐ

る、本学内には多くの満蒙に関する権威が居り、

而もその研究発表の機関も具はらず、又満蒙

に関する幾多の文献の統一整理、或は活用更

生のために、何か恒常的の団体がほしいとい
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ふことが動機だ、会の仕事としてはあくまで

純真な学生の立場に立つて、満蒙の将来の研

究に精進する筈で顧問、特別会員等を座長に

推し学部毎に座談会等を開催して行く予定、

発会の準備は来週末ごろまでにすつかりとゝ

のへてスポーツウイークが終つたらいよいよ

仕事を始めることになつてゐる（38）

　ここでいうスポーツウィークとは、当時毎年10

月下旬に京大と東大の間で行われていた各運動部

の交流戦を指す。行事が終わってから始動すると

いうのが、いかにも学生主体の組織らしい話だが、

実際に発足した組織の規程は、発会式で定められた。

『京大新聞』の記事をそのまま引用すると煩雑に

なるので、要点をまとめることにする。まず、会

の趣旨は下記の４点である。

　　１．  学内の満洲専門家から知見を得る機会を

作る

　　２．  満洲国関係者や学外の専門家が入洛した

際に交流の場を作る

　　３．京大内に総合的研究機関を作る

　　４．満洲に関する資料を収集する

　上記の目的のために、研究発表会・講演会等の

活動を行うとした。この他に満洲語講習会も企画

されたが、実施されたかどうかは不明である。会

員は３種類で、正会員、特別会員は会費年額１円

50銭、準会員は３円を納めるものとされた。京大

満蒙研究会事務所は楽友会館事務室に置かれた。

会が発足すると早速54名の入会者があり、開会式

翌日の30日には、満洲国軍政部最高顧問多田駿陸

軍少将と橋本伝左衛門による講演が行われた（39）。

　満蒙研究会の特徴であるが、まず学生が主体と

なって立ち上げた組織であったことがあげられる。

満洲産業建設学徒研究団参加者が立ち上げたとい

う経緯を考慮すると、陸軍他政府機関の影響が全

くなかったわけではないだろう。とはいえ、京大

の法人文書に満蒙研究会に関するものがほとんど

残っていないことからみて、京大は運営にほぼ関

与していなかったと考えられる。京大満洲会の発

足を報じた『京都』も、満蒙研究会の発足は記事

にしていない。満洲語の学習会を企画したあたり

が東大との共通点であるが、就職に有利な技能の

習得や情報交換を目的とする勉強会のような、サー

クル的な組織だったのではないだろうか。目的意

識がはっきりしていたことと、会費の規程を明確

にしていたことが、組織として継続的活動を可能

にしたと推測できる。そのような学生の自発的行

動に基づく組織であるなら、なおのこと当時の京

大生のアジアに対する認識が問われるといえよう。

２-２．満蒙研究会の学生派遣

　その後の満蒙研究会の活動は断片的にしか確認

できないが、可能な限り追ってみると、1937年に

は夏期休暇を利用して満蒙の実地調査を計画した。

内容は以下の通りである。

　　A班　 来る〔６月〕廿五日出発、安西省〔山

西省の誤りと思われる〕を経て内蒙古、

北支実情調査、上海を経て十月帰洛

　　B班　満蒙一般視察、七月上旬出発

　　C班　北鮮北満踏破、七月上旬出発

　　D班　北支一週、七月上旬出発（40）

　この他に「南洋南支方面へも実地調査の計画が

あり」と伝えられていることから、かなり大規模

な計画であり、それを実行できるだけの財政的基

盤と当局の援助を獲得していたことが推測できる。

『京都』がこの計画を報じているので、学外的に

も認知される組織に成長したのだろう。しかも、

満蒙研究の枠にはとどまらなくなっている。

　1938年には、やはり夏期休暇を利用して宣撫工

作実習のため学生を北京の宣撫班本部に送ったこ

とが、『京都』により報じられている（41）。既に前

年７月７日の盧溝橋事件以降、日中全面戦争に突

入しており、これはもはや明らかな戦争協力である。

会の当初の目的からも逸脱しており、活動方針に

変化が生じていたのではないかと思われるが、残
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念ながら詳細はわからない。

　同年11月29日には、駒井徳三を招いて講演会

を開催した。駒井は満鉄社員から陸軍嘱託を経て、

満洲国の初代国務院総務長官になった人物である
（42）。講演会に続いて学生課主催の日満学生懇話会

が開かれた。『京都』は、懇話会には満洲国から

の留学生他60余名の学生が参加し、駒井が「大陸

生活の回顧談に加へて戦時下の学生の緊張をうな

がし学生に多大の感銘をあたへた」と伝えている（43）。

講演会と懇話会は、主催者が違うものの、連動し

た企画であったと考えられる。

　これを最後に、満蒙研究会独自の活動を確認す

ることはできないが、組織自体は存続していたこ

とがわかる。というのも、1939 年２月 11 日に、

満蒙研究会は東亜研究会に改称したことが判明し

ているからである（44）。

　『満蒙支那南洋等又ハ之ト本邦トノ各般ノ関係

ヲ対象トシタル調査研究ニ関スル件』（京都大学

大学文書館所蔵、識別番号 01A00512）は、管見

の限り京大法人文書の中で唯一満蒙研究会の存在

を確認できる資料である。これは、1938年12月

26日付で文部省から京大内部での「満蒙支那南洋」

を対象とする調査研究活動についての照会がなさ

れたことに対する京大の報告書であり、該当する

活動を行っている個人及び団体の情報が網羅され

ている。この時点での満蒙研究会の実態を示す唯

一の資料なので、長文だが引用したい。

　　 （一）団体名称

　　　　　満蒙研究会　近ク東亜研究会ト改称ス

　　 （二）指導ニ当ル教員氏名

　　　　　会長　橋本伝左衛門

　　 （三）所属員数及会合ノ状況

　　　　　 約百名　主トシテ京都帝国大学各学部

学生トス

　　　　　 会合ノ状況　毎週一回乃至二回会合シ

関係教授ノ出席指導ヲ受ケ研究調査、

報告及討議ヲナス

　　 （四）目的及現在マデノ成績

　　　　　 満蒙ヲ中心トシ東亜各方面ノ事態ヲ研

究スルコト

　　　　　 現在マデノ成績　最モ見ルベキモノア

リ、昭和十三年夏ニハ寄附金ヲ得テ学

生ヲ満洲及北支ニ派遣セリ

　　 （五）経費及ソノ財源ト使途

　　　　　会員ノ醵金並ニ寄附金

　　 （六）  補助ヲ受ケタル場合ハソノ金額及補助

者名

　　　　　 京大学生課ヨリ会合費ニ対シ時ニ少額

ノ補助ヲナスコトアリ

　　 （七）将来ノ計画又ハ希望

　　　　　 満蒙研究会ハ之ヲ東亜研究会ト改名ス

ルト共ニ研究範囲ヲ満蒙ヲ中心トシテ

広ク東亜各方面ニ拡張シ各学部教授ヲ

相当多数顧問ニ推シ会員学生モ更ニ多

数ヲ得、出来得ベクンバ資金ヲ得テ其

ノ中ノ優秀ナルモノヲ時々現地ニ派遣

シテ研究ヲ深メシムルコトヲ希望ス

　ここから、1938年夏の調査団派遣は学外からの

寄附金によって実現したものだったことがわかる。

ここで記述されている会の状況が発足当初からの

ものだったのか、途中で変質を来したものなのか

は判断しがたい。これを最後に満蒙研究会改め東

亜研究会の活動を確認できる資料は現時点で見つ

かっていない。橋本は敗戦後の教員適格審査で適

格との判定を受けているので、満蒙研究会及び東

亜研究会での活動は咎められなかったわけである。

だが、1938年夏の北支宣撫工作実習に、会長であっ

た橋本が関与していた可能性は高い。

３．満蒙調査会の活動
３-１．満蒙調査会の成立

　1932年10月24日、新城新蔵総長、書記官、庶

務課長、会計課長、戸田正三、滝山与、小松茂、

菊池秋雄、橋本伝左衛門各教授が集まり、満蒙研
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究所設置について協議した。京大は率先して満蒙

研究に関心を寄せ、教官を現地視察に派遣してき

たのに、九大は京大に先駆けて国から次年度予算

に満蒙文化研究所設置経費を盛り込むことを認め

られた。当時、帝国大学の予算は国の承認が必要

であった。今さら予算で対抗するには機を逸して

しまったので、寄附金を募って２、３年継続する

研究事業を立ち上げ、実績を作ってから予算問題

にしようという企図であった。そして、寄附を募

るには具体的に研究テーマを設定しなければ交渉

にならないということで、いくつかのテーマを設

定した。この時点で設定されていたのは、農林業・

鉱工業・動植物・移民に関する研究と文献収集な

どで、法制度や経済政策、病理学などは含まれて

いなかった（45）。

　前述の京大満洲会も、同会が学生に参加を呼び

かけていたことを斟酌すると、満蒙研究所設置計

画と対応するものだったかもしれない。しかし、

この満蒙研究所設置の動きはその後立ち消えになっ

てしまう。理由は不明であるが、これも新城総長

が1933年３月に退任したことと関係があるかも

しれない。ちなみに、九大の研究所設置案も最終

的には却下され、実現しなかった（46）。

　1933年12月７日、学部長会議が開かれ、「満蒙

調査委員会規程案」について協議した。当時の総

長は松井元興（理学部・化学第４）である。同案

を誰が起草したのかは不明だが、後述する満蒙調

査会規程の原型と認められる。これを各学部に持

ち帰って検討することになり、翌 1934 年２月８

日に再び学部長会議を開いたが、このときは意見

がまとまらなかった。残存する資料は、規程中研

究テーマを列挙する部分について多く手書きの訂

正が入っているので、研究テーマの字句について

紛糾したものと推測される。１週間後、15日の学

部長会議で会の名称を「満蒙調査会」とすること

で合意した。「委員」の語を削った理由はわから

ないが、研究機関の名称として委員会はふさわし

くないと考えたのかもしれない。さらに22日の学

部長会議でおおむね規程案が固まり、法学部に字

句の修正を依頼することになった（47）。

　1934年３月８日、京大の最高意志決定機関であ

る評議会は京大満蒙調査会規程を制定した。京大

満蒙調査会（以下、満蒙調査会）は京大満洲会・

満蒙研究会とは異なり、京大が設置した機関である。

京大の教官が各自のテーマを設定して、経費の援

助を受けて調査・研究にあたった。まず、同会の

規程を掲げる。

　　 京都帝国大学満蒙調査会規程（1934年10月

５日改正）

　　第一条　本学ニ満蒙調査会ヲ置ク

　　第二条　 満蒙調査会ハ京都帝国大学総長ノ監

督ニ属シ満蒙ニ関スル左ノ事項ヲ調

査研究ス

　　　一　法制ニ関スル事項

　　　二　地理、歴史、言語及宗教ニ関スル事項

　　　三　財政経済ニ関スル事項

　　　四　自然科学ニ関スル事項

　　　五　医事、衛生ニ関スル事項

　　　六　 農業、林業、畜産業及農業土木等ニ関

スル事項

　　　七　 工業、鉱業、交通、運輸、水利及動力

等ニ関スル事項

　　　八　移植民ニ関スル事項

　　　九　特産物ノ利用ニ関スル事項

　　　十　 其ノ他調査会ニ於テ必要ト認メタル事

項

　　第三条　 満蒙調査会ハ会長一人理事七人委員

若干人ヲ以テ之ヲ組織ス

　　　　　　 前項ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時

委員ヲ置クコトヲ得

　　第四条　 会長ハ京都帝国大学総長ヲ以テ之ニ

充ツ

　　　　　　 理事ハ京都帝国大学教授中ヨリ会長

之ヲ依嘱ス但シ各学部一人宛トス
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　　　　　　 委員ハ京都帝国大学教授又ハ助教授

中ヨリ会長之ヲ依嘱ス

　　　　　　 臨時委員ハ京都帝国大学教授、同助

教授若ハ満蒙ニ関スル学識経験アル

者ノ中ヨリ会長之ヲ依嘱ス

　　第五条　 理事及委員ノ任期ハ一箇年トス但シ

重任ヲ妨ケス

　　第六条　会長ハ会務ヲ総理ス

　　　　　　 会長事故アルトキハ会長ノ指名シタ

ル理事其ノ職務ヲ代理ス

　　　　　　 理事会ハ会長ノ諮問シタル事項ヲ審

議ス

　　　　　　 委員ハ会長ノ指揮ヲ承ケ調査研究ニ

従事ス

　　第七条　 満蒙調査会ニ賛助員ヲ置キ本会ノ事

業ヲ翼賛シタル者ノ中ヨリ会長之ヲ

依嘱ス

　　第八条　 満蒙調査会ニ幹事三人ヲ置ク幹事ハ

京都帝国大学書記官竝ニ庶務課長及

会計課長タル京都帝国大学事務官ヲ

以テ之ニ充ツ

　　　　　　 幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ会務ヲ掌理

ス

　　第九条　 満蒙調査会ニ書記若干人ヲ置キ会長

之ヲ命ス

　　　　　　 書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ会務

ニ従事ス

　満蒙調査会の最大の特徴は、総長が会長を務め、

京大の教授・助教授によって構成される全学的組

織ということである。理事は当初置かれなかったが、

７月５日の規程改正で設けられた（48）。歴代の理事

は全て学部長なので、そのような申し合わせがあっ

たのであろう。委員は満蒙調査会が承認したテー

マの研究に当たる者で、任期は当初３年だったが、

10 月５日の規程改正で１年に短縮された（49）。重

任を認めるというのは、継続して研究に従事でき

るようにするためと考えられる。委員は理事を通

じて経費の申請を行った。

　賛助員は判明している限り、弘世助太郎だけで

ある。弘世は日本生命株式会社社長であり、1934

年度は１万円、1935〜39年度は毎年５千円ずつ、

計３万５千円を満蒙調査会に寄附したスポンサー

であった（50）。満蒙調査会の活動はこの寄附によっ

て可能になったのだが、1940年度以降に寄附金を

得た形跡はない。同社の社史は満蒙調査会への寄

附に言及していないので（51）、弘世が個人的に寄附

したのかもしれない。実際、満蒙調査会に委員が

提出した経費支出申請書類の中には、「弘世奨学金」

の語がしばしば見受けられる。委員たちは、弘世

のおかげで満蒙調査会が活動できていると認識し

ていたのだろう。

３-２．活動の実態

　発足当初、満蒙調査会が承認した研究テーマは、

27項目であった〔表１〕。学部ごとの内訳は、法

学部が２名２項目、医学部が４名７項目、工学部

が２名２項目、文学部が１名１項目、理学部が３

名３項目、農学部が７名10項目であった。医学部

と農学部の調査項目が飛び抜けて多いが、医学部

は風土病について、農学部は満洲での農林業につ

いての研究テーマがほとんどである。ただし、参

加者が一堂に会して研究成果を発表し合う場は設

けらなかったので、学際的研究機関とはいいがたい。

　満蒙調査会の発足については、『京大新聞』も『京

都』も同会が始動した６月に報じており、京大内

外で注目されていたことがわかる。『京都』は、

松井元興総長も京大と満洲国との関係を深めるこ

とに熱心であると伝えている。

　　 新満洲国に前途有為の卒業生を送り、学術方

面においても満洲開発のため権威ある教授を

派遣してゐる京大当局では曩に松井総長自ら

も満洲に出張して別項の如く京大卒業生の彼

地の活躍ぶりを土産話に齎して帰るなど盛ん

に京大と満洲との接続に力を入れてゐるが、
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京大では更に各学部の権威を網羅する満蒙調

査会なるものを組織し、このほどこれが規約

が出来上つた、而して今後学問的に満蒙の研

究をなし新興帝国発展のため大いに尽すこと

になつた（52）

　また、記事にあるように５月から６月にかけて

の満洲視察から帰ったばかりの松井総長は、次の

ような感想を述べた。

　　 今回の出張は、京大出身者が満洲国で如何に

活躍してゐるかを視察したわけであるが、み

んなが在学中よりも一生懸命に働いてゐるの

を見て非常に愉快に思つた、彼地の京大出身

者は大連、新京、奉天等に各々百数十人あり、

特に各病院が京大出身者で固められてゐる状

態であつて、その活動もなかなか盛んである、

各自の心境も至つてよく、こちらで心配して

ゐたほどのこともなく、まことにいゝ印象を

うけた、皆、彼地に失望することなく一生懸

命に新興国の発展に力を尽してゐた、満洲国

としては今後まだまだ官吏その他の働く人間

を要求してをり、京大出身者に対する不平も

彼地の不平もなかつた（53）

　新城総長以来の、京大生の就職先として満洲国

を積極的に肯定する姿勢が継続していることがわ

かる。満蒙調査会を組織したのも、京大の姿勢を

継続する意志の表れといえる。

表１　満蒙調査会調査事項（1934年6月22日決定）

調査事項 学部 官 氏名
満蒙における土地制度

法学部
教授 石田文次郎

満蒙における家族制度の調査 教授 牧健二

満蒙における風俗習慣と疾病との関係

医学部

教授 清野謙次
満蒙の人種と疾病との関係

満蒙における地理学的病理学

満蒙における古代人種の疾病

満洲移民と其風土服合策の研究一般 教授 戸田正三

満洲における慢性疾患調査 教授 舟岡省五

満洲の気候と住居に関する研究 助教授 大谷佐重郎

満蒙における高級耐火材料の研究
工学部

教授 吉岡藤作

北満における含金層のブラックサンドに関する研究 教授 倉内吟二郎

満和辞典の編纂 文学部 教授 羽田亨

満洲国産淡水生物の研究

理学部

教授 川村多実二

満洲産穀物の生化学的研究 教授 小松茂

東亜各地方（満洲国東南部）における重力偏差測定 教授 松山基範

満洲国の専売制度
経済学部

教授 汐見三郎

満洲国における社会問題 教授 石川興二

満洲の果樹園芸特に梨及苹果に関する調査研究

農学部

教授 菊池秋雄

満洲における農作物育種に関する研究 教授 竹崎嘉徳

満洲材の利用に関する研究 教授 市河三禄

満蒙の土壌肥料に関する研究 教授 大杉繁

満洲移民の食物に関する研究

教授 近藤金助満蒙における家畜の合理的飼養に関する研究

満蒙における畜産物の利用に関する研究

満洲国産木材を原料とする人絹用並に製紙用パルプ製造に関する研究
教授 志方益三

満洲国の繊維作物の利用加工に関する研究

満洲における農業経営及移民に関する研究 教授 橋本伝左衛門
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　次に、委員が申請した経費支出の一覧を掲げる

〔表２〕。便宜的に番号を振ったが、全部で47件確

認できる。表１に名前がない者は、後から委員に

なったわけであるが、当初委員として名前を連ね

ているのに、経費の申請をしていない者がいる。

不自然ではあるが、事情はわからない。また、

No.19の木原均農学部教授（実験遺伝学）のみは

京大の教官でありながら、委員委嘱に関する書類

が確認できない。No.24の川村多実二理学部教授（動

物学第２）の申請は前年度分と合わせて認められた。

No.29の柴田重太郎は京大に配属されていた陸軍

少佐であり、規程第２条第 10 号が適用された。

No.38の中村恒三郎は京大書記官で、満蒙調査会

幹事を務めていた。

　一連の経費を合計すると、18,310円となる。こ

の他に満蒙調査会を運営する上での人件費や雑費

があったとしても、１万５千円以上は余っていた

と考えられる。弘世の寄附金は満蒙調査会の活動

を賄うに十分だったのである。費目に「手当」と

あるのは、内訳を記載している事例もあるが、も

ろもろの費用を総称して「手当」と呼んでいる。

総じて、満洲国への出張のために経費を申請した

事例が大半であった。経費の申請は1934年から

1937年にかけて集中しており、満蒙調査会の活動

が活発であった時期とわかる。その後は低迷し、

1944年に突発的に経費の申請が増えている。

　学部別で見ると、申請総額は多い順に文学部

5,780円、理学部3,250円、農学部2,440円、経済

学部 2,000 円、工学部 1,590 円、医学部 1,400 円、

法学部1,000円となる。個人での申請総額が多い

トップスリーをあげると、羽田亨が首位で5,780円、

次いで川村の1,150円、３位が宮地伝三郎理学部

教授（動物学第２）・静田均経済学部教授（経済

学第６）・荻生規矩夫医学部教授（薬物学第１）

の1,000円となる。理事を除くと、羽田は文学部

で唯一の委員であり、満蒙調査会から最も大きな

恩恵を受けたことが明らかである。

３-３．満蒙調査会の成果

　羽田亨が従事していた調査項目は『満和辞典』

の編纂事業であり、満蒙調査会としても一番大き

な成果であったといえる。これは満洲語をローマ

表２　満蒙調査会経費支出一覧

No. 処理日 氏名 学部 調査項目 費目 金額
１ 1934年７月９日 羽田亨 文 満和辞典編纂 手当 ¥100

２ 1934年８月27日 羽田亨 文 満和辞典編纂 手当 ¥200

３ 1934年９月20日 市河三禄 農 満洲国産木材の利用に関する研究 木材運搬費 ¥300

４ 1934年10月26日 石田文次郎 法 満蒙土地制度研究 旅費・資料蒐集費 ¥800

５ 1934年10月26日 羽田亨 文 満和辞典編纂 手当 ¥200

６ 1934年11月１日 牧健二 法 満蒙における家族制度研究 旅費・資料蒐集費 ¥200

７ 1934年11月13日 石川興二 経 満洲国における社会問題 旅費・資料蒐集費 ¥100

８ 1934年12月11日 大杉繁 農 満蒙の土壌肥料に関する研究 材料最終費・消耗品 ¥300

９ 1935年２月15日 羽田亨 文 満和辞典編纂 手当 ¥150

10 1935年４月18日 羽田亨 文 満和辞典編纂 手当 ¥85

11 1935年５月10日 志方益三 農
満洲国における製紙用並人絹用パル
プ原木に関する調査

印刷費 ¥40

12 1935年５月25日 小松茂 理
満蒙における大豆、高粱、ケシ、オ
ビウムの生化学的研究
頁岩油精製の視察

満州国出張費 ¥600

13 1935年６月９日 菊池秋雄 農
満洲の果樹園芸特に梨及苹果に関す
る調査研究

満州国出張費 ¥300

14 1935年６月27日 羽田亨 文 満和辞典編纂 手当 ¥200
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No. 処理日 氏名 学部 調査項目 費目 金額

15 1935年７月８日 橋本伝左衛門 農
満洲における農業経営及移民に関す
る研究

満州国出張費 ¥400

16 1935年７月８日 倉内吟二郎 工
北満における含金層のブラックサン
ドに関する研究

手当 ¥500

17 1935年８月17日 羽田亨 文 満和辞典編纂 手当 ¥200

18 1935年10月23日 羽田亨 文 満和辞典編纂 手当 ¥150

19 1935年12月12日 木原均 農 興安嶺探検調査 旅費 ¥300

20 1935年12月17日 榎本中衛 農 満蒙における綿花の研究 調査費 ¥200

21 1936年１月９日 近藤泰夫 工
満洲における寒中コンクリート建造
物に関する調査研究

手当 ¥100

22 1936年１月18日 羽田亨 文 満和辞典編纂 手当 ¥120

23 1936年１月24日 羽田亨 文 満和辞典編纂 手当 ¥130

24 1936年３月31日 川村多実二 理 満洲国産淡水生物の研究 手当 ¥850

25 1936年５月３日 羽田亨 文 満和辞典編纂 手当 ¥390

26 1936年５月８日 松山基範 理
満州国興安嶺附近における地殻内部
の構造調査研究

手当 ¥500

27 1936年６月８日 榎本中衛 農 満蒙における綿花の研究 調査費 ¥300

28 1936年９月９日 松岡孝児 経 満洲における金融制度調査研究 手当 ¥300

29 1936年９月21日 柴田重太郎 配属将校 満洲国大同学院の制度並現状調査 手当 ¥50

30 1936年10月１日 橋本伝左衛門 農
満洲における農業経営及移民に関す
る研究

手当 ¥300

31 1936年12月１日 羽田亨 文 満和辞典編纂 印刷・校正費 ¥2,905

32 1937年６月29日 羽田亨 文 満和辞典編纂 校正費 ¥150

33 1937年８月６日 舟岡省五 医 満洲における慢性疾患調査 満州国出張費 ¥400

34 1937年９月16日 大杉繁 農 満蒙の土壌肥料に関する研究 満州国出張費 ¥300

35 1937年９月17日 羽田亨 文 満和辞典編纂 印刷費 ¥100

36 1937年10月27日 谷口吉彦 経
満洲国及北支地方における政治経済
調査研究

満州国出張費 ¥600

37 1937年12月22日 羽田亨 文 満和辞典編纂 人件費 ¥200

38 1939年１月18日 中村恒三郎 書記官
満蒙における教育制度並に卒業生就
職状況視察

満州国出張費 ¥500

39 1939年６月23日 羽田亨 文 資料撮影のため今西春秋を派遣 北京出張費 ¥400

40 1939年10月16日 羽田亨 文 今西春秋への謝金 謝金 ¥100

41 1940年４月24日 川村多実二 理 関東州及満洲国陸水生物調査 印刷費 ¥300

42 1944年８月16日 宮地伝三郎 理
満洲国における衛生害虫に対する数
種新薬剤の防除効力研究

満州国出張費 ¥1,000

43 1944年９月６日 小林勇 工
大陸における鉄道並に一般土木施設
に関する実地調査研究

満州国出張費 ¥330

44 1944年９月６日 宍戸圭一 工
満洲における有機合成化学工業の原
料、立地条件に関する調査研究

満州国出張費 ¥330

45 1944年９月６日 藤野清久 工
満洲における大豆カゼインの調査研
究

満州国出張費 ¥330

46 1944年９月26日 静田均 経
満蒙における国策会社の運営及び工
業立地政策に関する調査研究

満州国出張費 ¥1,000

47 1945年６月12日 荻生規矩夫 医 満蒙における麦角の栽培並研究 調査費 ¥1,000

合計 ¥18,310
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字化し、アルファベット順に配列して日本語の対

訳を掲載したものである。羽田は中央・北アジア

史研究の草分け的存在であった。『満和辞典』は

他に類例のない辞典であり、1937年12月に完成

すると、東方文化研究所を始め、内外の大学図書

館・研究機関に寄贈された。この他、羽田は『満

和辞典』の編纂が終了した後、1939年に北京在住

の研究者今西春秋に依頼して、現地史料の写真撮

影に当たらせた際に、満蒙調査会へ経費を申請し

ている（54）。

　1935年７月、満蒙調査会会長である松井元興総

長から弘世に対して、満蒙調査会の中間報告を送っ

た。『満和辞典』の経過報告の他、７点の報告書

が確認できる。まず石田文次郎法学部教授（民法

第１）が1935年４月29日に提出した「満洲国土

地法制の調査報告」である。石田は満洲国の土地

法制、というより清朝および中華民国統治下にお

ける満洲の土地所有・売買に関する慣習を調査し、

それが日本の法制度とは大いに異なる独自性を有

していることを強調した上で、次のように結論を

下した。

　　 地政問題は満洲国にとつては重大な政治問題

と結合する。故に可及的速やかに一大調査機

関を設けて長年の正確なる調査研究の上土地

法制問題を決定すべきものと思ふ。（55）

　石田は満洲の社会に近代的法制度を持ち込もう

とする場合に混乱が生じ、それによって困窮する

農民の存在が社会問題となることを予見している。

安易に手をつけるのは危険だから、慎重に対応せ

よということであろう。

　日付は不明だが、同じく 1935 年に汐見三郎経

済学部教授（経済学第３）が「満洲国の専売制度」

を提出した。この中で汐見は、1934年８月から９

月にかけて満洲国で行った実地調査について報告

している。汐見は満洲国の財政部・統計処・主計

処・監察院・民政部を訪問して首脳部と連絡を取

り、次いで満鉄と関東庁を訪問した。だが、機構

問題がやかましくて関東庁ではほとんど調査がで

きなかったと不満を述べている。そして専売制度

が十分に発達していないことがわかったので、調

査目的を満洲国の一般財政に切り替えた。汐見は

満洲国の財政が順調に進んでいると評価する。そ

の要因は、張学良政権下に比べて軍事費が低く抑

えられていることと、中華民国政府に納められて

いた関税収入がそのまま懐に入るようになったか

らである。だが、軍事費が低いのは関東軍が満洲

国を支配して防衛に当たっているという実態の故

であり、皮肉な話というほかない。専売については、

かつては塩・硝鉱・燐寸のみだったのが、満洲国

建国後は阿片の専売が始まり、塩を抜いて比率が

最大になったものの、租税収入に比べると専売収

入は少額で比較にならないと指摘した。結論部分

では次のように述べている。

　　 然し満洲国専売なるものは財政収入以外に意

義の大なるものであり、又将来は相当に大な

る財政収入を齎す見込みがある。これ等は国

際関係特に北支事変の発展と密接なる関係を

有するものである。（56）

　報告書によると、満洲国では石油・火薬・麻薬

の専売が予定されていた。汐見の結論は、阿片を

始めとする専売事業による華北への経済的浸透を

念頭に置いたものかもしれない。

　この他は自然科学系の報告書であり、筆者の能

力では正確な理解は期しがたいので、簡潔に触れ

るにとどめる。５月２日付で大杉繁が「満洲国の

土壌に関する研究報告書」、市河三禄が５月20日

付で「満洲国産樹材ノ性質研究」を提出したが、

いずれも概要のみの簡潔なものであった。志方益

三農学部教授（林産化学）が提出した「昭和九年

度満洲旅行報告書」は、「満洲国ニ於ケル製紙用

並ニ人絹用パルプ原木ニ関スル調査」「満洲国林

業ニ関スル私見概要」「新繊維作物ケナフニ関ス

ル調査」の三部構成からなる詳細なものである。

満洲国の森林資源を評価し、林業に力を入れるよ
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う提言している（57）。大谷佐重郎医学部助教授の「満

洲国視察概況」も、1934年に行った調査の報告書

である。大谷は住民の衛生感覚の低さを酷評し、

日本人の移住を成功させるためには、「剣かコー

ランか」の強い信念で住民の善導に当たることが

必要だと主張した（58）。舟岡省五医学部教授（解剖

学第３）が提出した「満洲ニ於ケル疾病ニ関スル

調査」は、1933年に行った調査の報告書である。

満洲国における伝染病予防に当たっては、満洲国

内はもちろん、交通が頻繁である中国本土・内外

蒙古・ソ連に衛生機関を設置することを検討すべ

きとしているが（59）、実現性に乏しいといわざるを

得ない。

　その後の活動であるが、1936 年 11 月５日、松

岡孝児経済学部助教授（1940年教授就任、経済学

第５）が「満洲国及北支那視察報告書」を提出した。

同年９月から10月にかけて満洲国と北平・天津を

視察したときの報告である。主に金融経済に関す

る文献資料の収集にあたったと述べており、現地

での混乱により資料が散逸することを危惧し、満

洲国建国当時の記録を残すよう訴えている（60）。

　最後は、1944年９月10日に重沢俊郎文学部助

教授（1950年教授就任、哲学哲学史第３）が提出

した「満洲国文献調査報告書」である。経費支出

の記録は残っていないが、内容から見て先の今西

同様、羽田が依頼したと推測される。重沢はまず

大連満鉄図書館の蔵書を調査し、貴重な古典の他、

中華民国建国以来の中国語刊行物について概要を

まとめた。後者については、現代中国人の思想傾

向を分析する上で有用であると指摘している。次

いで満洲国における中国研究の現状について悲観

的な見解を示した。建国大学での研究はレベルが

低く、見るべきものがない。満鉄調査局は首脳部

が長期的視野を失い、目先の成果をあげることを

優先してしまっているので、将来的には期待でき

ないという。そしてそのような現状を招いたのは

政治家の謬見であると厳しく弾劾する。最後に以

下のような希望事項を述べている。

　　 旅順ニ於ケル羅振玉氏ノ旧蔵書ハ現在ノ保管

方法充分ト認メ難ク、負傷散逸ノ恐レ無キニ

非ズ。而シテ在満文化機関ニシテ其ノ一括購

入ヲ計ルモノ絶無ニ非ズ。羅氏ト本学トノ関

係浅カラザルニ鑑ミ且ツ本邦学界ノ為メ之ヲ

本学ニ於テ入手スルヲ得レバ無上ノ幸ト信ズ。

又仮令遽ニ購入シ得ズトスルモ其ノ根本的整

理ハ刻下ノ急務ト認メラル。（61）

　羅振玉は甲骨文字の研究で知られる考古学者で、

京大とは明治期から交流があり、遺物を寄贈して

いた（62）。満洲国建国後は監察院院長・日満文化協

会会長を務めた（63）。

　これ以外に、当初掲げられた調査項目の報告書

がないのは不自然である。他にも散逸してしまっ

た報告書がある可能性は否定できない。報告書は

おおむね満洲国の現状を率直に述べており、決し

て礼賛一辺倒ではなかった。中には批判的な記述

もある。しかし、この報告書が満蒙調査会に提出

された後、どうなったかはわからない。常識的に

考えれば、調査に協力した現地の関係機関には送

付されたはずであるが、関東軍や満鉄は批判をど

のように受け止めたのか、気になるところである。

　さて、満蒙調査会の原型である満蒙研究所設置

構想は、そもそも国から予算を獲得するための布

石として出たものであった。では、満蒙調査会の

活動に見られるような京大の満洲国に対する積極

的姿勢は、京大に何をもたらしたのであろうか。

最後にそれを考えてみたい。

４．戦時下における京大の拡張
４-１．日本精神史講座の設置と満洲国への関与

　1936年７月22日、文部省思想局長から全国の

官立高等教育機関に対して、「日本文化講義」を

実施せよとの通牒が出された。私立大学についても、

これに準じて制度の趣旨を達成するようにという

指示が出された（64）。その趣旨とは、「広ク人文ノ
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各方面ヨリ日本文化ニ関スル講義ヲ課シ以テ国民

的性格ノ涵養及ヒ日本精神ノ発揚ニ資スルト共ニ

日本独自ノ学問、文化ニ関スル十分ナル理解体認

ヲ得シムル」ことであった（65）。もっとも、正式な

通牒の前に、文部省は帝国大学の学生課長を６月

11日に招集し、口頭で伝えていた（66）。

　そこで京大は、９月17日の評議会で、日本文化

講義の実施を決定した（67）。その概要は、各学部に

おいて同年10月下旬から翌年１月にかけて、順次

全３回６時間の講義を実施するというものである。

講師として予定されていたのは、作田荘一経済学

部教授、野上俊夫文学部教授（心理学）、牧健二

法学部教授（日本法制史）、神戸経済学部教授、

本庄栄治郎経済学部教授（経済史）、田辺元文学

部教授（哲学哲学史第１）、西田直二郎文学部教

授の７名であった（68）。『京大新聞』はこれに加えて、

松井元興総長を会長として、各学部の教授から構

成される日本文化研究会の組織が決定されたと伝

えているが（69）、そのような組織が活動した形跡は

ない。後に大学制度調査会が新設を要求しながら

実現しなかった日本文化研究所と名称が似ている

が、その関係は不明である（70）。

　ただし、日本文化講義の延長線上にあると推測

されるのが、文学部に新設された日本精神史講座

であった。これは1937年６月17日の評議会で決

定されたものであるが、当初は「日本国体学講座」

という名称で予算を計上していた（71）。文学部全学

生の必修科目ではあるが、専攻科目として選ぶこ

とはできないので、同講座の卒業生は存在しない。

国史学第１講座の西田直二郎が兼任し、前年度ま

で哲学講師だった高山岩男（1946年教授に就任、

哲学哲学史第１）が助教授に昇任して講義を開始

した（72）。講義の内容については、西田の講義ノー

トが断片的に残っている（未公開）。

　日本精神史講座は敗戦後の1946年に廃止され、

西田と高山は共に教員適格審査で不適格と認定さ

れることになる。同講座の新設により、文学部は

教授・助教授・助手各１名の増員を認められた（73）。

同じ頃、東大でも「国体学講座」新設の動きがあり、

1938年に「日本思想史講座」の名称で実現した。

名称については京大の日本精神史講座を参考にし

たと考えられている（74）。

　1937 年５月 13 日、文部省から京大に、作田教

授に対して満洲国立大学校設立準備事務を委嘱す

ることを打診してきた。これが後の満洲国建国大

学につながり、作田は副総長に就任することにな

るが（75）、作田の他にも、京大からは講師として建

国大学に出講した者がいる。たとえば1940年に

は黒田覚法学部教授（政治学政治史第１）と小牧

教授が出講しているが、残っている資料を見ると、

４月10日付で関東軍から陸軍省に両名の講師委嘱

を打診し、さらに13日付で陸軍省から文部省に、

18日付で文部省から京大に打診し、５月２日付で

京大は文部省に応諾の回答を行ったことがわかる
（76）。他の者も、同様の手続きを踏んだと考えられる。

旅費が支給される他は、無給であった。

　建国大学への出講以外にも、京大教官による満

洲への調査は継続していたが、1938年以降は、満

洲国高等文官採用試験委員という行政上の任務も

委嘱されるようになった。同試験は満洲国の首都

である新京（現長春）の他に、東京・京都・仙台・

福岡・京城（現ソウル）でも実施されており、必

須科目のうち基本法・民法は日本憲法・日本民法

で受験可能となっていた（77）。

　このような京大の姿勢は、国策に対して受動的

というにとどまらず、積極的に協力していたとい

えるのではないだろうか。それが如実に表れるのが、

次に見る羽田亨総長の業績である。

４-２．時局に対応する講座の新設

　松井元興総長の後、浜田耕作総長（文学部・考

古学）の短い任期を挟んで、1938年11月25日に

羽田亨文学部教授が総長に就任し、敗戦後の1945

年11月１日まで務めることになる。羽田総長の在
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任期間に、京大では51の講座が新設された。その

内訳は文学部１（伊太利語学伊太利文学講座）、

経済学部３（日本経済理論、東亜経済政策原論、

日本経済思想史）、理学部６（物理学第５〜第６、

地球物理学第４、地質学第３、特殊金属学、航空

物理学）、医学部９（薬理学第１〜第２、理学的

診療学、薬品分析学、薬品製造学、有機薬化学、

無機薬化学、生薬学、航空医学）、工学部32（鉱

山学第１〜第５、物理探鉱学、冶金学第５〜第６、

工業化学第６〜第９、航空学第１〜第６、航空電

気学第１〜第２、工業数学・工業力学、燃料化学

第１〜第４、化学機械学第２〜第４、繊維化学第

１〜第４）である（78）。軍需拡大に伴って工業関係

技術者の需要が飛躍的に増大し、それに対応する

ために各帝国大学で理工系学部が重点的に拡充さ

れた結果であった（79）。上記新設講座の大半は、敗

戦により一時的に廃止されたものもあるが、おお

むね戦後の新制大学に受け継がれたから、必要な

講座であったことは間違いない。この他に、人文

科学研究所、結核研究所、工学研究所、木材研究

所が羽田総長在任中に設置された（80）。

　さて、羽田総長については、近藤金助が後年次

のように回想している。近藤は京大農学部教授（栄

養化学）で、満蒙調査会発足時の委員に名を連ね

たほか、羽田総長の任期中に評議員・農学部長を

歴任した。

　　 ところで、さっき先生は文部省に非常に信用

があったというお話でしたが、そのせいで羽

田総長時代に京都大学は相当拡張されました

よ。第一に、人文科学研究所を総長になられ

てすぐやられましたな。〔中略〕新しい講座

が四十幾つできたぐらいでございますよ。そ

れは文部省の信用だけでなかなかああいうこ

とはできませんよ。（81）

　つまり、羽田が受動的姿勢に甘んじることなく、

積極的に京大の拡充を文部省へ働きかけたという

意味であろう。実際、人文科学・社会科学系の講

座と人文科学研究所については、羽田の努力の跡

が窺えるのである。

　1939年１月14日、荒木貞夫文部大臣（82）は官邸

に東大・京大・東北大・九大・北大・阪大の総長

６名を招いて懇談会を開いた。席上、荒木は「外

国文化の模倣を排し、日本独自の学術を樹立する」

という趣旨の信念を述べ、それに対して羽田は時

局に対応した新しい講座を開設すべきであるとい

う意見を述べた（83）。それが具体的な構想として２

月に表明されたのが、人文科学研究所の設置と経

済学部の講座新設であった。人文科学研究所は「東

亜新秩序の建設、日本新文化の創造」を趣旨とす

る総合的研究機関とすることを謳った（84）。また、

経済学部の新講座については、石川興二経済学部

長（経済学第４、1939年４月社会政策講座に異動）

が次のような抱負を述べた。

　　 今迄の経済学は西洋移入の経済学として当然

に西洋中心の経済学であつた、新たな情勢は

日本が自らを自覚し、東亜の中心として自己

を確立し、東亜新秩序を確立することによつ

て新しい世界史の転換に努力せんとしてゐる

のである、従つて新時代の日本の大学におけ

る経済学部は日本を中心とし、自己を経済学

的に自覚し、東亜を経済学的に考察し、然も

偏狭排他的な態度を排して広く之まで世界一

般的な経済学を理解することによつて、その

真の使命を果さんとするものである（85）

　石川は敗戦後の教員適格審査で不適格と認定さ

れることになる。

　1940年12月に勅令で設置が認められた伊太利

語学伊太利文学講座は、いうまでもなく日独伊防

共協定に象徴される日伊関係の緊密化の産物であ

るが、京大は浜田総長の時から、京都日伊協会設

立を目指すなど、イタリア研究の推進役となるこ

とをアピールしていた。もっとも、京大のイタリ

ア研究は付け焼き刃というわけではなく、文学部

創設以来の蓄積があったことは確かである（86）。
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1937年に第１回日伊文化協定が締結され、両国の

大学にそれぞれイタリア語学・文学講座と日本語

学・文学講座を開設することが決まり、イタリア

ではローマ大学に日本語日本文学講座を開設した。

日本では対応する講座がどの大学に設置されるか

ということで、前述のように京大は政府へアピー

ルしたわけである。1938年12月17日に京都日伊

協会が発足すると、羽田総長は顧問の一人に就任

した。その甲斐もあって、伊太利語学伊太利文学

講座が京大に開設されることになった。同時期に

東大も伊太利学科設置を検討していたから（87）、京

大は東大との招致競争に勝ったようなものである。

４-３．京大財政の膨脹

　帝国大学の学科・講座の編成は勅令によって定

められており、講座・研究所の新設は予算の増額

を意味していた。図１は満洲事変が起こった1931

年度から、日本が敗戦を迎えた1945年度までに

おける京大の歳入の変遷を示している。

　1938年度以降は、財政難のために予算は分割し

て執行されることになるが、総額で見ると増加傾

向は一貫している。特に日米開戦後の急増ぶりは

一目瞭然である。要因は臨時政府支出金が大幅に

増額されたことによるもので、研究設備の増設に

当てられた。羽田亨が総長を務めていた期間、主

に理工系の講座が新設されたことは前述の通りで

あるが、参考までに文学部の歳出の変遷も掲げる

〔図２〕。当該期の学部ごとの決算書類が残ってい

ないので、「執行予算書」に依拠している。

　文学部の場合は、1932年度から1937年度にか

けては、むしろ予算配分が低迷している感がある。

それが羽田が総長に就任した1938年度から増加

する。1938年度と歳出が最大となった1943年度

を比較すると、64,080円から84,435円への増額で、

1.32倍の伸びを示している。京大が戦時期に予算

増額を勝ち取ったことは明らかだが、それは単に

国策の恩恵を待つに甘んじることなく、積極的に

国策に協力する姿勢を示した成果と見てもよいの

ではないだろうか。

おわりに
　本稿でも名前が出た小牧実繁は、1938年以降、「日

本地政学」を提唱する（88）。小牧曰く、日本地政学

の原理とは「皇道の原理に外ならない」（89）もので

あるが、これだけでは何を意味するのかわからな

いし、学問としての普遍性を持ち得ないであろう。

小牧の著作を読むと、イギリスが東南アジアで行っ

ているプランテーションを批判するなど、首肯で

図１　京大歳入の変遷（1931〜45年度）
『京大百年史』資料編３、「京都帝国大学特別会計歳入決算」676-679頁より作成

『京大百年史』資料編3、「京都帝国大学特別会計歳入決算」676-679頁より作成
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図1.京大歳入の変遷（1931～45年度）
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きる点がないわけではない（90）。だが、この時期は

「日本独自の学問」と称すると、政府の受けが良かっ

たのである。そして、京大もその流れに乗って、

予算増額の恩恵を蒙った。満洲国に対する京大の

積極姿勢はその表れといえる。京大生もまた、魅

力的な就職先として満洲国に期待した。そこには

国策への懐疑は存在しなかったし、存在しても微々

たるものだった。

　羽田亨総長について付言すると、1943 年９月

29日に文部省が発令した特別研究生制度の実現に

羽田が寄与したと、前述の近藤金助が賞賛してい

る（91）。特別研究生制度とは、優秀な学生・大学院

生を特別研究生に選定して、月額90円以上の学資

を与え、兵役を免除し、大学に残って研究するこ

とを認めるというものである。終了後は年限の1.5

倍の期間、文部大臣の指定に従って就職する義務

を負ったが、学徒出陣していった学生とは比較に

ならない好待遇であることはいうまでもない。同

制度の実現が、はたして近藤が言うように羽田の

功績だったかどうか、現時点で実証することは困

難である。ともあれ、初年度の 1943 年度は全国

で434名、京大は計79名が採用された。内訳は法

学部 11 名、経済学部４名、文学部 12 名、理学部

11名、工学部21名、農学部10名、医学部10名で

ある。1944年度は文科系の学生が選考から除外さ

れ、全国で350名、京大では52名が採用された。

内訳は理学部 12 名、工学部 23 名、農学部 10 名、

医学部７名であった（92）。京大の採用者数は、当該

学部で比較すると維持されたといってよい。

　確かに、羽田は困難な状況において、京大の研

究環境を守り、充実させるために、最大限尽力した。

前任者も同様であろうし、学生の就職状況を改善

してくれそうな事態に期待を寄せたのも無理はな

い。国策に協力していたからといって、その研究

成果が学術的に無価値だと抹殺するのは不当であ

る。

　だが、国策への協力ありきの姿勢を取る大学は、

国策そのものが誤っているとき、それを正す力に

はなり得なかった。

［註］
（１）駒込武・川村肇・奈須恵子『戦時下学問の統制

と動員　日本諸学振興委員会の研究』（東京大学出

版会、2011年）

（２）個別研究としては佐藤能丸『近代日本と早稲田

大学』（早稲田大学出版部、1991 年）が戦時期に

多くの頁を割いている。

（３）京都大学百年史編集委員会編『京都大学百年史』

総説編（京都大学後援会、1998年）、374-457頁。

（４）たとえば、大橋良介『京都学派と日本海軍―新

史 料「大 島 メ モ」を め ぐ っ て』（PHP 研 究 所、

2001 年）、酒井直樹・磯前順一編『「近代の超克」
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図2.文学部歳出合計（1931～45年度）

図２　文学部歳出合計（1931〜45年度）
『執行予算書』（京都大学大学文書館所蔵、識別番号01A07560〜07575）より作成
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と京都学派―近代性・帝国・普遍性』（以文社、

2010年）など。

（５）末廣昭「アジア調査の系譜―満鉄調査部からア

ジア経済研究所へ―」『岩波講座「帝国」日本の学

知』６（岩波書店、2006年）、21-66頁。

（６）山根幸夫『建国大学の研究―日本帝国主義の一

断面―』（汲古書院、2003年）

（７）柴田陽一「小牧実繁の著作目録と著述活動の傾向」

『歴史地理学』47巻２号（2005年）42-63頁、同「小

牧実繁の「日本地政学」とその思想的確立―個人

史的側面に注目して―」『人文地理』58巻１号（2006

年）1-19頁、同「思想戦と「日本地政学」―小牧

実繁のプロパガンダ活動の展開とその社会的影響」

『人文学報』105号（2014年）69-116頁。

 なお、柴田は近年単著を刊行した。柴田陽一『帝

国日本と地政学―アジア・太平洋戦争期における

地理学者の思想と実践―』（清文堂出版、2016年）

（８）斉藤利彦「西田直二郎とヨーロッパ留学」『仏教

大学宗教文化ミュージアム研究紀要』５号（2008年）

25-57頁。

（９）岡村敬二『京大東洋学者小島祐馬の生涯』（臨川

書店、2014年）

（10）塚瀬進『マンチュリア史研究―「満洲」六〇〇

年の社会変容―』（吉川弘文館、2014年）

（11）東方学会編『東方学回想』３、４（刀水書房、

2000年）

（12）国際連盟協会については、岩本聖光の研究を参照。

岩本聖光「日本国際連盟協会―30年代における国

際協調主義の展開―」『立命館大学人文科学研究所

紀要』85号（2005年）115-147頁。

（13）『京都帝国大学新聞』152号1931年11月21日付。

（14）『京都日出新聞』1931年11月19日付。

（15）『京都帝国大学新聞』152号1931年11月21日付、

『京都日出新聞』1931年11月19日付。

（16）『京都帝国大学新聞』159号1932年３月５日付。

（17）『京都帝国大学新聞』161号1932年５月５日付。

（18）「満州国々務院国都建設局顧問依嘱ノ件」『文部

省往復書類　自昭和７年至昭和８年』（京都大学大

学文書館所蔵、識別番号01A00395）

（19）『京都帝国大学新聞』162号1932年５月21日付。

（20）『京都帝国大学新聞』161号1932年５月５日付。

（21）同上。

（22）『京都日出新聞』1932年５月10日付。

（23）『京都帝国大学新聞』161号1932年５月５日付。

（24）『京都日出新聞』1932年５月28日付。

（25）李嘉冬「新城新蔵と日本の東方文化事業―上海

自然科学研究所長時代の活動を中心に―」『京都大

学大学文書館研究紀要』第８号（2010年）21-34頁。

（26）『京都帝国大学新聞』162号1932年５月21日付。

（27）『京都帝国大学新聞』164号1932年６月21日付、

166号1932年８月５日付。

（28）『京都日出新聞』1932年12月23日付。

（29）「満洲産業建設学徒研究団援助ニ関スル件」『満

受大日記（普）其71-2』（アジア歴史資料センター

公開、レファレンスコードC04011560100）

（30）『京都帝国大学新聞』182号1933年５月21日付、

185号1933年８月５日付。

（31）『評議会議事録　自昭和７年７月至昭和９年６月』

（京都大学大学文書館所蔵、識別番号 01A00625）

1933年８月11日。

（32）『京都帝国大学新聞』170号1932年11月５日付。

（33）『京都日出新聞』1932年10月６日付、同30日付。

（34）『京都日出新聞』1934 年１月３日付。同紙は、

瀧川事件で法学部生についた赤のレッテルが薄れ

てきたことと、満洲国からの募集を京大生の就職

状況改善の要因にあげている。

（35）「東京帝大満蒙研究会会則」外交史料館H-7-1-0-

4_2_013（アジア歴史資料センター公開、レファ

レンスコードB05016115400）

（36）「満蒙研究会ヲ紹介ス」同上

（37）北海道大学編『北大百年史』通説（北海道大学、

1982年）、273頁。

（38）『京都帝国大学新聞』188号1933年10月５日付。

（39）『京都帝国大学新聞』190号1933年11月５日付。

（40）『京都帝国大学新聞』264号1937年６月20日付、

『京都日出新聞』1937年６月21日付。

（41）『京都日出新聞』1938年７月18日付。

（42）『日本近現代人名辞典』（吉川弘文館、2001年）、

433頁、松沢哲成執筆。

（43）『京都日出新聞』1938年11月30日付。
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（44）『京都帝国大学新聞』293号1939年３月５日付。

（45）「満蒙調査会規程制定ノ件」『達示書類自昭和８

年至同16年』（京都大学大学文書館所蔵、識別番

号01A00249）

（46）九州大学創立五十周年記念会編『九州大学五十

年史』通史（九州大学創立五十周年記念会、1967年）、

321-322頁。なお、同書では「満蒙産業文化研究所」

としている。

（47）前掲「満蒙調査会規程制定ノ件」

（48）『満蒙調査会経費関係書類』（京都大学大学文書

館所蔵、識別番号01A00514）

（49）「満蒙調査会規程中改正ノ件」前掲01A00249

（50）『満蒙支那南洋等又ハ之ト本邦トノ各般ノ関係ヲ

対象トシタル調査研究ニ関スル件』（京都大学大学

文書館所蔵、識別番号01A00512）

（51）日本生命保険株式会社編『日本生命保険株式会

社五十年史』（日本生命、1942年）

（52）『京都日出新聞』1934年６月20日付。

（53）同上。

（54）前掲01A00514

（55）同上。

（56）同上。

（57）同上。

（58）同上。

（59）同上。

（60）同上。

（61）同上。

（62）『京都帝国大学文学部三十年史』（京都帝国大学

文学部、1935年）、71頁。

（63）前掲『日本近現代史人名辞典』、1153 頁、河村

一夫執筆。

（64）前掲『戦時下学問の統制と動員』、201-203頁。

（65）「日本文化講義要綱」『評議会関係書類　昭和11年』

（京都大学大学文書館所蔵、識別番号 01A00662）

1936年９月17日。

（66）『評議会議事録　自昭和９年７月至昭和11年12

月』（京 都 大 学 大 学 文 書 館 所 蔵、識 別 番 号

01A00626）1936年６月25日。

（67）同上、９月17日。

（68）『京大新聞』251号1936年10月５日付。

（69）同上。

（70）前掲『京都大学百年史』総説編、424頁。

（71）『評議会議事録　自昭和12年１月至昭和13年12

月』（京 都 大 学 大 学 文 書 館 所 蔵、識 別 番 号

01A00627）1937年６月17日。

（72）前掲『京都大学百年史』総説編、398頁。

（73）『昭和12　執行予算書』（京都大学大学文書館所蔵、

識別番号01A07567）

（74）東京大学百年史編集委員会編『東京大学百年史』

部局史１（東京大学出版会、1986年）、433-434頁。

（75）山根前掲書、53頁。

（76）「黒田、小牧両教授ニ建国大学講師委嘱ノ件」『文

部省往復書簡　昭和15年』（京都大学大学文書館

所蔵、識別番号01A00401）

（77）「満洲国高等文官採用試験並採用募集　昭和十三

年五月二十七日」外交史料館 H-7-2-0-7_008（ア

ジア歴史資料センター公開、レファレンスコード

B05016229700）

（78）前掲『京都大学百年史』資料編３、44-95頁。

（79）前掲『京都大学百年史』総説編、420頁。

（80）前掲『京都大学百年史』資料編３、６頁。

（81）前掲『東方学回想』４、138頁。

（82）荒木貞夫は皇道派の陸軍軍人。２・26事件で予

備役に編入された後、近衛文麿（第１次）・平沼騏

一郎両内閣の文部大臣を務めた。敗戦後は極東国

際軍事裁判でA級戦犯として訴追され、終身刑の

判決を受けるが、1955年仮釈放となる。前掲『日

本近現代史人名辞典』、37頁、高橋正衛執筆。

（83）『京都帝国大学新聞』292号1939年２月５日付、

『京都日出新聞』1939年１月15日、18日付。

（84）『京都帝国大学新聞』293号1939年３月５日付、

『京都日出新聞』1939年２月15日付。

（85）『京都帝国大学新聞』293号1939年３月５日付。

（86）前掲『京都大学百年史』部局史編１、156-158頁、

『京 都 帝 国 大 学 史』（京 都 帝 国 大 学、1943 年）、

778-781頁。

（87）前掲『東京大学百年史』部局史１、434頁。

（88）柴田前掲論文（2006年）

（89）小 牧 実 繁『日 本 地 政 学 宣 言』（弘 文 堂 書 房、

1940年）、156-157頁。
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（90）同上、100-118頁。

（91）前掲『東方学回想』４、139頁。

（92）前掲『京都大学百年史』総説編、441頁。なお、

同制度の東大での事例については、小幡圭祐・吉

葉恭行「東京帝国大学大学院特別研究生候補者の

研究事項解説書　昭和十八年度〜昭和二十年度」『東

京大学史紀要』29〜31号（2011〜2013年）を参照。
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