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東都帝国大学創立盃骨層隼 懐苗談話会記録

西 山 伸す

[解説]

1 資料の概要について

本稿で紹介する資料は､京都大学大学文書館所

蔵の ｢京都帝国大学創立五十周年 懐古談話会記

録｣である｡

京都帝国大学は､戦後まもない1947(昭和22)年

に創立50周年を迎え､これを記念して､各種の行

事が催された｡記念行事は二度に分けて催され､

まず最初は創立記念 日の6月18日に記念式典およ

び名誉教授を集めた懐古談話会､そして10月25

日から31日までを祝典の週間として､学内外での学

術講演会､学内開放､運動会､劇､映画会､音楽会

等同学会主催の諸行事､などが繰 り広げられた(1)｡

このうち6月18日には､午前9時半より本部本

館2階大ホールで記念式典が開かれ､総長式辞､

学生代表祝辞､永年勤続者表彰､被表彰者答辞に

続き高橋逸夫工学部教授の感想談があった(2)｡そ

して午後1時からは同じ場所で名誉教授による懐

古談話会が行われ､｢それぞれ雀年の京都大学およ

び教授学生の生活を想起して京大半世紀の歴史を

語った｣とされる(3)｡

本稿で紹介するのは､この6月18日午後に開催

された懐古談話会の速記録である｡ 資料は､縦

T京都大学大学文書館助教授
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25.6cm､横 18cm､厚さ2.4cmの 『創立五十周年

記念式典総長式辞教授感想談及懐古談話会速記録』

と題された簿冊に綴 じられている｡ 中は､扉､目

次､合議として事務局長等事務官の印の捺された

用紙､それに ｢京都帝国大学｣と入った縦書きの

罫紙が合計 180枚あり､同日午前の記念式典にお

ける総長式辞と高橋教授による感想談の記録､そ

して午後の懐古談話会の速記録がペン書きで記さ

れている (ところどころ鉛筆で修正されている)0

さらに朝永名誉教授が後 目に大学に送ったと思わ

れる書簡が18枚､また談話会の中で佐々木が言及

したと思われる神戸名誉教授の書面の写しが3枚

綴じられている｡ この簿冊は､もともとは事務局

庶着部 (現総務部)の管理下にあったが､2001(辛

成 13)年4月1日､非現用文書として大学文書館

に移管された｡

2 資料の内容について

(1)懐古談話会

前述のように､名誉教授の懐古談話会は6月18

日の午後1時より開催された｡鳥養利三郎総長が

司会を務め､金子登､佐々木惣一､小南又一郎､

朝永三十郎､桧山基範､大杉繁の6人の名誉教授

が､ 順番に工 (創立時は理工科大学)､法､医､文､

理､農の各学部を代表する形でそれぞれの学部の
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創立時の特徴などを中心に講演した｡また､経済

学部出身の神戸正雄は当日都合で欠席となったた

め､予定していた話を文章にして代読を依頼する

形をとった｡資料には､このほかに川村多実二､

斎藤大吉､新村出の3人の名誉教授も出席者とし

て名を連ねているが､まとまった発言をした形跡

はない｡その理由は明確ではないが､鳥養の最後

の挨拶の中に､もともとは座談会として計画して

いたのが､壇の狭さから一人一人の講演形式に変

更せざるを得なくなったという旨の発言があり､

そのことと関係するかもしれない｡また､朝永は､

当日の講演では意を尽くせなかったようで､後日

創立時の文科大学の様子を述べた書簡を大学に送

付している(今回は字数の関係で収録していない) ｡

(2)内容上の特徴

本資料の内容は多岐にわたっているが､特に注

目されるのは各学部創立時の個性的なあり方につ

いての言及と､いわゆる大学自治関係事件につい

てのそれである｡

①創立時の個性をめぐって

各講演の中で一様に触れられているのが創立時

の各学部が目指した個性的な大学のあり方である｡

具体的には､(i)ある学年に配分された科目すべて

に合格しなければ進級できなかった学年制度と異

なり､科目別の単位認定である科目制度の導入 (金

チ)や､論文の必修化 (佐々木)､独特の学科構成

(松山､大杉)といった教育制度における個性的な

あり方､(ii)学歴等にとらわれない幅広い人材登用

(朝永)､などが言及されている｡

このような個性的な大学づくりを目指した背景

として述べられているのが､東京帝国大学への対

抗意識である｡ 特に金子ははっきりと ｢京都大学

が出来たのは､〔中略〕学問の刷新をはかる為､東

京に対立の意味で設立したものでありますから､

従来の因習に捉われず､制度の如きも改新的のも

のがありました｣と述べ､さらに ｢創立当時の理
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工科大学の土木､機械のプロパーの先生達は一旦

実社会に身を投ぜられた技術者が多かった｡これ

は東京の方の卒業生が直ちに象牙の塔に入ったの

とは一寸趣きが変って居ります｣と､京大の土木､

機械工学科はより実社会と結びついていたことを

強調している｡

法学部の佐々木惣一は､初代総長木下広次の方

針を京大の個性化の重要な背景として挙げている｡

佐々木は､木下が ｢何か一つ､東京の帝国大学に

見られぬ､新らたなる学風というものを立てよう

いうような御気分であったかと察せられます｣と

述べたうえで､木下が ｢東京の方では学問という

ようなことよりも､何か､こう､直ぐに間に合う

もの､法科についていえば､役人を養成する､と

いうようなことに､どうもなって屠った｡然しこ

ちらでは､学問というものを､本当の学問という

ものを研究するという風を立てる積 もりだ｣と

｢非常に得意な口調で｣話したことを直接間いたと

いう｡

木下の､彼が好んだ ｢自重自敬｣という言葉に

象徴される､特に教育の場における自由の強調は､

これまでにもよく言われているところである(4)｡木

下の入学宣誓式での訓示については､金子も言及

しており､当時の構成員にとって､木下の方針は

非常に印象深いものであったことがよく分かる｡

その一方で､同じように東京-の対抗意識や木下

の影響を京大の個性化の背景として挙げながら､

金子は実社会に役立つ学問を目指し､佐々木は純

粋な学問の府をあるべき姿として考えていたとい

う､一見全く相反する指向があったことも興味深い｡

② ｢大学の自治｣をめぐって

京大におけるいわゆる大学の自治関係の事件で

触れられているのは､年代順でいうとまず1908

(明治41)年の岡田事件である(佐々木､小南､朝

永)(5)｡ 佐々木､小南､朝永のいずれも立場上詳し

いことを知り得なかったと述べているが､事件が学

内に与えた衝撃は深いものがあったと推測される｡
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次に言及されているのが1913(大正2)年から

1914(大正3)年にかけての沢柳事件である(6)｡沢

柳事件については､佐々木が代読する形となった

神戸正雄の文章に触れられている｡ 神戸はこの中

で､沢柳の選定した免職教授の候補者の一人に当

時法科大学教授だった田島錦治が挙げられていた

のを､自分が ｢田島さんの長所を指摘して｣､｢沢

柳さんをして田島さんの免官を恩ひ止まらせるこ

とが出来｣たと記している｡ 沢柳事件において辞

職した7名が､どのような基準で選ばれたのか､

あるいは他に辞職を要求された教授はいなかった

のか､という点についてはこれまでの研究におい

ても議論されてきたし､特に田島がその候補者に

挙がっていた可能性についても言及されてきた(7)｡

神戸の発言はこのことを裏付けるものとなってお

り､注目される｡

一方､神戸の発言を紹介した佐々木は､当時若

手の教授でありながら事件に重要な役割を果たし

ていたが(8)､田島候補者説については ｢後で聞きま

した｣とその事実関係については否定はしなかっ

たものの､｢勿論あの事件の当時は全然知らなかっ

た｣と強調している｡ つまり､当時法科大学が総

辞職を賭して総長と争ったのは､自らの同僚が辞

職候補者になったからではなく､あくまで組理論

的に総長のとった行動が大学の自治に反するから

であったと述べているのである｡｢法科が辞職まで

決意して総長と争うには､同僚教授を擁護すると

いう強力な動機があったとみる方が自然かも知れ

ない｣(9)という評価もあるなかで､神戸､佐々木

の発言をどうとらえるかが､沢柳事件を考える一

つのポイントになるかもしれない｡

また､このとき最も多くの退職者を出した理工

科大学では､松山の話によると当時 ｢一つは学風

刷新の為必要であろうという実際問題として､一

つは理論問題として､大学教授の任免が或る一部

の人の考えだけで左右されるというようなことは

将来の為甚だよろしくない､という両方の考え方

があって､その決定に可なり苦しんで屠られた｣

という｡ のちの滝川事件と異なり沢柳事件におい

ては退職者の復職運動が起こっていないことなど

も考え合わせ､この発言も事件の性格を考える上

で注目されるべきであろう｡

続いて神戸は河上肇の辞職事件についても言及

している(10)｡神戸は､河上の辞職の理由が社会主

義の ｢実際運動｣を行ったことであるとした上で､

総長荒木寅三郎の責任で免官を行い､同時に荒木

も総長を辞任するという約束が出来ていたとし､

｢私は其時の唯一人の証人でした｣と述べている｡

河上-の辞職要求の経緯､荒木の意向､経済学部

教授会の姿勢等､この事件に関しても不明の部分

は多いが､荒木が自らの辞任と引き替えに河上に

辞職を求めたということは､神戸が同時期に書い

た回想録にも記されており(ll)､この発言はそれと

同趣旨のものといえる｡

これに対 して河上 と ｢公私共に非常に親し｣

かった佐々木(12)は､辞職に際して河上が公表した

文章を引きながら､河上が実際運動に関わってい

た事実はないことを述べ､河上が辞職勧告の理由

には納得していないが､大学自治を守るため教授

会の決議には従う決断をしたことを高く評価して

いる｡ 沢柳事件､滝川事件と大学自治のために

闘った佐々木らしい発言といえよう｡ もともと

佐々木は ｢過去を語ることが嫌いであった｣と言

われており(13)､この談話会においても､例えば滝

川事件のことなどは一言も語っていない｡沢柳事

件や河上辞職事件についても当初は語る気はな

かったようだが､神戸の文章の代読をすることに

なって､｢事の真相｣を誤りなく伝えておきたいと

いう気持ちになったものと思われる｡ そのような

佐々木の語った記録としても､本資料は貴重なも

のであると言うことができよう｡

本資料の翻刻に当たっては以下の事項に留意し

て行った｡
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(1)資料は原則 として原文のとお りに表記 した

が､次の事項は例外 とした｡

①漢字は常用漢字を使用 した｡

②欠損や判読不明の箇所は､ロロで示 した｡

③疑義のある箇所には 〔ママ〕 を付 したが､

人名 に関 して正 しい表記が明 らかな場合

は 〔 〕で示 した｡

④人名については､資料中に姓のみ表記 さ

れている場合は､可能な限 り名を 〔 〕

で示 した｡

(2)資料 中には現在の観点か ら見 ると不適切

と思われる箇所が存在するが､歴史資料 と

しての性格 を考慮 し､そのまま翻刻 した｡

[註〕

(1)京都大学百年史編集委員会編 『京都大学百年

史』資料編2､2000年､50卜506ページ｡

(2)『学園新開』1947年6月25日付｡

(3) 同前｡この記事には参加者として鳥養総長のほ

か､金子､佐々木､朝永､川村､菊池､小南､斎

藤､新村､桧山､大杉の各名誉教授の名が書かれ

ている｡ 一方､『京都新聞』1947年6月19日付に

はこれに加えて石川日出鶴丸と神戸正雄の名が記

されているが､神戸は後述するように書面での参

加であり､石川は今回紹介する資料では参加 して

いる形跡はない｡なお､この 『京都新聞』の記事

によると､談話会は一般にも公開しており､さら

に法経第一教室にもマイクを設置 し､傍聴できる

ようにした､とある｡

(4)京都大学百年史編集委員会編 『京都大学百年

史』総説編､1998年､161ページ｡

(5)1907年木下総長のあとを受けて就任 した総長

岡田良平は､教授陣への干渉的な姿勢が強く､反

感を買っていたが､翌1908年第二次桂内閣の成

立と共に文部次官を兼任することが発表されると､

総長の職を軽んじるものとして兼任反対､さらに

後任総長の学内からの選任を求める運動が教授陣
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から起こった｡この岡田事件は沢柳事件につなが

る重要な大学自治上の事件と言える｡事件につい

ては､拙稿 ｢一九〇八年京大岡田総長退職事件｣

朝尾直弘教授退官記念会編 『日本社会の史的構

造』近世 ･近代､思文閣出版､1995年､を参照｡

また､前掲 『京都大学百年史』総説編､188-196

ページ､も参照｡

(6)総長沢柳政太郎は､1913年7月医､理工､文

の合計7名の教授に辞表を提出させた｡かねてよ

り教授は一流の学者であることを要するとしてい

た沢柳の決断とされるが､教授の免官に際しては

教授会の同意が必要と主張する法科大学の激しい

反発を生み出す結果となった｡法科の主張を他分

科大学や東京帝国大学法科大学も支持し､奥田義

人文相の仲裁によって､沢柳総長は辞任 した｡沢

柳の辞任後､京大では総長公選を求める声が高ま

り､文部省への運動を展開したが､結局山川健次

郎東大総長の兼任を経て､1915年学内の意向を

尊重する形で荒木寅三郎が総長に就任 した｡事件

については､渡部宗助 ｢京大 ｢沢柳事件｣再考｣

(上)『大学論集』第8号､1980年､福西信幸

｢沢柳事件 と大学自治｣講座 日本教育史編集委員

会編 『講座 日本教育史』第3巻､第一法規､1984

年､松尾尊党 ｢沢柳事件始末｣『京都橘女子大学

研究紀要』第21号､1994年､を参照｡また､前

掲 『京都大学百年史』総説編､217-243ページ､

も参照｡

(7)前掲 ｢沢柳事件始末｣7ページ｡

(8) 同前､20-25ページ｡

(9) 同前､8ページ｡

(10)1928(昭和3)年､三 ･一五事件といわれる共産

党員一斉検挙という社会状況の中で､文部省は帝

国大学の ｢左傾教授｣の休職処分を求めてきた｡

これを受けた総長荒木寅三郎は､マルクス主義経

済学を講じていた経済学部の河上肇教授に対 し辞

職を求めた｡河上は一旦拒絶したが､その後経済

学部教授会が辞職勧告を決議したことを耳にして

辞表を提出した｡事件については大野英二 ｢解

題｣『河上肇全集』16､岩波書店､1984年､を参

照｡また､前掲 『京都大学百年史』総説編､350
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ー359ページ､も参照｡

(ll)神戸正雄 『対楓庵雑記』朝日新聞社､1948年､

149ページ｡前掲 『京都大学百年史』総説編､

358ページ､も､荒木が河上といわば刺し違えで

辞職する意向であったとすると､説明がつくとし

ている｡ ただし 『自叙伝』はじめ河上側の著作物

にはこの種の記述は-切ない｡

(12)河上と佐々木の交情については､桧尾尊発 ｢河

[資料]

昭和二十二年六月十八日

京都帝大大ホールに於いて

上肇と佐々木惣一｣『大正時代の先行者たち』岩

波書店､1993年､を参照｡

(13)前掲 ｢河上肇と佐々木惣一｣267ページ｡佐々

木は､この談話会のなかでも､｢こういう場所に

おいていってい ､ゝいう必要のある程度というも

のには､私自身或る見解を持って屠る｣と述べ､

過去を語る上での自らに課す限定について言及し

ている｡

京都帝国大学創立五十周年

懐古談話会記録

懐古談話会

一､場所 京都帝大大ホールに於いて

一､時日 昭和二十二年六月十八日 午後一時より

一､出席者 司 会 者 総 長 鳥養利三郎

名誉教授 佐々木惣一

仝 金子 登

仝 朝永三十郎

仝 川村多実二

仝 大杉 繁

仝 小南叉一郎
〔斎〕 〔大〕

仝 斉藤 太吉

仝 新村 出
〔松〕

杉山 基範
〔池〕

菊地 秋雄

鳥養総長

先生方は御多忙のところを本日態々御参集をお願い致 し甚だ恐縮致して屠 ります｡厚 く御礼を申上げま

す｡先生方は本学開設当初､或は直後からそれぞれの御専門において､或は学校行政に関して非常な御尽

力をして頂きました方々､さだめしその当時の御苦心なされた事柄なり､或は学校の将来に対 して御計画
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を頂くなど､われわれが､今日拝聴しまして､将来の運営､方針等について参考になるべき事柄も多々御

持ち合せ願うこと 存ゝじます｡

五十年というのは大学としましてはまことに短い歴史でありますが､人間の生涯から考えますと非常に

長い月日であります｡従って､大学は永遠に続きましても､われわれは､もう既に数代の人を変えて居り

ます｡建学当初の有益なお話もわれわれにはもう既に伝って居 りません事柄が多くあります｡これらの点

についてお話を伺い､これを記録しまして､将来に残したいと思います｡若し今日こういうお話を伺うこ

となしに或は永久に葬られてしまうようなこともあること 懸ゝ念致します｡一つ打解けたところでそれぞ

れの御経験等お話し願いたいと思います｡

尚御苦心になられました当時は或は公表を憧る､表に出してはいけないというようなことも多々おあり

になったと思いますが､今日はもうすべて先生方の時代のことは時効になって居って責任をお感じになる

必要はないと思いますから本当の打明けたところを伺うことが出来ましたならば大変仕合せと存 じます｡

どうぞよろしくお願い致します｡

順序と致しまして､私､一つ進行係として司会させて頂きます｡初めに金子先生本学開設のその日から

教官として御任官になって居られますから初めの方のお話を伺いたいと存じます｡

金子名誉教授(1)

私が只今総長から御指名になりました金子でございます｡わが大学の五十周年の記念日に当り懐古談を
〔斎〕

するという､そのトップを切ることは私の非常に光栄とするところでございます｡叢に屠られます斉藤君
〔斎〕

は表面上一番古いのです｡というのは斉藤君は明治三十一年に理工科大学の助教授に任ぜられましたが､
〔斎〕

私は三十二年に助教授になったのです｡そういう関係からいゝますと斉藤君が一番先きにお話になる香で
〔斎〕

ありますが斉藤君の方は､自分は三十一年に入ったから本当に当初の模様は詳らかでないというので､私

に今日のトップを譲られたのであります｡ところが御承知の通り私は本年七十八才の老人で､雨も五十年

前という大分古いことになって居 りますから記憶も薄らいで来まして､その上､私は京都へは三高の生徒

の時分から来て居りますので､その時分の京都の具合と､大学創立当時の古い事柄と混同して居るような

ことがありまして､或は中には間違って居ることがあるかも知りませんが､その辺のことはどうぞよろし

くお願い致します｡

私は明治三十年の九月に理工科大学の講師になりまして､創立当時から勤務していたのでございます｡

創立当時から勤務していたのは､今は京都に住んでいないで千葉の方に住んで居られます松村名誉教授と､

私との二人で現在生きて残って屠るのはこの二人切 りでございます｡京都帝国大学は大学史にも書いてあ

りますように勅令第二〇九号によって ｢京都帝国大学ノ分科大学ハ帝国大学令第九条二依ラズ法科大学､

医科大学､文科大学及理工科大学 トス｣ということが出て居ります｡先づ三十年の六月､理工科大学に土

木工学と機械工学の二つの学科が設立されることになった｡その時の総長としては木下広次博士でありま
〔良夫〕

した｡それから理工科大学の教授には今日は見えて居りませんが､中沢名誉教授のお父さんの中沢岩太博

士が任命せられました｡その時の教官連中には山口鋭之助それから二見鏡三郎氏が教授でございます｡そ

れから大藤高彦氏､松村鶴蔵氏が助教授に任ぜられました｡私は最初に叢へ立った訳は､明治三十年の五

月に三高の専門部が出来て居りまして､その専門部の教授になって居りました｡末だ大学が本当に出来て

居りませんが､中沢学長指揮の下に先刻申しました教授助教授と共に理工科大学の創立準備に従って居 り
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ました｡勿論それは創立委員として表面には現われていなかったのであります｡明治三十年の九月から授

業が開始されました｡その時は今の土木工学と､機械工学の二学科でありますが､私は機械の方に属して

居った｡そうして機械工学の方のプロパーの教授としては機械設計法､機構学､それに設計製図実験を担

当されて屠った松村助教授と､私の二人だけでありました｡私は水力学､水力発動機､機械力学､機械製

造法､工場機械､それから設計製図及び実験を担当して居りました｡結局私はその時講師でしたから､い

わば機械工学のプロパーの助教授は松村助教授が主として当られ､私が女房役というところ､そうしてこ

んなに沢山の科目を引受けて居りましたが､私は東京の大学を卒業後､石川島造船所で設計部の方に二年

勤務して居りまして､機械に関する色々な設計に従事して屠りました関係で､今述べましたような諸学科

を講義するにも多少自信があったので引受けた次第であります｡尚機械工学所属の教官としては数学担当

の山口鋭之助教授､それから材料強弱学担当の大藤助教授､それから図式力学担当の柴田畦作講師があり
〔梅三郎〕

ました｡それから土木工学の方では二見教授と大藤助教授が屠られ､所属以外の教官では小川教授､松村
〔忠彦〕

助教授､柴田畦作講師､徳見常雄講師がありました｡その時分､土木の方に日比講師が屠られた筈ですが､

よく調べて見ますると工学部の学史によれば三十年に日比講師は助教授に任命されて屠りました｡

次に創立当時の学生の数は土木が四十名と記憶して屠ります｡機械の方は十三名でありました(2)｡第-回

の卒業者は二十九名でありました｡五十三名の中で二十九名しか卒業していないのでありますが､こんなに

卒業者が少なかったのは京都大学の特徴として､今まで東京の大学は勿論､他の学校においては皆学年制度

になって屠ったところが京都大学は科目制度になって屠った｡科目制度でありますと､その科目が済んだら

よし､若し､その科目が済まなくとも､第二年に配分してある科目の講義を開くことが出来るというのでやっ

て行きましたが､三年間にどうも終了が出来ない科目があるようなことが出来る､というのは､基礎学で数

学というようなものは高等学校を出たホヤホヤだというと数学の頭が発達するが､第一回の試験の時にパス

しないと二年目に受ける､そうすると段々数学の頭が薄らいで来る､三年目になると尚薄らいで来るという

具合でドンドン停滞して三年で終らない科目が出来る､だからして最低年限の三年で済まないということに

なる｡そういう関係で二十九名しか卒業が出来なかったのであります｡余り卒業生が少いと停滞して来る

し､大学では定員というものが定めてあるが､その定員がつかえて来る､それでは大学の方でも困るし､も

う少し緩和しなくてはいけないというので第一年に配分してある科目に対して学年制度にする､即ち他の学

校と同じように学年制度にした｡例-ば前の科目制度では数学の点数が六〇点なくてはいけないのでありま

すが､学年制度にしますと､数学一つが落ちても､その点数が余り悪くなかったら他の科目の点数で補足

して一年はパスするということが出来る､そういうような緩和する制度になったのであります｡

それから三十一年に理工科大学の中に､数学科､物理学科､純正化学科､製造化学科､電気工学科､そ

れから採鉱冶金学､この六つの学科が置かれまして､三十一年には吉田彦六郎が化学､大塚要が洋行から

帰って来られて､機械､林鶴一､これが数学の方の担当の先生､それから青柳栄司､この方は亡くなられ

ましたが､電気工学の方､吉川亀次郎､これが化学の先生､それから阿部正義氏､これが採鉱冶金の教官､

難波正､これが電気の方の担当､小川梅三郎､これが土木､それから朝永正三､これが機械､それから叢
〔斎〕

に御出席になって居られる斉藤君が採鉱冶金の方で､それぞれの教官が任命されまして､明治三十一年に

初めて理工科大学の陣容が整うた訳であります｡

次にその時の校舎はどういう風であったかと申しますと､丁度この位置に立って居りました｡殊にこれ

は元三高も使用して居った二階建の煉瓦造りであった｡その煉瓦造りの建物を三高の専門部と共同使用さ
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れて屠りました｡叢から見ますというと､真向うの三高の辺は一面の畑でありまして､丁度三高の本館の

北の方のところに､二本松･が､由緒ありげな松がありました｡それから寄宿舎の方は､これは今の北の方

にあります化学教室のあたりにあった二階建の木造の建物で､これも三高から引きついだものであった｡

現にこの三高の時代からの建物で今尚本校の敷地に残って居る建物と云いますと､正面のこの東の方に見

えて居る建物､これが前は二階建ぢゃなかった､これが創立当時は化学の方に使われて居った｡それから

西側の方の建物､これも煉瓦であったが､この辺は数学の教室になって居った｡この二つの建物だけが現

今存在して居るのであります｡

それから先生方の年令でありますが､創立当時には大藤助教授が三十一歳､桧村助教授が二十七歳､私

が二十八歳でありまして､皆非常に若かった｡それで教官と学生の年が大変近づいて居りますからして､

学生の方は先生と仰ぐよりも兄貴と思うて居る｡ 学生と先生の間が非常に親密でありました｡だから私の

教室なんかでは正月に学生が押しかけて来てカルタ取りを夜通しやったこともあります｡それから一方創

立当初入って来た学生は､未だ創立時代ですから設備が整っていない｡初めて製図しようと思っても機械

が揃っていない｡然し東京の方では製図を叢まで書いて居る､東京に負けては､と云って非常に緊張して

やって居った｡九月に始めたが十月になってもとても一所懸命書いて居りました｡その後今までに一番初
〔ママ〕

めに入った学生程製図の数を書いた学生はない､三ヶ年の間に七〇枚も書いた人があります｡それ位､東

京に負けてはいけない､という意気込みが盛んでありました｡

それから今でも記憶に残って居るのは入学の宣誓式の時に､木下総長の訓示に､従来の学校教育で既に

学生各位は人格の陶冶は十分に出来て居る等であるから､大学では諸子を大人､君子として待遇するから

十分自粛して貰いたい､ということをいわれましたが､これは未だに私共の耳の底に残って居る次第でご

ざいます｡

それから京都は元来御承知のように観光地帯で遊びに来る人が沢山ある｡従って京都には遊廊の数が比

較的多かった｡今ではありませんが､この先の二条の川端から夷川の橋の川端まで東側に二条新地という

のがあって､そこに遊廓があった｡学校の附近に遊廓があるということはどうも都合が悪い､不都合であ

るというので､三高が京都へ移って来た時分に､時の校長は折田彦市先生でありましたが､その人の主張

で､二条新地を除けてしまわなければ三高は京都へ移らぬという条件附きで疎開させて､確か口口辺の方

へ疎開させたということであります｡それから創立当時には京都では大学生というものが珍らしい｡京都

では初めてですから､それでありますから学生というものは非常に偉いと思われまして､吉田辺では掃酒

に鶴が下りて来た感であった(笑声)｡それで､非常に尊敬せられ､或は思慕せられまして､学生の下宿を

する家は､この上もない名誉であると思われ､学生のいない家では非常に羨まられた次第であります｡

話が少し外れましたが､京都帝国大学創立以前の話に一寸触れて見ませう｡ 京都帝国大学の前には東京

が唯一の帝国大学であるのみであった｡先き程総長からもいわれたように､東京大学が明治十年に出来､

それから京都大学が明治三十年に創立されたのでありますから二十年もこの間にへだたりがある｡この間

に何にも大学の話がなかったのかと申しますると､そうではないのでありまして､どうも東京だけでは学

問の将来の為にも又､競争とかいう為にも､これと対立する大学が関西にもなくてはいけないという案は

大分前から､明治十七､八年位からあった｡文部省の方にもあったそうです｡それで､明治十九年の四月

に大阪にありました文部省直轄中学校､これが昇格して大学分校というのが出来ました｡出来ましたが東

京の出店という訳ではなかった､どういう意味で分校としたか存じませんが､これが関西における大学の
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卵子みたいなものであった｡で､私は大学分校が出来るということを開いて田舎から出て来て､臨時試験

を受けて入学しました｡その臨時試験を受けた連中が十八名あって､その中で七名が入りました｡ところ
〔有礼〕

が入って見ると､今度は九月に大学分校はやめになってしまった｡ 何故やめになったか､これは当時､森文

部大臣が､大学はもう沢山だ､それよりは専門学校が必要であるというので大学分校は廃止されまして第

三高等中学校として前の直轄中学校になりました｡それで私等は中学校の生徒になった｡それからしばら

くすると第三高等学校となりました｡その第三高等学校が明治二十二年に京都に移転せられました(3)｡そ

れで私も又学校と一緒に京都に移って来まして､そして二十四年に卒業したのですが､その中に三高は法

学部と工学部の専門学校になった､そして在来の三高の生徒は分散して､或は東京､或は山口､或は金沢

と､方々地方の高等学校に移ったのであります｡その記念として､そこに見えて居る楠木がある｡これが

第三高等学校解散の記念樹であります｡大抵これまでの学校の解散とか何とかいう場合にはそれが卒業す

るまでは残して置くのが今では普通ですが､昔は専横で､学校がなくなったから他所-行けといった調子

で､その時分の学生は陳慨悲憤しながら他所の学校へ行ったそうです｡そういう風に､私は廻り廻って大

学に縁故のある学校に入り､それから京都大学に教鞭をとるようになったのですが､大変何だか因縁の深

いものがあって昔を考えると感慨無量なものがあります｡

京都大学が出来たのは､先にいうた通り､学問の刷新をはかる為､東京に対立の意味で設立したもので

ありますから､従来の因習に捉われず､制度の如きも改新的のものがありました｡叉教官の如きも､先き

程述べた如き人は皆､当時の西洋の新知識を獲得すべく洋行して帰朝された連中でありました｡細かい話

ですが創立当時の理工科大学の土木､機械のプロパーの先生達は一旦実社会に身を投ぜられた技術者が多

かった｡これは東京の方の卒業生が直ちに象牙の塔に入ったのとは一寸趣きが変って居ります｡その中に

京大からも卒業生が出るようになりましたが､京大の教官は大抵その卒業生の優秀な人がなられたようで

す｡それからもう一つ著しく目に立つのは京都府下の出身の人が比較的多かったということでせう｡ こう

いう風にして所謂京都大学の独特な校風が出来上ったのであります｡ところが､今後この時勢の変化に伴

うて､沢山の官立私立大学が出来るという話ですから､油断するとこれら新進の大学に追い抜かれる恐れ

がありますから十分先生の方も､学生諸子も学問の精進に遇進せられんことを希望する次第であります｡

詰らぬことを長々と申上げましたが､これを以て私のお話を終ります｡(拍手)

鳥養総長

学生が書田町で非常に受けたお話を伺いましたが､若い先生方ももてたでせうな｡(笑声)

金子名誉教授

何か御質問がありましたらお答えしてもよろしいが｡

鳥養総長

色々､又､若い人達の方から､話の種を出して貰おうと思いますが､一通り昔のお話を伺うことにいた

します｡佐々木先生､一つ､法学部､経済学部の問題もありませうが､打明け話を一つお願いします｡

佐々木名誉教授(4)

私は先刻､総長のお話にありました､この大学の創立に預かったというような先生方ぢゃないのであり

まして､明治三十二年にこの法学部即ち法科大学に入学しました｡そして明治三十六年に卒業したのです
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から､そういう初めの創設というようなこと はゝ実際関係がないのですが､只三十六年に卒業しましてか

ら､直に講師､助教授､留学､それから教授というような､極く坦々たる平凡な道を(笑声)通って来て居

るのです｡ですから大した想い出というようなことも､ないといえばない､あるといえばある､という､こ

ういう訳です｡

先刻､金子先生がお話になりましたように､何と申しましても我が京都大学のですね､まア､何と申し

まするか本質というか､或は特色というか､そういうものを打ち立てられたことについて想い出で､叉､

同時に感謝すべきは第一代の総長たる､木下広次先生のことであります｡この方は､その当時は文部省の
〔公望〕

専門学務局長をやって居られた｡それが､所謂西園寺さんが文部大臣になられました時に､愈々京都に大

学を作るということに相成ったらしい､それで木下先生をこちらの総長になすということになったらしい｡

それで､私は､実は漠然たる意味で京都の方に来たのであるのですから､色々なことを知って屠る訳でも

ないのですけれども､その当時､私共の親戚等には東京の私立学校等を出た者がありまして､それで色ん

なことを､それを通じて聞いて屠った訳です｡ その当時､伝うるところによれば､木下先生は､東京におけ

る､といっても､東京の大学ですね､つまり東京の学界において志を得ないものを集めるというような(笑声)

お考えであったというようなことを伝え聞いたことがあるのです｡まア､そういう訳でもあるまいけれど､

そこに何か一つ､東京の帝国大学に見られぬ､新らたなる学風というものを立てよういうような御気分で

あったかと察せられます｡このことは､私共が学生時代に､その当時の､われわれの先生から､叉､つい

では､私自身が直接木下先生から開いたところによりますれば､とにかく東京の方では学問というような

ことよりも､何か､こう､直ぐに間に合うもの､法科についていえば､役人を養成する､というようなこ

とに､どうもなって屠った｡然しこちらでは､学問というものを､本当の学問というものを研究するとい

う風を立てる積 りだということを伺ったのです｡これは私共の先生から､直接先生からも伺いましたし､

私共が大学の職員の末席に列ねるようになってから､木下先生と接する機会が時にあったのですが､その

時に非常に得意な口調でお話になったことを記憶して居るのです｡勿論､それは只今申しました言葉はそ

の通りではなかったが､意味はそういうことであったのです｡どうもそういうことであった｡それが純粋

な気持からであったか､或は､東京に一つあるのだから､とにかく､えらい学校だから､何か一つ新らし

いことを考えなければならぬということもあったかも知れません｡そういう気拝が不純であるというなら

ば､その不純は一向構わない､い 不ゝ純です｡然しながらそういうことを考えて我が国家の為に一つ､関

西に純学問の府というものが必要だ､とこういう風にお考えになったのであると私は解釈して居るのです｡

当時は､即ちわが国が所謂戦いに勝ちまして､そして､これからわが国の文運を益々盛んならしめよう

ということに向って屠ったのであって､ベルリン大学が敗れたものを償うために建てられたというのとは

反対でありまして､わが国は勝ったのです｡勝ったが為に､勝った勢いというものを伸ばす為に大学を建

てたのでその点ドイツの場合とは非常に違うものがあると私は解釈するのです｡いゝように解釈するのは

傍題ですが､私はそういう風に解釈するのです｡ですから､先刻金子先生からもお話になりましたが､宣

誓式の時に木下先生は､学生諸君に向って､大人君子を以て諸君を遇する､ということをいわれたのです｡

私共も開いたこの言葉が､学生といっても中には詰らぬ学生もあって必ずしも大人君子ばかりぢゃない､

私自身のことを考えて見ましても詰らぬ学生- 或る意味においては今の学生より語らんかも知れませぬ

(笑声)､然し乍らそういう風にいわれて見ますると､詰らぬ学生であっても奮発心が起らざるを得ない､私

は起った｡そして他面において､実用主義というよりも､深甚なる学問の府にするのだということも問い
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て居りますし､それで大人君子を以て遇するのだということになったのですから､如何に詰らぬ人間でも

感奮興起しなければならぬと､私はそう思います｡それで､その当時の学生は､もとより時勢ということ

もありますけれど､然し乍らやはり自分自身で自ら任ずるところは相当高いものがあったと､私は考えて

居る｡然し､このことは只､一所懸命勉強するということではありませんよ｡ 大いに進んでも居る｡遊ん

でも居るが､然しこのことは自ら天下国家を以て任じて居るということ はゝ両立するのである｡時に大い

に飲んでもいゝ(笑声)｡要するに､われわれの学生時代が決して諸君よりも善良な学生であったとは思い

ませんけれども､然しながら､とにかく､任ずるところは相当高いものがあった､と､こう考えて居る｡

然し､だからと云って今の諸君が任ずるところがあるとか､ないとかいうのぢゃありませんよ｡それは､私

は諸君のことは知らないのだから(笑声)然しながらそういう風であったようであります｡そこで､これは､

詰り我々の分るだけのことを申すのでありますけれど､恐らく､その時の､京都帝国大学の創始されたと

ころのお考え､主として木下先生ですが､そういう人のお考えは恐らくわれわれも､恐らく先生の間にも､

他校よりも多くつとめられた風ぢゃないかと存じます｡他の学部のことは存じませんが､法学部について

申しますれば､つまり､その当時は法科大学でしたが､この法科大学について申しますれば､その当時の

つまり創立に当たられた諸先生のことを考えて見ても何か一つの革新的な気風というものが多かった｡こ

れらの諸先生- 一寸お名前を申し上げておく方がよかろうと存じますが､織田商先生､この方は行政法

を研究されて居った｡井上密先生､憲法の先生です｡岡桧参太郎先生､民法の先生です｡千賀鶴太郎先

生､この方は国際公法及ローマ法の先生です｡それから少し経ちまして高取義人先生､商法の先生です｡

それらの諸先生が極く狭い意味の創設に当られたものぢゃないかと恩ひます｡それから少し後になって､

岡村司先生､民法の先生､勝本勘三郎先生､刑法の先生､そういう先生が本来の意味の創設に当られた先

生ぢゃないかと思う｡ それから､ついで東京大学等の卒業者等も見えて助教授から教授になった｡その中

で中島玉書先生､今日は見えていないようであります｡それから忘れましたが､春木一郎先生､ローマ法
〔ママ〕

の先生です｡それから中島先生或は毛戸勝元先生､跡部定治郎先生､これらの方々が私の立場から見まし

て､まアわが法科大学の創設のことに直接､叉は間接に当られた先生であります｡その他にも､私共の同

輩諸君､東京大学の出身とか､京都大学の出身とか､一年位前後の差はありますけれども､我が法科大学

の為に力を尽くされたのであります｡

とにかく､今申上げましたような先生方は､或は直接､或は間接､創設の任に当られたと見てい のゝで

すが､そこでですね､これらの諸先生が､その当時､私共は気がつかんのですけれど､後から考えて見る

と一々新しく求められたようです｡それで制度の変更があった｡変更､叉変更です｡困ったことには､そ

れは客観的に公平に見ても､余りに変り過ぎると思われる程､変更､又変更といってよかろうと思います｡

年限のことを申しましても､最初は四年制であった｡東京の法科大学の方も四年であった｡それが叉三年

になって､その間に三年半というのがあって､完全なる四年で授業を受けて､四年制で卒業したのは第一

回の卒業生だけ､後は色々変更があって段々変って来ました｡それはそれでい のゝですが､恐らく年限そ

のものにおいても何等か一つ新しい行き方をしよう､東京大学が四年で卒業するが､これは長い､という

ので､年限そのものにおいても､とにかく或る一つの清新な気分を現わして見よう､というようなお考えぢゃ

なかったかと思います｡学科の編成に致しますれば､更にそうでありまして､初めは学年制ぢゃなく､科

目別でありました｡科目について落第点があれば何時までも卒業出来なかった｡けれども何時試験を受け

てもい ､ゝ四年間ですから私共色んなことがある｡他で働いたこともある｡故郷の親が長く病気したことに
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よって､長く学校を休んだこともある｡諸君にこんなことをいうと効果を失うことになるから､これは無関

係ということにして貰いたいが､私は実をいうと余り学校の出席のい 学ゝ生ぢゃなかった(笑声)｡多少学

問を馬鹿にして屠りました｡それで試験も一緒くたに受けて居ることが多かった｡その当時はそれで良かっ

たのです｡とにかく､何れにしましても､そういう風に､自由なる､つまり潜刺たりと申しますか(笑声)

い 言ゝ葉でいえば澱刺なんですね｡自由滋刺なるところの学問がやれるということにしよう､というお考え

だった｡然し只､一つ漆刺でないことがある｡暫く､といっても､相当長く続きましたが､論文という制

度がある｡この論文というものがなかなか大したもの､その当時のものは大したものであった｡それであ

たりまえの科目の四年間の試験を受けると同時に---論文を以てこの試験に代えるのぢゃない､それと共

に論文も出さなければならぬのであった｡その論文が､まア､こんなことをいうとおかしいけれど今日から

見まして私共の論文の出されたものを見ますと､なかなか立派な論文､学生の論文として､どうしてそう

いう論文が出来るかと思われる程立派な論文がある｡然し､それにはみんな相当な苦心を払って居る｡例

へば一例を申しますれば､イエリネックという人の参考書がある｡とてもその当時は沢山ありはしないのだ

から､私の家にありますが､それは借りて屠りまして､国家の賠償責任という論文を自分で全部写して居

ります｡これは私のことをいうのぢゃありませんが､そういう風にみんな当時の論文というものには可なり

苦心をしたものである｡そういう制度であった｡ だから滋刺たる自由なる清新の気をこれで働かせるという

制度にあっては選択とかは自分が自分で自信を持って選択する｡従ってその結果に責任を持ちます｡そう

いう趣旨であった｡それから学問の立場に於いてはこの論文制度について色々議論もありませうが､この

論文制度は他の学科におきましても､文科工科等にも無論あったと思いますが､他のは多少法科の論文制

度とは違うかも知れませんが､夫々の科目の試験はあたりまえに大変な試験をやっておいて､更に論文を

やるということでありますから大変な負担でありました｡この論文制度は､法科の諸君は怒るかも知れませ

んけれど､私はい 制ゝ度だと思って屠る｡諸君はこういうことは真面目にしなければならぬ｡今日の学生

は少し呑気過ぎるようである｡私がこういうと怒るかも知れんが､怒る人は怒ってもい がゝ､とにかくそ

ういうことですね｡それで､その当時の､つまり法科大学に関係ありますところの諸先生はみんな一致し

てやられた｡この⊥敦ということは内容において色んな議論がないということではない｡論ずるところは大

いに論じて､決ったことは実行の任に当る｡ これが僕等のいう一致です｡いうべきこともいわないのは決

して真の一致ぢゃない｡法科においても内部的には色んな議論があったということは学生時代には分からな

かったけれど､大学を出て直ぐ講師になり任官なりして漸く分った｡やっぱり先生方も喧嘩をやって居る｡

その喧嘩たるや所謂君子の争いで､実はみんなが大学というものを良くする為にやる意見の衝突､というの

がいけなければ意見の不同､意見の異同といってもよろしいが､そういうことは今でも大いにい のゝである｡

そこでお話をしている問に思い浮かべましたが､先刻創設の諸先生のことを申しました中に田島錦治先

生を落しました｡田島錦治先生は経済の先生ですが､これらの諸先生について個人的にお話すれば色々の

材料があり､大変われわれの教訓になるような御性格をお持ちになって居られ､勿論先生によって夫々異っ

ているが､一様に私共後進の者に対して教えを受けるに足る色んなことがありますけれど､もう二十分の

約束時間が十分済んだから止めておきますが､そこで､田島先生のことを一寸申しておきます｡田島錦治

先生はなかなか元気の良い先生だった｡私共困ったことには酒を欽むのに､自分が飲むのは構わぬが､人

が飲まんと怒るのです｡私共､初めは飲んだが後絶対に飲まんことになったので､その点でしばしば先生

に怒られて居った｡然し非常に立派な先生だった｡学問のことは知りませんが｡
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そこで､今日は経済学部の方も屠られますから申上げますが､初め助教授で居られた今の市長の神戸先

生は経済の方の先生であった｡つまり法科大学というもの 中ゝに､法律学の他に政治､経済学等があり､

今の経済学部というのは当時は法科大学の一部で後にそれが法学部と経済学部とに分れたことは既に御承

知の通りである｡その時に河上肇君も法科大学の助教授として来られた｡われわれの分らない先きに法科

大学の助教授として来て居られたので､それが因縁となって私共､公私共に非常に親しくなりました｡と

ころで､今日は神戸名誉教授がやはり経済学部の前身である法科大学時代の経済､実質的な経済の方のこ

とについてお話になる御予定であったが､急にお差支えがあって出席されなくなり､その代わりとしてこ

の文章を事務の方にか､総長の方にか存じませんが､出された｡それで､これを誰かに代読して呉れとい

うことでありますが､丁度､私がその当時末だ法科の一部であった経済学部のことに触れるようになりま

したから､事務の方で私に読めということでありますから､私は一寸読むだけです｡別にこれに対して意

見を持つ訳ではありませんが､読んで見ることにしますが､実は､これは昨日拝見しました結果､一寸嫌

なことが出た｡これがなければいわんでもい こゝとが出たのです｡とにかく読んで見ます｡

神戸正雄

私は今日の懐古座談会に親しく出席してお話する予定をして準備して屠りましたが､公用により東

京へ往かなくてならぬことになりましたので出席致しかねることになりました｡それで私のお話の大

筋を認めまして､代読をお願ひすることにしました｡悪しからずお許し下さい｡

経済学部は京大創立当時には法科大学の中に包容されて居りました｡法科大学の中の政治学科の中

に含められて居た訳であります｡最初に経済学の教授になったのは田島錦治さんでありました｡此方

は就任当時には我国有数の新進学者で､其著書､最近経済論-は洛陽の紙価を高からしめたものであり

ます｡其中に社会主義が紹介されましたが､後､田島さんが晩年になってから､社会主義嫌となられ､

何かにつけて河上肇さんと対立されたのは不思議なことでありました｡
〔政太郎〕

さて田島さんは沢柳総長が文､理､工､医等の各科大学の教授を大量に免職にされました時に其免

職教授の候補者中に予定されてゐたのですが､英は､私が極力反対したために沢柳総長をして断念せ

しめたものであります｡沢柳総長は､あの時､私を総長官邸に招き田島さんを免官にしようと恩ふが

如何に考えるかと間はれました｡私は田島さんの長所を指摘して､其の在官の必要なることを説き､

沢柳さんをして田島さんの免官を恩ひ止まらせることが出来ました｡二番目に経済の教授になったの

は戸田海市さんでありました｡此人は病身で早死されましたが､頭の良い人で時事論策を考えて､実

際家に参考となる資料を沢山に提供して感謝されたものです(5)｡

叢で一つ申上げたいのは､所謂沢柳事件についてです｡これは何処でいってもい のゝです｡堂々たる事

件であるから何処でいってもい のゝですが､こういう場所においていってい ､ゝいう必要のある程度とい

うものには､私自身は或る見解を持って居る｡そこで､実は叢に書いてあるような事柄に関係するような

ことにおいては､いう積りはなかった｡所謂沢柳事件の全貌をお話する気持はなかったのであります｡と

ころが､叢で､これを代読するということに相成りますると､私が好んで読む訳ぢゃないが､誰か読まな

くてほならんのですが､そうすると､この事件について一寸いわざるを得ないということになったのです

が､それはどういうことかと申しますと､沢柳という人が総長として見えまして､そして結局､- これ
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〔逸夫〕

は先程式の後教授感想談として高橋先生からも一寸お話がありましたが､- 沢山の教授を免官にすると

いうことをやった｡そこで､その当時の法科大学の教授､無論私はその末席の､そのまた末席の教授であ

りましたが､教授会においてその事件について協議し､総て教授会の議を経なければ教授の任免を総長

が勝手にしてはいけないということを旗じるLと致しまして大いに立った訳であります｡そういうことが

あったその時に､私は察するに､沢柳という人が見えてそしてそういう破天荒の大銘を振われるというこ

とに付きましては必ず東京なり､当局の方面におきまして､既に何等かの材料を集め､又､その材料に基

いて一応の判断を持って来られたに違いないと思われます｡あれだけの大鏡を殆んど来られて二､三ケ月

後にやってしまったのですから｡然し乍ら東京だけの判断材料でやれた筈はありませんから､必ず､京都

においでになった後に､まア､或る学部について､この人を問題にしようと思えば､その人に近い､少く

とも同じ範噂に属するような学科目を担当して居るようなその教授の意見は開かれたと思うのです｡現に､

私は理工科の方におきまして､その当時､今はなくなって屠られますけれど､或る教授がその沢柳さんと

相当しばしば会見をして居られるということを聞いて屠る位であります｡そこで沢柳氏が､法科大学の中

･--私はこういうことを読み上げるのは不愉快でありますけれど､代読せよというから代読はするけれど

も感想もいわなければならぬ､ということになりますが--田島先生のことについても､どうもいわれたと

見えるのであります｡その事件が解決しまして､余程経ちましてから､こういう事件があった後には色々な

雑談があるものですが､その時には冒島先生を問題にしたということは開きませんでしたけれど､田島先

生のことについて神戸氏が何か良くいわれたらしい､そういうようなことを開いた｡勿論あの事件の当時

は全然知らなかった､後で聞きましたのです｡然しそれが事務的に田島さんを一つやろうというようなこ

とで単なる事務的措置として開いたのであるか､どうか､若し事務的にやるのでしたら､私は仁保法科大

学長が知っている等ですが､仁保法科大学長はチッとも知らなかったのであるから結局これは事務的に一

つ田島さんをやろうといったのぢゃないと思う｡ つまり人物評とか学者としての値打といったようなこと

を､田島さんと範噂を同じくするような人から一寸間いたということからしても判断される､それによっ

て沢柳氏が判断されたのであろうと思います｡そこで､神戸氏が田島先生のことをどういう意味でか知り

ませんけれども､非常に田島さんの長所をとって云われたらしい｡これはい こゝとで､然るべきことであ

る｡当然のことである｡然しながらこの当然のことを申しましても､私はこんなことをいう気拝は持たな

かったが､これがあると次のことをいわなければならぬのである｡当時法科大学の運動というものは､自

分の法科大学の一員にそういう問題となっている人があるとかないとかいうことは毛頭考えなかった｡現

に､そんなことをいうと私共はその間題については相当経過してから知ったということもおかしいけれど､

こんなことに思い当らぬ程論理的な考え方から来て屠るのである｡自分の同輩で､ある､ないということ

は問題ぢゃない｡即ち､この大学の教授というものは総長の専断で免官せしめることは全くいけないこと

だという､理論的な見方から来て屠るのである｡これだけはハツキリしておかなければならぬ｡そういう

立場からこの間題に触れなければならぬということになったのであります｡序でに申しますが､田島先生

は沢柳氏からどういう意味で問題にされたか知りませんけれど人格としては立派な人であった｡私は代返

をして叱られたことも二､三あるけれど､先生も私を知って呉れたでせう｡ 私も先生の風格というものに

は尊敬して屠りました｡実は､酒等の席にもしばしば共にしたこともあります｡私は飲まないけれど､そ

の結果､田島先生は普段､所謂絶対献酬禁止論者であった｡即ち酒席で盃をやり取りすることに反対で

あった｡そういうことを開きましたが不思議だった｡ところが､その先生が晩年になって段々お年を取ら
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れてから盃の献酬をされるようになった｡そこで私共にも献酬されるのですが､もう欽んだといったら非

常に怒られたのであります｡かつての献酬禁止論者が後に献酬の礼讃者になられたということは､その人

を論ずるに足らない､別の着眼点は大きなことにあります｡

社会主義者のことについては私は知りません｡最近経済学論というものを私も見たことがあるが､非常

に愉快な書物である｡社会主義の紹介というもの ､ゝやはり御自分も多少知っているから紹介をなさった

と思うのですが､それも河上君が来られてから論難をされたことがあります｡学問上の論争はチッとも差

支えない｡前の意見が変ったというのは､いゝというのではない｡そこで､学問の進歩だということをい

うのか､叉､為にすることがあって議論を変えたのか､真に研究の結果議論を変えたというのかは分らぬ｡

その説を変えたということの根本の標準は何処にあるか｡学問というものは絶えず進歩するのであるから､

変える所以のものを変えるのは一向差支えない｡田島先生は純粋の学問的見地から説をお変えになったと､

私は見て居る｡個人的に私が親しく交ったことからしても､私は今でもそう考えています｡然し叢で田島

先生の為に更に弁ずるのではなくして､その一つの長所を云ったらよい｡河上君を引張って来たのは田島

先生だった｡これは少くとも徳者でなければ出来ることぢゃない｡即ち自分の学説と違った河上君を､わ

が法科大学の助教授にとって来たのは､やはり田島先生です｡やはりこの点田島先生でなければ出来ない

偉いところです｡こういう点で人を見て頂きたいのであります｡これは余談でありますが､ひょっと万が

一にも事実を誤る… 私の申したことは事実なんだけれど- こ にゝは神戸氏がどういう批判をされたか

ということは出て屠りませんけれども､然し､ひょっと人物的､学者的判断を誤ることがあってはいけな

いと思って田島先生の人格を明かにして諸君に告げるのです｡これは後進の責任である｡殊に私共恩顧を

蒙った者にあっては尚更､恩顧を蒙らざる者であっても先輩の立場が誤られるということがあれば､機会

を与へられたならばその機会を利用してその立場を明らかにするということは後進の責任であるという意

味でいったのであります｡

そういう意味において､この沢柳事件に関する田島先生のことは､これでいゝと致しまして､沢柳事件

のことが出たから少しい まゝすけれど､私､想いまするに沢柳さんが京都え来られたのは大正二年だった

と思います｡私は大正元年の半ば過ぎか講師として参りまして､大正二年に教授を拝命したのであります

が､確かその年であったかと思うのですが､五月頃に来られて､もう八月には例の首切りをやってしまっ

た｡然し乍ら､私の思いまするに､先刻も申しましたように､こちら-来て初めて､これこれの先生方を

辞めて貰わなければならぬ､という意を起されたのぢゃないのであって､そういう使命をどの方面からか

持ち込んで来られたのぢゃないかと思う｡ はっきりしたことは分りませんけれど｡その前のことを申しま

すと､沢柳さんが総長として来られる前は東北帝大の総長から転任になったのですが､先刻来お話のあっ
L吋:,Lil(

た久原先生が理工科大学長でありまして､二度程総長事務取扱になられその次には本当の総長になって屠

られたのですが､この久原さんが辞められまして専任の教授になってそれから沢柳さんが来られたという

ことになるのでありますが､ところがです､その久原さんが総長となられる前に､やはり色んなことがあっ

たようです｡それは､丁度､私共､今から思うと､ハツキリ具体的に分りませんが､その前に岡田良平と

いう方が総長になられたことがあるのであります｡その岡田さんがどういう訳で総長になられたかという

ことは略しまして､ハツキリしたことは分りませんが､もう既に岡田さん自身の時に目をつけて来て屠ら

れたと思うこともあります｡私の郷里の先輩たる先生でありまして､学問のことは知りませんが､人柄と
〔絶為馳〕

しては尊敬して居る村岡先生､その先生の授業を参観に来たとかいって総長が見えたが､村岡先生は温厚
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な人ですが､これを退けて見せなかったということがあった｡岡田さんが総長に来られた時は､私は未だ

助教授時代でありますからハツキリしたことは分りませんが何となく大学内に面白からざる気分があった

かと思われる､そういう風に思って居った｡ところがこの岡田さんが来られて､一年程してから文部次官

として転任された｡これは只さえ岡田さんに対して余りよく思わなかった空気が文部次官に転任するとい

うことになったのですから､これはまア色々問題があった訳であります｡そこでつまり､社会主義そのも

のは何とかいうことはありましても､岡田さんとしては､一つに大学を良くしよう､日本の文教を良くし

よう､というお考えをお持ちになったのであると私は信じて居る｡この方と色々ゴチャゴチャいけないと

いうこともありませうが｡とにかく総長として来られ色々ゴタゴタしたでせうが結局一年程経って総長を

お辞めになって文部次官になられた｡記憶がハツキリして居りませんが､大体の筋はそうだろうと思いま

す｡そこでどういう方が総長としてお出でになったかと申しますと､諸君もよく知って居られる菊池大麓

先生です｡菊池大麓先生といえば理学士で数学の先生であった｡われわれは中学時代から菊池の幾何と

いって親しみを覚えて居った｡その菊池先生がお出でになったのです｡その前に菊池先生が何処に居られ

たかよく記憶して居りませんが､とにかく菊池先生がお見えになって､その菊池先生の居られる間は何と

申しましても､学界の長老であり､教育界の長老でもあり､且つ又､既に文部大臣もやって来られた方で

ありますから､この大学内も和やかな空気に満ちて居ったかと､私は思って居るのであります｡外からの

観察でありますからよくは分りませんが｡そしてこの菊池先生が相当長く引続いて大学においでになった

かと思うのですが､やがて枢密顧問官になられた｡その結果菊池先生はこの大学総長の椅子を去られると

いうことになりまして､その時に､やっぱりどうも久原先生が気の毒にも何かあると総長事務取扱になら

れ､直ぐ棄てられる｡棄てられるというとおかしいが(笑声)まア､そういうことになって屠った｡ところが

どういう訳か知りませんが､又､教授専任になられまして沢柳さんが総長ということになった｡こう考え

て参りますというと､何かしら京都帝国大学に一つメスを加えなければならぬ､という意向が何処かにあっ

た､何処にあったかは分りませんけれど｡その為に､大学の事情､色々な事情というものを明かにすると

いうことが､岡田さんの時代にも行われましたし､それから又菊池大麓先生の時にもあったのぢゃないけ

れども､先生の居られた間に大学の事情というものを､前の人とは違った大学の事情をよくお調べになっ

たと思います｡そうして久原先生ということになったのですが､その次に､今度は沢柳氏によりまして､

即ち､叢で､今は大学の事情もよく分ったし､それで､これを一つ断行するの機が熟したということに何

処かで考えたのぢゃないかと思います｡そこで久原総長を辞めてしまって沢柳さんを持って来たというこ

とになったのでありますが､これは決してその空間を無意義に過ごした時間ぢゃない｡既にこれを断行す

る準備が行われて居ったと考えられるのでありますが､今､申しましたように沢柳総長が来られて僅か二､

三ケ月の問に断行されるということになったと思うのであります｡

そこで､この間題を通じて､こ かゝらは私の個人的な考えですが､私は或る意味におきまして､沢柳と

いう人は非常な熱意のある､且つ私心のない立派な人で､そういう態度に私は実は敬意を表して居った｡

今も敬意を表して屠りますが､その当時もそうであった｡けれども大学総長の専断で教授を免官するとい

うようなことは理論的にいけないことであった｡それでわが法科大学の諸先生が､その時の学長は仁保亀

松先生ですが､そういう方々が､大いに奮起せられたのである｡私共はつまり下働きであった｡そういう

ことですが､責で一つ申上げておきたいのは､結局われわれは勝った｡勝ったといってはおかしいけれど

われわれの主張が勝った｡この勝ったことについては決して法科大学だけの努力によるものではなく､他

-70-



京都帝国大学創立五十周年 懐古談話会記録 (西山)

の分科大学の教授諸君が法科大学の主張を納得せられて大いに応援をして頂いたということにおいて勝っ

たのでありますから決して法科大学のみの力ではない､全学の力であると考えます｡かようにして､大学

教授は､その地位を動かす為には､その属する教授会の決議を経なければならぬということがハツキリし

て､このことが段々東京初めその他の大学にも波及したのでありますが､このことが出来たのは､実にわ

が京都帝国大学が初めて あゞります｡そこで､一寸申しておきますが､これからは､私だけの問題ですが､

私は沢柳氏と真正面から闘ったのでありますけれど､それがあればこそと申しまするか､沢柳氏の人格と

いうものは､最も尊敬するところのものがあった｡私は細かいことをこの事件に関係のないことを申さな

ければなりませんが､私は沢柳氏と論議して闘ったと同時に立派な人格者であったということを申上げた

い｡決して沢柳氏を個人的にいうのぢゃないが､実際立派な人物だったということを申上げておく｡ 他の

機会にも申しますが､とにかく立派な人であった｡堂々たる､明朗な男らしいところのある､誤ちを誤ちと

して､自分のやったことの誤ちに対して､かれこれ弁解がましいことをいわなかった｡同時に又､非常に

頭のいい人であった｡今申しましたような､つまり総長が大学教授の任免をする時には教授会の議を経な

ければならぬという､そういう事態を法律論によりまして､これはわが国の法理上許さぬことであるといっ

て反駁された｡この法律論は可なりの刺撃を与え､又､われわれの或る一部にも一寸反響を与えた程であ

る｡そこで､或る教授が､この方は行政法をやって屠ったから､顔色を変えて来て､どうだろう君､といっ

て､あわて 文ゝ部大臣に会いに行ったのですが､その書いたものを私が見て屠ったが､要するに頭の非常

にい 人ゝであった｡法理上そういうことは許されん､といって､法科の主張に対して法理論を持って来た､

これで参ったら法科の連中は-たまりもないことになるのであって､とにかく頭が良かった｡そして､極

めて明朗であった｡私はたまたまこの事件を通じて沢柳氏を非常に尊敬して屠るのであります｡直接この

ことには関係のないことであるけれども｡ 然しながら､わが大学のかつて総長であった人にして詰らない

人間が居ったら､その人の恥辱であると同時に､大学の恥辱でもある｡そこで私はたまたま沢柳氏と争っ

てこれを通じて沢柳氏が決して一個人として馬鹿な人ではなく､大学自体を思って居った立派な人である

ということを申しておきたいのであります｡その他色々事柄の変遷はありますが､今はやめておきます｡

そこで神戸博士のお書きになったことを一寸申し上げます｡

私は三番目に経済の教授になりました｡私は大してお役に立ちませんでしたが､しかし在職年数丈

は､他の方に比して最も長く､実に三十五年間在職しました｡其間にいろいろ面白いこともありまし

たが､其中の唯一つ世間に知られない秘事を此機会に発表いたしましょう｡

英は河上肇さんの大学を去られるときのことです｡河上さんの免官となった理由は河上さんが単に

社会主義を研究し､発表されたといふだけのものではありません｡河上さんが英を実行に移そうとし

て実際運動家と聯係を取り､実際運動と認められるものに一歩前進されたといふことにあったのです｡

私及他の此時まで河上さんを擁護して来た同僚は､右の理由によりて免官させられるのであれば致

方もなしとしたのです｡特に此免官を大学総長(当時の総長は､荒木寅三郎さんでしたが)の責任にて

行ふといふのであれば経済学部の教授会は､之を阻止しないといふことにしたのでした｡

そして荒木総長は､私を立会人として同伴して､河上さんの研究室を訪問し ｢あなた(河上さん)は

マルキシズムの研究から一歩前進して実際運動に踏込まれました｡英が今日の政府の文政方針では許

さぬといふから､教授をやめて下さい｡其代り私(荒木)もか るゝ教授を出した責任を感じて総長をや
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めます｡一緒にやめるからあなたも止めて下さい｣といはれました｡私は共時の唯一人の証人でした｡

河上さんは大学教授を止められましたが､荒木さんは其後一向に総長を止められませんでした｡言責

を果たされなかったです｡やっと一年も立ってから退官されました｡河上さんは気の毒でありました｡

そこで､私はやはり法科のことに関係して居るから一言せざるを得ない｡それはこういうことである｡

このことを私は主張するのぢゃありませんが､事の初めから申します｡つまり､当時､わが国におきまし

ては､所謂マルキシズムの研究ということが相当盛んになって参りました｡そしてそれが､只､単なる研

究というよりも､実際行動というものが各方面に盛んになって来た｡それで各大学等の学生の閏にもやは

りそういう研究をやって屠った｡そして名称は忘れたけれど､わが大学におきましても､社会科学研究会

というような､学生諸君の団体があった｡それが外部の者と連絡があったとか色々問題があって､取締当

局でも始終巨をつけて居った訳であります｡そこで､こういう団体の取締を､外部は勿論のこと学内的の

ものにも､何か､もっと断乎としてやらなければならぬ､という議論が始終あった｡そこで､結局どうい

うことになったかと申しますると､どうもそういうものを断然禁圧してしまうことは､私自身は反対であ

りました｡とにかく学校の内部の学生の運動である限り､やはり､その学問をやらせる､学校が自ら取締

るというのではなく､指導的態度をとるという風にされなければならぬ､学校としてそう考えることが学生

の研究に親切であると私共は考えて居った｡そういう議論は他にもあるのですから｡結局どういうことに

なったかと申しますると､そういう思想的な学内の諸研究団体に対してはそれぞれ指導教授がつく､指導

教授をつけて､その指導の下に研究に親しませるということに方針が決った｡この指導教授なるものは厄

介です｡ところがその時に社会科学研究会については､その指導教授として大学全体､従って総長ですが､

学校全体から河上君が選ばれることになった｡河上君はこういうことの面倒な問題についても知って屠り

ますから嫌であったろうと思いますが､とにかく指導教授となった｡こういうようにして指導教授なるも

のがそれぞれの団体について屠って種々学内の団体について学校が取締をするということになった｡とこ

ろがその当時は､例えばわが大学におきましても､今の文部大臣の森戸辰男君なんかはそういう思想的の

運動に入っていた人でありましたし､又大山郁夫氏､労農党に入って当時活動して屠りました大山氏も講

演して屠った｡そして､大山君は何処かで講演して､何処の者か今でも分らないが叩かれた事件があった｡

とにかく学内の者ぢゃないだろうということになったのでありますが､その当時は社会科学研究会という

ような､つまり､多少急進的と申しまするか､自由進歩的な研究団体として､にらんで居った反動団体も

あったから､そういう連中がP恥､たのかも知れないが､要するに大山君を叩いた者は誰であるか､今でも

分らない､そういうことがあった｡私は他に用事もあって講演会にも出ないが､大山君とは親しいのであ

ります｡そこで､河上君というものがやはり関係する｡それは研究団体の指導教授としても関係しなけれ

ばならぬし､更に個人的に森戸君や､大山君とも知って居ったでありませうが､要するにそういう人々と

関係して居ったということがあった｡それから河上君は大山君の選挙の時に演説に行ったことがあり色ん

なことがあった｡そういう左翼的な方面と何等かの意味において､個人的に親しくやって居ったというこ

とが考えられて居ったことは否定はしない｡然しながらそのことが直ちに､所謂その当時左翼の実際運動

に加担したということとは又別なことである｡それを直ちに結びつけるということは学問的に公正な考え

方ではない｡私共は泥棒とでも交わることが出来ます｡自分の親友が泥棒になったからといって､私はそ

の親友を捨てるということにはならぬ､人が捨てればこっちがかえって交わらなければならぬ｡ですから
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マルキシズムの連中が河上君と親しくやって居る｡実際運動にも関与して屠ると盛んに論難されて屠った｡

或はそうであるかも知れませんが､そういう論断を下すということは当時行われて屠った､その当時から

そういう意味の批判はあちこちに行われて居った､そういう成り行きを見て､そこで､河上君を出してし

まえということになった｡ところが当時､私は､それは一つも気にしなかったのでありますが､或る時突

然次のような情報が入って来た｡それは､或る目､東京において総長が､もうこの時は､経済学部は別れ

て屠りますから､大正八年には分科大学は学部となって､法学部と､経済学部とに別れたのですが､その

時の部長たる某教授と､そこでは元老的先輩教授と東京において総長とが会談して次のことを決めてし

まった｡即ち､明日京都に帰って､教授会を開くことなしに､直ぐ河上教授に辞職を勧告する､というこ

とに方針が決った｡そして明日はそういうことをやる､というようなことを私は耳にしたのです｡これは

誰がそういうことをいって来たかということは申しませんが､とにかく､そういうことをやるということ

が耳に入ったからして､これは､非常な問題になる､河上君が免職に億するや否やという問題と､又､然

し､免職するとしても教授会を開くことなしに､河上君に辞職を迫るという､この二つの問題ですが､後

の方の教授会に諮らなければならぬという問題は､これは先程も申しましたように､沢柳事件以来､ハツ

キリと､内部的の取扱いとして､わが京都帝国大学で決って屠ることですから､若し､そういうことに相

成りますれば､わが法科大学の連中としては､到底黙することは出来ない､ということが､論理的に考え

られるでありませう｡ そこで､どうしても､これは経済学部の教授会に総長が諮り､とにかく､その上で

決定するということに相成らなければいかぬと考えた訳でありますが､そこで､急に法学部の連中が集り

まして､そういうことについて協議し､これはやはりわが大学におきましては､そういう内部的の取扱い

を決めたものがあるのであるから､総長としては一応教授会にお諮りにならぬと､大変なことになります

ぞ､という意味のことを申上げることにしたのであります｡それで､そのことに当られたのが､時の法学

部長であられましたところの山田正三名誉教授です｡その方が総長にかけ合いをして当って頂いたのであ

ります｡その結果であると思いまするが､とにかく総長が経済学部の教授会に問われたということになり､

それで間はれましたところが､経済学部の教授会で､どういう議決をしたか､ということに相成りますと

いうと､まア､それはとにかく神戸氏の文章に書かれてあることは､私共は経済学部のことは知らんのだ

からこれはこれとして良かろうと思うのですが､然しとにかく私共としては､その当時河上教授が世間に

向って､又学内において公けにせられた言葉がある｡私共としてはそれを一つ信用してお話するより仕方

がない､私共はその事件については所謂外部の者ですから､その当事者が責任を持ってい 訳ゝである｡叉

その当事者の責任という言葉の中には､その当時の総長のいわれたこともあるのですからそれらを元とし

てお話をしておくより仕方がないのである｡それはどういうことかと申しますと､その当時河上君は世間

に向って色々新聞なんかを通じて声明をせられた｡又学内においても声明をせられた｡無論私はその言葉

通りには覚えて屠りませんが､要するに大体次のようなことです(6)｡

総長が自分に向って辞職を勧告された､その理由は三つだといって居ったと思いますが､その一つは､

その当時､何とか唯物史観講座とか､マルキシズム講座とかいう､何か著書が出たらしい｡それを紹介す

るのに､何とかの言葉を河上君が書いたのであるが､その言葉の中に､非常に不穏当な言葉がある､とい

うのだが､河上君これについて日く､不穏当でも何でもない､他の文章でもこういうことは公けにして屠

る言葉であるから不穏当でもない､とこういうのであります｡それから第二には､河上君は選挙において

演説をしたことがある｡香川県だったか､どこか､ハツキリ覚えて屠りませんが､要するにその地方にお
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いて演説をしたもの 中ゝに多少不穏当な言葉がある､ということに対して､河上君は､不穏当なことは何

にもない､と云って居る｡最後の問題は､これはわれわれ大学人として注意しなければならぬことである

が､こういうことをいって居る｡即ち､所謂河上君の指導して居りますところの社会科学研究会の連中が､

この頃､どうも実際的の運動を為しているようであるが､これはどうも河上君の責任であると考えなけれ

ばならぬ､とこういう意味です｡これに対しては河上君は断然反対して居る｡先刻申しましたように､そ

の指導教授というものは､特に総長から頼まれてやったことであり､総長からの命によって指導するが然

し乍らそれを通じて実際運動に関与した､ということはないのである､というのが河上君の反対の説明で

ある｡そういう訳で､以上の三点は全然理由のないことである｡自分は学問の為に一所懸命やり来たった

が､然しながら自分の専門とするところの経済学の性質上､多少他の諸君のやって居る学問とは違って

居って､やり方についても色々違うようなことがあるかも知れない｡然しそれ自身が､この大学の教授の

為に職責を尽す方法に過ぎない｡だからこの事の為に実際運動に関係があるということをいわれるのは根

拠のないことである､とこう申して居ります｡その点は私も河上君の述べることに賛成したのであります｡

然し､河上君は更に､理由がないと思うけれども､総長の言葉に依れば､経済学部の教授会の議を経て､

その同意の下に､この勧告が行われたということになって居る｡そう致しますると､自分はこの大学の自

治ということの為に闘って来た｡われわれとその点は同志であるが､そこで､とにかく､大学の自治とい

うことを尊重する建前において､自分は理由がないと思うけれど､その理由として､教授会の議を経たも

のとして私に命じて勧告されたとあっては､これには従わなければならぬということで河上君は辞表を出

されたのであります｡即ちこれは､我々が大学の為に闘って来たところの自治を尊重するという建前から､

その理由とするところは一つも自分は賛成しないけれども､然しながら教授会の議を経たとして私にいわ

れる以上は､大学の自治を重んずるという建前からこれに従わなければならぬ､といって辞表を出された｡

諸君､これは涙なしには開かれないのです｡実に立派な態度であると感服した｡私は､河上君の学説は全

然分りませんけれど､そういう点で相通ずるところがあるものとして､さすがは､多年交って来た河上君

なりとして全く､私もそういう態度に出て進退することに賛成したのでありまして､そういう内面的のこ

とを私は知って居るのであります｡ですから､こういうことを思いまする時にその当時のことがまざまざ

と浮ぶのでありますが､然し河上君がつまりこういう風に実際運動に関係してやられたということを諸君

は思わないように願いたいのであります｡

そういう風に､これは諸君も知っているように､河上君は全くひどい目に会ひまして､そうして今は亡

くなってしまわれた｡死人に口なし､でありますから､こういう友人の為には後進ではないけれども､友
してて1

人としても､その真情に属して弁明をしてやらねばと､今日思った｡それで､実は､こんなことをいわない

積りであったのですが､諸君に一言しておく次第でありますから､沢柳事件にしても､その他色んな事件

がありませうが､それらのことについての表面的な説明や､人の批評に迷わされることなく､願くぼ､直

接その事柄にブツかって､そして､その事柄の本体を掴んだ上､賛成するなり､賛成しないなり､それは

別のことでありますが､然し賛否の前に一応､事柄の真相をしっかり掴むようにせられんことをお願いし

たいと思うのであります｡これが即ち学問の真理追究の第一歩だろうと思うのです｡そういうことなしに､

真相を知らない人の見たところ､いうたところに従って批評したり､判断を下したりすることになります

と､非常に誤つことになりますから充分注意して頂きたい｡これは学問をする者にとっても極めて大切な

事柄でありますから､叢で一寸申上げておく次第であります｡
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さて一寸方向を変えまして､別なことを申します｡わが大学がその初め､いつも何か新しいことを考え

ようとしていた､ということについては先刻申しましたが､これと関聯して､あの幌幕を見て思い出しま

した｡あの陸幕の徽章は大学の徽章でありますが､どういう意味の徽章か分らんが､大学の徽章を公けに

する時初めて出来たものらしい｡今の ｢大学｣という徽章､帽章にもなっているのは､あれは東京大学の

真似です｡恐らく木下先生その他の人が何か新しいものを考えようとしてか､大学の徽章を一般学生から

募ったのです｡その結果は知りませんが､工科のEとか法科のLとかカレッジのCとか､どういうことが

現われて居るか知らないが､そういう文字を結びつけて大学の徽章が出来たということを開いて居ります｡

或はそれがどんな気持で大学の徽章として制定されたのであるか､一寸分らんが､今帽章としてつけて屠

るような徽章は､我が大学の初めの徽章ぢゃないのであります｡要するにわが大学は何か従来と違ったと

ころの新しい一つのものを目標として行かうというような､そういう意味の清新の気風があったというこ

とを只お話して置くに止めます｡こういうような､極く六ケしいことでないことで､お話したらいゝと思

いますが時間がありませんから､甚だ雑駁なことを申上げましたが､これで終ります｡(拍手)

一三時十四分-

鳥養総長

建学当初の木下総長の方針が､直ちに世に役立つとか立たないとかいうことぢゃなく学問を目当てにし

てやるのだ､ということを閃かして頂いて､特に私には非常に有難く拝聴しました｡尚本学の事件の中量も

大きかった沢柳問題､又われわれの畏敬する河上博士等の事件について､その秘話とも申すべきものを聞か

して頂いて有難うございました｡尚これについて質問があるかも知れませんから､その節はどうぞよろしく｡

今度は方針を変えて医学部の開設当時のこと､その他について小南さん一つ｡

小南名誉教授(7)

医学部を開設された第-代の教授は物故されまして､今おいでになりません｡それで私等が､第二代目

の者ということになるのでありますが､その中でも京都に住んで居る者は少いものでありますから傍題な

がら､私が代って医学部の古い話を致すことになったのであります｡金子名誉教授､佐々木名誉教授から

大変六ケしい話が､六ケしいといっても正史､所謂正しい歴史のお話があったようでありますから､そう

いつも緊張してばかり屠りましては苦しいと思いますから､私は医学部の開設のことを趣く簡単に申しま

して､それからその中の一､二の教授の逸話をお話したいと思って居ります｡

医学部が開設されたのは明治三十二年であります｡これは先にもお話があったように東京で議会に建議

された時には長谷川泰､□口のお父さんでありまして､この人等が､東京だけでは競争者がない､それで

は学問の進歩がおくれるからお互に切碇琢磨する相手を作れということがいわれまして､それで､関西に

一つ大学を作るという建議案が元になりまして､本学が出来るようになった､というお話であります｡そ

れで医学部が出来た時でも､京都に現在ある府立大学を吸収して､これを医学部にしようという説が可な

りあったそうであります｡然し､あそこは場所が狭いから大学の医学部としてはいかん､ということで､

新しく､この吉田の地に京都大学の医科が出来ることになったのであります｡従って教授もその大半は現

在の府立医科大学､府立病院から来られまして､後の半分は日本全国の中北海道､或は岡山､或は金沢､

というようなところから､立派な､誰が見ても大学の教授として恥しくないような立派な人を選んで任命さ
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れたのであります｡その当時来られた先生の話を聞いて見ますと､たとえば解剖学の教室の如きは鈴木と

いう先生が開設されたのでありますが､その当初には､只行李一つと､自分がドイツから帰る時に持って

来た標本､その他の書籍だけで始められたということであります｡それから先にお話の出ました､荒木教

授は医学部の医化学をお持ちになって居られました｡明治三十二年に医学部が開設された時には､未だ家

がありませんでしたから､それで丁度この位置に立っている元第三高等学校の旧校舎に､生理学､医化学

というものが置かれたのであります｡然し､その当時はガスの設備もなく､水道も完備して居らなかった

ものでありますから､医化学の実験というような時にはコンロを持って来て炎を起し､団扇で､あふって

やられ､叉､水がないからタンクで､自分の力で､汲み上げて､そして水を使う､という状況であったそ

うであります｡そういう時代でも､われわれの先輩教授は骨立派な仕事をして居られるのであります｡現

在､わが国は敗戦によってこういう情けない状態に追込まれて十分な研究が出来ない､実験が出来ないと

か､いって居りますけれども､その当時から比べて見ましたならば､比較にならない程総て整って屠るの

であります｡ですから､若し資材が少い､設備が足らぬ､機械がないというようなことで勉強しないとい

うことがありましたならば､これは即ち怠慢の罪､為さざるの罪であります｡創設当時の諸先生､その中

で先づ荒木先生のことを申しますと､この先生はなかなか研究ということには御熱心で､総長になられる

前には一所懸命研究して居られたのであります｡われわれが途で会いますると､｢君何を研究して屠るか

ね｣と聞かれるのが常で､いつもの調子で ｢君何を研究して屠るかね｣と尋ねられ､｢どういう結果になっ

たか｣といわれ､｢へイ｣というて屠ると､｢それは大変面白いね｣といわれる｡｢未だ話して屠りません

よ｣というと ｢それは面白いね､しっかりやって呉れ｣といわれる(笑声)､そういうくせがありましたが､

それ位研究ということに熱心な先生であったのであります｡叉､どれ程みんなが研究に熱心にやって居ら

れたかと申しますると､荒木先生はその当時学長として屠られたのでありますが､その時代に自分の教室

の者に､或る液を分離ロートの中へ振って居れ､今直ぐ帰って来るから､それまで振って居れといって出

かけられた､ところが先生はそれを忘れて､他の方へ宴会に行って九時半頃帰って来られる､と､未だ

振って居る｡振って居る者もえらいが､おそくなっても必ず帰って来られる先生もえらかった｡君未だ振っ

て居るのか､いくら振れといっても三時間も四時間も振れというのぢゃなかったよ､というようなことも

あった｡そういう風に九時半になっても､十時を過ぎても宴会に行って帰る途中でも､自分の弟子が､ど

ういうように研究して居るかということを見て帰られたということであります｡それ位仕事熱心にやって

屠られたのであります｡この荒木先生は今､申しました､大学の教授を選ぶ際に岡山から選ばれて来られ

た方であります｡そういう地方から選ばれて来た人の中の代表者の逸話の一､二をお話しましたから､次

は府立大学から来られた先生のどなたかを選び出してお話したいと思います｡これは他の学部の方はこん

なお話をお開きになっても､何を話して屠るのか､と思われるかも知れませんが､その先生を知って居り

ましたならば興味のあり､且つ､それによって自分を顧みるというような逸話ばかりであります｡その中

の一人に浅山郁次郎先生という方がありますが､この方は頑固な､叉皮肉な人で､学生を指導することは

非常に熱心な人であったが､なかなか皮肉なところが多い人でありました｡この先生は､又､大変色が黒

い先生であります｡もっともお嬢さんは色が白いという話でしたが(笑声)｡先生が色が余り黒いものだか

らクロへツサーという纏名をつけて居った｡患者が参りますというと､お前はどうしてこ のゝ大学-診て

貰いに来たかと開かれる｡そうすると､その中の口の上手な人は､先生を頼って来ました､というと大変

御機嫌がよろしいが､その中には田舎から来たお婆さんなんかで､お上手をいうことを知らない人があり
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まして､例によって､どうしてこの大学-診て貰いに来たのかと聞かれ､本願寺-参りますついでに来た､

とかいう人があると､先生は病気はついででは治らんぞ､帰れ帰れといって門前払いをされた(笑声)｡叉､

或る老人が底欝で目のレンズを取って貰いました､それを学生の実習の時に見せられた､そうして､或る

学生に､目のレンズを取るとどうなるかといって開かれたところが､学生は､いつも何かあると､皮肉な

ことをいって叱られる先生だから､余程考えていわなければならぬと思って目のレンズを取ると物が逆さ

まに見える､逆さまに見えるから､それで非常に強い凸レンズをかけるのであります､とそういうのは無

理もありませんが､それでレンズをとったお婆さんを連れて来て､物が実直ぐに見えるか､実直ぐに見え

ます､という｡ そうして､叉レンズをとって､どうだ､物が逆さまに見えるか､というと､真直ぐに見え

ます､という｡ それで､お前はこれをどう説明するかといって学生を叱ったということであります｡そう

いう先生でありましたが､この先生も先生自身が困られた逸話があります｡或る時に学生に患者を見せて

居るとその患者の以前にした手術が大変下手であった｡下手であったからして､それで､患者に､こんな

下手な手術をするのは誰だ､帝国大学に屠る者にはこんな手術をする者は一人もないが誰か､と開かれた｡

すると､その患者は数年前に浅山先生という方が屠られてその人にやって貰った､といわれたので､俺も

若い時にはこんな下手な手術をしたのか､といって大いに笑われたということであります｡そういう逸話

は単なる逸話ではありません｡これを昧って見ると､なかなか面白い味があるのであります｡又､和辻春

次という先生がありました｡この方は丁度私等が学校を卒業した当時の院長であったのでありますが､或

る病気で､或る病人にコカインを注射しましたところが､その病人の体質が悪かったのか､その病人はそ

こで亡くなってしまった｡そうしたら遺族の人が非常に怒って和辻院長のところ-談判Lに行ってうちの

大事な子供を殺してしまって､どうして呉れる､と文句をいった｡そうしたところ､和辻先生がいわれる

に､お前がこの病院へ入って来る時に､門の看板を見て来たか｡はい､見て参りました｡どうだ､京都帝

国大学附属医院､即ち医院と書いてあっただろう｡ お前もよく知っている通り､医院というのは医者を養

成するのが本体で､病人はつけたしだ｡ところが､病院というところは病人が本体で医者はつけたしだ｡

お前の子供が医者を養成する為に運悪く死んだというのは､丁度二百三高地で､当時日本の兵隊が敵弾の

為沢山打死したのと同じことで､大変名誉なことであるから不平をいわないで､喜んで帰れ(笑声)と､い

われると､当時の人は思想が良かったというのか､その患者の遺族はそれはそうだ､名誉なことであると

いって帰って行ったそうであります｡

現在は病院も経営上病人の取扱いということに重きをおいて学生の実習の為ということが軽く見られて

いる傾向でありますが､昔は学用患者が多かった｡現在はそれが逆になって居るような具合であります｡

それでもう少し､病院の方も､われわれは学生の実習に重きをおいて貰いたいと思うのであります｡

先程お話になった沢柳事件､或は岡田事件､岡田事件というのは佐々木教授も御存知であるかも知れな

いが､その岡田事件をもこの際追想して見ようと恩いましたが､大変時間も迫って来ましたし､理屈も六

ケしいし､その頃は､私､助手として走り廻っただけでありましたが､この岡田事件というのは一口にい

うとこうであります｡先程から金子､佐々木名誉教授からもお話があったように木下総長は､学生は紳士

として扱う､保証人はいらん､成績も表わさん､甲､乙､丙位で表わしておけ､といった調子で学生を一

人前の紳士として遇するというのであった｡ところが岡田総長が赴任して来られて､種々さわざましたの

ですが､色々のことをやられ､私の如きそんなことをされては大変ですから早速反対運動をやった訳でそ

れを岡田事件と称するのでありますが､そういうお話も致そうと思いまするが､時間も経ちましたし､私
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一人で時間をとってはいけませんから､これで終りますが､今､申しました昔の先生方の逸話は単なる逸

話ぢゃなく､よく味って見ますると色々な意味がありますから､そういうことをお汲取 りになって､特に

医学部の学生は御勉強あらんことを切に希望致す次第であります｡(拍手)

鳥養総長

文学部の開設当時のことにつきまして､朝永先生一つ｡

朝永名誉教授(8)

実は今日のお話は坐談会ということに開いて居った｡今日午前欠席しまして､そうして午後出て来まし

たところが､坐談会ぢゃなくして､こういうしかつめらしき話をしなければならぬが､実はづるい考えで､

私､話が大変下手だから坐談会でありますというと､まア司会者とか､又は相棒の新村さんからつり出し

て頂いて話をすれば骨も折れなくてよい､という風にづるい考えを持って来たのでありますが､こういう

風な形式の話をしなければならぬ､ということで一寸面喰った訳であります｡

扱て､文学部の創立は明治三十九年でありまして､私は､その翌年の明治四十年に参りました｡然しな

がらその時に岡田問題とか､何とかいう問題が起ったのでありますが､末だ当時は､私は助教授で参 りま

して､そういう風な幹部とか､機密に参与する資格がない､というのと､もう一つは来る早々一人で以て

一週五時間の講義の準備をしなければならぬ､というので非常に忙しかった｡それで､この文科大学の事

情もよく存じませんでした｡これは､寧ろ､新村さんが､私より一年ばかり後においでになったのであり

ますが､留学を終えて直ぐ幹部にお入りになって非常に事情はお詳しいと思いますからそういう風なこと

は新村さんにお願いすること 致ゝしまして､只､簡単に前座をつとめて終ろうと思います｡私､その前に

明治三十一年に京都に参りまして､文科大学の創設以前､丁度理工科大学の出来た翌年です｡それから三

年程京都に居ったのでありますが､その点において新村さんよりも数年の長をもって居る訳であります｡

そういう風なことをきっかけとして簡単にお話をして責を塞ぎたいと思って居ります｡

私が明治三十一年に京都に参った時に､電車というものを初めて見ました｡というのは当時東京では鉄

道馬車というものが､一番尖端を行 く時代の交通機関であった｡当時は新橋駅前から､銀座､日本橋を

通って上野に行く､それから日本橋から別れて浅草に行く､鉄道馬車が一番進んだその時代の交通機関で

あったのでありますが､こちらへ参りますると､馬がなくて単が動いて居る､それで､そう不思議にも思
〔ママ〕

わなかったのでありますが､然し珍らしく恩いました｡それから蹴上けに行くというと､今も同じであり

ますが､舟が舟頭を乗せたま 山ゝに登るというのぢゃないけれど丘に登って屠る｡これも珍らしいことで

あった｡殊に京都というところは古典的文化の中心であるという風な観念を持って居ったのでありますか

ら､甚だそれにそぐわないというようなことを感じたのであります｡その後三年間屠る間に色々京都のこ

とも分って参ったのでありますが､そういう風な物質的文明ということばかりぢゃなく､精神的文化の方

でも非常に京都は尖端を行って居るということを知りました｡例えば日本で一番最初の小学校をこしらえ

た､一番最初の中学校をこしらえた､一番最初の女学校､女紅場と妙な名をつけて居るが､女子教育機関を

初めて設けた｡その後岩倉病院であるとか､孤児院であるとか色んな文明施設を全回に先立ってやって行か

う､というような､非常に矛盾したようなものを二つ結び付いて居るということが京都の非常な特長であ

るという風に感じたのであります｡それで京都大学に私が来ようなんていうことは夢にも思っていなかっ

-78-



京都帝国大学創立五十周年 懐古談話会記録 (酉LLJ)

たのでありますが､まア､この文化というようなものは､やはり古典的文化の裏付け､古典の背景をもっ

てそして新しいものを創造して行くというのでなければいかん､というようなことをボンヤリ考えて居った

のでありますが､丁度京都がよくそれを象徴して居るというような感じを持ったのであります｡英国の文

化にしましても､古典の裏付けがなければ浅薄なもの､所謂植民地的な文明というものになってしまう恐れ

があるし､又古典だけに重きを置いて新しいものを創造するということがなければ､死んだ文化になって

しまう｡ そういう風に考えられる｡勿論これは一般的な考え方でありますが､例えばアメリカ殊に北米合

衆国が今日のようになって居るのは､一方においてはコロニアリズムというような自然を征服する､という

植民精神と､他方においてはアングロサクソンとかどュリタンの持って来た古典的精神というものがあっ

て今日の北米合衆国の文化というものが出来て居るのぢゃないかと思うのであります｡北米合衆国の文化

が豪州であるとか､カナダであるとか､同じアングロサクソンの植民地でありながら一種違った風格と性

格とかいうものを持って屠るというのはこの二つのものが結びついて居る結果であるという風に考えられ

るのであります｡それで丁度文科大学というものが出来ました時に京都へ来ないかという勧誘を受けまし

て､その時に､そういう感じがボンヤリ､ハツキリ考えた訳ではありませんが､京都は古典的文化の中心

である｡古典的なアトモスフェアというものが中心になって居るから□□な立場にある｡それが一つ京都

大学の特色にしなければならぬ､又その下地がある｡それと共に然しながら他方におきましては先程申し

ました理由で新しいものを研究するというようなことにも重きをおかなければならぬ､という風に考えた

のであります｡丁度私がこちら-来て間もなく留学したのでありますが､この初め､一､二年頃の教官の

顔振れを見ますとその二つのものがやはり結付いて屠るように思います｡これは新村さんが非常にお詳し

いのであって､後でお話になるかも知れないと思いますが､古典の方では今尚存命中であられる狩野直喜

さん､それから内藤湖南さん､それから幸田露伴さんが見えて居りました｡他方においては､例えば上田

敏､桑木厳翼というような新しい人が来て居った｡それらが結び付いて屠ったのであります｡

それで､大変自分の思ったような雰囲気であるという風に感じたのでありますが､色んな或は坐談の材

料になるようなものがありますが､内藤湖南さんなんかの就任の事情について見ると､今日から見てまこ

とに隔世の感があると思うのでありますが､これは他の人から開いたのですが､内藤湖南さんと私は同じ

時に任官の内申をされたのだそうです｡ところが私は都合よく詮衛を通過したのですが､内藤湖南さんは

なかなか通らなかったのです｡それで､二年か､三年か詳しくは覚えて屠りませんが､しばらく講師をし

て､後に初めて教授になられたのであります｡それは然し､文部省の罪ではありません｡内閣に直属した

詮衡委員会というものがあって､初めて高等官になる時にはその詮衡委員会の議を経なければならぬこと

になっているのであります｡ところが内藤さんは新聞記者をして屠られたので､新聞記者を直ぐにお役人

にするということはいかん､といって頑として詮衡委員会が反対した｡それで仕方なく何年かの問貫禄を

つける為に講師をして居られたのであります｡今日労働運動の猛者が一躍して大臣になるということから

考えるとまことに隔世の感がある訳であります｡それで同じような考え方がこの大学の五十年祭というこ

と まゝア結びついて来ます｡五十年といえば半世紀であって随分長い､私なんかもそれ程長く経っている

とは思わなかったのでありますが､長くもいるものかなとの感じを起すのでありますが､然し､これだけ

の歴史の背景を持つということは学校としてはなかなか容易ならぬことであります｡この五十年の歴史は

われわれとして甚だ大切なものでなければならぬと考えるのであります｡その五十年の歴史を所謂古典的

背景と､学校としてはいってもいゝと思うのでありますが､その上に新しいものを始終創造するというこ
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とを怠らぬようにしなければならぬのでありまして､それで､今日はそういうような意味からこの目出度

い祝祭の日に当って､実は､私は現役の元気のある先生方から新らしい研究発･表､フェスティバル ･イン

ヴェストゲ-ションということがありはしないかと考え､又そういうものがあって欲しいと思って居った

のでありますが､それは､秋に又この五十年を祝いまして､そして色んな行事があるということでありま

すから､その時にはどうか､これは諸君に向っていうのぢゃありません｡総長さんに向ってお願いするの

でありますが､どうか新しい研究の発表というようなことを十分にやって､それを現役の先生方ばかりぢゃ

なくとも､この学校の出身者とか､少くとも日本の学界に誇るような立派な発表をして下さるよう､私は

叢に総長さんにお願いする次第であります｡

さっき申上げましたように準備が足らないので､こんな程度で御免を蒙って､後は新村さんにお願いす

ることに致します｡(拍手)

鳥養総長

只今､朝永先生から御注意を頂いて有難うございました｡秋の祝典の際には只今御注意を頂いたような

趣旨のことを計画いたして居ります｡純学術講演会と同時に街頭に進出した所謂普及通俗講演会､それか

ら研究発表の出版とか､尚､更に出来れば海外の碩学を招蒋しての学術講演会というような積 りもして屠

りますが､尚その御趣旨によって内容の充実にも一層つとめたいと思います｡

理学部の関係について桧山さん一つお願いいたします｡

桧山名誉教授(9)

理学部は金子先生のお話にありました本学創始の最初に出来た大学､理工科大学という名の中に入って

居りました｡これは法学部､当時の法科大学から経済学部が生れて来たのとは違って理学部､工学部なる

ものが一緒に理工科大学を作っていたものです｡その当時おいでになった教授方､叉その創設に携わられ

た方々は殆どおいでになりません｡只今大事先生が一人おいでになりますが､御病気であります｡私は､

実は本日のような会には若過ぎると思っていたのでありますが､今､叢に坐っていて､一寸算術をいたし

て見ましたところが､私が入学いたしましたのが明治四十一年でありまして､この五十年の長さに比べま

すと五分ノ四程になりますので､それぢゃ余り若くもないと思って安心して立った訳であります｡従って

初めの頃のことを書いたものを見たり問いたりして漸く知って屠るのでありますが､理工科大学の出来ま

した時に､第一高等学校長として屠られた有機化学の久原窮弦先生と､物理学の山口鋭之助先生､つ いゞ

て第三高等学校の先生でありました村岡範為馳先生に音響工学､一般物理学を教わったのでありますが､

そういう先生が来られまして､数学､物理学､化学の授業をお初めになったのであります｡他の学科でもそ

うでありますが､京都大学は東京大学の出店ではないという意気込みで全部始めたのでありますが､入学

した生徒の数を見ますというと､第一年目には物理学に一人､化学に三人入学して居ります｡翌年には物

理学に只一人の学生があっただけであります｡そういう風な有様で先生の数の方が学生の数より多かった

のであります｡私の入学した年には二人入学しました｡その一人は三高の教授をして居られました森 (?)

君が一人､物理学には私一人入学した｡化学には二人ありました｡その一人は蝿取粉で天下に名を売った
〔覗〕

今津君がその一人であります｡そういう風でありました｡

それから数学､物理学､化学､この化学は純正化学と呼んでいたようでありまして工学部の応用化学と
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区別されていた｡この学科の区別は三十一年から､多分三十七年か八年頃まであったのでありますが､そ

の中に､例の､今までの諸先生がお話になりましたように､京都大学では､何か新しいことを考えて行こ

ういう気分から､数学とか､物理学とか､純正化学とかいうけれども､それらの学科は何れも非常に密接

な関係をもって居るのであって､区別さるべきものではない､数学的な基礎の下に化学や物理学の知識を

取扱うという､両方の智誠を持つようにして研究を進めるものがあっても然るべきだというので､この学

科の区別がなくなりまして理学科という一つのものになったのであります｡その間に私が入りました時に

元にもどって居りますが､卒業生の名簿を見ると､理学科の卒業生ということになって居るようでありま

す｡その後､似よったような状況で進んで居ります中に､大正三年になりまして理工科大学が別れまして､

理科大学と工科大学とになったのであります｡その時に学生の方では､私共は同帰会という名前の会が理

工科大学の学生の会合でありましたが､解散致しまして､理学部の方では同明会というものが出来たので

あります｡その記念に､この東の方に銀杏の木が構って居りますが､そこに同帰会と彫込んだ石が今でも

残って居ります｡

私の学生でありました頃から教室は今の西の方にあります煉瓦作 りが-階建でありました｡そして数学

と物理学の教室があった｡この位置には三高の建物があっていかめしい建物が見えて居りました｡私の入

りました時はそこは化学の教室になって屠ったのでありますが､化学教室は工学研究所あたりにも使い始

めていたとのことであります｡そして叢にありました大きな化学教室はその後火災にあいまして後に今の化

学教室が後ろの方に出来て居ります｡あの位置には三高の当時の古めかしい寄宿舎がありました｡私は百

万辺に下宿していて食堂だけ厄介になって居ったが､私の友人には寄宿舎に屠ったものがあって訪問して見

ますと如何にも古めかしいものであった｡ 私がもう少し創作的の才能を持って居ったならばあの寄宿舎に入っ

て居った時の感想を文字にして立派な文学を残し得たであろうと思われる位古めかしいものであった｡

その当時学生が日曜日に何処かえ出かけようというので､後のハイキングの形でありますが､遭造会と

いうようなものを作りまして日曜毎にあちこちへ出かけるので､二､三日前に何処そこえ集って何処え行

く､当日の話題は何々であるということを発表して､梅の頃になると伏見え梅見に行く､道々当時のカレ

ントトピックスを取り上げて議論しながら散歩する､そういうようなことをやって楽しんで屠ったのであ

ります｡そういう学生々活の一端があった｡尚歩いた話の序で あゞりますが､先程電車の話がありました

が､今京都駅から北野-行って屠ります狭い軌道の電車､あれが京都の主なところをグルッと廻って屠り

ました｡出町の方から木屋町の方へ廻る電車に乗る､この電車たるや甚しく悠長でありまして､場合によ

ると歩いて行った方が早い､駅へ行く時にどうも時間があるから電車に乗って行こうか(笑声)､一寸おそく

なって急がねばならぬから歩いて行こうか､ということになって居った｡

その中最初の理工科大学において､理科関係の授業に携わられた先生方の中､先程沢柳事件の話が出ま
〔桓〕

したが､あの事件で以て､物理の村岡範為馳先生と､数学の三輪恒一郎先生がお辞めになったのでありま

す｡その時は､私は卒業して大学院に居ったか､或は講師になった時､講師になってもなりかけでありま

した｡そういう時でありましたが､先輩幹部の先生方のお話を開いて見ますると､理学部では二つの矛盾

した考え方があって自分自身で夫々苦しんで居られたように諒解されたのであります｡一つは学風刷新の

為必要であろうという実際問題として､一つは理論問題として､大学教授の任免が或る一部の人の考えだ

けで左右されるというようなことは将来の為甚だよろしくない､という両方の考え方があって､その決定

に可なり苦しんで居られたように､われわれ若い者としては見ていたのであります｡
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その後､理工科大学から別れました理科大学が､只制度の改正で以て理学部となり､初めありました､

数学､物理学､純正化学だけの理科大学に､その中に､先づ宇宙物理学､地球物理学の教室が出来､それ

が更に別れて地球物理学教室､宇宙物理学教室とになりました｡それから後､博物学教室が創設委員の

方々が協議せられまして､先づ生物学教室､後に動物学､植物学､鉱物学､地質学教室というようなもの

が出来て大体今のような陣容になって来たのでありますが､その他に､種々の観測所､研究所等が附設さ

れまして現在のような状況になったのであります｡叉学生の数も昔のことを考えると全く較べものになら

ない状況になって来たのであります｡

今日は打ち融けた話をしろということでありましたが､以上お話したようなことは私が､何にも今更叢

で申上げずとも大学史をお拡げになっても､叉事務的な記録をお読みになっても直ぐに分ることでありま

す｡で､これから､二､三学生として印象に残って屠る教授方のお話でも致そうかと存じます｡最初に見

えた□□先生のことは､私共参りまして直に宮内省の方へ御転任になったということを開いて居りますが､

居られなかった｡次いで来られた村岡先生は物理学､音響工学の実験の指導を受けたのでありますが､西

南の角にある階段教室の黒板が非常に高いところにある｡村岡先生は特別背の低い先生でありましたから

黒板の下に台を置いてその上に上って黒板の字をお書きになったのでありますが､それでも黒板の上の方

三分ノーは使われないという程であった｡あの黒板は山口先生が使われる為に､自分を標準にしてお作り

になったのだということです｡物理の教室の中に椅子があって錬皮の立派なものである｡ところが釣合い
〔順〕

の悪いことには足の高さが少しばかり低い､それへもって行って後に地震学を始められた志田教授が足が

始終悪く椅子に上って毛布をかけられたりして居られたがひじが届かないのです｡これも山口先生の居ら

れた記念の椅子だということをわれわれは聞かされていたのであります｡化学の方では大事先生と､それ
〔真澄〕

から無機化学を講ぜられた近重先生が金相学というものをお始めになった｡日本の古い鏡､お寺やお宮の

鏡に手を当てますと金相の南無阿弥陀仏や､神様の相がどうして現われるかということについて金相学の

研究において非常にハツキリ分るように説明された｡或は日本の刀剣の鍛え方について研究をされたが､

後に宇治に刀工場を作り自ら刀を叩いて鍛えることをやられた｡叉先生については液体空気についての印

象が深く､液体空気が如何に低い温度であるかという状況を見せる為に机の下に金魚を置かれて屠った｡

初めの中は美しい金魚位に思って居ったが液体空気を入れられるとその美しい金魚が凍ってしまってカン

カンになってしまう｡ 先生は当時､禅学の造詣が深かったのでありますが､それで､その金魚がどういう

風になって死んでしまうのか､皆の前で引導を渡された｡大きな声で ｢喝-ツ!｣といわれる｡｢喝-ツ!｣

といわれて生きかえるかと思ったが生きかえらなかった(笑声)､そういうこともありました｡

その外の先生方の色々の印象も残って居りますが時間もありませんからこの位にして置きまして､叢で

一寸､これは特にお話することでもないと思いますが､一言して置きますが､先き程､理工科大学が新し

い制度を採用して､即ち､数学､物理学､純正化学の三学科に別れて居った所謂学科制度を廃止し､更に

科目制度をなくして､全体が一つの理学科というもので卒業した､ということを申上げましたが､これは

後に理工科大学が別れて来た時に非常に新しい制度になりまして､学生が､何学科に入学するということ

はなく､理学部へ入り､若干自分の修めるところの主なものを､主として数学を修める者､主として物理

学を修める学生というように随意に選択専攻せしめる､教室その他の関係で多少の制限はあるが､合理的

に多少新しい空気がずっと続いて発達して来たように見えます｡然し自分一人で一々新しがって喜んでい

ても果して大学教授の巨的たる人の養成､学問の研究にどれだけ貢献したか､又どれだけ世間に認められ
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たかということにつきましては､必ずしも初めから立派な業績を認められはしなかったかも知れないので

あります｡然し乍ら所謂純正化学の方におきましては早くからその研究報告等も沢山出て居りまして､特

に久原先生の ｢ベックマン転位｣の研究というものは､私門外漢で十分なことは分りませんが､有名なも

のであったように聞いて居ります｡一般に学問的な空気が濃厚となって､その研究成果が盛んに発表され

るようになったのは､丁度私の一､二年前の先輩の方々が卒業されて研究に携われるようになって､それ

から今日のような盛況を呈するに至ったのでありまして､それまでには先輩の方々の並々ならぬ努力の下

地があった､家庭農園で云えば種を蒔く前の下肥を十分･にやって下さった為だらうと思います｡例えば電

気物理学の水野敏之丞先生等はその当時海軍の委託研究によりまして､無線通信の研究に没頭しておいで
し1L1.粘l

になりまして只今名誉教授であられる木村□□先生､三高におられた□□先生がお手伝いになって居った｡

けれどもその研究については外部に発表されることは殆んどなかった｡外部に近頃十年程何にも論文を発

表されることはないぢゃないかといって大いに教室の中で憤慨されたことがあった程である｡そういう風

に最初の指導者たる先生方の何年かのお骨折が実を結ぶようになって今日の盛況を来たすようになったと

思うのであります｡
〔川〕

尚色々こまかい興味ある話題もありますが､河村名誉教授もお出でになるし､後で補って頂く方がよい

し､坐談会らしいことになると思いますから､私はこれで止めさせて頂きます｡(拍手)

-四時十二分-

鳥養総長

大杉さん農学部のことについて一つ何かお話を｡

大杉名誉教授(10)

私は農学部関係の話をせよということで御指名を受けました｡今まで諸先生から色々のお話がございま

したが､これは､正に､創立五十周年の今日の試みとしてふさわしい本大学の創立当時のお話のみであり

まして､まことに結構な思い出の深いものがあるのであります｡私も非常に珍らしぐ愉快に拝聴して居る

のであります｡ところが､私の番になりまして､これから少し申上げることにしなければならぬのであり

ますが､農学部は多分御承知と存じますが､ずっと後に出来た学部で､即ち大正十二年の秋に漸く本大学

に出来た所謂新設の学部で創立以来二十何年というに過ぎないのでありまして､それ故に､この席に於い

てお話をするというのは､どうも今日のこういう懐古談の一つとしては何だかそぐわないような気がする

のであります｡叉､今までの諸先生のお話の中には､昔の所謂創立の時代に居られました古い先生方の御

逸話等もありまして､非常に面白ぐ懐しく拝聴したのでありますが､農学部にはそういう材料がない､こ

れからもう二十年も経ちまして本学が七十周年とか､或は更にもう五十年も経ちまして百年の記念を迎え

て､何かやるということになりますと､色々古い思い出も出来ませうが､今日ではそういう材料がない､

尚且つ御通知によりますと､今日の話の会は大体四時頃で打ち切るというようなことでありまして､私も

その積 りで昼飯を僅かしか取っていず､お腹も大分減って参りました(笑声)｡時間もおそくなって都合が

悪い､というようなことで､何なら七十周年位の時にお願いして､今日は御免を蒙りたいと思って､先程

まで総長さんにお願いしようと思って居りましたが御指名を受けますとヒョロヒョロと立ってしまったよ

うな次第です｡そういう訳ですから立ちました以上は三分か､五分でも創立当時の思い出を話す､といっ
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ても一寸若過ぎますが､まア､何かお話申上げましてお茶を濁したい､と､こう思って居る次第であります｡

先きにも一寸申しましたように農学部は､大正十二年の十月に初めて京都帝国大学に農学部を置くとい

う官制が出来たのであります｡私は大正十二年五月に､当時大学の本部に附設して屠りました農学部創立

事務所といったようなところに御厄介になって真先きに参った｡即ち嘱託として創立に閑した仕事をやれ

ということで､大正十二年の丁度今頃よりもう少し早い時分に初めて参りまして農学部創設の仕事をやっ

たのであります｡尤も私は三高の出身でありますから京都のことは存じて居りましたが､月給取りとして

参りましたのはこれが初めて あゞります｡その前に､農学部のことにつきましては大学の中に創設委員会

というものがありまして､大勢の大学の中の幹部の方々がお集りになりまして､予算のことや､研究のこ

とや､講座の問題や､或は将来教官になるべき方々の詮衛のことやその他色々のことを相談して屠られた

ようであります｡私､その当時のことは存じて居りませんが､とにかく､私､大正十二年の五月に来て､

諸般のことがこの委員会の議に依りまして着々進んでは屠りましたが､どうも学問的になって居らないよ

うである｡来年の四月には講義を開始しなければならない､というのに､総てのことが学問的になって居

りませんから､これはどうも困る､今にして､もう少し実際的にやりませないと､来年の講義開始に困る

と､こう考えまして､更に､大学の中でそういうことを御相談する上に御勘考のい ホゝンの少数の方で審

議相談するということで､小さい委員会を作って頂いて､その委員会において大綱を決め､実行し得られ

るような形を作るというようにして､着々とやって屠った訳であります｡かくして､予定の九月になりま

すと､官制が出まして､教授の何名かが任命され､来年の授業開始を審議するという風になって居ったも

のですから､それにふさわしいように小委員会で準備を進めて居ったのであります｡ところが御承知の如

く九月一一日に関東大震災があって東京は申すに及ばず日本全国どうなるか､という騒ぎであった｡その間

流布せられる説によりますると､わが農学部の開設は延期になるとか､叉他の説に依りますると､当分中

止だというようなことも開きまして､当時の総長であった荒木先生始め､私も関係者の一人として大いに

心配しました｡その前に外国へお出でになって帰って来る予定の方もありましたし､延期になったり､或

は中止ということになっては大変だというので当時震災直後の､交通殆んど杜絶というような状態の中を

数回に亘り東京-往復した｡或る時には貨車に乗って中仙道を行ったこともあります｡そんなことをやり

まして､少しおくれましたけれども予定通り農学部を開くということになりましてやっと愁眉を開いたの

であります｡一時は本当に心配したものであります｡

そういうような次第で大正十三年の四月から授業開始ということで愈々始った訳でありますが､元来こ

の新しい農学部は先きに諸先生方のお話にもありましたように､元来京都帝国大学の新しい機軸を開くと

いう意味で始めたという伝統もあってか､是非農学部も少し新しい農学部を作ろうという､こういう考え

が､時の総長を初め幹部の方に充満して屠りまして､委員会において作りました予定案にしても当時とし

ては随分思い切ったプランがあった｡さっき松山先生のお話にもあったが､特に学科を置かず､ズラツと

講義､実験科目を並べて入学生はその中の好きなものをとればよろしい､何々学科と予め決めて入学しな

くともよろしい､学部としては基礎及びプロパーの学科について店を開けて置くから学生は好きなものを

やればよろしいという案もあった｡ところが､それではどうもいかんというので八学科､それが変化して

六学科となって今日に及んでいます｡極く最近は水産学科が出来て七学科になったが､最近まで六学科が

続いて居りました｡大体既設学校の農学部は三学科又は四学科が普通であった｡当時この陣容を作るには

非常に心配もし､又､直接間接皮肉なことを問いたりした｡京都では素人の寄り集りで､専門家といえば
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若手で､若手と申しましても､初めの関係者では私が一番年寄りでありましたが､数-年三十八才であり

ました｡その他の主任の方は皆三十一､二という､所謂若手であります｡相当の年輩の方は素人､専門の

人はみんな経験のない若手である｡これらの人が理想論を振りかざして勝手なことをやって屠る｡あの農

学部は完全なことは出来ないのだ､と一面には皮肉を云い､叉一面には､われわれに対する心配からそう

いう話を直接間接に開いたこともあるのでありますが､とにかく当時と致しましては､京都大学の農学部

は北海道大学の農学部その他に比べると､一つ新しい農林を一括したものにしてやって行こう､基礎的講

義実験等に重きを置いて､どこまでも学問的にやって行こうというような構想で､初めにズラツと並べた

ものを比べますと､大分従来のものに似ては居りますが､六学科は珍しかった｡農林何学科というものに

は､色々注意や批判もあったが､そういう風な具合に､非常に新味を出して行こう､叉教官も出来るだけ

新しい人若い人を入れて行こう､というように､良く申しますれば清新の気が充満しているというような

状態でスタートをしたのであります｡それで大正十三年の四月に､学生を入れました時には､只今の本館

の建物の一番北の一本完成の時はコの字形のようになって屠るのですが､そのコの字の一番北の外側の一

本が出来て居って講義室らしいものはその一部屋しかない｡先生は教授として発令した人が三人､講師と

して三人､これで六学科の授業を開始しようというので随分乱暴な話です｡然しどうしても､延期だの､

中止だのということは是非やめて呉れ､必ず来年の授業には不足のないようにやるからと云った手前もあ

りまして､教室がないからどうだの､先生が足 りないからどうだの等と､今更いえませんから始めた訳で

ありますが､これはいさ かゝ当時としては心配をしたものであります｡然し綜合大学の有難さで､農学部

としては教室は一つしか実際なかった｡先生も四､五人しか授業開始当時にはなかった｡然し､京都帝国

大学には多数の教室があり､多数の先生方が居られるのであるから､それの所謂総合性の利用によりまし

て､支障なく講義が開始出来たのであります｡苦しかったけれども学生の集った時には何もすることがな

くて遊んでいる､草取りをさせるということもなかった｡張り切った授業が出来たのでありまして､私は

綜合大学は有難いものだと痛切に感じたのであります｡綜合大学でなくては､こういう準備の下では六学

科一斉に授業を開始するということは出来ない､それが､ことなくやれたのは全く綜合大学であるからで

あります｡つくづく有難さを感じた訳であります｡

まアそういった調子でどうにか授業を開始しましたが､尚､愈々四月から授業を開始するということに

決まりましたので､年末に新入学生の募集をやった｡その募集の時に､待望の最初の募集ですから相当数

の応募者があって欲しい折角無理を云って愈々始めることになったのに､募集して見たら一向応募者がな

い等ということでは甚だ意気阻喪せざるを得ないのですから相当応募者があって欲しいと思う一方､叉､

余り応募者が多くても教室が一つしかないし､先生も少いから､痛しかゆしの心持ちで募集したのです｡

ところが何故か非常に応募者が殺到した｡寧ろ断り切るのに因った｡所謂通りの言葉でいうと､景気がよ

かった｡従って再募集をするとか三回目の募集をするとかいうよりも断る方が景気が良かった｡何として

も断るには随分つらい思いをした｡そういう具合にまことに景気の良い状態でスタートを切ったのであり

ますが､何故そんなに応募者が多かったかと申しますと､これは応募者に一々開いた訳ではございません

から､確かに間違いないという保障は出来ませんけれど､私の気拝では､これには二つの原因があったと

見られる｡その一つは新しい学部だからドサクサ紛れに只で入れて呉れるだらう(笑声)他-行っても自信

がないか､とにかく初めての学部でゴタゴタしているから所謂 ドサクサ紛れに試験もなしに入れて呉れる

かも知れないというので応募者が多かったのかも知れませんが､然しそれは寧ろ案外少くて､京都の新し
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い農学部は非常に新しい試みをやって居る､学科の分け方も多少新味を加え､それをやる先生方もあの様

子によると､学部長自身が三十代､従ってこれから来る先生も若手揃いだろう､何か面白いことをやるか

も知れない､こういう風なことで興味が集り､非常に応募者が多かったのであると､私は解釈するのです｡

ところが､愈々入って見ると別に新しいこともやらない､案外面白いこともなさそうだ､と思ったから､

来たけれども､案外詰らないということになって､二回､三回目になると､少し景気が落ちたように見え

る｡どうも農林を以て-学科とするとか､基礎学科を中心として学問的にやるとか､又､当時としては可

なり若い人を持って来るとか､比較的新しい試みをやってそれが受けて一時若い人の要求に合体したかに

見えました｡ところが､こちらとしては新しいといっても､そう無暗に新しいことばかり面白いことばか

りやる訳には行かぬのですから入って見るとそう別に異ったこともないということで､殺到振りが､その

後少し減ったような次第です｡とにかく設備のないところへ､教官も非常に少い､そこ-入学志願者が殺

到したのは多少うれしくもあり､困りもしたのであります｡然し､先きにも申しましたように､綜合大学

の有難さで､大した落度もなく授業開始が出来た次第でございます｡

それから､その後色々なことがございましたが､少し飛ばしまして､戦時中のことを一寸申しますが､

戦時中は農学部は寧ろ虐待を受けたと思って居ります｡私が､この時期にも一年程学部長をやりましたが､

陸軍省-参りまして､その際､学徒出陣について農学部も主なところへ出陣させたらという意見がありま

して､これについて相当強く申しましたが､当時は､軍の当局では農学部の数種の科目を除くの他は出陣

したらよろしい､というので､自然科学系統としては農学部は冷淡に扱われ､農学部は大体､半分､或は

それ以上研究に専念することが出来ないというような状態になってしまった｡その点､理学部､工学部あ

たりは､戦争中特に軍の方の理解がありまして､そういうこともなかったし､叉研究費その他の施設にお

きましても相当拡張が出来たように聞いて居りますが､農学部はそういうこともなかった｡俗な言葉で申

しますれば戦争中頗る不景気であった｡研究､学問ということに専念することが出来ない場面も出来たの

であります｡然るに戦争が､こういう風な惨めな敗戦ということになって御承知のような食糧問題が急迫

し､面もそれが急速に解決出来ない､こういう難関にブッ実かるに当りまして始めてどうやら農学部の使

命が重大だということが分って来たような感があるのであります｡その結果と思いますが､或は食糧科学

研究所が出来ますとか､或は最近には水産学科が出来ますとか､創立二十何年にして少し活躍らしいこと

が出来るようになったが､いわば､途中しばらく頓挫して屠ったという形で､最初新しい構想でスタート

して､中間色んな支障で積極的な発表が出来なかった訳であります｡今日は当局者もや 理ゝ解して呉れ､

発展して来て居るのであるから一段の努力をして､画期的食糧増産､或は食糧資材の獲得をやらねばなら

ぬという状態になって居ると思うのであります｡

先さに申しましたように只今私の申上げましたのは総長さんの御指名でありますから無理に申上げたの

で､従って興味も何にもありませんが､もう二十年も経ちまして､七十周年というような時には､その時

分には君達は居らぬかも知れませんが､あの先生が五十周年の時には懐古談をされて苦しんだとか､どう

だとかいうことを､今の若い人が老教授になられましてお話が出来ると思います｡今日ではその材料があ

りませんからこれ位にしておきます｡

鳥養総長

只今までで六人の先生方に色々お話を願ったのでありますが､本日お出でを頂きました先生方はその他
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に､工学部の斉藤名誉教授､文学部の新村名誉教授､理学部の川村名誉教授､農学部の菊地名誉教授が

おいでを頂きましたが､未だお話を伺って屠 りませんので､伺いたいのでありますが､この際教官なり学

生なりの方で､どの先生にどんな話をして呉れというような御注文なり､或は､こういうことがあったと

間いたがそれはどうだったか､という問題で開いて頂いてもよろしいが､そういうことで時間も大分迫 り

ますから御遠慮なく課題を出して､先生を指名して頂いたらどうかと思うのですが･--｡

ございませんようでしたら先生方の方で何か補足をして頂くことにしては-･-｡新村先生何か一つ---｡

新村名誉教授

私は､只今の大杉さんのお言葉に従いまして､七十周年か､或は百年記念の時にでも申上げることにし

て今日はこれで御免を蒙 ります｡

鳥養総長

教官､学生側の方からの御注文が別にないようでしたら閉会に致したいと思いますが--｡ございませ

んか｡

それでは長時間に亘 りまして､先生方に色々興味ある有益なお話をお願い申しまして有難うございまし

た｡初めの計画ではお説の通り坐談会の積 りであったのでありますが､それを､この壇の狭さが妨害致し

まして､坐談会の形式がとれなくなりまして途中で変更致しました｡この点お詫び申上げます｡大変お開

き難かっただろうと思いますが､お許しを願います｡

色々有益なお話を有難うございました｡本学の開設当初からの伝統精神木下総長の本学の将来の為に指

示された大方針､或は先生方御自身色々な問題に直面された時の御苦心談､大学としての重大な事件につ

いての経過､或は批判､私共､今日まで長く居 りまして､本日まで耳にしませなんだような内輪話も拝聴

することが出来ました｡われわれこの非常な時局に､本学が進んで行 く方向につきまして､或は方針につ

きまして､色々参考になることを御指示頂いて御厚意に背かないよう､十分に覚悟を定めて使命の達成に

連進致したい積 りであります｡

甚だ簡単ではございますが時間が経ちますからホンのお礼の言葉だけを申上げてこれで閉会と致します｡

(拍手)

-午後四時四十五分-

[註]

(1)金子は1870(明治3)年生まれ｡1897年5月第三高等学校教授､同年9月理工科大学講師に就任｡1899年

9月助教授､1905年9月教授(機械工学第三講座)｡1922年4月から1924年4月まで工学部長｡1930年12月

依願免本官､1931年2月名誉教授｡

(2)創立当初の理工科大学の学生数には､二説がある｡一つは本文で金子が述べている53人である｡ 初代の

木下総長が1897年9月に行われた最初の入学式(当時は宣誓式といった)の式辞のなかで､｢今回入学せらる

べき学生諸君の数は五十三名にして第一高等学校より十九名第二高等学校より十名第四高等学校より七名第

五高等学校より十名山口高等学校より六名東京帝国大学より転学せし者一名也｣と述べている(前掲 『京都大

学百年史』資料編2､928ページ)｡ちなみに木下は土木工学科と機械工学科の内訳については言及していな
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い｡一方､『京都帝国大学一覧』従明治三十年至明治三十一年､に掲載されている1897年12月末現在の ｢理

工科大学学生姓名｣によると土木工学科が32人､機械工学科が15人の合計47人となっている(41ページ)｡

どちらかの数字が誤りなのか､9月から12月までの間に何等かの理由で学生数に変化があったのか不明であ

る｡大学作成の諸統計は47人説をとっている｡

(3)この部分の金子の発言はやや混乱している｡大学分校が廃止されて第三高等中学校が設置されたのが1886

(明治19)年､それが大阪から京都に移転するのが1889(明治22)年､第三高等中学校が第三高等学校に改編

されるのは1894(明治27)年のことになる｡したがって､京都移転のあった金子の在学時は､まだ第三高等中

学校と称していたことになる｡

(4)佐々木は1878(明治11)年生まれ｡1903年7月法科大学講師に就任｡1906年10月助教授､1913年1月教

授 (行政法第二講座)01921年4月から1923年4月､および1925年4月から1927年5月まで法学部長｡1933

年7月依願免本官､1945年10月名誉教授｡

(5)実際の簿冊では､神戸の書面はこの部分と後述の河上辞職事件について触れた部分とが続いているが､こ

こでは佐々木の発言から二つに分けて代読したと推測し､本文のような形で翻刻した｡

(6)河上肇 ｢大学を辞するに臨みて｣『京都帝国大学新開』1928年4月21日付､を指すと思われる｡なお同資

料は前掲 『京都大学百年史』資料編2､266-269ページにも収録｡

(7)小南は1883(明治16)年生まれ｡1908年11月医科大学助手に就任｡1910年10月助教授､岡山医科大学

教授を経て1924年1月京都帝国大学教授 (法医学講座)｡1943年8月依願免本官､1944年2月名誉教授｡

(8)朝永は1871(明治4)年生まれ｡1907年7月文科大学助教授に就任｡1913年1月教授 (哲学哲学史第四講

座)｡1931年3月依願免本官､同年4月名誉教授｡

(9)松山は1884(明治17)年生まれ｡1913年3月理工科大学講師に就任｡1916年10月理科大学助教授､1922

年1月教授 (地質学第--講座)｡1936年6月から1937年9月まで理学部長｡1944年12月依願免本官､1946

年3月名誉教授｡

(10)大杉は1885(明治18)年生まれ｡1923年京都帝国大学教授 (農林化学第-講座)｡1924年5月から同年11

月､1932年11月から1933年11月､および1942年11月から1945年11月まで農学部長｡1946年1月依願

免本官､同年5月名誉教授｡
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