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＜ 研究ノート ＞

東北帝国大学農科大学・北海道帝国大学の大学院制度について

山本 美穂子

はじめに

近代日本の教育制度における「大学院」は、１８８６年３月１日公布の「帝国大学令」（勅

令第三号）が初めて規定した。「帝国大学令」第一条、第二条の条文は以下のとおり、帝

国大学の目的は「国家ノ須要ニ応スル学術技芸」を「教授」し、その「蘊奥」を「攷究」

することにあり、そのために、帝国大学は大学院と分科大学とで構成し、「学術技芸ノ理

論及応用」を「教授」するのは分科大学、「学術技芸ノ蘊奥ヲ攷究」するのは大学院であ

ると定めた１）。

第一条 帝国大学ハ国家ノ須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ及其蘊奥ヲ攷究スルヲ以テ

目的トス

第二条 帝国大学ハ大学院及分科大学ヲ以テ構成ス大学院ハ学術技芸ノ蘊奥ヲ攷究シ

分科大学ハ学術技芸ノ理論及応用ヲ教授スル所トス

京都帝国大学（１８９７年設置）、東北帝国大学（１９０７年設置）、九州帝国大学（１９１１年設置）

と東京以外の地方都市に帝国大学が新設され、大学院は１９１０年代には４つの帝国大学に設

けられた。各帝国大学は「大学院規程」や大学院各科の「学生規程」を制定して、法制面

での整備を行い、大学院学生を銓衡した。しかしながら、大学院学生の銓衡の過程、学生

の研究分野・在学状況・研究待遇、学位取得との関係など、各帝国大学大学院における具

体的な状況は詳らかではない２）。東北帝国大学農科大学についても、大学沿革史『北大百

年史 通説』（北海道大学、１９８２年）において大学院に関する節が設けられることはな

く、「農科大学の概要」として大学院規程の要約・入学者数が簡易に記述されるにとどま

り、北海道帝国大学については「大学院特別研究生」、「新制大学院」を説明する上で対比

として「旧制大学院」の規程の要約・１９５０年代の在学数が記述される程度である３）。

そこで、本稿では、東北帝国大学農科大学・北海道帝国大学を対象として、（１）大学院

規程・審査基準等の法規整備を『東北帝国大学農科大学一覧』・『北海道帝国大学一覧』・

「農科大学教授会議事録」・「評議会議事録」（北海道大学大学文書館所蔵）をもとにその過

程を整理し、（２）１９０７～１９４５年における大学院進学者について、「大学院関係書類」（北海

道大学大学文書館所蔵）を主な典拠として一覧化し、専攻分野（農学・医学・理学・工学）

毎に、最初の入学事例・研究分野の特徴・在学状況・在学後の進退・学位取得との関係な

ど、どのような特徴が見られるのかを具体的に考察するものとする４）。

北海道大学大学文書館年報 第１６号（２０２１年３月）

―３８―



１．東北帝国大学大学院の法規整備について

１－１．「東北帝国大学大学院規程」条文案の審議（１９０７～１９０８年）

１９０７年６月２２日、勅令第二三六号「東北帝国大学ニ関スル件」により、仙台に帝国大学

を置いて「東北帝国大学」と称すること、札幌農学校を「東北帝国大学農科大学」とする

こと、東北帝国大学総長の職務は当分の間、東北帝国大学農科大学長に行わせることが公

布された５）。仙台の理科大学が開設となったのは１９１１年１月、東北帝国大学初代総長に澤

柳政太郎が就任したのは同年３月２４日のことである。札幌では、農科大学長の佐藤昌介の

もと、各講座の建物の新築、各講座の教官の新旧配置など、諸々の整備が進められた。

東北帝国大学農科大学「教授会議事録」（北海道大学大学文書館所蔵）に拠れば、東北

帝国大学農科大学は、１９０７年９月１７日、第１回教授会を開催した。大学院が議題に上るの

は、１９０８年２月４日開催の第６回教授会以降である。第６回教授会では、卒業証書の様式

を決めた（寸法・体裁・字句とも東京帝国大学の様式に準じた）ほか、「大学院規程案（調

査委員ノ成案）」を審議した。「調査委員」は不詳だが、東京・京都両帝国大学の規程を先

例として参照し、条文案を作成したことは予想される。「本案ハ衆員熟考ノ余裕ナキヲ以

テ之ヲ宿題トシ」、翌月の教授会の議に付することとなった。第７回教授会（３月３日開

催）では、議題「大学院規程制定ノ件」のもと、「東北帝国大学大学院農科学生ニ関スル

規程」として、以下の第一条～第十一条の条文案を審議した。

第一条 農科大学卒業生ニシテ大学院ニ入ラント欲スル者ハ其攷究事項ヲ具シ学長ヲ

経テ総長ニ願出ツヘシ総長ハ教授会ノ議ヲ経テ之ヲ許可ス

第二条 農科大学ノ卒業生ニ非ラサルモノニシテ大学院ニ入ランコトヲ願出ツル者ア

ルトキハ総長ハ教授会ノ議ヲ経テ其学力ヲ検定シ之ヲ許可ス

前項ノ出願者ハ入学検定料金拾五円ヲ前納スヘシ

第三条 大学院学生在学期ハ五ヶ年トス

但シ初ノ二ヶ年ハ本学ニ於テ専心攷究ニ従事シ他ノ業務ニ就クヲ得ス其二ヶ年以後

ノ進退ニ関シテハ総長ノ許可ヲ受クヘシ

第四条 大学院学生ノ指導ハ総長ノ選定シタル教授之ヲ担任ス

第五条 大学院学生ノ指導教授ハ毎学年ノ終リニ於テ其攷究事項ヲ学長ヲ経テ総長ニ

申報スヘシ

第六条 大学院学生ハ授業料及用品料ヲ納ムルヲ要セス

第七条 大学院学生ニ学術研究旅行ヲ命スルトキハ教授会ノ議ヲ経テ旅費日当ヲ支給

スルコトアルヘシ

第八条 大学院学生ニシテ品行不良又ハ攷究ノ実ナシト教授会ニ於テ認ムルトキハ総

長之ニ退学ヲ命ス

第九条 博士ノ学位ヲ得ント欲スル者ハ五年ノ末ニ論文ヲ学長ニ提出スヘシ

学長ハ教授会ノ議ヲ経テ其結果ヲ総長ニ報告スヘシ
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第十条 学位ヲ請求セサルモ相当ノ攷究ヲ為シタリト認ムル者ニハ総長ハ証明書ヲ付

与スルコトアルヘシ

第十一条 大学院学生ハ別段ノ制規アル場合ヲ除ク外総テ東北帝国大学農科大学規則

ヲ遵守スヘシ

条文案では、①大学院学生の銓衡・教務は農科大学教授会の議に付すこと、②農科大学

卒業生以外の出願者には学力検定を課して検定料１５円を徴収すること、③大学院在学期間

は５年、④入学後２年は就業不可、⑤在学２年後の「進退」は総長の許可を要すること、

⑥授業料及び用品料は不要、⑦学位請求者は大学院在学５年末に論文を提出して教授会の

審査を受けることとした。東京帝国大学と概ね同様の項目立てで、在学期間も同一の５年

であるが異なる点もある。東京帝国大学では、検定料が２０円、同大学の農科大学卒業生に

は先入権が認められ、他の志願者より先に大学院への入学が許可された。一方、京都帝国

大学では、検定料が１０円、在学期間は「１ヶ年以上」、「研究料」を年額３５円前納と規定し

ており、東北帝国大学農科大学の大学院規程案とは異なる点が多く見受けられる６）。当時、

京都帝国大学は理工科・法科・医科・文科大学の４分科大学を設けていたが、農科大学は

なかった。そのため、東北帝国大学農科大学は、東京帝国大学の規程にならったのであろ

う。

第１０回教授会（６月２日開催）は、議題「大学院規程修正ノ件」のもと、「在学期ヲ三

ヶ年以上五年以内トスル事」と決議した。大学院の在学期間が５年から、３年以上５年以

内と改められた理由は不詳である。

１－２．「東北帝国大学大学院規程」の制定（１９０８年７月）

１９０８年７月４日、東北帝国大学農科大学の第１回生が卒業した。その２日後の７月６日

付で「東北帝国大学大学院規程」、「東北帝国大学大学院農科学生規程」の両規程が制定さ

れた。教授会で審議された成文案を２分割し、「農科大学」を「分科大学」の文言に改め

た上での制定であった。条文は以下のとおりである７）。両規程の体裁は「東京帝国大学大

学院規程」と「東京帝国大学医科・工科・理科・農科学生規程」に通じる。

東北帝国大学大学院規程（明治四十一年七月六日伺定）

第一条 分科大学卒業生ニシテ大学院ニ入ラント欲スル者ハ其攷究事項ヲ具シ総長ニ

願出ツヘシ総長ハ当該分科大学教授会ノ議ヲ経テ之ヲ許可ス

第二条 分科大学ノ卒業生ニ非サル者ニシテ大学院ニ入ランコトヲ願出ツル者アルト

キハ総長ハ当該分科大学教授会ノ議ヲ経テ其学力ヲ検定シ之ヲ許可ス

前項ノ出願者ハ入学検定料金拾五円ヲ前納スヘシ但既納ノ検定料ハ何等ノ事由アル

モ之ヲ返付セス

第三条 大学院学生在学期ハ三ヶ年以上五ヶ年以内トス但在学中当該分科大学ニ於テ

専心攷究ニ従事シ他ノ業務ニ就クヲ得ス

第四条 大学院学生ハ授業料及用品料ヲ納ムルヲ要セス
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第五条 大学院学生ニ学術研究旅行ヲ命スルトキハ当該分科大学教授会ノ議ヲ経テ旅

費日当ヲ支給スルコトアルヘシ

第六条 大学院学生ニシテ品行不良又ハ攷究ノ実ナシト当該分科大学教授会ニ於テ認

ムルトキハ総長之ニ退学ヲ命ス

第七条 大学院学生ハ別段ノ制規アル場合ヲ除ク外総テ東北帝国大学分科大学規則ヲ

遵守スヘシ

東北帝国大学大学院農科学生規程（同前）

第一条 大学院学生ノ指導ハ学長ノ選定シタル教授之ヲ担任ス

第二条 大学院学生ノ指導教授ハ毎学年ノ終ニ於テ其攷究事項ヲ学長ニ申報スヘシ

第三条 博士ノ学位ヲ得ント欲スル者ハ在学期ノ末ニ論文ヲ学長ニ提出スヘシ

学長ハ教授会ノ議ヲ経テ其結果ヲ総長ニ申報スヘシ

第四条 学位ヲ請求セサルモ相当ノ攷究ヲ為シタリト認ムル者ニハ証明書ヲ付与スル

コトアルヘシ

第１０回教授会（６月２日開催）の決議のとおり、大学院の在学期間は、「大学院規程」

第三条において３年以上５年以内となった。それに伴い、学位請求者は、大学院在学５年

末ではなく、「在学期ノ末」に論文を学長に提出すべしと、「大学院農科学生規程」第三条

は規定した。なお、当時の「学位令」（１８９８年１２月９日改正・公布、勅令第三四四号）は、

学位は「博士」と規定し、９種類（法学・医学・薬学・工学・文学・理学・農学・林学・

獣医学博士）の博士を置いた。博士の学位取得資格は、（１）大学院に入り定規の試験を経

た者、または、（２）論文を提出して学位を請求し、帝国大学分科大学教授会で（１）と同

等以上の学力がある者と認められた者、（３）「博士会」において学位を授けるべき学力が

あると認められた者、（４）帝国大学総長推薦を受けた分科大学教授の４区分であった８）。

一方、「大学院規程」第三条但書は、第７回教授会（３月３日開催）の条文案と異なり、

在学期間を通して他の業務への就業は不可と定めた。条文案から修正された背景は不明で

ある。

１－３．「大学院入学学生審査標準」の制定（１９０８年１１月）

１９０８年１１月１１日開催の第１４回教授会は、「大学院入学々生資格審査標準」を「衆議ノ末」、

以下のとおり定めた。

一 志望確実ニシテ品行方正ナル事

二 学力優等ナル事

三 身体強健ナル事

四 在学中ノ学資ヲ支ヘ得ル事

「資格審査標準」第一項～第三項は形式的な内容であるが、最後の第四項では「在学中

ノ学資ヲ支ヘ得ル事」とあり、大学院在学中に経済的な支障が生じない者であるかを確認

している。結局、農科大学の第一回卒業生からは大学院の志願はなく、「其詳細ナル程度
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大学 攷究分野 在学期 就業制限期間 就業に対する分科大学許可の要否

東京帝国大学 法科・医科・工
科・理科・農科

５年 入学後２年間 各分科大学長の許可を要する

文科 ５年 在学中 文科大学長の許可を要する

京都帝国大学 ―― １年以上 入学後１年間 就業不可

在学１年後 評議会の許可を要する

表１ 東京帝国大学・京都帝国大学の大学院学生就業制限規定（１９０８年）

注）『東京帝国大学一覧 従明治四十一年至明治四十二年』（１９０８年１２月、３７６―３８２頁）、『京都帝国大学一覧
従明治四十一年至明治四十二年』（１９０９年２月、１０１―１０３頁）より作成。

等ハ志願者アル際更ニ会議ニ於テ之ヲ定ムルモノトス」と、志願者が出た際に改めて詳細

を定めることとした。「大学院規程」が在学期間（３年以上５年以内）を通して就業不可

と規定したことは、志願者側・受入側の双方にとって、懸念事項であったに違いない。

１－４．「東北帝国大学大学院規程」の改正（１９１２年１０月、１９１５年７月）

その後、農科大学教授会が「大学院規程」を審議するのは、１９１１年５月２３日開催の第４５

回教授会である。同規程第三条が規定する大学院学生在学期「三ヶ年以上五ヶ年以内」を

「二ヶ年以上五ヶ年以内」に短縮し、在学期間中の就業不可を示した同条但書の全文を削

除したいと東北帝国大学理科大学が協議した結果について、農科大学が受け容れるか否

か、農科大学長の諮問を受けたためである。農科大学教授会は、審議の末、在学期は短縮

せずそのままとし、以下のとおり但書を改正して、大学院在学期における他の業務への就

業は分科大学長の許可を要する旨、協議した。

但在学中当該分科大学ニ於テ専心攷究ニ従事シ当該分科大学長ノ許可ヲ得ルニ非レバ

他ノ業務ニ就クヲ得ス

大学院在学期における他の業務への就業は、東京・京都の両帝国大学でも、制限期間を

設けた許可制をとった（表１）。上記の但書の改正案文は、「東京帝国大学医科・工科・理

科・農科学生規程」にならったものである。

「東北帝国大学大学院規程」第三条は、１９１１年１０月２０日開催の第４９回農科大学教授会に

おいて、再度、議題にのぼった。教授会は協議の末、「別ニ現規程ノ改正ヲナサズ前回協

定ノ旨趣ニ基キ解釈ノ範囲ヲ汎クスルコトニ協定ス」とした。そのため、１９１２年１０月改正

の「東北帝国大学大学院規程」では、第三条および同条但書の改正には至らなかった。

１９１２年１０月の改正では、第八条～第十一条を以下のとおり追加し、「特選給費学生」を

新設した９）。特選給費学生は大学院学生に対する特待生制度である。分科大学教授会の

議を経て総長が命じ、月額５０円以内、期間を定めて学資を給与すると規定した。

第八条 大学院学生中学力優秀志操堅実ナル者ニハ特ニ学資ヲ給与スルコトアルヘシ

之ヲ特選給費学生ト称ス

北海道大学大学文書館年報 第１６号（２０２１年３月）

―４２―



第九条 特選給費学生タルニ適当ナル者アルトキハ当該分科大学教授会ノ議ヲ経テ総

長之ヲ命ス

第十条 特選給費学生ノ学資ハ一人月額五拾円以内トシ期間ヲ定メテ之ヲ給ス

第十一条 特選給費学生ニシテ其資格ニ欠クル者アルトキハ当該分科大学教授会ノ議

ヲ経テ総長之ヲ免ス

一方、東京帝国大学でも特選給費学生制度は既にあり、「特選給費学生規程」を設け、

分科大学卒業生中から「学術優秀志操堅固」で「永ク学術技芸ノ攻究ニ従事セント欲スル

者」を若干名選抜して学資を給与し、「大学院ニ於テ研究ヲ為サシム」（同規程第一条）と

定め、月額５０円以内を２年間支給すると規定した（第四条）１０）。

その後、「東北帝国大学大学院規程」は、仙台での医科大学開設をうけ、１９１５年７月、

同規程第四条と第十条が以下のとおり改正された１１）。

第四条 大学院医学科学生ハ攷究料一箇年金参拾五円ヲ前納スヘシ但シ中途退学スル

モ既納ノ攷究料ハ之ヲ返付セス

第十条 特選給費学生ノ学資ハ一人月額五拾円以内トシ期間ヲ定メテ之ヲ給ス

大学院医学科学生ニシテ特選給費学生ヲ命セラレタル者ニハ攷究料ヲ徴収セス

大学院医科学生に対して「攷究料」を設け、年額３５円を課した（第四条）。ただし、医

科学生の特選給費学生には攷究料を免除するとした（第十条）。

２．東北帝国大学大学院農科学生の入学状況について

東北帝国大学農科大学は、１９０８年７月～１９１８年７月までに４７１名の本科卒業生（農学士・

林学士）を輩出したが１２）、大学院入学者は１９０７～１９１２、１９１６～１９１７年には見られず、１９１３

年に４名、１９１５年に２名の計６名であった（表２）。

札幌農学校本科から農科大学に編入した学生（主に１９０８～１９１０年卒業）や、札幌農学校

予修科（修業年限２年）から東北帝国大学農科大学附属大学予科（修業年限３年）に編入

して農科大学に進学した学生（主に１９１１～１９１２年卒業）からは、東北帝国大学大学院への

入学者はいなかった。農科大学は、①農学科（第一部：農学及び養蚕学専攻、第二部：農

業経済学専攻、第三部：農業生物学専攻）、②農芸化学科、③畜産学科（第一部：畜産学

専攻、第二部：獣医学専攻）、④林学科の４学科を設けたが、大学院農科学生には、農業

経済学、農学、養蚕学、動物学を攷究する者が見られない。

１９０８年卒業生には伊藤誠哉（植物病理学）、１９０９年卒業生には田中義麿（養蚕学・動物

遺伝学）・里正義（畜牛学）、１９１０年卒業生には井口賢三（畜牛学）・田所哲太郎（酵素化学）・

中島九郎（農政学）、１９１１年卒業生には小熊捍（動物遺伝学）、１９１２年卒業生には上原轍三

郎（植民学）といった、後に北海道帝国大学農学部および理学部の教授となる者が少なく

なかった１３）。彼らは卒業後に「助手」に任命され、概ね１～２年後に「助教授」に昇任した

ため、１９０８～１９１２年の卒業生から大学院進学者が出なかった背景の一つだと考えられる。
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入学年 氏名 出身学科 在学期間 学位（取得年）

攷究事項（指導教官） 備考（転出先等）

１９１３年 坂村 徹 農学科１９１３年卒業 ～１９１８年 農学博士
（１９２０年／東京帝国大学）

植物ニ於ケル遺伝及ヒ之ニ関スル細胞学攻究
（宮部金吾教授）

特選給費学生（１９１６―１８年）、
→助教授

１９１３年 中島 広吉 林学科１９１３年卒業 ［～１９１４年］ 林学博士（１９２３年）

森林数学事項攻究（小出房吉教授） →助教授

１９１３年 市川 厚一 畜産学科１９１３年卒業 ～１９１８年 獣医学博士（１９１９年）

病理学一般殊ニ腫瘍発生ニ就テノ攻究
（小倉�太郎教授）

特選給費学生（１９１６―１８年）、
→助教授

１９１３年 逸見 文雄 農芸化学科１９１３年卒業 ～１９１８年 農学博士（１９１９年）

農芸化学一般特ニ食品ニ関スル化学的研究
（大島金太郎教授）

→助教授

１９１５年 逸見 武雄 農学科第三部１９１５年卒業 ～１９２０年 農学博士（１９２０年）

植物病理学攻究（宮部金吾教授） →助教授（京都帝国大学）

１９１５年 立岩 精一 林学科１９１５年卒業 ［～１９１６年］ ――

森林理水砂防工事攻究
（小出房吉教授、吉川元民助教授、石丸文雄講師）

→山形県属（技手）

表２ 東北帝国大学大学院農科学生一覧

注）推定は[ ]表記とした。「大学院関係書類 自大正二年九月至昭和五年三月」（帝国大学期簿書０３７０、北海道
大学大学文書館所蔵）、『東北帝国大学農科大学一覧』、１９１９年１月２２日付「山形県林業技手立岩精一外二
名命免」（「任免裁可書 大正八年 任免巻二」任Ｂ００８７１１００、国立公文書館所蔵）、『日本博士録』（教育
行政研究所、１９５６年）等より作成。

以下に、（１）東北帝国大学大学院入学者の農科大学教授会における最初の銓衡と、（２）

大学院農科学生の攷究分野と研究待遇、（３）大学院農科学生の学位取得と進退について記す。

２－１．農科大学教授会における大学院入学者の銓衡（１９１９年９月）

東北帝国大学大学院における最初の農科学生は、坂村徹（農学士）と中島広吉（林学士）

である。附属大学予科を１９０７年９月入学・１９１０年７月修了し、農科大学に１９１０年９月進学、

１９１３年７月４日に卒業した者であった。１９１３年７月４日開催の第６６回農科大学教授会は、

「大学院入学志願者ニ関スル件」として、大学院入学志願者２名を手続履行の上、９月開

催の教授会の議に付すと決定した。９月１３日開催の第６７回教授会は、教務部主任の森本厚

吉助教授から志願者（坂村徹、中島広吉）の①学業成績、②身体強健等の陳述を受け、審

議の末、満場一致で入学を許可すべき者と決定した。森本の陳述は「大学院入学生資格審

査標準」に則ったものと考えられる。上記決定後、佐藤昌介農科大学長は、「本学教授会

ノ決議ヲ総長ヘ副申スベキ旨」を「宣言」した。

その後、直ちに、東北帝国大学総長宛て農科大学長「大学院入学許可ノ儀ニ付稟申」が

９月１５日付で起案・決裁され、東北帝国大学総長名（北條時敬）で大学院入学許可指令（９
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月１９日付）、指導教官の任命指令（１１月２４日付）が発令となった１４）。以後、大学院農科学

生に関する案件は、①農科大学教授会で審議→②農科大学長から総長宛てに上申→③総長

から農科大学長宛てに答申という流れで事務手続が履行された。

２－２．大学院農科学生の攷究分野と研究待遇

大学院農科学生６名の攷究分野は、林学２名（森林経理学、森林土木学）、植物学２名

（植物生理学、植物病理学）、獣医病理学１名、農芸化学１名（食品化学）である。生理

学・病理学・化学系の研究は実験・観察時間を要するためか、林学以外の学生４名（坂村

徹、市川厚一、逸見文雄、逸見武雄）は５年満期の在学であった。

コムギ遺伝学・癌研究といった当時の先端研究にあたった坂村１５）・市川両名には、東北

帝国大学大学院に在学のまま、東京帝国大学での研究が許可された。市川は、１９１３年７月

農科大学卒業後、８月から農科大学の副手となり、東京帝国大学医科大学に赴いて癌研究

を行っていた。９月２０日付「大学院入学願」により東北帝国大学大学院で「病理学一斑

殊ニ腫瘍発生ニ就テ」研究を市川が志望し、１１月１１日開催の第６８回農科大学教授会で審議

が行われた。教授会では、小倉�太郎教授（獣医学第二講座担任）から、①少なくとも１
年程度は医科大学にて指導を受けさせたい、②医科大学では表向きは大学の研究生として

在学させることは難しい、③何等の名称を付せずに在学研究をさせることは医科大学に内

諾を得ているとの報告があった。「大学院規程」第三条で大学院在学期の他業務の就業を

禁じていたため、教授会では「本学以外ニ在リテ指導ヲ受ケシムルコト不可ナリ」と論議

もあったが、（１）医科大学長へ当分指導方依嘱するとの公文書を出し、（２）本人の願出を

許可すべきものとして総長宛てに手続することに多数を以て可決した。結局、医科大学長

宛てには公文書を発出せず、小倉教授から先方の主任教官である山極三郎（病理学、病理

解剖学第一講座担任）・長與又郎（同第二講座担任）両教授に指導を依嘱した１６）。１１月１５

日付で総長宛てに上申後、１１月２４日付で大学院入学許可指令が発令となった１７）。

一方、坂村については、１９１４年４月１４日開催の第７４回農科大学教授会において、市川の

前例もあり、「研究調査ノタメ許可スル」ことに可決した１８）。坂村は、東京帝国大学理科

大学の藤井健次郎教授（植物学第三講座担任）のもとで、遺伝細胞学の調査研究を行っ

た１９）。この２名に対して、農科大学教授会は「特選給費学生」に選出した。坂村は１９１６年

１２月～１９１８年８月まで、市川は１９１６年７月～１９１８年１０月まで、学資として１ヶ月２０円が支

給された２０）。

２－３．大学院農科学生の学位取得と進退

東北帝国大学大学院（農科）に５年満期在学した４名からは、３名（市川厚一、逸見文

雄、逸見武雄）が農科大学教授会（１９１９年４月農学部教授会に改称）に論文を提出した。

教授会での審議を経て、市川は１９１９年３月に「獣医学博士」２１）を、逸見兄弟は１９１９年８月・

１９２０年７月に「農学博士」を取得した。一方、坂村徹は、細胞遺伝学（植物の染色体研究）
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の研究成果のため、東京帝国大学理科大学に学位請求論文を提出し、１９２０年７月に「理学

博士」を取得した２２）。

大学院農科学生６名の在学後の進退は、４名（坂村徹、中島広吉、市川厚一、逸見文雄）

が母校の助教授に、１名（逸見武雄）が京都帝国大学助教授に任命された。中島広吉にい

たっては、在学３年未満で就職している。大学院在学期間は３年以上５年以内との規定（大

学院規程第三条）はあったが、農科大学教授会での議題・報告にはならなかった。東北帝

国大学農科大学は、学業優秀な卒業生を将来の研究者として、①教官（助手・助教授）、

もしくは、②大学院農科学生として確保した。大学院農科学生に対しては、適宜、「東北

帝国大学大学院規程」の条文の「解釈ノ範囲ヲ汎ク」運用しながら、研究に専心従事させ

ていたと考えられる。

その後、坂村徹は、京都帝国大学理科大学に転出した郡場寛教授の後継者として「植物

学第二講座」を、中島広吉は「林学第一講座」を小出房吉教授から引き継ぎ、講座担任と

なった。一方、市川厚一と逸見文雄は新設講座の担任となり、市川は「比較病理学講座」

を、逸見は「農産製造学講座」を主宰した２３）。逸見武雄は、１９２３年新設の京都帝国大学農

学部で植物病理学担任を務めた２４）。

３．北海道帝国大学大学院の法規整備について

３－１．「北海道帝国大学大学院規程」の制定・改正

１９１８年４月１日、勅令第四三号「北海道帝国大学ニ関スル件」により、札幌に帝国大学

を置き、「北海道帝国大学」と称することが公布された。大学院規程は、「北海道帝国大学

大学院規程」、「北海道帝国大学大学院農科学生規程」と名称を変えたが、内容は従前と同

一であった２５）。

１９１８年１２月６日勅令第三八八号として「大学令」が公布されると、①大学には「学部」

を置くこと（第二条）、②学部には「研究科」を置くこと（第三条）、③数個の学部を置く

大学で研究科間の「連絡協調」を期するために綜合して「大学院」を設け得ること（第三

条）等が規定された。帝国大学以外の大学（官公私立大学）の設置が認められ、それらの

大学にも大学院（単科大学では研究科）の設置が可能となった。全文改正となった「帝国

大学令」（勅令第十二号、１９１９年２月６日公布）は、①帝国大学は数個の学部を綜合して

構成すること（第一条）、②帝国大学に大学院を置くこと（第三条）を定めた。「大学令」

の公布に伴い、大学は「学部」を基盤として構成する位置づけに変わったが、帝国大学は

総合大学であること、大学院を置くことは保障された。「大学令」の公布に伴って、「学位

令」も１９２０年７月５日勅令第二百号で改正された。この改正では、学位授与権は文部大臣

から大学に移行し、学位授与認可申請者の資格は、①研究科（大学院）に２年以上在籍し

て論文を提出して教授会の審査に合格した者、または、②学位請求論文により①と同等以

上の学力であると教授会が認めた者となった２６）。
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上記勅令の公布と医学部新設（１９１９年）を受け、北海道帝国大学は１９２１年３月２２日に「北

海道帝国大学学位規程」を制定し、１９２２年１１月、「農科学生規程」を廃止して、「大学院規

程」を以下のとおり大幅に改正した２７）。北海道帝国大学「評議会議事録」（北海道大学大

学文書館所蔵）に拠れば、１９２２年１０月３日開催の評議会は、議題「大学院規程改正ノ件」

のもと、条文改正案を審議している。軽微な字句の朱筆修正のほか、特選給費学生の学資

を月額５０円以内から月額７５円以内に修正することも決議した。

第一条 各学部所定ノ試験ニ合格シタル者ニシテ大学院ニ入ラントスルトキハ研究事

項ヲ具シ当該学部長ノ手ヲ経テ総長ニ願出ツヘシ総長ハ当該学部教授会ノ議ヲ経テ

之ヲ許可ス

第二条 前条ノ規定以外ノ者ニシテ大学院ニ入学ヲ志願スル者アルトキハ総長ハ当該

学部教授会ノ議ヲ経テ其ノ学力ヲ検定シテ之ヲ許可ス

前項ノ志願者ハ入学検定料金十五円ヲ前納スヘシ但シ既納ノ検定料ハ之ヲ返付セス

第三条 大学院学生ノ在学期間ハ二箇年以上五箇年以内トス

第四条 大学院学生ノ指導者ハ当該学部教授会ノ議ヲ経テ総長之ヲ定ム

第五条 大学院学生ハ本学所在地以外ニ居住シ又ハ他ノ業務ニ従事スルコトヲ得ス但

シ評議会ニ於テ研究上必要ト認メタルトキ若クハ兵役ニ服スル場合ハ此限ニアラス

第六条 大学院学生ハ指導者ノ許可ヲ得各学部ニ於ケル教官ノ承認ヲ経テ其ノ講義又

ハ実験ニ出席スルコトヲ得

第七条 大学院学生ノ研究料ハ一箇年金五十円トシ之ヲ前納セシム

大学院学生ニシテ兵役ニ服スル者ニハ研究料ヲ免除ス但シ既納ノ分ハ之ヲ還付セス

第八条 特ニ奨励ヲ加フヘキ事項ヲ研究スル者ニハ評議会ノ議ヲ経テ前条ノ研究料ヲ

免除シ又ハ研究ニ要スル相当ノ費用ヲ給与スルコトアルヘシ

第九条 大学院学生ハ毎一年ノ終ニ於テ其ノ研究成績ヲ指導者ニ報告スヘシ

第十条 大学院学生ニシテ研究料納付ノ義務ヲ怠ル者ハ之ヲ除名ス

第十一条 大学院学生ニシテ研究ノ実ナシト認ムルトキハ総長ハ教授会ノ議ヲ経テ之

ニ退学ヲ命ス

第十二条 大学院ニ在リテ相当ノ研究ヲ為シタリト認ムヘキ者ニハ総長ハ証明書ヲ授

与スルコトアルヘシ

第十三条 大学院学生中学力優秀志操堅実ナル者ニハ特ニ研究料ヲ免除シ且学資ヲ給

与シ之ヲ特選給費学生トス

第十四条 特選給費学生タルニ適当ナル者アルトキハ当該学部教授会ノ議ヲ経テ学部

長之ヲ推薦シ総長ハ評議会ノ議ヲ経テ之ヲ命ス

第十五条 特選給費学生タル期間ハ一箇年トシ一人月額七十五円以内ノ学資ヲ給ス但

シ必要アル場合ニ於テハ評議会ノ議ヲ経テ更ニ之ヲ継続スルコトヲ得

第十六条 特選給費学生ニシテ兵役ニ服シ又ハ其資格ニ欠クル者アルトキハ当該学部

長ノ申請ニ依リ総長ハ評議会ノ議ヲ経テ之ヲ免ス
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１９２２年１１月の改正では、字句の変更（「分科大学」→「学部」、「攷究」→「研究」）のほ

か、①「研究料」を新設（年額５０円、兵役者は除く）、②在学期間は２年以上５年以内と

する、③在学期間中は本学所在地以外の居住・他の業務への従事は「研究上必要」との評

議会の認可を要する（兵役者は除く）、④特に奨励すべき事項を研究する学生には評議会

の決議により「研究料」を免除または研究費用を支給する、⑤指導教官の許可と学部教官

の承認を得て学部の講義・実験に出席ができる、⑥研究料未納者は「除名」、⑦「特選給

費学生」の採択・継続は評議会の決議とする、⑧「特選給費学生」は研究料を免除とする、

⑨「特選給費学生」の期間は１ヶ年で月額７５円以内の学資支給とする（兵役者は除く）と、

大きな変更がなされた。「特選給費学生」が教授会から評議会の議決事項になったことは、

大学院学生への奨学制度の運用が、農学部だけでは決定できなくなることを意味した。①

研究料の徴収、②在学期間の短縮、③居住・就業の制限は、大学院（医学）学生の入学を

見込んでのことであろう。医学部では、１９２１年１１月附属医院が先に開院し、１９２２年３月１７

日「北海道帝国大学医学部学則」（４月１日施行）が制定され、４月に第１期生６７名が入

学した２８）。

また、「北海道帝国大学大学院規程」（１９２２年１１月改正）からは、学位請求に係る条文は

削除された。学位請求は、先に「北海道帝国大学学位規程」（１９２１年３月制定）第二条で、

「本学大学院ニ於テ二年以上研究ニ従事シタル者学位ヲ得ント欲スルトキハ其ノ研究シタ

ル事項ニ就キ論文ヲ其ノ在院中又ハ退院後一ヶ年以内ニ当該学部長ニ提出スヘシ」と規定

され、大学院在学中または退学後１年以内に論文を提出して、学位請求が可能となった。

すなわち、大学院に２年以上在学の大学院学生は、学位請求権を得たことを意味する。

その後、「北海道帝国大学大学院規程」は、１９２５年４月文部省から第七条の改正認可が

おりて、「研究料」を年額５０円から年額７５円に変更した２９）。

３－２．「北海道帝国大学大学通則」の制定

１９２７年４月１日、「北海道帝国大学通則」が制定され、「北海道帝国大学院規程」条文は、

「第三章 大学院」の「第一節 大学院学生」（通則第四十七条～通則第六十条）、「第二

節 特選給費学生」（通則第六十一条～通則第六十四条）として「通則」内で再編された。

通則第四十七条～第六十四条の条文は、以下のとおりである。

第一節 大学院学生

第四十七条 本学ニ於ケル学士試験合格者ニシテ大学院ニ入ラントスルトキハ研究事

項ヲ具シ当該学部長ヲ経テ総長ニ願出ツヘシ総長ハ当該学部教授会ノ議ヲ経テ之ヲ

許可ス

第四十八条 前条ノ規定以外ノ者ニシテ大学院ニ入学ヲ志願スル者アルトキハ総長ハ

当該学部教授会ノ議ヲ経其ノ学力ヲ検定シテ之ヲ許可ス

前項ノ志願者ハ入学検定料金弐拾円ヲ前納スヘシ但シ既納ノ検定料ハ之ヲ還付セス

第四十九条 大学院学生ノ在学期間ハ二年以上五年以内トス但シ兵役ニ服スル場合ハ
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其ノ期間ヲ算入セス

第五十条 大学院学生ノ指導者ハ当該学部教授会ノ議ヲ経テ総長之ヲ定ム

第五十一条 大学院学生ハ本学所在地以外ニ居住シ又ハ他ノ業務ニ従事スルコトヲ得

ス但シ願出ニ依リ評議会ニ於テ研究上必要ト認メタルトキハ此ノ限ニ在ラス

第五十二条 大学院学生ハ指導者ノ許可ヲ得各学部ニ於ケル教官ノ承認ヲ得テ其ノ講

義又ハ実験ニ出席スルコトヲ得

第五十三条 大学院学生ノ授業料ハ一年金七拾五円トシ在学第一年ニ於テハ入学ノ際

ニ第二年以後ニ於テハ入学ノ月ニ相当スル月ノ末日迄ニ之ヲ納付スヘシ

既納ノ授業料ハ如何ナル事由アルモ之ヲ還付セス

第五十四条 大学院学生ハ研究ニ要スル費用ヲ負担スルモノトス

第五十五条 大学院学生ニシテ兵役ニ服スル者ハ服役期間授業料ヲ免除ス

第五十六条 特ニ奨励ヲ加フヘキ事項ヲ研究スル者ニハ評議会ノ議ヲ経テ前条ノ授業

料ヲ免除シ又ハ研究ニ要スル相当ノ費用ヲ給与スルコトアルヘシ

第五十七条 大学院学生ハ毎一年ノ終ニ於テ其ノ研究成績ヲ指導者ヲ経テ当該学部長

ニ報告スヘシ

第五十八条 大学院学生ニシテ授業料納付ノ義務ヲ履行セサルトキハ之ヲ除籍ス

第五十九条 大学院学生ニシテ其ノ本分ニ悖リ又ハ研究ノ実ナシト認ムヘキ者アルト

キハ総長ハ之ニ退学ヲ命ス

第六十条 大学院ニ在リテ相当ノ研究ヲ為シタリト認ムヘキ者ニハ総長ハ証明書ヲ与

フルコトアルヘシ

第二節 特選給費学生

第六十一条 大学院学生中学力優秀志操堅実ナル者ハ特選給費学生ト為シ授業料ヲ免

除シ且学費ヲ給与ス

第六十二条 特選給費学生タルニ適当ナル者アルトキハ当該学部教授会ノ議ヲ経テ学

部長之ヲ推薦シ総長ハ評議会ノ議ヲ経テ之ヲ命ス

第六十三条 特選給費学生タル期間ハ一年トシ一人月額七拾五円以内ノ学費ヲ給ス但

シ必要アル場合ニ於テハ評議会ノ議ヲ経テ更ニ之ヲ継続スルコトヲ得

第六十四条 特選給費学生ニシテ兵役ニ服シ又ハ其ノ資格ニ欠クル者アルトキハ当該

学部長ノ報告ニ依リ総長ハ評議会ノ議ヲ経テ之ヲ免ス

字句の変更（「各学部所定ノ試験」→「本学ニ於ケル学士試験」、「研究料」→「授業料」、

「除名」→「除籍」等）のほか、①自校卒業生以外に対する「入学検定料」を１５円から２０

円に引き上げし、②在学生は研究に要する費用を負担するよう規定した。

その後、「北海道帝国大学通則」は５回（１９２９年３月、１９３０年３月、１９３４年３月、１９３８

年３月、１９４３年９月）改正されたが、大学院学生と特選給費学生に関する条文の改正はな

かった。
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入学年 研究分野 計 入学年 研究分野 計

農学 医学 工学 理学 農学 医学 工学 理学

１９１８年 １ １ １９３３年 ５ １ ３ ９

１９１９年 １９３４年 １ ７ ２ １０

１９２０年 １ １ １９３５年 ６ ６

１９２１年 ２ ２ １９３６年 ２ ７ ９

１９２２年 ３ ３ １９３７年 １ ７ １ ９

１９２３年 １ １ １９３８年 １ ３ ４

１９２４年 ７ １ ８ １９３９年 ２ ２ ３ ７

１９２５年 ４ ４ １９４０年 １ １ １ ３

１９２６年 ６ ６ １９４１年 ６ １ ７

１９２７年 ５ １ ６ １９４２年 １ ３ ４

１９２８年 ４ ３ ７ １９４３年 １ １

１９２９年 ４ ４ ８ １９４４年 １ １

１９３０年 ２ ４ ６ １９４５年 １ １

１９３１年 ６ ４ １０ 計 ５７ ６９ ６ ７ １３９

１９３２年 １ ４ ５

表３ 北海道帝国大学大学院入学者数一覧（１９１８～１９４５年）

４．北海道帝国大学大学院への入学状況について

１９１８～１９４５年にかけて北海道帝国大学大学院（農学・医学・工学・理学）への入学者は、

「大学院学生関係書類」（北海道大学大学文書館所蔵）を主な典拠として確認すると表３

のとおり１３９名である３０）。１９１８年４月設置の北海道帝国大学は、１９１９年に農学部（農科大

学を改称）と医学部を、１９２４年に工学部を、１９３０年に理学部を加えた総合大学となった。

大学院には、医学分野には１９２４年から、工学分野と理学分野には１９３３年から入学者が見ら

れるようになった。

以下に分野毎の入学者一覧を示し、各分野における主な特徴を述べることとする。

４－１．北海道帝国大学大学院（農学）の入学状況について

１９１８年４月１日北海道帝国大学設置に伴い、東北帝国大学農科大学は北海道帝国大学農

科大学となり、翌年４月１日には北海道帝国大学農学部となった。１９１８～１９４５年にかけ

て、北海道帝国大学大学院（農学）への入学者は５７名を数える（表３、本節末の表４）。

以下に、北海道帝国大学大学院（農学）学生について、（１）研究分野、（２）特選給費学

生、（３）居住地・研究地の変更、（４）在学現況（１９３９年）、（５）在学後の進退について記

す。
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（１）大学院（農学）学生の研究分野

大学院（農学）入学者５７名は、全員が北海道帝国大学の卒業生（農学士４９名、林学士７

名、理学士１名）であった。大学院での研究分野は、植物学９名（植物病理学・植物生理

学）、林学７名（森林利用学・造林学・森林土木学・森林美学・森林昆虫学）、食品化学７

名、昆虫学６名、応用菌学７名（微生物学）、動物学５名（動物生理学・動物発生学）、農

学４名（育種学）、畜産病理学３名、獣医学１名、農業経済学３名、土壌学２名、農産製

造学２名、皮革製造学１名と多岐にわたる。農芸化学系（食品化学・農産製造学・土壌学）

は１１名、農学・植物学・動物学にわたり染色体研究（遺伝学）を専攻した者も多い。札幌

農学校の開校以来蓄積されてきた、北海道帝国大学農学部が所有する諸施設〔①実験器具・

医療機器・製造機器・試薬等の設備（実験室）、②試験圃（農場）、③試験林（演習林）、

④学術標本（昆虫標本室・植物 葉庫・動物標本室）、⑤学術文献・資料（各教室図書室、

教官の個人文庫）〕は、各自の研究を継続するには必要不可欠なものであった。

（２）大学院（農学）学生の特選給費学生

大学院（農学）学生に対する研究奨励について、農学部教授会は、「特選給費学生」を

活用した。特選給費学生には、今田清二（１９２４―１９２５年、月額７５円）、河野広道（１９２７―１９２８

年、月額５０円）、時田 （１９２７―１９２８年、月額５０円）、掛下謹次郎（１９３１―１９３２年、月額４０円）、

渡邊千尚（１９３３―１９３５年、月額３５円）、伊藤俊夫（１９３２―１９３６年、月額３５円）、伊藤信夫（１９３８

年、月額３５円）３１）の７名が評議会の認可を受けた３２）。医学学生には１９３２年、理学学生には１９３４

年、工学学生には１９３９年から特選給費学生が確認される。１９３０年代以降、１人当たりの月

額支給額は減少の一途をたどった。

（３）大学院（農学）学生の居住地・研究地の変更

「北海道帝国大学大学院規程」第五条及び「北海道帝国大学通則」第五十一条は、大学

院学生が札幌市以外に居住すること、他の業務に従事することは、評議会で「研究上必要」

と認められない限り、禁じた。大学院（農学）学生については、１９２７年に検討を要する案

件が生じた。

大学院学生の范垂紳（畜産学科第二部１９２６年３月卒業、同年１２月大学院入学）について、

指導教官の�西勝弥教授が総長宛てに「大学院学生居住地及研究箇所変更願」（１９２７年４
月１８日付）を出したことにはじまる。�西勝弥教授は、当時、南満洲鉄道（株）奉天獣疫研
究所（１９２６年新設）の所長事務取扱を兼務していた。大学院学生の范垂紳を、「指導研究

ノ都合」のため、同研究所で研究させたいという。�西教授は、現地が「各種ノ家畜伝染
病常在シ従ツテ研究材料ヲ豊富ニ採集シ得ルノ便アリ」、奉天省出身の范には現地の防疫

事業に従事する希望があり、「将来トノ連絡上同所ニテノ研究ハ頗ル有意義ナルモノ」と、

添付した「事由書」で陳述した。この事例は、回議の形式で評議員の決議をとり、４月２８

日付で大学院学生の居住地及び研究地の変更が承認された３３）。その後、范は１９２９年５月ま
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入学年 氏名 出身学科（卒業年） 在学期間 学位（取得年）

研究事項（指導教官） 備考（在学時の兵役、転出先等）

１９１８年 木原 均 農学科第三部１９１８年卒業 ～１９２０年 理学博士（１９２４年／京都帝
国大学）

植物学（宮部金吾教授） 一年志願兵（１９１８―１９年）、→京都帝国大
学助手

１９２０年 福山 伍郎 林学科１９１７年卒業 ～１９２３年 林学博士（１９５６年）

木材ノ利用ニ関スル事項研究
（小出房吉教授、宮井健吉教授、森岡勇助教授）

→助教授

表４ 北海道帝国大学大学院（農学）入学者一覧

で大学院に在籍した。

（４）大学院（農学）学生の在学現況（１９３９年）

１９３９年１月３１日付で北海道帝国大学庶務課長宛てに、文部省専門学務局学務課長は「大

学院ニ於ケル教授、研究ノ状況（各学部別）」調査を照会した３４）。調書は４項目からなり、

①入学者銓衡、②学生の指導方法（〔１〕指導教官の選定、〔２〕指導教官が指導する学生人

数、〔３〕指導の実状、〔４〕講義・実験実習への学生の出席状況、〔５〕学生研究状況の報告

取扱）、③研究経費の支弁、④研究奨励施設である。庶務課長は２月４日付で各学部長宛

てに照会をかけた。農学部は２月８日付で回答した。①入学者銓衡については、本学部卒

業生に対して「在学中ノ学業成績ヲ審査」し、それ以外の者には「学業成績、思想、性行」

が銓衡の範囲であるという。〔２〕指導教官が指導する学生人数については、「居室、実験

室及経費ノ許ス限リ人数ニ制限ナシ」と、設備・経費の範囲で可能な限り学生を受け入れ

て人数制限がないことを回答した。④研究奨励については、「学力優秀志操堅実ナル者ハ

特選給費学生ト為シ研究料ヲ免除シ且ツ学資ヲ給与スルノ規程アリテ研究ヲ奨励スルモノ

ナリ」と、特選給費学生制度をあげた。農学部が「北海道帝国大学通則」を具体的にどの

ように運用していたのかがうかがわれる。

（５）大学院（農学）学生の在学後の進退

東北帝国大学農科大学期と同様に、北海道帝国大学期の大学院（農学）学生は、農学部

（福山伍郎、伊藤秀五郎、石塚喜明、平戸勝七、渡邊千尚などは講座の後継者）、京都帝

国大学農学部（富樫浩吾、木原均。木原は後に実験遺伝学講座担任）において、引き続き、

研究に従事した。そのほか、学内では１９１８年新設の附属水産専門部（今田清二、時田 ）、

国内外で新設が相次いだ高等農林学校では、台湾総督府高等農林学校（加納瓦全）・鳥取

高等農林学校（平塚直秀）に、各地の試験場（朝鮮総督府林業試験場、富山県農事試験場、

大分県農事試験場）や研究所（台湾総督府中央研究所、南満洲鉄道（株）獣疫研究所）にお

いても、研究・技術職に就いた者がみられる。
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入学年 氏名 出身学科（卒業年） 在学期間 学位（取得年）

研究事項（指導教官） 備考（在学時の兵役、転出先等）

１９２１年 倉重 四郎 畜産学科第一部１９２１年卒業 ～１９２６年 農学博士（１９２７年）

動物生理学（八田三郎教授） →満洲医科大学講師

１９２１年 山内 源登 農学科１９２１年卒業 ～１９２２年 農学博士（１９２３年）

蚕種改良ニ関スル事項（八田三郎教授） →農学部講師

１９２２年 後藤 一雄 農業生物学科１９２２年卒業 ～１９２６年 農学博士（１９３０年）

植物生理学（坂村徹教授） →農学部講師（在外研究員）

１９２２年 富樫 浩吾 農業生物学科１９２２年卒業 ～１９２４年 農学博士（１９３１年）

植物病理学（宮部金吾教授） →京都帝国大学助教授

１９２２年 加納 瓦全 林学科１９２１年卒業 ～１９２３年 ――

森林利用学一般（宮井健吉教授） →台湾総督府高等農林学校教授

１９２３年 今田 清二 農業経済学科１９２３年卒業 ～１９２５年 農学博士（１９４４年）

経済学（森本厚吉教授） 特選給費学生（１９２３―２５年）、
→附属水産専門部講師

１９２４年 松木 豊雄 農業生物学科１９２４年卒業 ～１９２４年 ――

動物生理学（八田三郎教授） →東北帝国大学理学部助手

１９２４年 石川 潤一 農学科第一部１９１５年卒業 ～１９２７年 農学博士（１９２７年）

植物遺伝学（明峰正夫教授） →農学部講師

１９２４年 伊藤半右衛門 農芸化学科１９２４年卒業 ～１９２６年 農学博士（１９３４年）

米ノ生化学研究（田所哲太郎教授） →岐阜高等農林学校教授

１９２４年 後藤 収蔵 林学科１９１５年卒業 ～１９２６年 林学博士（１９２７年）

造林学（新島善直教授） →（株）黄海社林業部技師長

１９２４年 山本 義彦 農芸化学科１９２４年卒業 ～１９２８年 農学博士（１９２９年）

黴類ノ生理並ニ其応用（半澤洵教授） →富山県農林技師（農事試験場）

１９２４年 村山 醸造 林学科１９１６年卒業 ～１９２５年 林学博士（１９３０年）

森林美観照ニ関スル歴史的研究（新島善直教授）→朝鮮総督府技師（林業試験場）

１９２４年 北村 義重 林学科１９２０年卒業 ～１９２６年 林学博士（１９４３年）

森林利用学一般（宮井健吉教授） →実科講師

１９２５年 落合 喜太郎 林学科１９２５年卒業 ～１９２６年 ――

森林土木学（三田村孝吉助教授、西田辰三郎
助教授、吉川元民助教授、宮井健吉教授）

→宮崎高等農林学校教授

１９２５年 羅 宗洛 農業生物学科１９２５年卒業 ～１９３０年 農学博士（１９３０年）

植物生理学（坂村徹教授） →国立中山大学教授

１９２５年 津田 守誠 農学科１９２５年卒業 ～１９２７年 ――

育種学（明峰正夫教授） →大分県技師（農事試験場）

１９２５年 中島 顕三 農芸化学科１９２０年卒業 ～１９３１年 農学博士（１９３２年）

大豆粕ノ利用（田所哲太郎教授） →豊年製油（株）清水工場研究室

東北帝国大学農科大学・北海道帝国大学の大学院制度について（山本）
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入学年 氏名 出身学科（卒業年） 在学期間 学位（取得年）

研究事項（指導教官） 備考（在学時の兵役、転出先等）

１９２６年 市岡 朝祐 畜産学科第二部１９２３年卒業 ［～１９２９年］ 獣医学博士（１９４５年）

病理学（市川厚一教授） 陸軍省委託大学院学生、→第二師団獣医
部部員（陸軍一等獣医）

１９２６年 平塚 直秀 農業生物学科１９２６年卒業 ～１９２８年 農学博士（１９３６年）

植物病理学（宮部金吾教授→伊藤誠哉教授） →鳥取高等農業学校教授

１９２６年 須藤 勇 農業生物学科１９２６年卒業 ～１９２７年 農学博士（１９６２年／京都大
学）

農業ニ関スル植物生理学（坂村徹教授） →農学部助手

１９２６年 武田 志麻之輔 農芸化学科１９１９年卒業 ～１９２７年 農学博士（１９３７年）

応用菌学（半澤洵教授） →附属水産専門部授業嘱託

１９２６年 秋野 豊太 農学科第一部１９１６年卒業 ～１９３０年 ――

亜麻ニ関スル研究（半澤洵教授） →農学部授業嘱託

１９２６年 范 垂紳 畜産学科第二部１９２６年卒業 ～１９２９年 ――

家畜伝染病ニ関スル研究（葛西勝弥教授） →黒龍江督軍牧養場

１９２７年 河野 広道 農業生物学科１９２７年卒業 ～１９３０年 農学博士（１９３２年）

昆虫学（松村松年教授） 特選給費学生（１９２７―２８年）、→農学部助手

１９２７年 三輪 勇四郎 農業生物学科１９２７年卒業 ～１９２９年 農学博士（１９３４年）

昆虫学（松村松年教授） →台湾総督府中央研究所技師

１９２７年 大木 洋 畜産学科第一部１９２７年卒業 ～１９３２年 農学博士（１９３２年）

皮革製造学（里正義教授）

１９２７年 多勢 俊一 農芸化学科１９２７年卒業 ～１９３２年 ――

食品化学（高橋栄治教授） →農学部助手

１９２７年 時田 農業生物学科１９２７年卒業 ～１９２８年 農学博士（１９４５年）

下等隠花植物ニ関スル研究（伊藤誠哉教授） 特選給費学生（１９２７―２８年）、
→附属水産専門部教授

１９２８年 松下 真幸 林学科１９２６年卒業 ～１９３２年 林学博士（１９３３年）

林木ヲ害スル昆虫類ノ研究（新島善直教授） →農学部副手

１９２８年 太田 勇愛 農業生物学科１９２８年卒業 ～１９３３年 ――

昆虫学（松村松年教授）

１９２８年 齋藤 三郎 農業生物学科１９２８年卒業 ～１９３０年 農学博士（１９３７年）

動物学一般（八田三郎教授） →農学部授業嘱託

１９２８年 掛下 謹次郎 農業生物学科１９２７年卒業 ～１９３２年 農学博士（１９３３年）

植物生理学（坂村徹教授） 特選給費学生（１９３１―３２年）、［→女子経済
専門学校教授］

１９２９年 伊藤 秀五郎 農業生物学科１９２９年卒業 ～１９３１年 農学博士（１９４５年）

無脊椎動物ノ染色体研究（小熊捍教授） →女子経済専門学校教授

１９２９年 石塚 喜明 農芸化学科１９２９年卒業 ～１９３１年 農学博士（１９４５年）

土壌学及肥料学（三宅康次教授） →農学部助手
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入学年 氏名 出身学科（卒業年） 在学期間 学位（取得年）

研究事項（指導教官） 備考（在学時の兵役、転出先等）

１９２９年 平戸 勝七 畜産学科第二部１９２９年卒業 ～１９３１年 農学博士（１９４１年）

微生物学一般（�西勝弥教授） →農学部講師

１９２９年 原 弘道 農芸化学科１９２９年卒業 ～１９３２年 ――

生物化学（田所哲太郎教授） →農林省神戸生糸検査所

１９３０年 吉村 貞彦 農芸化学科１９３０年卒業 ～１９３５年 農学博士（１９６１年）

農業微生物ノ研究（田所哲太郎教授） →農学部副手

１９３０年 林 浩植 農芸化学科１９３０年卒業 ～１９３４年 農学博士（１９３６年）

食品化学（高橋栄治教授） →遠藤製薬所

１９３１年 渡邊 千尚 農業生物学科１９３１年卒業 ～１９３５年 農学博士（１９３７年）

昆虫学（松村松年教授） 特選給費学生（１９３３―３５年）、→農学部授
業嘱託

１９３１年 渡部 成三 畜産学科第二部１９３１年卒業 ～１９３４年 ――

微生物学一般（�西勝弥教授） →南満州鉄道（株）獣疫調査所

１９３１年 伊藤 俊夫 農業経済学科１９３１年卒業 ～１９３６年 農学博士（１９４８年）

農政学（高岡熊雄教授→中島九郎教授） 特選給費学生（１９３２―３６年）、→農学部助
手

１９３１年 棚橋 寛吉 農学科１９３１年卒業 ～１９３２年 ――

育種学一般（明峰正夫教授） →岐阜県農事試験場

１９３１年 宮川 浩平 農芸化学科１９３１年卒業 ～１９３３年 ――

農産製造学（逸見文雄教授） →第一農場助手

１９３１年 劉 伯文 農芸化学科１９３１年卒業 ～１９３６年 ――

農産製造学（逸見文雄教授） →農学部副手

１９３２年 戸倉 清太郎 農芸化学科１９３２年卒業 ～１９３５年 ――

土壌学（三宅康次教授） →住友合資会社

１９３４年 九鬼誠之助 農芸化学科１９３３年卒業 ～１９３４年没 ――

応用菌学（半澤洵教授）

１９３６年 伊藤 信康 農業経済学科１９３４年卒業 ～１９３７年 ――

農業法律学（小林巳智次助教授） →産業組合中央金庫仙台支所

１９３６年 澤本 孝久 農業生物学科１９３６年卒業 農学博士（１９４５年）

昆虫学（内田登一助教授） 応召

１９３７年 伊藤 信夫 農芸化学科１９３７年卒業 ～１９４０年 ――

農芸化学（高橋栄治教授） 特選給費学生（１９３８年）、→農学部助手

１９３８年 斗ヶ澤 宣久 農芸化学科１９３８年卒業 ～１９４５年 ――

食品化学（高橋栄治教授） 応召

１９３９年 高橋 弘 農業生物学科１９３９年卒業 農学博士（１９４７年）

昆虫学（内田登一教授）

１９３９年 照井 陸奥生 農業生物学科１９３０年卒業 ～１９４８年 農学博士（１９４９年）

植物病理学（伊藤誠哉教授） 応召

東北帝国大学農科大学・北海道帝国大学の大学院制度について（山本）
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１９４２年 八鍬 孝一郎 農学科１９４１年卒業 ～１９４３年 ――

育種学（長尾正人教授） →大学院特別研究生（１９４３年～）

１９４３年 金 三純
（武宮 史枝）

理学部植物学科１９４３年卒業 農学博士（１９６６年／九州大
学）

応用菌学（佐々木酉二助教授）

１９４４年 千葉 胤孝 畜産学科第二部１９４４年卒業 医学博士（１９５３年／名古屋
大学）

獣医学（市川厚一教授）

注）不詳は空欄とし、推定は［ ］表記とした。前掲「大学院関係書類 自大正二年九月至昭和五年三月」、「大
学院関係書類」の「自昭和五年度至昭和八年度」・「自昭和九年至同十二年」・「自昭和十三年一月至昭和十
五年十二月」・［自昭和十八年四月至昭和二十五年四月］（北海道大学大学文書館所蔵）、『北海道帝国大学
一覧』、『京都帝国大学一覧』、前掲『日本博士録』等より作成。転出先は木原均『一粒舎写真譜』（木原生
物学研究所、１９８５年）、『札幌同窓会報告』掲載の同窓会名簿、『北海道帝国大学一覧』掲載の職員名簿等
を参照。

４－２．北海道帝国大学大学院（医学）の入学状況について

北海道帝国大学大学院（医学）には、１９２４～１９４５年にかけて６９名が入学した（本節末の

表５）。以下に、北海道帝国大学大学院（医学）における（１）最初の入学事例、（２）入学志

願者の経歴、（３）研究事項と医員嘱託の関係、（４）学生の在学現況（１９３９年）について記す。

（１）大学院（医学）における最初の入学事例

北海道帝国大学大学院（医学）における最初の入学者は、１９２４年４月に入学した１名（鳥

海照雄）である。鳥海は東京帝国大学医学部を１９２２年３月卒業後、北海道帝国大学医学部

助手として秦勉造教授のもとで外科学一般を研究していた。助手在職のまま４月９日付で

大学院入学願書を提出し、他大学卒業生のため入学検定料１５円を４月１５日付で納付した。

翌１７日開催の医学部教授会は鳥海を「大学入学許可資格アル者ト検定」、鳥海の研究分野

が「病理学及外科学一般」のため、指導教官には今裕教授（病理学第一講座担任）、秦勉

造教授（外科学講座担任）を選考した。医学部長は総長宛てに医学部教授会の審議結果を

報告し、４月２８日付で大学院入学許可指令の発令に至った３５）。大学院学生は、評議会にお

いて「研究上必要」と認めない限り、他の業務への就業は不可であった（「北海道帝国大

学大学院規程」第五条）ため、鳥海は４月１２日付で医学部助手を辞した３６）。

その後、鳥海は、１９２６年４月まで大学院に２年間在籍、論文「白鼠ニ於ケル癌腫ノ内分

泌臓器並ニ生殖腺ニ及ボス影響ニ就テ」を提出して学位請求し、教授会での審議を受け、

１９２６年１２月２４日付で「医学博士」を取得した。

（２）大学院（医学）入学志願者の経歴

鳥海と同様に、大学院（医学）への入学志願者は、入学願書を提出した時点で職に就い
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ていた者が大部分であった。学外の場合は、道内各地の勤務医・開業医が多く、学内の場

合は①医学部の助手・副手、②附属医院の医員が多かった（表５）。「北海道帝国大学大学

院規程」第五条及び「北海道帝国大学通則」第五十一条において、大学院学生が札幌市以

外に居住すること、他の業務に従事することは評議会で「研究上必要」と認められない限

り禁じられたため、大学院（医学）への入学志願者は、現職を離職しなければならなかっ

た。入学許可日前に勤務医は辞職、開業医は廃業（もしくは、別の医師に医務を譲渡する）、

大学内での勤務者は入学許可日と同日付で人事課が免官・解嘱とした。

なお、大学院（医学）学生については、１９２４～１９４５年を通して３名（豊福豊：１９３２年、

秋元波留夫：１９３３―１９３４年、長谷川一男：１９３８―１９３９年）の特選給費学生しか見当たらない。

大学院入学前に有給の臨床医であった者が多かったと推察される３７）。

（３）大学院（医学）学生の研究事項と医員嘱託の関係

大学院（医学）学生の多くの研究事項は、基礎医学（法医学、解剖学、病理学、衛生学、

細菌学、生理学）と臨床医学（内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、耳鼻咽喉科学）

との組み合わせで構成された。大学院学生は、研究事項の検証のため、附属医院内で診療

にあたった。「北海道帝国大学通則」第五十一条に則れば、「研究上必要」と評議会で認可

を受けなければ、附属医院が大学院学生に医員を嘱託することはできない。

しかしながら、附属医院では評議会に附議をせず、大学院学生が研究上患者を診察し、

診断書・処方箋を出すために、医員の嘱託辞令を発令していた。１９３６年２月、この件が大

学本部に知れるところとなったのか、医学部長は２月１８日付で総長宛てに請願書「大学院

学生治療診断ニ関スル件」を出した。請願書では、大学院医学学生に対する附属医院の医

員嘱託は「必要欠クベカラザルモノ」であり、嘱託の都度、「評議会ノ認定ヲ経ルハ繁雑

ニ堪エザル」もので、大学院学生は大部分が「臨床科ニ籍ヲ置ク者」であるため、「爾今

特ニ医学部ニ限リ通則第五十一条ノ認定相成候様評議会ヘ御提案相願度上申候也」と陳情

した３８）。医学部が評議会に代わり、「北海道帝国大学通則」第五十一条の附議を行い、医

員嘱託を認可できるよう、評議会に提案するように嘆願したのである。

この嘆願をうけ、２月１９日開催の評議会は「大学院学生ニ関スル件」として協議した。

しかし、結果は医学部の嘆願とは真逆となり、「今後ハ必ズ評議会ノ承認ヲ得ルコトニ決

定」３９）と厳しい決議であった。評議会は、大学院学生の他業務の従事に対して、附議を免

除する特例措置はしなかったのである。庶務課長から医学部長宛てには、「右ハ審議ノ結

果本学通則第五十一条ノ存スル限リ之ニ準拠セラルヘキ儀ト決定相成候」と２月２１日付で

通知された。これ以降、大学院学生への附属医院の医員嘱託は、通則に則り、評議会の附

議を経て、認可されることとなった。

加えて、日中戦争による軍医召集で地域医療機関の医師が不足したため、医学部は、道

内の他の病院（日本赤十字社北海道支部病院、愛国婦人会北海道支部隣保館）から、大学

院学生への医員の嘱託要望を受けるようになった。医学部では、地域医療との関係や戦時

東北帝国大学農科大学・北海道帝国大学の大学院制度について（山本）
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入学年 氏名 出身学部（卒業年） 在学期間 学位（取得年）
研究事項（指導教官） 備考（出願時の職種、在学時の兵役等）

１９２４年 鳥海 照雄 東京帝国大学医学部１９２２年
卒業

～１９２６年 医学博士（１９２６年）

病理学及外科学一般（今裕教授、秦勉造教授） 医学部助手
１９２７年 槙 正男 東京帝国大学医学部１９２４年

卒業
～１９２９年 医学博士（１９３０年）

病理学及外科学一般（柳壮一教授、今裕教授） 医学部助手
１９２８年 高杉 年雄 医学部１９２８年卒業 ～１９３０年 医学博士（１９３３年）

内科学一般（中川諭教授）
１９２８年 佐々木 清輝 東北帝国大学医科大学１９２１

年卒業
～１９３０年 ――

麻酔作用ニ関スル電気生理学的研究（有馬英
二教授、朴澤進教授）

天使病院内科医員

１９２８年 田村 要太郎 医学部１９２６年卒業 ～１９３１年 医学博士（１９３１年）
病理学（今裕教授） 附属医院外科医員

表５ 北海道帝国大学大学院（医学）入学者一覧

下の状況を鑑み、大学院学生の医員嘱託を評議会にかけ、承認を受ける事例が１９３７年以降

に見られるようになった４０）。

（４）大学院（医学）学生の在学現況（１９３９年）

文部省専門学務局学務課による照会調査「大学院ニ於ケル教授、研究ノ状況（各学部別）」

（１９３９年１月３１日付）に対して、医学部は２月９日付で調書４項目（①入学者銓衡、②学

生の指導方法、③研究経費の支弁、④研究奨励施設）を「北海道帝国大学通則」に依拠し

て実施している旨、回答した。②については、具体的には、〔２〕指導教官が指導する学生

人数は「成ル可ク多数ノ学生ヲ指導セムコトヲ冀フヘシト雖モ教官各自ノ立場ニ依リ自ラ

其ノ限度アルヘク別ニ定数ナシ」と、なるべく多くの学生の受け入れを望むが教官の限度

があるため学生定数は定めず教官各自に任せていること、〔３〕指導の実状は「大学院学生

ノ全部トハ謂ヒ得サルモ其ノ多クハ軈テ学位ヲ獲得セムコトヲ念願シテ入学シ来ル者ナル

ニヨリ自然真摯ナル態度ヲ以テ指導ヲ受ケ仰キ教官モ亦懇切ニ指導」し、〔４〕講義・実験

実習への学生の出席状況は「出席極メテ良好」であると回答した。

大学院（医学）学生の大部分は、学位取得を目的として入学していると医学部は捉えて

いる。確かに、１９２４～１９４５年における大学院（医学）学生６９名中６４名は、大学院在学後に

「医学博士」を取得している（表５）。その多くは大学院在学期間が２年である。在学期

間の規定は２年以上５年以内（「北海道帝国大学通則」第四十九条）であるから、大学院

（医学）学生は最短期間の２年で研究を完了して論文を提出、医学博士を取得している。

大学院（医学）学生は学部の講義・実験実習に出席している点も、他の学部（農・理・工

学部）と異なる点である。
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入学年 氏名 出身学部（卒業年） 在学期間 学位（取得年）

研究事項（指導教官） 備考（出願時の職種、在学時の兵役等）

１９２９年 宮川 知平 医学部１９２６年卒業 ～１９３１年 医学博士（１９３１年）

外科学及法医学
（西川義英教授、山上熊郎教授）

医学部助手

１９２９年 平野 専 医学部１９２９年卒業 ～１９３２年 医学博士（１９３４年／京都帝
国大学）

血清学及内科学一般
（有馬英二教授、山上熊郎教授）

応召

１９２９年 不破 秀三 医学部１９２７年卒業 ～１９３１年 医学博士（１９３２年）

細菌学（中村豊教授） 医学部副手、応召

１９２９年 華岡 雄太郎 慶應義塾大学医学部１９２４年
卒業）

～１９３１年 医学博士（１９３３年）

小児科学及病理学
（永井一夫教授、木下良順教授）

札幌病院小児科主任

１９３０年 竹村 文翔 医学部１９２８年卒業 ～１９３２年 ――

外科学及病理学（柳壮一教授、今裕教授） 開業医

１９３０年 伊藤 長二 東京帝国大学医科大学１９２２
年卒業

～１９３２年 医学博士（１９３２年）

病理学（今裕教授） 天使病院外科医長

１９３０年 平澤 有路 医学部１９２７年卒業 ～１９３２年 医学博士（１９３２年）

内科学（有馬英二教授） 医学部助手

１９３０年 小野 修 医学部１９２７年卒業 ～１９３２年 医学博士（１９３３年）

内科学及外科学（中川諭教授、木下良順教授） 医学部助手

１９３１年 齋藤 一三郎 医学部１９２８年卒業 ～１９３２年没 ――

法医学及内科学
（有馬英二教授、山上熊郎教授）

岩見沢町立病院内科医員

１９３１年 笹間 �三 医学部１９２８年卒業 ～１９３３年 医学博士（１９５５年）

外科学（柳壮一教授） 陸軍二等軍医

１９３１年 原 勇 医学部１９２９年卒業 ～１９３３年 医学博士（１９３４年）

外科学及医化学（柳壮一教授、太黒薫教授） 医学部副手

１９３１年 豊福 豊 医学部１９２６年卒業 ～１９３４年 医学博士（１９３４年）

衛生学及小児科学
（井上善十郎教授、永井一夫教授）

特選給費学生（１９３２年）、王子製紙（株）
附属王子病院小児科医員

１９３２年 吉原 啓市 医学部１９２７年卒業 ～１９３４年 医学博士（１９３４年）

外科学及衛生学
（柳壮一教授、井上善十郎教授）

岩見沢町立病院外科部長

１９３２年 小野 茂三郎 医学部１９３２年卒業 ～１９３４年 医学博士（１９３８年）

病理学一般（今裕教授）

東北帝国大学農科大学・北海道帝国大学の大学院制度について（山本）
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入学年 氏名 出身学部（卒業年） 在学期間 学位（取得年）

研究事項（指導教官） 備考（出願時の職種、在学時の兵役等）

１９３２年 前川 昌三 東京帝国大学医科大学１９１５
年卒業

～１９３４年 医学博士（１９３５年）

法医学及生理学
（山上熊郎教授、宮崎彪之助教授）

開業医

１９３２年 折津 時雄 医学部１９２９年卒業 ～１９３５年 医学博士（１９３５年）

病理学及内科学（今裕教授、有馬英二教授） 札幌天使病院内科医員

１９３３年 山中 幸次 医学部１９３０年卒業 ～１９３５年 医学博士（１９３６年）

法医学及外科学（山上熊郎教授、柳壮一教授） 医学部助手

１９３３年 秋元 波留夫 東京帝国大学医学部１９２９年
卒業

～１９３４年 医学博士（１９３６年）

精神病学及解剖学
（内村祐之教授、児玉作左衛門教授）

医学部副手、特選給費学生（１９３３－３４年）

１９３３年 原 順吉 医学部１９３１年卒業 ～１９３５年 医学博士（１９３７年）

内科学（有馬英二教授） 医学部副手

１９３３年 神谷 虎二 医学部１９３０年卒業 ～１９３４年 医学博士（１９３５年）

法医学及産婦人科学
（山上熊郎教授、大野精七教授）

医学部助手

１９３３年 澁谷 一郎 医学部１９３１年卒業 ～１９３５年 医学博士（１９３６年）

法医学及小児科学
（山上熊郎教授、永井一夫教授）

医学部助手

１９３４年 実藤 保 医学部１９３０年卒業 ～１９３６年 医学博士（１９３６年）

病理学及外科学（今裕教授、柳壮一教授） 青森病院外科部・整形外科部医員

１９３４年 有泉 金源 医学部１９３１年卒業 ～１９３６年 医学博士（１９３６年）

衛生学及外科学（柳壮一教授） 狩太病院外科医長

１９３４年 中島 吉巳 医学部１９３０年卒業 ～１９３６年 医学博士（１９３９年）

小児科学及衛生学
（井上善十郎教授、永井一夫教授）

医学部副手

１９３４年 斗ヶ澤 賢治 医学部１９３２年卒業 ～１９３６年 医学博士（１９５６年）

内科学（有馬英二教授） 医学部副手

１９３４年 改田 丈夫 医学部１９２６年卒業 ～１９３６年 医学博士（１９３６年）

産婦人科学及病理学
（大野精七教授、今裕教授）

岩見沢町立病院産婦人科医長

１９３４年 高橋 一雄 医学部１９２９年卒業 ～１９３６年 医学博士（１９３７年）

衛生学及外科学
（井上善十郎教授、柳壮一教授）

旭川市医

１９３４年 清水 重也 医学部１９３２年卒業 ～１９３６年 医学博士（１９３７年）

法医学及外科学（山上熊郎教授、柳壮一教授） 医学部副手

１９３５年 有末 四郎 医学部１９３２年卒業 ～１９３７年 医学博士（１９４４年）

内科学（有馬英二教授） 天使病院内科医員
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入学年 氏名 出身学部（卒業年） 在学期間 学位（取得年）

研究事項（指導教官） 備考（出願時の職種、在学時の兵役等）

１９３５年 佐久間 武三郎 医学部１９２６年卒業 ～１９３７年 医学博士（１９３７年）

小児科学及衛生学
（永井一夫教授、井上善十郎教授）

開業医

１９３５年 福井 忠俊 医学部１９３３年卒業 ～１９３７年 医学博士（１９３９年）

衛生学及外科学（柳壮一教授） 北海道炭礦汽船（株）幌内礦病院外科医員

１９３５年 森谷 濶 医学部１９３０年卒業 ～１９３７年 医学博士（１９３７年）

小児科学及衛生学
（永井一夫教授、井上善十郎教授）

王子製紙（株）附属王子病院小児科医員

１９３５年 小島 五六 医学部１９３３年卒業 ～１９３８年 医学博士（１９３８年）

法医学（山上熊郎教授） 東京同愛記念病院産婦人科医員、応召

１９３５年 皆川 忠雄 医学部１９３２年卒業 ～１９４０年 医学博士（１９４０年）

耳鼻咽喉科学及細菌学
（香宗我部壽教授、中村豊教授）

天使病院耳鼻科医長、応召

１９３６年 福原 譲蔵 医学部１９２８年卒業 ～１９３８年 医学博士（１９３９年）

病理学（今裕教授） 青森市医

１９３６年 足羽 正伸 医学部１９２７年卒業 ～１９３８年 医学博士（１９３９年）

衛生学（井上善十郎教授） 海軍軍医少佐（横須賀海軍工廠長）

１９３６年 石塚 安 医学部１９２７年卒業 ～１９３８年 医学博士（１９３９年）

衛生学及内科学（井上善十郎教授、中川諭教授） 開業医

１９３６年 佐々木 利高 医学部１９３０年卒業 ～１９３８年 医学博士（１９３９年）

外科学及衛生学（柳壮一教授、井上善十郎教授）住友炭礦（株）歌志内礦医院医長

１９３６年 加地 譲二 医学部１９３０年卒業 ～１９３８年 ――

内科学及病理学
（有馬英二教授、今裕教授→武田勝男教授）

室蘭市立室蘭病院医員

１９３６年 會田 広 医学部１９３０年卒業 ～１９３８年 医学博士（１９３９年）

法医学及内科学（山上熊郎教授、中川諭教授）王子製紙（株）附属王子病院内科主任

１９３６年 小川 東郷 医学部１９３２年卒業 ～１９４１年 医学博士（１９４０年）

法医学及外科学（山上熊郎教授、柳壮一教授）寿都病院院長・寿都警察署警察医、応召

１９３７年 長谷川 一男 医学部１９３４年卒業 ～１９３９年 医学博士（１９４０年）

病理学（今裕教授→武田勝男教授） 日本赤十字社病院医員、応召、特選給費
学生（１９３８―３９年）

１９３７年 福島 健夫 医学部１９３４年卒業 ～１９５１年 医学博士（１９４５年）

病理学（今裕教授→武田勝男教授） 日本赤十字社病院医員、応召

１９３７年 岡本 正三 医学部１９３２年卒業 ～１９３９年 医学博士（１９４０年）

病理学及内科学
（今裕教授→武田勝男教授、有馬英二教授）

留萌町立留萌病院医員

１９３７年 佐藤 文太郎 医学部１９３１年卒業 ～１９３９年 医学博士（１９４０年）

衛生学及外科学（井上善十郎教授、柳壮一教授）幾春別弥生砿業所医員、応召

東北帝国大学農科大学・北海道帝国大学の大学院制度について（山本）
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入学年 氏名 出身学部（卒業年） 在学期間 学位（取得年）

研究事項（指導教官） 備考（出願時の職種、在学時の兵役等）

１９３７年 高崎 乙右衛門 医学部１９３０年卒業 ～１９４１年 ――

内科学（有馬英二教授） 附属医院医員、応召

１９３７年 藤村 四郎 医学部１９３０年卒業 ～１９３９年 医学博士（１９４０年）

病理学及産婦人科学
（今裕教授→武田勝男教授、大野精七教授）

深川町外拾ケ村組合病院産婦人科医長、
入営

１９３７年 小原 啓三郎 医学部１９３４年卒業 ～１９３９年 医学博士（１９４０年）

内科学（有馬英二教授） 釧路簡易保険健康相談所医員

１９３８年 木谷 秀次 医学部１９３４年卒業 ～１９４０年 医学博士（１９４１年）

病理学及外科学（武田勝男教授、柳壮一教授） 昭和砿業（株）新幌内診療所医員

１９３８年 牧野 直孝 医学部１９３２年卒業 ～１９４０年 医学博士（１９４１年）

病理学及小児科学
（武田勝男教授、永井一夫教授）

（財）北海道社会事業協会附属札幌病院小
児科医長

１９３８年 山田 茂芳 医学部１９３２年卒業 ～１９４０年 医学博士（１９４１年）

病理学（武田勝男教授） 青森市神病院外科医員

１９３９年 笠井 義男 医学部１９３４年卒業 ～１９４１年 医学博士（１９４２年）

内科学（有馬英二教授） 附属医院医員

１９３９年 齋藤 誠 医学部１９３４年卒業 ～１９４１年 医学博士（１９４２年）

病理学及小児科学
（武田勝男教授、永井一夫教授）

三井鉱山（株）砂川鉱業所医院医員

１９４０年 佐野 哲郎 医学部１９３２年卒業 ～１９４２年 医学博士（１９４６年）

病理学及外科学（安保寿教授、西川義英教授） 厚岸病院外科医員

１９４１年 田丸 清 医学部１９３５年卒業 ～１９４５年 医学博士（１９４８年）

解剖学及外科学
（児玉作左衛門教授、西川義英教授）

日本赤十字社中央病院外科医員、応召

１９４１年 小野江 為正 医学部１９３７年卒業 ～１９４３年 医学博士（１９４３年）

生理学（簑島高教授） →大学院特別研究生（１９４３年～）

１９４１年 井上 千秋 医学部１９３２年卒業 ～１９４３年 医学博士（１９４５年）

病理学及内科学（安保寿教授、有馬英二教授）

１９４１年 柳内 恒久 医学部１９３５年卒業 ～１９４３年 医学博士（１９４７年）

病理学及耳鼻咽喉科学
（武田勝男教授、猿渡二郎教授）

１９４１年 東海林 勤一 医学部１９３４年卒業 ～１９４１年 医学博士（１９４４年）

病理学及外科学 応召

１９４１年 西腰 敬市 医学部１９３２年卒業 ～１９４３年 医学博士（１９４４年）

病理学及内科学（武田勝男教授、有馬英二教授）医学部副手

１９４２年 山本 太喜 医学部１９３８年卒業 ～１９４４年 医学博士（１９４５年）

外科学（柳壮一教授） 陸軍特別研究学生（陸軍軍医少佐）
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入学年 氏名 出身学部（卒業年） 在学期間 学位（取得年）

研究事項（指導教官） 備考（出願時の職種、在学時の兵役等）

１９４２年 岡田 通麿 医学部１９３３年卒業 ～１９４８年 医学博士（１９４７年）

内科学（有馬英二教授） 寿都病院院長事務取扱、応召

１９４２年 黒澤 辰雄 新潟医科大学１９３４年卒業 ～１９４９年 医学博士（１９４５年）

衛生学（井上善十郎教授） 応召

１９４５年 小玉 知巳 医学部１９４４年卒業 ～１９４５年 医学博士（１９４９年／熊本大
学）

生理学（簑島高教授） 医学部副手、→大学院特別研究生（１９４５
年～）

注）推定は［ ］表記とした。前掲「大学院関係書類」一式、医学部「大学院学生綴 昭和十一年以降〃三十
四年まで」（北海道大学大学文書館所蔵）、前掲『日本博士録』等より作成。

４－３．北海道帝国大学大学院（理学）の入学状況について

１９３０年４月開学の理学部は、数学科・化学科・物理学科・動物学科・植物学科・地質学

鉱物学科の６学科を設け、１９３３年３月３１日に第一期卒業生５１名を輩出した。北海道帝国大

学大学院（理学）には、第一期生のうち３名（数学専攻１名、化学専攻２名）が進学した。

その後、数学専攻１名（１９３７年）、動物学専攻３名（１９３４年２名、１９４０年１名）が進学し、

１９４５年までの大学院（理学）入学者総数は７名であった（本節末の表６）。

以下に、大学院（理学）における（１）特選給費学生の選考、（２）学生の在学現況（１９３９

年）、（３）在学後の進退について記す。

（１）特選給費学生の選考

大学院（理学）学生７名中、特選給費学生は３名である。梅澤純夫（１９３３―１９３４年）、半

澤道郎（１９３４―１９３５年）、林良二（１９３６―１９３８年）に月額３５円が支給された。

特選給費学生の決定には、①理学部教授会で選考し、②総長宛てに理学部長が推薦・上

申し、③評議会の承認を受けなければならず、全学で協議・決定する案件であった。さら

に、大学の予算額にも上限があり、大学としては特選給費学生を多数認可できる財務状況

にはなかった。

庶務課作成の１９３６年１１月１８日現在「特選給費生予算調」４１）に拠れば、〔１〕予算は人員３

名・１，３５０円（１人年額４５０円）、〔２〕支出は人員１名・３９円５１銭（農学学生：伊藤俊夫の

分、１９３４年農学部助手に転出）、〔３〕残額は１，３１０円４９銭である。同日現在の大学院在籍学

生数は１７名（内訳：農学２名、医学１４名、理学１名）、「目下特選給費生１人モナシ」との

状況ではあった。大学院（工学）には１９３５～１９３８年は入学者がなかったので、同期間にお

ける特選給費学生の予算（人員３名分）は、農学・医学・理学の３分野に振り分けられた。

また、１９３７年１１月５日開催の第１８３回理学部教授会では、２学科（２教室）に大学院学生

が各１名いるため、特選給費学生の推薦は「両教室ニ於テ相談ノ上取極ムルコト」とし、

東北帝国大学農科大学・北海道帝国大学の大学院制度について（山本）
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入学年 氏名 出身学科（卒業年） 在学期間 学位（取得年）

研究事項（指導教官） 備考（転出先等）

１９３３年 堀内 義和 理学部数学科１９３３年卒業 ～１９３４年 理学博士
（１９５１年／九州大学）

幾何学（河口商次教授）

１９３３年 半澤 道郎 理学部化学科１９３３年卒業 ～１９３５年 理学博士（１９５５年）

有機化学（杉野目晴貞教授） 特選給費学生（１９３４―３５年）、→農学部助
手（林学科）

１９３３年 梅澤 純夫 理学部化学科１９３３年卒業 ～１９３５年 理学博士（１９４２年）

有機化学（杉野目晴貞教授） 特選給費学生（１９３３―３４年）、→理学部助
手（化学科）

１９３４年 林 良二 理学部動物学科１９３４年卒業 ～１９３９年 理学博士（１９４２年）

海星類ノ形態学的研究（内田亨教授） 特選給費学生（１９３６－３８年）

１９３４年 廉蠣 武夫 理学部動物学科１９３４年卒業 ～１９３６年 ――

脊椎動物ノ発生学的研究（犬飼哲夫教授）

表６ 北海道帝国大学大学院（理学）入学者一覧

２学科間で協議するよう決議した４２）。特選給費学生（理学学生）３名は支給期間がスライ

ドしており、大学院（理学）への特選給費学生の割り当ては年１名だったと推察される。

（２）大学院（理学）学生の在学現況（１９３９年）

文部省専門学務局学務課による照会調査「大学院ニ於ケル教授、研究ノ状況（各学部別）」

（１９３９年１月３１日付）に対して、理学部は調書４項目（①入学者銓衡、②学生の指導方法、

③研究経費の支弁、④研究奨励施設）を「北海道帝国大学通則」に依拠して実施している

旨、２月９日付で回答した。②については、具体的には、〔１〕指導教官の選定は「其研究

事項ニ最モ関係ヲ有スル教授ヲ選定ス」と学生の研究事項に沿って指導教官を選定し、〔２〕

指導教官が指導する学生人数は「学生ノ数ハ事情ノ許ス限リ制限セス」と学生数の制限は

事情の許す限りせず、〔４〕講義・実験実習への学生の出席状況は「一定ノ講義、実験実習

ハ課サズ自由研究ニ任セ随時報告シタルモニ就キ指導ス」と、学生には講義・実験実習を

課さずに自由研究に任せている旨、回答した。

（３）大学院（理学）学生の在学後の進退

大学院（理学）学生のその後の所属先と研究分野等は、堀内義和（宇都宮大学／歯車工

学）、半澤道郎（北海道大学農学部／木材の化学的研究）、梅澤純夫（慶應義塾大学／抗生

物質合成研究、日本学士院賞１９８０年受賞）、林良二（富山大学／ヒトデ類系統分類研究）、

鳥山俊英（北海道立総合経済研究所／統計数学）、浅沼靖（資源科学研究所／ダニ類系統

分類学研究）である４３）。６名が戦後も大学・公的研究機関に所属し、研究に従事した。北

海道帝国大学大学院（理学）は少数先鋭で、研究者養成の機能を果たしたといえよう。
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入学年 氏名 出身学科（卒業年） 在学期間 学位（取得年）

研究事項（指導教官） 備考（転出先等）

１９３７年 鳥山 俊英 理学部数学科１９３７年卒業 ～１９３９年 ――

統計数学及幾何学（河口商次教授）

１９４０年 浅沼 靖 理学部動物学科１９４０年卒業 ［～１９４２年］ 理学博士（１９５０年）

本邦産シシンデラ類ノ形態及生態学研究（内
田亨教授）

→資源科学研究所

注）推定は［ ］表記とした。前掲「大学院関係書類 自昭和五年度至昭和八年度」・「大学院関係書類 自昭
和九年至同十二年」、『北海道帝国大学一覧』、前掲『日本博士録』等より作成。

４－４．北海道帝国大学大学院（工学）の入学状況について

１９２４年設置の工学部では、土木工学科（第一類）・鉱山工学（第二類）・機械工学科（第

三類）・電気工学科（第四類）の４学科を設け、１９２８年３月３１日に第一期卒業生６９名を輩

出した。第一期生は会社員３２名、官公吏２７名と就職する者が大部分を占め、北海道帝国大

学大学院（工学）に進学する者はいなかった４４）。大学院（工学）進学者は、１９２４年～１９４５

年までに６名だけである（本節末の表７）。

以下に、北海道帝国大学大学院（工学）について、（１）最初の入学事例、（２）大学院学

生現況（１９３９～１９４０年）、（３）講師・授業嘱託の嘱託、（４）大学院（工学）学生の専攻分

野と在学後の進退について記す。

（１）大学院（工学）における最初の入学事例（１９３３年７月）

北海道帝国大学大学院（工学）の最初の入学者は、坂本雅夫（１９３３年７月入学）である。

坂本雅夫は、附属土木専門部を１９２８年３月卒業、１９２８年４月～１９２９年３月まで工学部副手

として勤務し、工学部機械工学科に１９２９年４月入学・１９３２年３年卒業した４５）。卒業論文「舶

用二二〇馬力無気噴射式重油機関計画及製図」は大賀恵二教授が審査した。１９２０年代半ば

から大形舶用重油機関（ディーゼルエンジン）の国産化が進められ４６）、工学部の熱機関研

究室（原動機第一、第二講座）の大賀教授（内熱機関・熱力学担当）のもとでは、発電用・

自動車用・工場用・舶用重油機関の設計が盛んに行われていた４７）。

（２）大学院（工学）学生の在学現況（１９３９～１９４０年）

文部省専門学務局学務課による照会調査「大学院ニ於ケル教授、研究ノ状況（各学部別）」

（１９３９年１月３１日付）に対して、工学部は調書４項目（①入学者銓衡、②学生の指導方法、

③研究経費の支弁、④研究奨励施設）を「北海道帝国大学通則」に依拠して実施している

旨、２月９日付で回答した。②への回答からは、「実例一名」（１９３３―１９３４年在学の坂本雅

夫）の在学時の状況がうかがえる。〔２〕指導教官が指導する学生人数は「学生数ノ制限規

定ナキモ何人モ指導セル実例ナシ」と、大学院学生数の制限規定はないが１人の指導教官

が何人も指導した実例はないこと、〔３〕指導の実状は「特定ノ研究題目ヲ課シ実験其他ノ
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指導ヲ行フ」こと、〔４〕講義・実験実習への学生の出席状況は「大学通則第五十二条ニ依

ルモ出席セル例ナシ」と、大学院学生が学部の講義・実験実習に出席することはなかった

と回答している。

１９４０年６月には、文部省から１９４１年度予算要求の基礎資料として大学院学生現員数と収

容可能数について照会があり、工学部は１９４０年度現員数が３名、収容可能数が１５名と回答

した４８）。しかし、その後は１９４１年７月に入学者１名（中村虔一）があったのみで、大学院

（工学）の学生現員数は３名をこえることはなかった。

（３）講師（無給）、授業嘱託の嘱託（１９３９年）

１９３９年４月１５日付で大学院（工学）に入学許可となった２名（齋藤武、吉村健吉）は、

入学時からその待遇が特別であった。齋藤と吉村は、入学許可と同日付で「特選給費学生」

に選ばれ、１９３９年４月～７月まで月額３５円が支給された。短期間の理由は大学の「予算ノ

都合上」である４９）。その後、１９３９年８月１９日付で持廻評議会は、２名を大学院在籍のまま

「専任講師（無給）」を依嘱することに決議した５０）。８月からは「研究料免除」も認可さ

れた。①特選給費学生、②講師依嘱、③研究料免除は、当初からすべて工学部の強い要望

であった。特に、②は前例がないため、庶務課は「今回ノ講師嘱託ハ全ク学校ノ都合ニ依

ルモノニシテ本人ノ都合ヲ含マズ」と確認し、工学部長名で総長宛てに「上申書」を出す

よう手配した５１）。「上申書」には、両名が「特ニ奨励ヲ加フベキ事項ヲ研究セシムル者」

である旨、記述された５２）。

また、１９３９年５月５日付で大学院（工学）に入学許可となった１名（卜部昭典）につい

ても、工学部は「工学部ニ於テ研究ノ必要上研究補助ヲ嘱託セシメン」として、大学院在

籍のまま「研究補助」の嘱託を要望し、１９３９年１１月２０日開催の評議会にかけた。「本件ハ

尚考慮ヲ要スル」と評議会は即時判断を避け、次回まで保留とした５３）。１２月２０日開催の評

議会では、「本件ハ特別ノ場合ト認メラルヽヲ以テ之ヲ前例トセザルコトヽシ承認スルコ

トニ決定」と決議し、あくまでも特例措置として依嘱を認めた５４）。

以上のように、１９３９年に工学部が大学院学生３名に次々と依嘱を要望した事情は詳らか

でない。ただ、最初の２名（齋藤、吉村）は、「近ク助教授ニ任命ノ予定」（１９３９年４月２０

日開催の第２１３回理学部教授会における評議会報告）と評議会で発言されており５５）、工学

部が助教授候補者に大学院学生を運用して引き留めていたことがうかがえる。

（４）大学院（工学）学生の専攻分野と在学後の進退

大学院（工学）学生６名の専攻分野は熱力学３名、電気工学１名、応用地質学１名、水

力学１名で、熱力学専攻の学生３名は大賀恵二教授が指導にあった。１９３９年入学の齋藤武

は、１９４０年工学部助教授に任命され、１９６７年には工学部原動機第一講座を大賀教授から継

承した５６）。坂本雅夫（工学院大学教授、青山学院大学工学部長）、中村虔一（機械試験所

材料工学部長）といった研究者のほか、常磐千蔵（常磐製作所（株）社長）といった舶用デ
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入学年 氏名 出身学科（卒業年） 在学期間 学位（取得年）

研究事項（指導教官） 備考（転出先等）

１９３３年 坂本 雅夫 附属土木専門部１９２８年卒業、
工学部機械工学科１９３２年卒業

～１９３４年 工学博士（１９４６年／東京
帝国大学）

熱原動機工学（大賀恵二教授、池田芳郎教授）

１９３９年 齋藤 武 工学部第三部類１９３９年卒業 ～１９４０年 工学博士（１９６０年）

熱力学ニ関スル事項（大賀恵二教授、大島義清
講師）

特選給費学生（１９３９年）、→工学部助教
授

１９３９年 吉村 健吉 東京帝国大学工学部応用化学
科１９３９年卒業

――

燃料ニ関スル事項（大賀恵二教授、大島義清講
師）

特選給費学生（１９３９年）

１９３９年 卜部 昭典 工学部第二部類１９３９年卒業 ――

応用地質学ニ関スル事項（福冨忠男教授） 応召

１９４０年 常盤 千蔵 工学部電気工学科１９４０年卒業 ～１９４１年 ――

高電圧工学（鳥山四男教授）

１９４１年 中村 虔一 工学部機械工学科１９４０年卒業 ～１９４２年 工学博士（１９６２年）

応用流体力学（佐野新三郎教授） ［→工業技術院機械試験所］

表７ 北海道帝国大学大学院（工学）入学者一覧

注）不詳は空欄とし、推定は［ ］表記とした。前掲「大学院関係書類 自昭和十三年一月至昭和十五年十二
月」、北海道帝国大学工学部「大学院学生関係 昭和十四年四月以降」（北海道大学大学文書館所蔵）、『北
海道帝国大学一覧』、『北工会誌 昭和十五年七月現在』、北海道大学工学部同窓会『会員名簿 昭和二十
六年十二月現在』等より作成。

ィーゼルエンジンの製造を担う工作機械メーカーの技術・経営者も輩出された５７）。

むすび

東北帝国大学農科大学では、「東北帝国大学大学院規程」・「東北帝国大学大学院農科学

生規程」といった大学院に係る規程を、主に先例である「東京帝国大学農科大学」の諸規

程にならって整備した。大学院入学出願者の銓衡は、これら規程に則り、「入学願書」を

受付後、①農科大学教授会で銓衡を審議→②審議結果に基づいて仙台の東北帝国大学総長

宛てに農科大学長名が上申→③入学許可指令の総長名での発令を受ける、という流れで進

んだ。

北海道帝国大学では、１学部（農学部）から４学部（農・医・工・医学部）に対応でき

るよう、順次、「北海道帝国大学大学院規程」と「北海道帝国大学通則」を制定した。大

学院入学出願者の銓衡は、これらの規程に則り、「入学願書」を受付後、①各学部教授会

の議に付すように庶務課長名で学部長宛に依頼→②各学部教授会で銓衡を審議（自校卒業

生は学部成績、他大学卒業生は入学検定料を徴収して学力検定、指導教官を選出）→③各
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学部教授会の審議結果を学部長名で総長宛てに報告→④庶務課で起案・総長決裁し入学許

可指令を発令する、という流れになった。大学院入学出願者の銓衡は、教授会の決議事項

であることにかわりはなかった。

「北海道帝国大学大学院規程」及び「北海道帝国大学通則」は、①特選給費学生の選考・

継続、②研究料（授業料）の免除、③札幌市以外の居住、④他の業務への就業について、

評議会の決議を要すると規定した。大学院（医学）学生は研究事項の検証のため診療にあ

たる必要があり、附属医院での医員の嘱託が不可欠な状況にあった。医学部にとっては、

④において評議会の決議を受けなければならないことは、実情に合わない、煩わしい手続

き以外の何物でもなかった。

大学院学生の受入体制については、どの学部も、人数制限を設けず、可能な限り（教官

の指導時間、実験・設備等）、学生の受け入れに前向きであることが、１９３９年現況調査か

らうかがえる。しかし、大学院入学者が年１桁程度（２桁は１９３１年１０人、１９３４年１０人の２

回のみ）と少人数であったことは、大学院在学期間を通して、①「東北帝国大学大学院規

程」第三条が他の業務への就業を禁じ、②「北海道帝国大学大学院規程」第五条及び「北

海道帝国大学通則」第五十一条が評議会の認可がない限り、他の業務への就業を禁じたこ

とが背景のひとつであったと考えられる。特選給費学生制度も、大学の「予算ノ都合」で

年３名程度であり、一人当たりの支給額も１９３０年代以降は学部が増えたために減少して

いった。就業ができず、奨学制度も限られた程度で、大学院に５年満期まで在学すること

は容易なことではなかったと推察される。

一方、大学院農科学生と大学院（農学・理学・工学）学生の在学後の進退をみると、学

部の講座の後継者、新設の高等教育機関の教官、公的機関の研究者・技術者の養成といっ

た機能の一面を、大学院が果たしたことがうかがえる。大学院（医学）学生の在学期間・

学位取得時期をみると、大部分の学生の入学目的が「医学博士」の学位取得にあったこと

は明らかである。大学院に２年在籍、最短在学期間で学位請求論文を提出し、学位が取得

できるといった流れは、大学院（農学・理学・工学）学生には見受けられない。

１９４３年９月、文部省は、帝国大学大学院・官立単科大学研究科・早稲田大学大学院・慶

應義塾大学大学院に「特別研究生」を置くことを決定した。「特別研究生」には学資が支

給され、兵役の延期・徴用の免除などが盛り込まれた。従来の大学院制度も継続したため、

新旧大学院制度が並行することとなった。北海道帝国大学では、旧来の大学院学生から大

学院特別研究生に移行した学生も見られるようになり、旧来の大学院学生数自体が１９４３年

以降は激減した。

今後は、北海道帝国大学において、新設の大学院特別研究制度に対する大学各学部の意

見や受け入れ過程、新旧の大学院制度の並行状況がどのように運用され、後の新制大学大

学院にどのような影響を与えたのか、帝国大学大学院の機能を更に深めて考察することを

課題としたい。
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［注］

１）『東北帝国大学農科大学一覧 自明治四十年至明治四十一年』（１９０７年１２月、６―８頁）を参照。

２）筆者は、戦前戦後期の女性のキャリアパスにおける大学院進学の位置付けを考察するため、１９１８～

１９４５年までの帝国大学の大学院を対象として女性の進学状況を調査してきた（拙稿「１９１８～１９４５年に

おける帝国大学大学院への女性の進学状況（一）」『北海道大学大学文書館年報』第１３号・２０１８年３月・

４８―６１頁、同（二）『北海道大学大学文書館年報』第１４号・２０１９年３月・９８―１１３頁等）が、男性を含めた

大学院学生の全体像について調査・考察するまでには至っていない。

３）『北大百年史 通説』北海道大学、１９８２年、１８１頁、２９４―２９５頁、３５６―３５７頁、３６０頁。

４）旧制大学院が廃止となるまでを対象とすべきであるが、１９４５年以降の『北海道帝国大学一覧』の未

刊行や統計資料の不整合・欠落等の支障があり、戦中・戦後直後の大学院関係の簿冊の探索調査も継

続中のため、本稿ではひとまず１９４５年度までを区切りとして述べることにする。

５）「東北帝国大学ニ関スル件」『東北帝国大学農科大学一覧 自明治四十一年至明治四十二年』１９０８年

１２月、８頁。

６）『東京帝国大学一覧 従明治四十一年至明治四十二年』（１９０８年１２月、３７６―３８２頁）掲載の「大学院規

程」及び「大学院医科・工科・理科・農科学生規程」、『京都帝国大学一覧 従明治四十一年至明治四

十二年』（１９０９年２月、１０１―１０３頁）掲載の「京都帝国大学通則」を参照。

７）前掲『東北帝国大学農科大学一覧 自明治四十一年至明治四十二年』、６２―６４頁。

８）「学位令」、前掲『東北帝国大学農科大学一覧 自明治四十一年至明治四十二年』、１３―１４頁。

９）『東北帝国大学農科大学一覧 自大正元年至大正二年』１９１２年１２月、６８頁。

１０）「特選給費学生規程」、『東京帝国大学一覧 従大正元年至大正二年』１９１３年１月、３９２―３９４頁。

１１）『東北帝国大学農科大学一覧 自大正四年至大正五年』１９１６年２月、８０―８２頁。

１２）「統計６ 東北帝国大学農科大学学生生徒数（１９０７～１９１７）」、前掲『北大百年史 通説』、巻末資料

１４１―１４４頁。

１３）『東北帝国大学農科大学一覧』（１９０８～１９１２年発行分）掲載の卒業生・職員名簿を参照。各自の専門

分野は当時発表の論文・著書、所属講座の系譜から分類した。

１４）「大学院関係書類 自大正二年九月至昭和五年三月」（帝国大学期簿書０３７０、北海道大学大学文書館

所蔵。以下、所蔵先は略す）、「大学院学生関係綴 明四十四年大九年」（№入試２００３／０２／２２―１、東北大

学史料館所蔵）を参照。前者の簿冊には農科大学から総長宛て大学院学生入学に係る上申の原議書、

東北帝国大学総長からの指令書（控）等が綴られ、後者の簿冊には農科学生６名の入学許可に係る書

類（入学願書、農科大学長から総長宛て上申書、指令案等）が綴られている。

１５）常脇恒一郎「北大初代農場長南鷹次郎による作物遺伝資源収集とそのコムギコレクションの近代コ

ムギ遺伝学に対する寄与」（『北海道大学大学文書館年報』第６号、２０１１年３月、１―１４頁）を参照。

１６）１９１３年１１月１１日農科大学教授会議事「市川厚一大学院入学志願ニ関スル件」（「農科大学教授会議事

録」、北海道大学大学文書館所蔵。以下、所蔵を略す）。『東京帝国大学一覧 従自大正二年至大正三年』

（１９１４年１月、１３０―１３１頁）掲載の医科大学職員名簿を参照。

１７）「大学院入学許可／市川厚一」（前掲「大学院学生関係綴 明四十四年大九年」所収）。

１８）１９１４年４月１４日農科大学教授会議事「大学院学生坂村徹学術研究ノ件」（前掲「農科大学教授会議事

録」）。

１９）前掲『東京帝国大学一覧 従自大正二年至大正三年』（２５６頁）掲載の理科大学職員名簿、木原均『一

粒舎写真譜』（木原生物学研究所、１９８５年、２６頁）を参照。

２０）１９１６年６月３０日付「特選給費学生ノ儀ニ付上申」、１９１６年１２月６日付「特選給費学生ノ儀ニ付上申」、

１９１８年４月８日付「特選給費学生之件」（前掲「大学院関係書類 大正二年九月至昭和五年三月」所収）。

２１）市川厚一の「獣医学博士」学位審査については、農科大学教授会で２回にわたり審議がなされた。
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１９１９年２月１８日開催の第１１５回農科大学教授会では、「大学院学生及学位ニ関スル件」の議題で、大学

院学生市川厚一から論文提出があり、「獣医学博士」の学位要求につき、指導教官の小倉�太郎教授か
ら大学院在学中の研究事項の報告があった。しかし、「農科大学ニ於テ獣医学博士ノ要求ヲ受入ルヽノ

権能アリヤ否ヤ」と議論になり、この点と論文審査のために、佐藤昌介総長から５名の委員（南鷹次

郎教授、橋本左五郎教授、小出房吉教授、高岡熊雄教授、小倉�太郎教授）が指名を受け、審議継続
となった。翌３月４日開催の第１１６回農科大学教授会では、上京中の宮部金吾教授からの電報（文部省

に意見をうかがい、「差支ヘナシ」との回答を受けた旨）に基づき、学位審査が行われた。

２２）拙稿「１８９８年「学位令」下における北大教官・卒業生の学位取得」『北海道大学大学文書館年報』第

１０号、２０１５年３月、１１―１３頁。

２３）『北海道帝国大学一覧 昭和四年』１９３０年１月、８３―８７頁。

２４）『京都帝国大学一覧 自大正十四年至大正十五年』１９２６年３月、１３２頁。

２５）『北海道帝国大学一覧 自大正七年至大正八年』１９１８年１２月、１５頁、８４―８６頁。

２６）『北海道帝国大学一覧 自大正十一年至大正十二年』１９２３年４月、２９頁、６５―６７頁。

２７）「北海道帝国大学大学院規程」、前掲『北海道帝国大学一覧 自大正十一年至大正十二年』、６１―６４頁。

２８）前掲『北大百年史 通説』、巻末年表３６頁。

２９）１９２５年４月１５日評議会議事「本学大学院規程改正ニ関スル件」（北海道帝国大学「評議会議事録」、

北海道大学大学文書館所蔵。以下、所蔵を略す）。「北海道帝国大学大学院規程」『北海道帝国大学一覧

自大正十五年至昭和二年』１９２７年２月、６３―６５頁。

３０）前掲「大学院関係書類 自大正二年九月至昭和五年三月」、「大学院関係書類 自昭和五年度至昭和

八年度」、「大学院関係書類 自昭和九年至同十二年」、「大学院関係書類 自昭和十三年一月至昭和十

五年十二月」、［大学院学生関係書類 自昭和十八年四月至昭和二十五年四月］（北海道大学大学文書館

所蔵）を典拠とした。なお、１９４１～４２年度の「大学院関係書類」は現存が確認できないため、『北海道

帝国大学一覧 昭和十六年』（１９４１年１１月）、『北海道帝国大学一覧 昭和十七年』（１９４２年１２月）、『北

海道帝国大学一覧 昭和十八年』（１９４３年１２月）、「学生名簿（Ｓ１７～Ｓ２０入学者 学部別）」・北海道

帝国大学工学部「大学院学生関係 昭和十四年四月以降」・医学部「大学院学生綴 昭和十一年以降

〃三十四年まで」（北海道大学大学文書館所蔵）等より補完した。

３１）伊藤信夫は特選給費学生（１９３８年５月～１９３９年３月支給）に決定していたが、日中戦争により１９３８

年９月１７日応召・入隊した。そのため、評議会では兵役服務期間の特選給費学生を免除（支給停止）

とした（１９３８年９月２１日付回議起案、９月２２日付総長決裁「兵役服務期間特選給費学生ヲ免スルノ件」、

前掲「大学院関係書類 自昭和十三年一月至昭和十五年十二月」所収）。

３２）前掲「大学院関係書類」一式を参照。

３３）１９２７年４月２６日付評議会回議・４月２８日付総長決裁「大学院学生居住地及研究地変更之件」（前掲「大

学院関係書類 自大正二年九月至昭和五年三月」所収）。

３４）１９３９年２月１０日付起案・総長決裁「大学院ニ於ケル教授、研究ノ状況ニ関スル件」（前掲「大学院関

係書類 自昭和十三年一月至昭和十五年十二月」所収）。

３５）１９２４年４月２６日付起案・４月２８日付総長決裁「大学院学生入学許可之件」（前掲「大学院関係書類

自大正二年九月至昭和五年三月」所収）。

３６）「退職者履歴資料 七、大正１３年」（北海道大学大学文書館所蔵）。

３７）１９３０年代、北海道帝国大学医学部附属医院の医員手当は月額４５円であり、経歴・在職年数等にもよ

るが、地方自治体の病院の医員手当は月額１６０～２３０円程度であった（前掲「大学院関係書類」内の入

学志願者履歴を参照）。

３８）１９３６年２月２１日付起案・総長決裁「大学院学生ニ医員ヲ嘱託スルノ件」（前掲「大学院関係書類 自

昭和九年至同十二年」所収）。
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３９）１９３６年２月２１日開催の第１４９回理学部教授会における評議会報告（「理学部教授会議事録」所収、北

海道大学大学文書館所蔵。以下、所蔵先を略す）。

４０）１９３７年１０月１２日起案・１０月１３日付総長決裁「大学院学生ノ研究上他ノ業務ニ従事スルノ件」など（前

掲「大学院関係書類 自昭和九年至同十二年」所収）。

４１）１９３６年１１月１９日付起案・総長決裁「特選給費学生ヲ命スルノ件」（同前）。

４２）１９３７年１１月５日理学部教授会議事「大学院特選給費学生ニ関スル件」（前掲「理学部教授会議事録」

所収）。

４３）『理学部同窓会誌』、国立国会図書館所蔵資料検索結果に基づく論文・掲載記事を参照。なお、廉蠣

武夫は、『理学部同窓会誌』第２号（１９５２年）発行時に既に死去のため、１９３６年以後の進退は不詳。

４４）「卒業生職業別表（昭和三年六月末日現在）」『北海道帝国大学一覧 自昭和三年至昭和四年』１９２９年

１月、６５９頁。

４５）１９３３年７月２１日起案・７月２２日付総長決裁「大学院入学許可之件」（前掲「大学院関係書類 自昭和

五年度至昭和八年度」所収）。

４６）磯貝誠「わが国における舶用ディーゼル機関の発達について」（『日本舶用機関学会誌』第３巻第７

号、１９６８年１２月、１３―３１頁）を参照。

４７）「昭和七年卒業生論文」『北海道帝国大学新聞』第９０号、１９３２年４月４日付、２面。

４８）１９４０年６月２１日起案・工学部長決裁「大学院学生数等調ノ件」（前掲「大学院学生関係 昭和十四年

四月以降」所収）。

４９）１９３９年４月１５日付工学部長宛て庶務課長通知「特選給費学生ヲ命スルノ件」（同前）。

５０）１９３９年８月１８日起案・８月１９日付決裁「持廻評議会諮問ノ件」（同前）。

５１）１９３９年３月２８日付総長宛て工学部長上申書「大学院入学願書送達ノ件」（同前）。

５２）１９３９年８月１日付総長宛て工学部長上申書「専任講師発令ノ際大学院学生研究料免除ニ関スル件」

（同前）。

５３）１９３９年１１月２０日評議会議事「大学院学生ニ研究補助嘱託ノ件」（前掲「評議会議事録」所収）。

５４）１９３９年１２月２０日評議会議事「大学院学生ニ研究補助嘱託ノ件」（同前）。

５５）１９３９年４月２０日第２１３回理学部教授会議事（前掲「理学部教授会議事録」所収）。

５６）「付表 講座一覧」（北大工学部五十年史編集刊行委員会編『北大工学部五十年史』北海道大学工学

部創立五十周年記念事業会、１９７５年、４０４―４０５頁）を参照。

５７）（株）常磐製作所ＨＰ（https://www.mhi.com/jp/group/tokiwa/company）、北海道大学工学部同窓会

『会員名簿 昭和５０年８月現在』等を参照。

（やまもと みほこ／北海道大学大学文書館員）
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