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はじめに

戦後の教育は昭和２２（１９４７）年３月に公布された
教育基本法（法律第２５号施行同年４．１）と学校教育
法（法律第２６号施行同年４．１）とによって改革され
た。教育基本法は新憲法の主権在民に則した教育の
理念が示され，学校教育法では学校とは「小学校・
中学校・高等学校・大学・盲学校・聾学校・養護学
校および幼稚園とする（第一条）」と新しい学校体
系が決められ，その教育目的や目標が示された。「新
しい学校体系は，明治初年からしだいに構成されて
きた学校制度の，根本の困難な問題を一挙に解決し
た。最も重大な問題は，我が国の明治以降における
学校制度がいつとはなしに，指導層のための学校と
民衆の学校とに分かれて，二重系統の体制となって
きていたことであった。」として江戸時代からの武
士と，町民の子弟教育の学校が２分されていた形態
は，明治になっても単一系統の体制になり得なかっ
たと，文部省は昭和２９（１９５４）年に記している１）。
終戦直後に，大学昇格を文部省に要望した専門学

校は少なくなかった。占領下の教育行政が，未だ見
通せないことから下級大学とも称された専門学校と
しては，早く大学の地位を獲得してきたるべき新制
度に対応したいという思惑によるものであった。そ

して，昭和２１（１９４６）年３月から始まった旧制大学
設置認可は，３４校をもって昭和２３（１９４８）年２月に
終了した。この間に学校教育法が施行されたことか
ら，旧制大学設置に準拠すべき法律とされていた大
学令は新法との入れ替えとなって廃止となった。し
たがって該法が施行される直前の，２月で玉川大学
を最後として一般大学では以後旧制大学の認可はな
かった。ところが，医学専門学校（医専）と歯科医
学専門学校（歯科医専）に対しては，その後も旧制
大学への昇格が続けられた。これらには学校教育法
を入口として，中身は大学令が適用された。
歯科大学設置申請が可能であることを歯科医専が

確認したのは昭和２０（１９４５）年の１２月であり，それ
以降に歯科医専は正式にその準備を始めた。１０月に
文部省に持ち返えられた歯科医専の大学設置要望が
管轄省として受け入れられるかを，歯科医専側は不
安視していたと思われる。連合国軍最高司令官総司
令部（GHQ/SCAP）の，一担当歯科軍医中佐（リッ
ジリー中佐）が後押ししたからといっても，歯学部
は大学令に準拠していないからである。したがっ
て，東京歯科医専では昭和２１（１９４６）年４月に申請
して一日千秋の思いでその認可を待ち望んでいた。
東京歯科大学設置がその年の７月１９日に天皇の裁可
をもって認可された旨の一報を受け取った時の，学
内の喜びはひとしおであった２）。
旧制歯科大学に昇格できたことは４年制の学部教

育の前に３年間の予科を付設しなければならなかっ
た。専門学校では中等学校卒業者が入学できたが，
大学では中等学校修業後に予科あるいは高等学校に
おける修学者が大学の入学資格者であった。予科あ
るいは高等学校は現在の大学教養課程に相当し，大
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学での高度の知識吸収にふさわしい基礎学力を養う
こととともにそれらの教科目や友人を通じて得られ
る深い思索能力と人間性の涵養が中等学校と学部教
育の間に挟まれた時間に期待された。
一方，新法である学校教育法の運用によった新制

大学の開学は，昭和２３（１９４８）年度から始まった。
文部省は昭和２２（１９４７）年の６・３制義務教育の実
施，昭和２３（１９４８）年の新制高等学校の発足と新体
系の整備を待ち，準備期間を経た後に新制大学の発
足を構想していたが，占領軍の支持のもとに昭和２３
（１９４８）年４月の移行・昇格を図った一部大学・専
門学校の動きで挫折を余儀なくされた。この抜け駆
け的な昇格の実現が，昭和２４（１９４９）年４月からの
一斉昇格の準備が慌ただしく進められていったと天
野郁夫は記している３）。とはいえ，旧制東京歯科大
学が学校教育法によった新制大学に衣替えしたのは
昭和２７（１９５２）年度であり，さらに旧制東京歯科大
学予科が廃止され歯学部進学課程として出発したの
は昭和３０（１９５５）年度からであった４）。つまりその
後，約半世紀以上継続する歯学部が専門学部と進学
課程によった新制歯科大学の構成に整うまで，旧制
歯科大学の設置認可から約１０年弱の時間が必要とさ
れた。しかも，３学年制で始まった歯科大学予科は
３年間継続したのちに短縮して２学年制となり，さ
らには歯科医専の廃止から大学への，全面的な切り
替えのために昭和２４（１９４９）年度の予科と歯科医専
の学生募集を中止した。東京歯科大学同窓会発行の
同窓会名簿では，したがって卒業年度は途切れるこ
となく綺麗に連続しているので，この間に多くの苦
心の施策があったことを戦後生まれの同窓は知る由
もないであろう。
旧制歯科大学の設立認可は，この時期に始まって

いた新教育体系形成のための委員会である，教育刷
新委員会における新制歯科大学の修学年限が６年と
決定されることに大いに関係したと考えられる。ち
なみに，大学令において大学昇格の対象とならな
かった薬学部が６年制と公布されたのは平成１６
（２００４）年であり５），また終戦直後に６年制を希
望，あるいはGHQ/SCAPからその勧告もされたと
する獣医学部での６年制公布は昭和５８（１９８３）年で
あった６）。大学の専門性の内外への影響は多様であ
り，その要因を制度として一つに纒めさらに法制化

する作業が修学年限を決めるのには必要であること
から，一度制定された法律の改正がいかに困難であ
るかを想像することは容易である。
本稿ではまず東京歯科大学設立記念式典を紹介

し，財団法人東京歯科医専によった，東京歯科大学
設置の決定にいたる経緯と文部省に提出した認可申
請書ならびに国立公文書館に保管されている所轄の
認可までの措置を辿り，予科を中心に大学令によっ
た旧制大学を検証した。

昭和２１年 東京歯科大学設立記念式典

昭和２１（１９４６）年７月１９日に歯科大学設立を認可
された，財団法人東京歯科大学は，同年１１月２日に
設立記念式典を水道橋校舎の一階講堂で開催した。
体調のため出席を懸念された理事長の血脇守之助が
公の場に姿を見せたのは，宿願が果たせたこの式典
が最後となった。市川市菅野では，９月から予科１
学年生の修学が始まり，水道橋校舎では専門学校生
徒が４学年揃って学んでいた。新制度を審議する公
衆衛生福祉局（PHW）所轄の「歯科教育審議会」
が，奥村鶴吉を委員長として４月から運営され，日
本の教育体系を決める「教育刷新委員会」は８月に
設置された７）。式典の約１０日後には「第１回医師国
家試験」が行われた。受験生は慶應大学医学部附属
医専と東京慈恵会医科大学附属医専の臨時科で，１
年間修学し半年間のインターンを終えた歯科医師で
あった。敗戦直前の４月に始まった該施策は元来の
目的を失ったが，文部省は修学中断の指令を出すこ
となく厚生省は新制度の国家試験を実施すること
で，修学歯科医師と医専の希望を叶えた出来事が
あった８）。敗戦翌年の昭和２１年は，新しい日本建設
の土台になる教育制度の構築のために教育界のエネ
ルギーが強く動き出した年でもあり，戦時下の施策
の処理時期でもあった。家をなくした人々は廃墟に
雨露をしのぐ程度のバラック建に住み，変わらぬ食
糧不足と異常なインフレーションの戦後状況での明
日を目指した論議が大小の会議で行われた。した
がって，現状ではとりあえずこの程度が現実的だと
する意見が各会議では多くあった。しかし，消極論
あるいは現状妥協論を突破させたのはあるべき姿を
以前から描いていた人々の信念であり，また勝者と
しての統治者であるGHQ/SCAPまた PHWの先駆
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的体験者としての自信によった力であった。この記
念式典をそうした一例として，PHW局長サムス
（Crawford F. Sams）大佐のメッセージと東京歯
科大学学長奥村鶴吉によった記録，出席の学生の感
想から見てみたい。

１．サムス大佐の祝辞９）

PHWは公衆衛生福祉に関する民主的な各領域の
発展を任務とし，その改革には多面的な意見を聴取
した上で一致を見ていくことが重要であるとして，
現在の改革が PHWの一方的な押し付けではないと
の認識をまず示し，専門教育の前に一般教養を修学
する意義が述べられた。資料の和文に項目をつけて
纒めた。
改革の原則：改革は独裁的な手法ではなく多くの意

見から統一を見ていくことが重要である。本学
でも学生諸君の声に歴史を踏んだ年長者の声が
これに反響し互いに混成して一致結合しなけれ
ばならない。

PHWの任務：PHWの任務は各専門分野の改革に
よって健全な，つまり民主的な発展をもたらす
ことである。そのために歯科領域では行政機関
としての厚生省を中心に，歯科医師会が参加
し，また歯科医学校も発言権を確保しなければ
ならない。

歯科医学教育の改善：歯科医学に関しては学校の施
設改善だけでなく優秀な歯科医師（訳文である
原文は技術者）の養成訓練を早急に実施する必
要がある。日本の歯科医学は停滞し，あるべき
水準に達していない。今日の米国歯科医学は世
界の指導的水準にある。

専門性と教養：プロフェッショナルには技術的な習
熟度が高い技術屋（原文ママ）であるととも
に，技術以外に広い教養を伴う必要がある。専
門性が広い教養に支えられていることで専門家
は社会的地位が得られる。あえて指導者たると
を欲しなくてもかように専門技術と教養とを合
わせ持てば指導者の地位に押されることは自然
の成り行きである。米国では医師や歯科医師が
社会の指導者やコメンテータの地位に置かれて
いる現状であるが，人々は彼らの専門性だけで
なくその背後の教養にこそ指導を求めている。

歯科医学教育における教養教育：プレデンタル・
コースとしての予科教育には広い教養の基礎を
培養すべきことを要求して予科制度の確立を期
待したのはこの理由にある。

結び：今や本大学が速やかに予科を備え，ここに東
京歯科大学として新しく発足したことは欣快こ
れにすぎるものはない。日本の歯科医学が今後
発展し日米両国間で歯科医学校の交換教授が実
現することを期待して祝辞としたい。

２．奥村鶴吉学長の記録２）

「１１月２日に三崎町の本校で大学設立記念式を挙
げた。大臣の紋切り型の祝辞ではなく生きた演説を
戴きたいと考え，厚生省からは常に血脇先生に尊敬
の念を払っている勝俣（稔）衛生局長，文部省から
は多胡謙治君を通じてよく学校を知っている山崎
（匡輔）次官をお願いした。司令部には，その１０日
ほど前にリッジリー中佐に相談に行った。サムス大
佐が来てくれるかも知れないぞとの中佐の話で，す
ぐに面会に一緒に行ったが来訪者が多く会えそうも
ない。中佐の尽力で寸暇を作ってもらって，臨席の
申し出を中佐の口添えもしてもらって申し出た。大
佐は当日夕刻に仙台に行くが，午前ならばと快諾し
てくれた。迎えはいらないとのことで室外に出て
ホッとしたが，その間約１分半，『どうだ，僕らの
方では話は簡単にすぐ決まる』と言われた中佐のニ
コニコ顔に，幾度かお礼を言って帰ってきた。
式当日は天気快晴。式場は立錐の余地なく多数の

参加を得て開催された。体調を壊している血脇先生
は，式に到底来られないと断念していたが，学生も
教職員も承知しない。背負ってでも連れてくると言
い出した。とうとう先生は，時間少し前に自動車で
来られた。だんだん延びて屋上の祝宴会にも臨ま
れ，記念撮影もされ２時過ぎまで苦痛も疲労の色も
見せずに，これが今生最後のそして戦後初めての登
校であった。その後数日は，普段よりもかえって元
気がよかったそうである。リッジリー中佐からは，
前々から血脇先生に会いたいとの申込みがあったが
体調で延び延びになっていた。この日初めて二人が
会見した。中佐の『今日の健康はいかがですか』と
の問いに，『Thank you, very fine, today only．』と
答えられた。真に悲壮な言葉であると感じ，また
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『今日だけは』と多分にユーモアを含まれたとも感
じた。
サムス大佐の演説は，アメリカ流に斯く云う機会

をとらえて，自己の意見を率直に表明されたもので
あって大きな示唆を含んでいた。齋田さんの通訳は
頭の良い歯切れの良いもので淀みがなく。確かに名
人である。日本人の演説を，大佐にも中佐にも側で
訳して聞かせるという念を入れた世話であったの
で，二人が日本人の演説に退屈することはなかっ
た。
勝俣さんはその時には結核予防会副会長に転ずる

ことが決まっていたので，自身の演説は遠慮されて
厚生大臣の祝辞を読まれた。氏は帰路に知人宅に
寄った時に『今日は本当に泣かされたよ』と言って
涙を浮かべて，血脇先生が一番終わりに一同の面前
に立って例の通りの調子で話をされた時には，自分
も胸が詰まって抑えられなかったと話されたそうで
ある。」

３．一専門学校生徒の感想１０）

下記は東京歯科医専生徒である井上 裕が卒業に
あたって学生生活をまとめた一文の中で，２学年の
ときに体験した一節である。井上 裕は，昭和２３
（１９４８）年度に東京歯科医専を卒業した。東京歯科大
学理事長（平成５（１９９３）．１０．２６～２０（２００８）．６．２２）
に就任し，千葉市稲毛にあった同大学を水道橋への
回帰を法人として決定した直後に逝去。参議院議員
を務め，文部大臣（１９９０（平成２）．１２．２９～９１．１１．４），
参議院議長（２０００（平成１２）．１０．１９～２００２．４．２２）を
歴任した。
井上 裕日記：「思い出新たな昭和２１年１１月２日

の大学昇格，血脇学長が杖に寄り掛かり奥村先生に
付添われて会場に右手を上げてきたときの全員 我
父に会うかの如くハンカチの動き，涙，涙，涙。こ
の感激いつか味はむ。生きる仏 血脇守之助，かの
偉大な先輩母校の名誉を嫌が上にも揚げたる故医学
博士，理学博士野口英世先生の恩師が今目の前にい
る。血脇学長とは，我が入学して初めて拝んだ人間
血脇，そしてこれが最初で最後であろうと思った予
感が的中した。河合（良成）厚生大臣の祝辞，山崎
文部次官の血脇先生と野口博士の関係，そして人間
血脇はこの思い出話にハンカチで眼を覆う感激の一

場面。会場到る所に落涙の嵐，血脇学長再び右手を
上げ万雷の拍手に応えて会場をさる。嗚呼伝統輝く
母校の水道橋にそそり立つ偉容，その一学生たる小
生の存在の幸を悟る。」

東京歯科大学設置認可申請書の提出まで

以下は，東京歯科大学法人が保管している財団法
人東京歯科医学専門学校理事会議事録１１）および同評
議員会議案１２）によった。

１．法人理事会・評議員会の東京歯科大学設置決定
敗戦後の最初の東京歯科医専法人理事会は２日後

（１７日。第１３２回）に校長室で開催された。出席者
は，校長の奥村鶴吉理事と病院長の花澤 鼎理事の
二人であった。議題は１・２年生の疎開授業中止の
件であり，７月２１日から始まっていた１年生の秋
田，２年生の静岡での各分校での授業を直ちに中止
することであった。
歯科大学創設に関する件が議論されたのは，昭和

２０年１２月２４日の第１３５回理事会であり奥村，花澤，
木下謙次郎，大村一男の全理事の出席のもとに，
代々木の血脇守之助理事長宅で開催された。「本校
ヲ大学ニ昇格スル方針ヲ以テ調査ヲ進メルコトニ決
ス」とされ，次回理事会を翌年１月１７日（第１３６回）
とし，２月１５日には評議員会を招集しこの件を審議
することが決められた。
奥村学長の記録から２４日の理事会などの状況を見

てみる。
「１２月６日の同窓会でのリッジリー中佐の講演後

に，校内は昇格問題でその賛否に関して嵐のような
論議が起きたが，人事・経済など少なからぬ困難を
覚悟してやろうじゃないかとした体勢に日を追って
傾いていった。２４日の理事会では『そこに偶然大井
君が血脇先生の治療に来て会議に加わることとなっ
た。青年層の意見を聞くには都合が良かったと言え
るだろう。血脇理事長はいつもの手堅い方針から，
将来の困難を予想して容易にウンと言わなかった，
木下理事は強く積極説を主張し，討議数刻，遂に実
行に向かって調査を進めることに決した。これで一
同何となくホッとした気分になって，夕刻散開し
た。』」１３）

明けて新年２５日の第４５回法人評議員会は，血脇理
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事長が微熱で欠席したことから木下理事が議長と
なって開催された。出席者は理事が奥村鶴吉，花澤
鼎，大村一男，木下謙次郎，監事の松本健二郎，北
島多一，そして議員の入江義次，石塚三郎，北村宗
一，中村恒吉，佐野 實，田村一吉，澤 夙造，若
葉 清，横須賀権次郎，高山守衛，塚本良三，西村
豊治，矢崎正方，小椋善男で，委任状提出は９名で
あった。
奥村校長は当日を以下のように記録している。「満

場一致で大学設立を可決，建学の方針を定め，直ち
に準備委員会を設置することに決まった。その朝私
は中佐を訪ねて，その日の会合の目的を話したとこ
ろ，賛意を得たが唯一希望するところは『医科と歯
科を重ねないことである。すなわち４か年連続した
歯科教育を行う方針を逸脱しないようにして貰いた
い』と注意された。これは評議員会席上で披露し
た。」１３）

上述の「建学の方針」は，校長私案とした「東京
歯科大学設立の目的」が該会議録に添付されている
ので，下記に示す。添付資料は配布されたのか，奥
村校長の口頭説明用原稿であったかは不明である。
ゴチック文字は著者が感じた設立趣旨のキーワー

ドである。

２．「東京歯科大学設立の目的」（校長私案）
１）設立趣旨
⑴ 斯学並びに関係諸学科における我が国最高の

研究機関として全ての旧套を脱した高能率施
設とする。

⑵ 国民の健康福祉の増進に専念する指導力ある
人物の育成を期する。

２）以上の目的を達成するための方針（旧文でカ
タカナの原文をひらがなの現代文に変換して転
載）。
一、戦後社会情勢の変化と正当医療普及の請望
とに対しあらゆる渋滞を一掃し革新的積極
的歯科医道の樹立を期す。

一、語学の実際的能力を涵養し先進国歯科医学
および関係学術の摂取ならびに彼我知識の
交換を遺漏ないように期す。

一、物理学化学および金属の理論的および実験
的基礎を確実に斯学行路の明徴を図り歯科

機械および技術の根本的革新を期す。
一、極力基礎諸学科の研究を推進するとともに

成果を臨床上に緊切に統合し双方全一体と
して向上を期す。

一、所属病院の拡充を待って総合病院を附設
し，もって医療の強化を計り歯口疾患と他
臓器疾患との関係を明らかにし生物学系諸
問題の解決と相まって治療方法の躍進的発
展を期す。

一、一般医学に歯科医学の連携を密にし学的修
業および法的資格上相互の交流が円滑にな
ることを期す。

一、衛生諸学科に就いては新構想をもってその
研鑽に努力し，漸次歯口疾患の根絶のため
に幼児（原文：幼者）発育の完成と成人心
身の康寧を図ることを期す。

一、医療の需給（原文：授受）に関し個人的お
よび社会的機構と経済の調査研究機関を置
き民生安定の一助になることを期す。

一、男女共学制をとり婦人がその斯界によって
社会に奉仕できるように均等の機会を与え
るように努め特製の発揮に期待する。

一、幹部員の登用には善く英材を世間に求め必
ずしも或る科のため或る人のために充てる
のではなく或人ノ為ニ或科ヲ樹ツルノ方式
ヲ執リ（下線原文ママ）新鮮活発な学風の
建設を期す。

一、常に各教室を開放し篤学者の来たり学ぶを
迎え教室員の修める学問技術および経験を
携えて一般民衆ならびに同学者に助勢し同
胞の健康福祉のために力を尽くし続けるこ
とを期す。

一、予防歯科施設の実際担当者として品性，知
能ならびに技術共に秀でた口腔衛生婦の養
成を期す。

以上の他に「東京歯科大学の構成」として学部の
基礎部と臨床部の教室，および予科の学科が図とし
て作られている。衛生社会学教室（衛生・口腔衛
生・法医・統計・医史，文献）・社会医療調査室，
および器械学教室（金属・技術・器械・材料）は基
礎部・臨床部と並列に置かれている。また数学物理
学教室と化学教室は学部と予科とに重複させてい
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る。附設として口腔衛生婦学校と看護婦学校が書か
れている。
第４５回評議員会で準備委員会の設置が決まり，「第
１回準備委員会総会が２月１３日に開催され，血脇理
事長から花澤 鼎教授が委員長を，また各人に各係
が委嘱された。さらに全国にわたり準備委員が設け
られた。大学設立で同窓に寄付を仰ぐにあたって
『封鎖預金』が大きな障害になり，対策が懸念され
た。このため総会では昇格への鋭気が削がれて，尻
込みの気配も見えてきた。自分もその一人であった
が，強気の急先鋒として山田仲次郎君が大声で『こ
ればかしのことでヒルむとは何事かや。僕は一人で
もやって見せる。』と言い出したので一同元気を取
り戻して，若い諸君はすぐに全国の募金活動に出発
した。」と奥村は述べている１３）。なお，山田仲次郎
は，昭和２５年には静岡県三島が住所となっていて，
昭和２８（１９５３）年の同窓会会報（９．１発刊）の逝去
者一覧に同名が掲載されている。卒業等に関しては
不明である。（東京歯科大学同窓会事務局調べ）。な
お，山田の写真は東京歯科大学百年史（p．５９４）「図
５ 花澤邸玄関前にて門下生と（昭和２４年１１月４
日）」に認められる。

３．寄附金募集の開始
各地に同窓の委員を委託し，地区単位で寄附金を

募集する。また専門学校教授を中心に，各地に募金
行脚を行う。目標額は８００万円とされた。

４．予科校舎の確保
昇格申請にあたってすぐに問題となったのは，予

科の校舎であった。最終的に，市川菅野の「日本パ
イプ」所有の４棟９３０坪の値段交渉に入った。１６０万
円の言い値と，学校側の６・７０万円の希望値の間の
１００万円で購入できた。４棟のうち戦時中に青年学
校に使用されていた１棟以外は，相当の修理改善が
必要とされた。「しかし，一般市価に比すれば相当
の格安であり，その上かなり気ままな契約に応じて
くれた同社に深くお礼を申さねばならぬのであ
る。」１３）

松井隆弘（後に東京歯科大学教授）によれば，予
科問題が起こる前に専門学校生徒の寮として，松井
が工場長の渋谷寿光氏（三崎釥郎東京歯科医専教授

の恩師）に購入を掛け合っていた。４０万円の購入価
格で，奥村校長と花澤病院長に決定を預けていた。
ややあって予科校舎の手当てをしなければならなく
なり，購入が決まったのだが，その間に東京医学歯
学専門学校から同校の寮として購入希望があった
が，渋谷氏が東歯から返事が来ていないとしてその
申し出を断ってくれたことで，入手できたのだと松
井が関わった経緯を後年記している１４）。
奥村は戦後の物価高から，三崎町の校舎が空襲で

焼失していたら大学昇格は実現しなかったとして，
学校がとった防空対策と，被災時の当直の教職員と
生徒や駆けつけた教員の一度ならず二度（４．１３～
１４，５．２５）の消火活動への尽力に名を挙げて感謝を
記している（光永，木村，坪井，佐藤，木村（器械
係），都香，佐藤（以上守衛），石原，渡邊，永井，
笹本，牧（以上学生），宇佐美姉妹（看護婦）それ
に河村助手。なお下記の笹本によれば宿直生徒は笹
本馥嵩，永井司郎，牧 正臣，本田信一，渡辺孝
夫）。当直生徒であった笹本馥嵩が被災時の状況を
記録している１５）。それによれば病室，ホール天井，
地下の食堂屋根に，それぞれ火が廻り手押しポンプ
やホース，バケツで消火できたが，最後に三崎神社
側の壁はバケツでは間に合わない，激しい火勢と
なっていたので皆近づくこともできずに立ち尽くし
ていたところに消防車が通りかかった。すかさず軍
服姿（当時陸軍予備少尉）の口腔外科助手の坪井が
消防車を止め，「この学校を燃やしてどうする。こ
こを消せ」と，大声で怒鳴りつけて消火に至ったこ
となどが記されている。笹本らは食堂の消火では，
逃げ道を火で塞がられての決死の活動であった。校
舎屋上や校内に投下された焼夷弾は，５０数発が数え
られたとのことである。空襲後２日や３日経っても
紙の山が燻り，日が落ちて辺りが暗くなったり，風
が拭いたりすると火がチョロチョロと燃えていたと
記された情景である。空襲は，水道橋から白山通り
の両面を深く，皇居まで焼け尽くした。東京歯科医
専校舎は，実験用の犬小屋が焼けただけで他はほぼ
無傷であり，この建物だけが焼け野原に見事に残っ
た。

東京歯科大学設置申請と認可

「さて，大学設立の方針を決めた以上，なんとか
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して昭和２１（１９４６）年から予科の開設をしたいとい
うので，物的・人的整備をするとともに，迅速に申
請をすることに決まった。書式においては一切を昭
和医科大学から申請書類を拝借して参考に供し，
色々の注意を受けた。この点上條秀介学長ならびに
齋藤庶務課長に対し，厚く謝意を表する次第であ
る。それによって各関係機関に諮って書類作成に着
手し，加藤，坪井（邦久，昭和１３年度卒）両君のごと
きは幾日も徹夜を継続してこれを書き上げた次第で
ある。これを持って，花澤委員長が文部当局と相談
し，初めて提出したのは４月２０日のことである。」１６）

財団法人東京歯科医学専門学校 血脇理事長は既
設の「東京歯科医学専門学校を基盤として大学令に
よって東京歯科大学を設立したい」として，昭和２１
年４月２０日に，文部大臣安部能成へ「大学設立ノ件
認可申請」を提出した。
設置申請書内容に関する資料は，東京歯科大学資

料室保管の「東京歯科大学設置認可申請書 昭和２１
年７月」１７）（A書とする）（図１）の冊子と，国立公
文書館アーカイブによる該件に関する内閣府，文部

省における資料１８）（B書とする）によった。A書は
中表紙が文部省文書課記録係の印による「東京歯科
大学設置」と記されていて，文部省における決裁
と，東京歯科医専が提出した申請書等が綴じられた
B５版７３頁のペン書き文書のコピーである。B書は
和文タイプによった文書となっている。両者は申請
書類としては基本的に同一であるが，A書の省内
決済文書から文部大臣から総理大臣に裁可を仰ぐま
での過程がわかる。B書は，文部大臣から総理大臣
に提出した該校への裁可までに関する文書である。
A書にある「大学設置理由」「東京歯科大学設立要
綱」などはB書にはない。A書と B書を適宜抽出
して，申請と許諾までの実際を示した。

１．提出申請書の内容（A書）
申請書類の内容は，表１に示す事項となってい

る。申請内容は新生東京歯科大学像を表すものであ

表１ 東京歯科大学設置認可申請書の項目

１．大学設置理由

２．東京歯科大学設立要綱

３．学則

４．収支予算（建設予算書添付）

５．教員配当表

６．教室，実習室，研究室配当表

７．学長認可申請

８．昇格申請ニ関スル理事会決議事項

９．本法人ニ関スル調
イ．現行寄付行為
ロ．役員調
ハ．収支予算
ニ．収支決算
ホ．財産目録

１０．東京歯科医学専門学校ニ関スル調
１．沿革
２．現行学則
３．現在教員数
４．生徒数及卒業者数調
５．屍体解剖数調
６．各学年実習ニ関スル設備ノ状況
７．附属病院ニ関スル調
８．実習用研究用機械器具調
９．校地校舎ニ関スル調図１ 東京歯科大学設置に関する申請書と文部省からの

回答文書を綴った冊子（東京歯科大学資料室保管）

歯科学報 Vol．１２２，No．３（２０２２） ３３３

― ８７ ―



るが，学部の教科等は後の号で「歯科教育審議会」
とともに記述することとした。以下申請書の項目を
適宜抽出し簡単な説明を加える。
１）大学設置の理由
「大東亜戦争ノ終結ニ伴フ社会情勢ノ変化ト正当

ナ医療普及ノ請望トニ対シ革新的積極的歯科医道ノ
樹立ニヨリ先進国歯科医学及関係学術ノ摂取並ヒニ
彼我知識ノ交換ヲ必要トスルコト今ヤ切ナルモノア
リ
即チ本法人ハ之ガ目的達成ノタメ既設東京歯科医

学専門学校ヲ基礎トシ斯学並ニ関係学術ノ我ガ国最
高位研究機関ヲ設立シ総テ旧套ヲ脱シタル高能率タ
ラシメ以テ国民総体健康福祉ノ増進ニ専念スル指導
力アル人士ノ育成ヲ期シ延テハ全人類文化ノ進展ニ
寄与シ新日本再建ニ貢献セントス」。
太平洋戦争が終わり，今後は正当な医療普及が要

望される。この期待に応えるためには積極的に革新
的な歯科医道を樹立することによって，先進国歯科
医学と関係して学術の摂取，また彼我との知識交換
とが喫緊の要事である。この目的達成のために，本
法人は東京歯科医学専門学校を基礎として，下記を
実行する。
ア．歯学ならびに関係学術における我が国最高

の研究機関を設ける。この研究機関は新し
い考えのもとで高能率とする。

イ．アの研究成果に基づいて全ての国民の健康
福祉の増進に専念する指導力ある歯科医師
の育成を期する。

以上をもって人類文化の進展に寄与し，新日本再
建に貢献する，とした。
２）東京歯科大学設立要綱
⑴ 位置と構成
東京歯科大学の本部と附属病院は神田区三崎町１

丁目７番地であり，予科を市川市菅野１９１０－１９番地
とする。東京歯科大学の構成は，修学期間を３年制
（定員１学年１２０名・３学級編成）とした「予科」，
４年制（定員１学年１２０名）とした学部を主体と
し，研究期間を２か年以上（若干名）の「研究科」
と専修期間を２か年以上（歯科医学専門学校卒業者
を主として若干名収容）の「専科」を附置した４機
関とする。

⑵ 入学資格
大学予科：１．中学校卒業者 ２．高等学校尋常

科卒業者 ３．高等学校高等科の入学
資格試験合格者 ４．専門学校入学検
定規定によった試験合格者 ５．文部
大臣が高等学校高等科入学に関して指
定したもの ６．文部大臣が一般専門
学校入学に関して中等学校卒業者と同
等以上の学力あると指定した者

大学学部：１．本大学予科終了者 ２．欠員ある
時は１）高等学校高等科卒業者 ２）
文部大臣が高等学校高等科卒業者と同
等以上の学力あると認めた者

⑶ 授業料
大学予科：８００円
学部 １，０００円
（私立医科・歯科の大学は同額に決められていた
ようである：著者註）

⑷ 教員配当表（第２年度以降）
教員数内訳
イ．学部
専任 教授１７（８），助教授１２（３），

講師７（６）
兼任 教授８（１５），助教授０（０），

講師４（７）
現在数（東京歯科医専）計４５
大学定数 ４８（専任の教授と助教授を著増

させる）
ロ．予科
専任 教授１０（１），助教授５，

講師０（１）
兼任 教授１０（１），助教授０，

講師２（３）
予科定数 ２７名

予科は専任・兼任ともに交渉中が殆どであるが，
金属科目の専任として藤井正道，兼任として金竹哲
也，器械科目の兼任が花澤 鼎としてある。花澤は
学部課程の歯科器材学の専任となっている。
⑸ 開設期日
昭和２１年６月１日
⑹ 供託金
金 ５００，０００円
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必要とされる供託金額は国債で全額支払う（供託
金額は大学令発令時と変わらない：著者）
⑺ 拡充費
総額４，０００，０００円で内訳は以下の通り。
予科校舎買収 １，０００，０００円
予科校舎改築費 ３００，０００円
予科校舎器具費 ２００，０００円
予科校舎実習室設備費 ５００，０００円
学部研究室整備費 １，０００，０００円
附属病院整備費 １，０００，０００円
⑻ 校地
予科 ３，９００．２８坪
学部および附属病院 １，０８５．７３坪
運動場および農耕地 １４，９５４．９６坪
計 １９，９４０．９７坪
予科校舎
総坪数 ３１６．６５２坪の２棟は両端で繋がり，木造
２階建である。予科長室，事務室２室，小使室，教
員室，学生控室，教室８室，図書室，講堂トイレな
どとなっている。
市川市菅野の運動場は４００メートル・トラックと
野球場，テニス場を思わせる箱型などで構成され，
校地と合わせて１４，９５４．９６坪に予科が設置されると
している。
⑼ 増設
予科の建物を木造３棟（二階建 ２４４．５坪，３１６．６
坪，平家建 ７０．０坪）
備考：上記⑺，⑻の他に菅野（著者注：住所記載

はない）に延坪２８４．１２５坪の木造二階建あり，これ
は将来附属総合病院として使用する予定である。
⑽ 東京歯科医学専門学校の処置
「東京歯科医専は昭和２４年度から本科第１学年へ
の入学者を停止し，昭和２７年末（原文ママ）昭和２３
年度入学者の卒業をもって廃止する。」（つまり，明
治４０（１９０４）年に開校した東京歯科医学専門学校は
昭和２３年度入学者を最後の新入生とし，彼らが卒業
する昭和２７年３月をもって閉校し４９年間に及んだそ
の役割と終えるとした：著者）。
⑾ 教員俸給諸手当平均
表２に俸給手当の平均を示した。
⑿ 維持経営の方法
「基本財産の果実，授業料，病院収入，寄附金そ

の他の収入を以て維持経営す」とだけ記され，「経
常部収支予算と臨時部予算」表が立てられている。
そして臨時部予算は予科と学部の整備費４５０万円で
あり，これらは昭和２１年度から２７年度までに支出す
るが，この財源である４５０万円は寄附によるとした。
寄附金については，以下のような別資料を追加し

ておきたい。
昭和２２（１９４７）年の法人理事会（８．１１）の説明資

料では運動場，建築要地の整備と新校舎建設計画に
関する寄附金について，下記のように述べられてい
る１９）。
「財産目録と収支予算書に示すように，経常経費

は専ら経常収入によって支弁することができるので
経営には少しも不安はない。しかし，臨時費あるい
は不測の事態が発生した場合には理事者全員がその
不足を補うことは勿論であるが，以下に説明するよ
うに一般同窓から募集する寄附金の一部を積み立
て，不足に充当する。
寄附金に関する予測と現状は，以下の通りであ

る。本校卒業の同窓会員で全国に開業するものは
６，０００人弱であり，そのうち戦災その他の理由で寄
附ができない者が２，０００人と仮定し，残りの４，０００人
が一人平均２，０００円とすれば，総額８００万円が募集で
きる予定である。これを本年２月中旬から，６月６
日に至るまでの募集成績は別表（省略）のように，
応募人員１，２５３名（勧誘者の９割以上）で一人平均
約２，４７５円となる。この趨勢からすれば，予定の８００
万円を突破することは決して困難ではないと信じ
る。また，５月２３日付けで，封鎖預金から寄附金の
払い込みができるように大蔵省の許可を得たことか
ら，これを同窓会員に通告し急速に現金の払込を受
ける準備中である。一方本校の教職員は授業に支障
をきたさない限り，目下それぞれ全国に出張し，封
鎖預金ならびに現金をもって寄附の申込みを懇請し

表２ 俸給手当の平均

種別 俸給（円） 諸手当（円） 計（円）

学部 専任 ８００ ６００ １，４００
兼任 ３００ ３００

予科 専任 ７００ ５００ １，２００
兼任 ２５０ ２５０

歯科学報 Vol．１２２，No．３（２０２２） ３３５

― ８９ ―



つつあるので，遅くても今月中には寄附金総額は
４００万円（内払込金額は２００万円）以上となり，本年
中には予定の８００万円に達するものと思われる。
今将来に対する予算を挙げれば，次になる。収入

総額は９００万円で，内訳は８００万円が同窓による寄附
金（一人２，０００円平均として４，０００人分），そして１００
万円が本校の積立金（社債，公債等資産目録通り）
である。支出総額は４５０万円で大学昇格にともなう
諸設備費と供託金である。これを差し引くと，残額
は４５０万円となる。これは積立金として将来経常費
の補助，設備等に当てる予定である。」
さらに昭和２４（１９４９）年７月１５日発行の東京歯科

大学同窓会会報に，「大学創設基金の現況」が以下
のように掲載されている。
「寄付申込額 １８，７５４，０７８円，払込額（昭和２４．

７．１現在）１３，６９０，１６８円。
大学創設の計画と事業はすでに第一段階を完了し

たが，支払いに関してはこの寄付金未払い額が影響
し，運営資金の不足で借金政策の実情にある。この
ため母校教授陣の今夏休暇を利用して，地方募金が
計画されることになった。」として，母校大学創設
募金委員長 大井 清教授が以下のように説明して
いる。「初期目的の第一計画は大体完成に近づいた。
寄附申込額と払込額とを，県別に表示した（一覧表
省略：著者註）。大学建設に要した総額は１８，２０２，０００
円，不足分は銀行借入と，専門学校経常費からの借
入としている。銀行借入金は短期返済，専門学校へ
の返済がなければ教職員への俸給に支障がでる状態
となっている。工事費では３００万円の支払いが迫っ
ていて，内訳は市川病院レントゲン設備費３５０，０００
円，同給水濾過装置７７，０００円，同変電所設備費残額
５３，０００円，運動場電気設備費１０，０００円，予科改造費
３０，０００円，専門学校改造並びに設備費３００，０００円，
専門学校返済金９８０，０００円，千代田銀行本店借入金
返却２００，０００円，帝国銀行借入返済金１，０００，０００円で
合計３，０００，０００円となっている。この返済をもっ
て，大学建設第一段階が完了する。切に同窓諸賢
の，ご理解あるご支援を預かりたい。」
３）学則（B資料）
学則は東京歯科大学と予科との二項となってい
る。

⑴ 東京歯科大学学則
第一條から第五十二條までである。
第一章 総則とした第一條では設置目的を「大学

令第一條ノ趣旨ヲ達成スルタメ」だとし，第二條に
「本大学ハ大学令第二條第一項但書ノ規定ニ拠リ歯
科医学部ヲ以テ構成ス」としている。
上記該令は以下のごとくである（著者註）。第一
條は「大学ハ国家ニ須要ナル学術ノ理論及応用ヲ教
授シ並其ノ蘊奥ヲ攻究スルヲ以テ目的トシ兼テ人格
ノ陶冶及国家思想ノ涵養ニ留意スヘキモノトス」。
第二條は「大学ハ数個ノ学部ヲ置クヲ常例トス」と
した第一項に，但書の規定が以下のように記されて
いる。「但シ特別ノ必要アル場合ニ於テハ単ニ一個
ノ学部ヲ置クモノヲ以テ一大学ト為スコトヲ得」と
なっている。なお第二條第二項で，「学部ハ法学，
医学，工学，文学，理学，農学，経済学及商学ノ各
部トス」としてこれ以外の領域の学部は認めないと
した。しかし，続けて第三項として「特別ノ必要ア
ル場合ニ於テ実質及規模一学部ヲ構成スルニ適スル
トキハ前項ノ学部ヲ分合シテ学部ヲ設クルコトヲ
得」として新領域の学部新設も認めている。注意す
べきは規定した８学部の分合によるのであって，規
定学部以外の参入はあくまで認めないことを意味す
る法文となっている。
その他は予科を置くこと（大学令第十二條規定），
修学年限と定員，学年学期と休業，始業と終業の時
期，前後期の時期（前期：４月１日～１０月１５日，後
期：１０月１６日～翌年３月３１日），休業日（祝祭日と
本校記念日（２月１２日），冬季休業（１２月２５日～翌
年１月７日）・夏季休業（７月１１日～９月１０日）），
学科目と課程，入学在学と退学が学則として記され
ている。
研究科（第十章 第三十二～三十四條）
本大学に大学令三條の規定によった研究科を置
き，歯科医学に関する研究をする者を研究科学生と
して若干名を収容し，学生は大学令によった歯科医
学士，あるいは本大学専科終了証書を有する者とす
る。入学希望者は入学願書，履歴書とともに研究題
目の提出をする。研究科学生の研究期間は２か年以
上とし，研究料として年間８００円を納付しなければ
ならない。また研究に要する資材，薬品は学生の自
弁である。研究の進捗状況を毎年報告し，完成した
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論文を提出する。学長は審査委員を定めてこれを審
査する。研究科の完了と認められた者は修了証書を
授与する。
専科（第十一章 第四十五～五十四條）
相当の学歴を有する歯科医師で本大学の学科中一

科または数科目を選修（原文ママ）したい者は願
書，履歴書を提出すること。選考の結果，若干名を
許可された選科学生の入学は学年の始めの３０日間と
する。在学期間は１か年以上とし延期は可能であ
る。本学生はその選修科目の試験を受け，合格者に
は修了証書を授与する。また，「専科学生ニシテ在
学二ケ年以上ニシテ成績優秀ト認メタルモノハ詮議
ノ上学士試験ヲ受験セシム（第五十條）」とされて
いる。
⑵ 東京歯科大学予科学則
第一章 総則
第一條 本大学予科ハ本大学入学セシム者ニ須要

ナル予備知識ヲ習得セシメ且人格ヲ陶冶スルヲ目的
トス

として予科の目的が記され，その修学期間は３か
年とし，一学年の定員を１２０名とした。学年学期と
休業，始業と終業の時期，前後期の時期，休業日な
どは学部と同じである。
ア．予科の教科（第六條）（表３）
表は１週間の教科と時間数である。１日６時限で

土曜日は３時限である。３学年で履修する科目の割
合は文科系４９．５％（４９／９９），理科系４７．５％（４７／９９），
体操３．０％（３／９９）となっている。歯学部への前教
育課程として科目は金属，機械，製図など全体の
１１．１％（１１／９９）に見られる。語学は全科目の３６．４
％（３６／９９），文科系の７３．５％（３６／４９）を占め語学
が重視された割合となっている。

２．所轄における認可までの措置（A・B書）
６月２２日（土）に文部省は本省において歯科視学
委員会を開催し，東京歯科大学設立に関する詮議を
行った。６月２６日（水）に午前９時から，視学委員
および大学教育課長が東京歯科医専校を視察した。
これにより大学昇格は妥当であるとの結論に達し
た。
６月２９日に東京歯科大学設置申請は学校教育局の

所轄課で文部大臣から裁可を仰ぐための起案がなさ
れた。この文書「校学４１２号」は事務官（判読でき
ず：以下印鑑による名前）から順次大学教育課長
（剱木７．２：印日付，以下同），専門教育課長（松
井），学校局長（日高），次官（山崎），視学官（西
川，米原），文書課長（辻田７．１０）大臣（田中），政
務次官（長野），参与官（判読できず）によって決
済された。この文書の内容は以下のようになってい
る。
文部大臣から内閣総理大臣宛の上奏案「東京歯科

大学に於いて大学令に依って東京歯科大学を設立す
るの件 謹而 宸裁を仰ぐ （原文ママ）年七月十
七日（下線数字は筆で後に記入したと思われる。下
記下線も同様）文部大臣」がまず記され，その後に
「案の一：申請の件を認可する。案の二：文部大臣
告示第９４号として予科（昭和２１．７）と学部（昭和
２４．４．１）による大学設立を七月十九日に認可した旨
を同月二七（ペン書き）日に通牒する。案の三：申
請の教員数と専任兼任教員数の割合を認可する。案
の四：申請の奥村鶴吉を学長として認可する。案の

表３ 東京歯科大学予科の教科と時間数／週

計 ３年 ２年 １年

３ １ １ １ 民 公

４ ２ ２ 文 漢 語 國

１８ ６ ６ ６ 語 英 外

１６ ４ ６ ６ 語 逸 独 國

２ ２ 語 ギ、 ラ 語

１０ ２ ４ ４ 學 数

８ ４ ４ 理 物

８ ４ ２ ２ 學 科

８ ４ ２ ２ 物 生

２ ２ 質 地 物 鑛

４ ２ １ １ 屬 金

5 ３ ２ 械 器

２ ２ 圖 製

４ ２ ２ 理 心

２ ２ 濟 經 制 法

３ １ １ １ 操 体

９９ ３３ ３３ ３３ 計

（東京歯科大学百年史から）
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五：申請の東京歯科医学専門学校の寄付行為中変更
を認可する。案の六：本謄本は原本と相違ないこと
を認証する（原文ママ）。以上は文部大臣からであ
る。案の七：学校局長から財団法人東京歯科医学専
門学校理事長宛として，「申請の教員数と配当，学
科課程，設備，その他に関して将来一定の基準が設
定した場合には，その趣旨に合致するよう直ちに計
画を変更して実施すること」を条件として詮議した
ものであるので，これを承知しておくように通牒す
る」とされた。この文書は次官回付が７月１１日と
なっている。
そして，７月１７日に文部大臣 田中耕太郎によっ

て「東京歯科大学設立の件 右上奏書進達いたしま
す（校学４１２号）」とされた該財団法人東京歯科医専
血脇守之助理事長の申請書は内閣総理大臣 吉田
茂に送られた。該件は内閣府（内閣書記官長）にお
いて１８日に起案され，翌１９日に上奏されることが決
まった。内閣総理大臣 吉田 茂によって「東京歯
科大学を大学令によって設立する件 右謹テ裁可ヲ
仰ク 昭和二十一年七月十九日」（図２）とされ，
同日裁可を賜った。１８日の内閣府の「文甲第５０号」
には「別紙文部大臣上奏の東京歯科大学を大学令に

よって設立する件は適当と認められるから上裁を経
て左のとほり指令して差支えないものと認める。指
令案 東京歯科大学を大学令によって設立する件は
上奏のとほり裁可を得た。」となっている。この文
書は裁可日が昭和２１年７月１９日，施行昭和２１年７月
１９日と記されている。そしてその日のうちに「東京
歯科大学を大学令によって設立する件は上奏のとほ
り裁可を経た。昭和昭和二十一年七月十九日 文部
大臣 田中耕太郎」とされた認可書が奥村に届けら
れた。
昭和２１年７月２６日の官報２０）は文部省告示第９４号と
して東京歯科大学は昭和２１年７月１９日に大学令に則
り，文部大臣 田中耕太郎によって認可されたこと
を名称，位置，開設期とともに掲載した。

３．奥村鶴吉学長の記録１６）

「４月２０日に申請書を提出した後も剱木（亨弘）
大学課長と同君との間に幾度も折衝を重ねた結果
段々と曙光が見えてきた。一同さらに勇を越して各
方面に努力を重ね，校友同窓諸君の熱心もまた日を
追って真剣になってきた。しかし，７月初旬には何
とかして認可書を握りたいという熱望も虚しく経過
して，定例会議のある金曜日を幾度かやり過ごして
いるうちに，松井（正夫）専門教育課長（後に大学
課長に転じ，現在は新潟高校長）からある日の正午
に電話がかかってきた。この松井氏はその以前文部
省視学委員の筆頭を勤めていて，司令部と文部省と
の医科・歯科そのこれに関連する方面の連絡に当
たっていた人で，この人が課長になった時に，血脇
先生から『松井君の倅が文部省の課長になった』と
の話を聞かされた。
この松井重治君というのは新潟県の弁護士，代議

士で石塚三郎君と共に大正１４年の歯科医師法大改正
の際に提出者となって非常に骨を折ってくれた人
で，我々の記憶に新たなところである。課長の話に
よれば，閣議に出る問題は必ずその結果が司令部に
行くということなので，あらかじめその方の了解を
求めたところリジレー中佐からそれでは予科の校舎
を見に行くので，できるだけ早く案内して貰いたい
という話である。これには少々弱った。同校舎の修
繕も出来上がっていないし，敷地も処どころ草ぼう
ぼうである。相当小言を食うと思ったが躊躇してい

図２ 内閣総理大臣 吉田 茂による東京歯
科大学設立の裁可上奏書
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られないから，その日の２時頃司令部に出かけたと
ころ，文部省から米原教学官が来られた。これから
出かけましょうと言ったところジープが出払って今
日は間に合わないというので翌朝８時を期して別れ
た。
翌日の朝３人で市川に行き，校舎を見学したとこ

ろ案の定敷地の清掃が行き届いていない。全体の踏
査を終わって，現在の第二校舎の玄関口に立ったま
ま我々２人から説明を受けた。そのうち何かのはず
みで米原さんと教学論でかなり長いディスカッショ
ンがあった。帰路はまたジープで三崎町まで送って
もらった。ちょうど１２時１０分前であった。この結果
司令部の方はOKとなったが，閣議にはちょっと
も出ない。今度でないと今年の募集は見込めないと
思われた，７月１９日に漸く閣議を通ってすぐにその
日に上奏御裁可をいただいたということである。翌
朝文部省の係官が宮内省に出向いて書類をいただ
き，すぐに文部省に電話した。そこで文部省では書
類を作成し判を押し，待っていた安井作太郎教授に
それが渡された。同君は大急ぎで正午に学校へ帰っ
てきた。会議室で待ち受けていた教職員全員に対
し，認可書が披露され，読み上げられた。一同云う
べき言葉も知らず唯涙にくれた次第である。この喜
びを分けんがために関係者，各地同窓会支部長には
それぞれ通知の方法をとった。血脇先生には電話で
知らせ，人も走らせた。認可の日は剱木課長（現教
育局次長）から御裁可の日にするのが当然とのこと
で，１９日に決まった。実は予科生徒募集の印刷物を
すでに作って待っていたのでいわば背水の陣であっ
たが，この日の認可は真に天恵とも云うべきありが
たいことであった。しかも，その日の午後に偶然学
校に来た新聞記者がこの話を聞いて電話で社に通信
したので，翌朝の朝日新聞に発表された幸運も連れ
立った。
認可書は次の４件である。
① 学発４１２号．大学令によった設置認可，②

校学４１２号．教員数（大学予科の専任・兼任，大学
学部同様），③ 校学４１２号．奥村鶴吉の学長認可，
④ 校学４１２号．寄付行為中変更の認可
それぞれ昭和２１年７月１９日 文部大臣 田中耕太

郎から東京歯科大学設立者 東京歯科大学への書で
ある。附則で「教員及び配当，学科課程，設備等に

将来一定の基準が設定された場合には，その趣旨に
合致するよう直ちに計画を変更して実施すること」
となっていた。

４．朝日新聞 昭和２１年７月２１日２１）

「日本で初めての歯科大学が誕生した。東京歯科
医専（神田区三崎町）は同校に大学設立を申請中
だったが，十九日文部省から認可されたので名称を
「東京歯科大学」に決定，本年度から学生を募集す
る。学長は奥村鶴吉同校々長が就任，修業年限予科
三年学部四年，募集人員百二十名，願書受付は明二
十二日から八月十二日まで，考査期間は八月十五日
から三日間，学費は入学金三十円，年額予科八百
円，学部千円，予科生は新設の市川市菅野の校舎に
入る。（原文ママ）」

官立東京医学歯学専門学校の昇格

大学令は官公私立学校に対する法令であることか
ら，歯科医学校では唯一の官立である東京医学歯学
専門学校においても，大学設置申請は私立と同様に
行われた。その経緯を，後日東京医科歯科大学々長
に就任した当時の校長 長尾 優によって，詳述さ
れた記録と国立公文書館保管資料からみてみる。

１．予科設立２２）

該申請にあたって長尾校長は，まず予科を設置す
る予算を獲得のために文部省と，大蔵省への折衝を
昭和２０（１９４５）年１０月末から始めた。「歯科大学設
置を文部省に投げかけた正式の回答はまだなかった
が，田中耕太郎大学教育局長との面談などから昇格
は可能だとの確信がついたので，手を早めに打っ
た。予算は文部省ではさほどの抵抗はなかったが，
予算案が回った大蔵省では司令部からの直接の約束
がまだなく，戦後早々の時期に歯科大学案など理解
し難いのか，早尚ではないかとの話もしばしば聞か
され難航を続けた。その年の暮れには大蔵省に出向
いて，予算案の説明とともに文部省田中局長に昇格
問題を一押ししてもらうように頼んだりした。暮れ
も押し詰まった２８日は大蔵省で通過の感触を掴み，
３０日にその確証は夜半となるとの連絡受けた。」
予科を附設している官立医科大学はなく，高等学

校修学者を応募の主体としているのだが，長尾校長
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は自校に予科を附設する理由を，以下のように述べ
ている。「昇格をするのには，まず予科を設置すべ
しと決意した。旧制高等学校理科生中に歯科を希望
する者が幾人いるか。歯科大学を作っても，初回か
ら定員を満たすか不安なきにしもあらずだ，これが
予科の第一の理由である。今は終戦早々で教育制度
が大変革を来たしつつあるとき，歯科の教育制度は
まだ全貌が定まらないことから予科を設けておけ
ば，歯科大学の在りようが米国式になっても，現に
予科を持てる医科大学同様にそのまま予科を抱え込
むことができる。これが第二の理由である。もう一
つ医科のことがあった。歯科６０名に対し，医科を２０
名と募集数を絞ったのは医科の存続については確定
していなかったからである。歯科は東大に，医科は
廃止と，リッジリー中佐が言っていたことから，予
科を作って実績を医科歯科ともに作っておくべきだ
と考えた。もし医学科が落ちても２０名の学生なら
ば，他の医学部に向けることも可能である，それま
では一生懸命医学科存続の努力をし続ける，という
方法を取った次第であった。昇格に関しては以上の
理由で，まず予科設置に専念し，一応２０年大晦日に
は目鼻をつけた。同時に予科の設置場所を，菊川事
務官と探し始めた。もし予科予算案が大蔵省と国会
をうまく通過すれば，２１年度予算中に予科学生の教
育を始めなければならなくなる。ところが予科校舎
の目当てなど皆目なかった。当時空爆で焼失した学
校が軍用施設を利用する場合には，本省用度課が一
括して世話していたので同課から示唆を受けて茨城
県へ物色に車で出かけた。土浦市役所で，本省から
紹介された原（彪）市長に会った。かつては，何万
坪の中に建物が威風堂々と立ち並び空には海軍機が
飛び交っていて，東大同級生の田中肥後太郎軍医少
将が主宰していたいくつもの軍航空研究所は，終戦
で自棄した民衆によって略奪にあったのか荒廃の極
に達していた。敗者の無惨な姿を見せつけられた。
ここを後にして，次に稲敷郡安中村（現美浦村）に
鹿島航空隊跡を訪ねた。予科にちょうど良い建物で
あったが場所が不便であり悩んだ。ふと，フィラデ
ルフィアに留学していたときに郊外にさる大学を見
学した時を思い出した。街から離れていたが，全寮
制で，教養教育に力を入れて人づくりに重点を置い
ていた。薄暮れに筑波山を望み，眼下に広がる霞ヶ

浦を見ながら自然の中で校庭にできる広大な土地と
完全な建物のあるこの地は，むしろ戦後退廃した社
会から隔離されていて，予科教育に捨てたものでは
ないとここに思い切った（原文ママにあらず）。」そ
してそれまで使用していた米軍との交渉もあった
が，無事予科一期生を１１月にこの地に迎えた。霞ヶ
浦の予科は，昭和２３（１９４８）年の途中に千葉大学内
に東京医科歯科大学予科として移り，跡地に残った
同大霞ヶ浦病院（昭和２１（１９４６）年，１２開院）は平成
９（１９９７）年まで運営された。平成２８（２０１６）年に
同地は美浦村に国から払い下げられ，令和４（２０２２）
年４月からは筑波海軍航空隊記念館を含む「大山湖
畔公園」となっている。なお，昭和２４年度には予科
学生募集を停止した。

２．国立公文書館保管の決済文書２３）

東京医学歯学専門学校の大学昇格の所轄における
文書（国立公文書館保管）は，以下のようになって
いる。
昭和２１年７月３０日に文部大臣田中耕太郎によった

内閣総理大臣吉田 茂宛「官立大学官制の一部を次
のように改正する必要があるので，別紙勅令案の審
議をお願いする」との文書が内閣府に渡され，８月
２０日に「文部大臣請議 官立大学官制等の一部を改
正する件」は内閣総理大臣他閣僚の決裁（閣議決
定）を受けた。なお，この件の閣僚決裁書は法制局
長からの要請書であることに注目しておきたい。そ
して「朕はこれを裁可し，ここに公布せしめる」と
した勅令案が８月２７日の日付となって残されてい
る。官制一部改正の理由は，「医学及び歯学の教育
を充実するため東京医学歯学専門学校生徒の募集を
停止して東京医歯科大学を設け，又経営計理に関す
る学術を振興して，その技術者を養成するため新た
に神戸経済大学に付属経営学専門部を設ける案があ
るからである。」とされている。そして官立大学官
制 第一条に「熊本医科大学」の次に，「東京医科
歯科大学」を加えるなどとした同日発令の勅令第
３９７号が，８月２７日の官報に掲載された。
以下は，昭和２１年７月「東京医歯科大学創設に関
する完成改正資料 文部省」とした文書からの抜粋
である。
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１）東京医歯科大学創設事由（タイプ文字）
「歯は消化器官として保健上極めて重要であるば

かりでなく，この学問はその内容が複雑多岐にわ
たっていて一般医学だけでは到底十分な研究を遂げ
ることはできないので，欧米諸国では歯科医学教育
は早くから大学教育制度を採用しているのに，我が
国では全教育を専門学校に委ねている状態であって
著しい遜色がある。これでは国民病とまでいわれる
歯牙疾患の恐ろしい浸潤の害は永遠にこれを除くこ
とは出来ないであろう。その上歯槽膿漏，歯牙中心
感染等全身疾患と関連性のある研究は一般医学と密
接な協力を必要とするので，茲に我が国で初めての
医歯科大学を創設して歯牙を中心として広く医（原
文判読不明）学全般に亘って研究を行ひ，戦後の国
民体位の向上育成に遺憾ないようにしたいと思うか
らである。（原文ママ）」
２）東京医歯大学創設要項（ペン書）
⑴ 創設位置
学部：本科 東京都本郷区湯島３丁目（現位

置），付属医院 千葉県市川市国府台（旧
東部第１８８部隊）

予科：茨城県稲敷郡安中村（旧広島海軍航空隊）
⑵ 組織・修業年限及授業開始年度
学部：医学科（医学専攻）４年，昭和２４年度

２年，昭和２８年度（歯学科卒業者でさら
に医学を修めようとする者を医学科第３
学年に入学せしめる：下線は著者註）

歯学科（歯学専攻）４年
予科：第一類 ３年，一学年 ６０名 計１８０名，

昭和２１年度
第二類 ３年，一学年 ２０名 計 ６０名，
昭和２１年度

⑶ 職員増加予定表として本部，学部，付属医
院，大学予科の人員数の予定が２１年度から２７年度ま
で医科と歯科が別れていないで記載されている。
⑷ 各講座職員配当調
解剖学と病理学は各３講座，生理学・生化学・細

菌学・薬理学・衛生学・法医学の各定員は４名（教
授１，助教授１，助手２）・予防医学・内科学と外
科学は各３講座，整形外科学・小児科学・産婦人科
学・皮膚泌尿器科学・眼科学・精神科学・耳鼻咽喉
科学・放射線学・歯科外科学の各定員は５名（助手

３名で他は同じ），歯科理工学は２講座（材料学と
機械学で定員各４名）・保存学（充塡学・治療学・
歯周病学）と補綴学（橋義歯学・床義歯学・技工
学）は各３講座，矯正学・予防歯科学の各講座定員
は各５名となっている。予防歯科学については「従
来の口腔衛生学，小児歯科学，社会歯科衛生学，学
校歯科衛生学等雑然と呼ばれていたものを系統立て
たものであって，主として齲蝕および歯槽膿漏の２
大疾患の発生予防を胎児期，乳児期，小児期，青年
期，成人期に分けて研究する学問である」と説明し
ている。
⑸ 予科学科課程
公民科・人文科・心理学科・数学科・物理学科・

化学科・生物学科・地質鉱物学科・第一外国語科・
第二外国語科（選択）・理工学科・体育科の各学年
における授業時間数が記されている。
その他２１年度予科教員予定者，東京医学歯学専門
学校の職員減員予定表が資料となっている。

３．長尾 優東京医科歯科大学々長の記録２４）

昭和２１年春頃に，長尾は「東京医歯科大学創設事
由書」を文部省と法制局に提出した。長尾の提出し
た事由書は，創設趣旨と歯科疾患の２大疾患である
齲蝕と歯槽膿漏によった全身的な継発症，また全身
疾患の口腔への初発などの言わば各論を記している
ことから約２，０００字と長文である。文部省が決裁文
書とした資料（タイプ書き）では，長尾の事由書の
趣旨が短縮された文章となって添付され，各論は削
除されている。長尾の趣旨では，歯科大学予科の設
立が文部省で検討することになった経緯に関して，
歯科医専の要望をリッジリー中佐が強く支援したこ
とによったことなどが書かれているが，決裁文書で
はこれは削除されている。
長尾校長は「事由書」などを作成するにあたっ
て，予科を合わせた大学昇格の必要性を文部省等が
理解し得ることを念頭においたと記している。一つ
はかつて発言された歯科の学問的研究の必要性，二
つ目は戦後早々という時期の妥当性，三つ目は官立
大学として自校が予科を附設すること，四つ目は歯
科の卒業生の医科編入などである。大学令に関して
は以下のように記している。「大学名も正式に決め
ない時であったし，ただただ『東京医学歯学専門学
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校』を大学に昇格させればよいのだ，という念願だ
けで，あとは前記の大学令に触れないような名前，
『東京医歯大学』と一応名づけ，かつ歯学も大学た
るにふさわしい学問的な体制を十二分に具備してい
ることを強調し，以て変形の医系大学なりとの感じ
を出すようにした。菊川君苦心の策であった。」と
記している。また，歯科卒業生の医学部編入の案は
PHWと「医学視学委員」の採用が難しいことは，
長尾校長には日頃の彼らとの接触から明らかであっ
たので，一応このような「事由」と「要項」で発足
しても３年後の大学専門課程を開始するまでには，
正規の形の大学の姿を表しておかなければならない
と考えていた，としている。

総括と考察

１．旧制大学設立数（国内）の時代変化
大学令は，大正７（１９１８）年１２月６日に勅令（第

３８８号）として公布され，翌年４月１日から施行さ
れた。そして戦後の教育改革によった学校教育法の
施行で大学令は昭和２２（１９４７）年３月３１日の法律第
２１号によって廃止となった。公布から廃止まで２８年
余であった。しかし，それ以降も学校教育法によっ
た大学昇格が大学令に準拠して昭和２３年まで誕生し
た。旧制大学とされるのは昭和２０（１９４５）年敗戦時
までに５１校が，敗戦後から３４校の総数８５校であっ

た。敗戦時には帝国大学の７校（国内）を頂点とし
て大学令によった大学は藤原工業大学が慶應義塾大
学と昭和１９（１９４４）年に統合したことから５０校の総
計５７校が大学として存在していた２５）。
昭和１８（１９４３）年に「教育ニ関スル戦時非常措置

方策」（１０月１２日）および「教育ニ関スル戦時非常
措置方策ニ基ク学校整備要領」（１２月２１日）が閣議
決定され文科系の縮小と併合，そして理工科系への
重点化が表明された。しかし，それらの政策は私立
学校の抵抗で必ずしも意図通りに行かなかった２６）の
だが，文部省認可が必要な大学設置に関しては昭和
６（１９３１）年の満州事変勃発頃から，大学設立抑制
策がすでに採られていた。すなわち，大正８（１９１９）
年に大学令によった最初の大学として大阪府立医科
大学（昭和６（１９３１）年 大阪帝国大学へ昇格）が
認可され，翌年に慶應義塾・早稲田・明治などの私
立８校，官立１校（東京商科大学：現一橋大学），
公立１校（愛知医科大学：１９３１年官立移管後に名古
屋帝国大学に昇格）の計１０校が設立された。このよ
うな多数校が設立されたのは戦前期には大正１１
（１９２２）年の１０校だけであったが，旧制大学は大正
末期（１９２６年）までに３８校（７４．５％（３８／５１））となっ
た。これは大学令が機能した戦前期の２８年間のうち
の８年間，つまり２８．６％の期間で７４．５％の役割を大
学令は果たしたことになる。昭和に入ると満州事

図３ 平時と戦時下からみた国内の旧制大学設立数（文献２５による設立年からグラフの時期別に
数を算出）
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変，日中戦争，そして太平洋戦争が起こり終戦まで
その期間のほとんどが１５年戦争とされた戦時期に
あった。そこでそれら事変や戦争を区切りにした期
間と，戦後の一定期間における旧制大学の設置状
況，つまり大学令と戦争との関わりを平時と戦時と
に分けて見てみる（図３）。
平時は，大学令施行から満州事変前までの大正８

（１９１９）～昭和６（１９３１）年と，昭和２０（１９４５）年
の終戦年から旧制大学認可が終わった昭和２３（１９４８）
年までとした。前者を平時前期，後者を平時後期と
呼ぶ。戦時は昭和７（１９３２）年満州事変勃発翌年か
ら昭和２０（１９４５）年太平洋戦争終了までを図に示す
ように３期に分けて比較した。それぞれ満州事変
期，日中戦争期，太平洋戦争期と呼ぶ。
平時前期の１３年間には４６校が設立された。平時後
期の３年間では３４校であり，平時として両者を合わ
せると８０校となる。戦時の１４年間では５校に過ぎな
く，その設立数は戦況の逼迫状況とは関係なかっ
た。満州事変後から日中戦争開戦まで関東軍によっ
た，満州からの拡張方針によった地域紛争であった
時期にはキリスト教系の関西学院大学１校（昭和７
（１９３２））が設立されたが，その後の全面戦争となっ
た日中戦争期には藤原工業大学（昭和１７（１９３９））
と神宮皇学館大学（官学）が，そして太平洋戦争期
には興亜工業大学（現千葉工業大学）と大阪理工科
大学（現近畿大学）が設立されたが，いずれも文教
政策に沿った大学である。つまり戦時期初期にはす
でに大学設置は遠のいていた。
次に官公私立で見てみる。官立が１８校（前期１１

校，後期６校，戦時１校）で全体の２１．２％（１８／８５）
で極めて少数である。これらは商科大学（東京・神
戸），工業大学（東京），文理科大学（東京・広島）
そして医科大学６（新潟・岡山・千葉・金沢・長
崎・熊本）などと上記の神官養成学校の単科大学で
ある。公立は平時が１７校（２０．０％，１７／８５）（前期５，
後期１２校）で，戦時の設立はない。私立は全体で５０
校（５８．８％，５０／８５）であり，平時が４６校（前期３０，
後期１６）であった。
大学令実施の年度からの新設帝国大学は，２校
（大阪（昭和６（１９３１））・名古屋（昭和１４（１９３９））。
国外の京城・台北は除く）であり，合計しても大正
中期から国家が設立した大学の少なさに驚かされ

る。また大学は総合大学が基本であり，単科大学は
やむを得ない時これを認めるとしたが，総合大学で
ある帝国大学設立もほぼ大正中期で止まっていた。
さらに戦時期における大学設置は少数の理工科系大
学を除けば全くなされていないことから，最高学府
における多領域の研究の拡大は殆どなく，今ある研
究領域の深化も遅滞していたと大学設置数の大略か
ら感じるところである。これは教育関係者の渇望感
となり，戦後のGHQ/SCAPによった教育改革によ
く連動したのではなかろうか。
一方，高等教育の一角を担う専門学校数では，昭

和１２（１９３７）年の１７８校から，敗戦時の昭和２０（１９４５）
年では３２３校に著増した。そして昭和１２（１９３７）年
と昭和２０（１９４５）年における高等教育機関における
在学者数は，大学がそれぞれ７２，９７８名と８０，１３８名，
専門学校（実業学校を含む）が９９，９０１名と２６５，０５５
名であった。つまり大学生は日中戦争から太平洋戦
争終戦まで９．１％の増加に過ぎなかったが，専門学
校生徒数は２６５．３％と著増した。併せて高等教育（大
学・専門学校）の志願者数は，昭和１７年頃から１９年
にかけて理科系も文科系も著増し，特に理科系は１８
年から１９年にかけて約２．５倍（２０万人から５０万人）
になったことが報告されている２７）。公私立の専門学
校にその増加が顕著であり，太平洋戦争期に専門学
校への進学熱が起きていたことが観察される。
伊藤はこの進学熱の背景として，１．学歴主義の

普及。２．中等学校卒業者の増加。３．戦時景気と
呼ばれる経済成長。４．徴兵制度 ５．高等教育機
関（ないしは政府）のもつ拡張志向。そして６．そ
の他の戦時政策を挙げていて，それらがおそらく相
互に絡み合っていて，それらの影響関係は複雑であ
ると述べている２８）。特に太平洋戦争末期における専
門学校入学志望者の著増は，徴集年齢と兵役におけ
る階級を念頭においた家庭の配慮の要因が大きかっ
たのではないか。政府の拡張政策は短期の軍医養成
と軍事機器の開発製造のための理科系校への期待で
あり，同時に不足した将校の早期育成機関としての
要望であったろう。こうした軍政府の意向と，戦況
の逼迫を感じ取っていた国民の選択との合致が，私
立をして時の要望に応えさせる専門学校設立の著増
現象を生んだと考えられる。
以上のような大学設置状況は敗戦前に歯科大学設
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置という歯科界の願いが受け入れられる時代でな
かったことを示している。

２．法令からみた予科とは
１）予科の付設意義２９，３０）

「大学令」は大学設置を官公私立へと拡大した。
しかも大学の基本は，総合大学（２学部以上）とし
ながら一学部によった単科大学をも認めた大学解放
令であった。戦後，東京歯科医専はこの條項によっ
て歯科大学設立を申請した。
この勅令は臨時教育会議の大学に関する答申に

沿ったもので，新しい「大学」の「範型」はそれま
での「帝国大学」に求められた。日本の帝国大学
は，国家によってその水準を保証された国立主体の
ドイツ・ヨーロッパ的な大学がモデルとされたこと
から，大学令によった設立の条件は厳しくなおその
細部は公表されなかった。該会議で問題とされたの
は，大学の目的とされた教育と研究における質の保
証であり，特に私立にその懸念が向けられた。
該会議で鎌田栄吉慶應大学塾長は，「私立学校は

程度が低いものだ。設備も不完全である。私立学校
では本当の教育はできないけれども，まあ学校が足
りないから今のところはそれで我慢する奴がいてよ
ろしい，とそういう考えが教育家の頭の中には潜伏
している。しかもその潜伏期間が長い。私立大学が
官立大学すなわち租税によるところの帝国大学のよ
うになることができないのは，金の点である。金の
点において及ばないのである。」として，資金さえ
あれば，帝国大学に負けないほどの有為な人材を輩
出できる思いを吐露している。同時に私立大学予科
の中には，官立の高等学校へ入学するための予備校
となっているところがなしとしないとの話もしてい
る３１）。
予備校的な予科の月謝は，大学に併設された専門

部の月謝とともに，学校の貴重な財政基盤となって
いる現実である。慶應義塾大学や早稲田大学などの
「専門学校令」によった「私立大学」は，すでに「予
科」を大学基礎教育機関として附設していて，大正
中期には私立大学の役割も認識されていた。ところ
が法制上は専門学校であり，その二重性格のような
あり方は好ましくないとの考えも，正式な私立大学
の設立要因となった。さらに力をつけてきた私立が

専門学校に留め置かれたり，大学といえども継子の
ような扱いの行政措置は学問の進歩を阻害している
ことでもあり，私立が成長するよう他から支援する
ことで段々と完全なものにさせることが，今後必要
だとの意見もなされた。また，単科大学に関して後
に文部大臣（大正１．７－６．１１）に就任した江木千之
委員は「複数学部を常例とする大学とは異なり特別
必要のある時には単科大学も認めると大学令でされ
たように，総合大学を設立できる私立は大きな学校
であり，しばらくは単科大学を大学とするのも止む
を得ないとし大学にあらざる大学」として，私立の
ための単科大学という現実的な認識であった３２）。
森川 泉は，臨時教育会議における私立大学が討

議された，第１０回と第１６回の総会審議をまとめて，
以下のように述べている。
私立大学制度の創設を容認せざるを得なかった理

由として１．名称は大学で制度上は専門学校である
という二重性格を一致させる整序必要論。２．専門
学校においても，例えば法律・経済等の分野では官
立大学に近い水準に達している大学があり，これら
を法令上も大学として，しかし先ずは単科大学にと
いう昇格要請論。３．将来において官立大学が進学
希望者の多くを収容できるとは考えられず，官立大
学の数・学生収容力の不足を補うために私立大学が
必要という官立大学補完論，を挙げている３３）。臨時
教育会議では，単科の私立大学に関しては厳しい目
が向けられてはいるが，財団法人であることなどの
規制等の厳しい条件を設けることで質の維持を図っ
た。こうした条件を３０の財団法人が大学令発令後の
約１０年余の間に，慶應・早稲田以外では苦労の末に
まず少数の学部を作ることで，大学化を図り合わせ
て専門学校を併設した財務基盤によって運営を可能
にしていた。
大学令は大学の拡大策であったが，同時に規定学

部以外の新規参入を阻んだ権威的な法令であった。
それは該令２条における大学の学部規定である。該
令は８学部と制限されたが，臨時教育会議答申では
７学部等とされていた。「等」の一語には，今後新
生あるいは進展するであろう領域に対する壁を避け
るとする，該会議委員の見識が示されていた。大学
とは総合大学であるとの該会議委員の認識は，「創
造」には学部連携によった多様性が重要であるとの
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意識であったと思考するが，法令はその広がりを制
約したことになった。法令の作成過程にあって，最
終機関である枢密院において答申に対して，専制的
とも思える不自然な変更があったことを追記してお
きたい３４）。学部規制が歯科医専の大学昇格を阻み，
その後の歯科医師の人材育成に大きな負の影響を与
えたと思考するからである。
臨時教育会議で問題となった私立大学における教

育水準の差異は，当該大学に附設した予科の問題で
もあり３５），予科をどうするかは私立大学認可にあ
たっての最重要課題となっていた。私立大学への進
学資格が予科を廃して高等学校からだけとなれば，
以下のような理由で私立大学存続に影響するという
問題を含んでいた。一つは，高等学校を多数新設し
なければならない。その結果，高等学校の質の維持
が困難になり，また卒業生が官公立大学を目指して
大学受験競争が一層激化する。二つめは私立大学で
は学生募集難に陥る危険性も大きい３５）。以上のよう
に，大学が予科を附設することは大学入学資格者数
の確保とともに大学設置者である財団法人と国家と
の財政的要因とによった必要性であった。
そこで私立大学あるいは単科大学を念頭に大学令

は予科に関して，以下のような多くの条項をもって
規定している。入学者に関しては「学部ニ入学スル
コトヲ得ル者ハ当該大学予科ヲ修了シタル者，高等
学校高等科ヲ卒リタル者又ハ文部大臣ノ定ムル所ニ
依リ之ト同等以上ノ学力アリト認メラレタル者トス
（大学令 第９条）」とし，予科設置に関しては「大
学ニハ特別ノ必要アル場合ニ於テ予科ヲ置クコトヲ
得 大学予科ニ於テハ高等学校高等科ノ程度ニ依リ
高等普通教育ヲ為スヘシ」（大学令 第１２条）とさ
れた。つまり，大学予科は，特別に必要ある場合に
当該大学に附設した高等学校高等科程度の高等普通
教育を教授する機関であると規定されたように，特
別の場合とは私立大学が念頭にあった。その教育レ
ベルを高等学校程度と決め，また予科の設備，編
制，教員，教科書は高等学校高等科に関する規定に
準拠し（第１４条），さらに定員は当該大学に該当予
科卒業生を収容できることを限度する（大学令 第
１５条）とされた。また，大学と高等学校の備えなけ
ればならない細目が，大学規定（大正８．３．２９．文部
省令第１１号）３０）と高等学校規定（大正８．３．２９．文部

省令第８号）３６）に記載され，大学の質の維持に配慮
された。
帝国大学および大学令公布以降から，昭和戦前期

に設立された大学と予科との関係を見てみると，以
下のようになる。帝国大学では，大学令実施（大正
８．４）以前の既存５校（東京・京都・九州・東北・
北海道）と，該令公布以後に新設された帝国大学２
校（大阪・名古屋）の７校のうち，北大が予科を附
設している。そして官立単科大学１２校（医５・商
２，工２，文理２，神学１）のうち，予科附設は東
京商科大学（後の一橋大学），神戸商業大学（後の
神戸大学）の２校のみであり，医科大学５校（新
潟・岡山・千葉・金沢・長崎）その他にはいずれも
予科はなかった。しかし多くの医科大学定員は数次
の入学試験で満たされていて７），私立医専における
応募数の多さに比して，官立といえども長期の修業
期間を受験生が忌避していたことを示している。一
方公立医科大学（大阪・愛知・京都府立・熊本）
は，全て大学昇格時に予科を附設した。つまり公私
立大学が予科を附設していて，官立と帝国大学には
３校を除けば他には敷設されていなかった。このこ
とは学校経営において，財政と学部学生確保のため
に，地方自治体と財団法人にとって，予科の存在が
重要であったことを頷かせる。
そして戦後大学昇格をみた歯科大学に関して，佐

久間泰司は予科生数について，以下のように報告し
た３７）。予科生募集１２０名に対して東京歯科大学では
昭和２１年では１２４名（予科一期生），同２２年１３７名（同
二期生），同２３年１４４名（同三期生）を入学させた。
大阪歯科大学では同様に，昭和２２年に２年編入とし
て一期生８０名，同年ほぼ同時に二期生（１年生）１２０
名，昭和２３年に三期生１４７名を入学させた。日本歯
科大学では，昭和２２年に一期生４０名，二期生１２０名
が同時に入学し，昭和２３年に三期生１３６名が入学し
た。日本大学歯学部では，昭和２２年に１年生，２年
生を同時期に入学させたとして予科を設置した歯科
大学は，それぞれ順調に学生を確保した。
２）予科の教育課程３６，３８）

予科は，高等学校高等科程度の高等普通教育を教
授すると大学令で決められていることから，予科は
高等学校令の諸規定に準拠した機関としなければな
らなかった。高等学校令は，明治２７年に最初の公布
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（勅令第７５号）をみたが，これは第一高等中学校な
どナンバー高等中学校（第５まで）が高等学校に改
変されたことで発令されたものであった。ちなみ
に，第一高等中学校の前身は東京大学予備門であ
る。その後高等教育制度が完成されたことを意味す
る「大学令」にともなって，「高等学校令」が新し
い内容で公布（大正７．１２．６．勅令第３８９号）され，
該令は終戦直後まで運用された。そこで予科に関係
する条項を，新しい高等学校令からみてみる。
高等学校は官公私立が設置し（第２条），修業年
限は７年とし高等科３年・尋常科４年となっている
が高等科だけを置くことができる（第７条）。高等
学校高等科は文科と理科に分けられている（第８
条）。また高等学校に予科を置くこともできるとさ
れている（ただし高等科だけの高等学校は除外）（第
１０条）。入学資格は尋常科では当該学校の予科修了
者あるいは尋常小学校を卒業した者，文部大臣が認
めた学力のある者などである。そして高等科では当
該学校の尋常科を修了したもの，中学校４年を修了
した者，文部大臣が認めた学力のある者となってい
る（第１２条）。中学校は５年の修学年限であるが，
高等学校高等科に進学するものは一年間スキップし
て中学校を終了することになる。専門学校へは，５
年間の修学後に進学する。高等学校の生徒定員は高
等科４８０名，尋常科３２０人以内（第１３条）で，一学級

は４０名以内とされている（第１４条）。そして，高等
学校の設備，編制，学科とその程度，教科書ならび
に生徒の入学と懲戒，授業料と入学料等に関する規
定は文部大臣が定める（第１７条）とされた。
さて，こうした新しい高等学校となり，その目的

は「男子ノ高等普通教育ヲ完成スルヲ以テ目的トシ
特ニ国民道徳ノ充実ニ力ムヘキモノトス」（第１
条）と規定された。古くの高等学校令においては
「高等学校ハ専門学科ヲ教授スル所トス但帝国大学
ニ入学スル者ノ為メ予科ヲ設クルコトヲ得」とされ
ていて，大学令以前の高等学校の目的は，専門学科
の教授と東京帝国大学ないしは，他の帝国大学入学
試験突破のための準備教育機関であることも含まれ
ていた。新しい該令では専門ではなく，高等普通教
育の完成と人格面での充実とされた。高等普通教育
とはかつての高等中学校が目的としたところであっ
た。
さて，東京歯科大学予科の教育課程は，法規から

高等普通教育の完成と人格陶冶となる。この教育目
標のために教育内容に関しては，「高等学校規程」
（大正８．３．２９．文部省令第８号）で細かく定められ
ている。敗戦によって，教科目は戦前の軍国主義に
関わる教科目は除外されるのであるが，旧制高等学
校はどのような教科で成り立っているのか理科の高
等学校規程による学科（表４）をみてみたい。

表４ 高等学校（旧制）規定による学科と時間数／週（理科）
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修身：道徳の要領を授け国家，社会，家族に対する
責務ならびに人格修養に関して必要な事項を知
らしめる，特に我が国国民道徳を会得しその実
行に努めさせる。

国語および漢文：言語文章を理解し，正確かつ自由
に思想を表す能力を会得させ知徳を啓発し文学
上の趣味を養う。理科では近世および今古の国
文ならびに普通の漢文を授け作文に習熟させ
る。

外国語：英語，ドイツ語またはフランス語を理解さ
せ，かつこれによって思想を表す能力を得させ
る。また同時に知徳の増進に資するようにす
る。外国語は発音，綴字，読み方，訳解，話し
方，作文，書取りおよび方法を授ける。なお，
外国語は第一が尋常科あるいは中学校で履修し
たものとしてあるので，通常は英語であろう。
第一を英語とすれば第二をドイツ語かフランス
語から選択することになるが，第二外国語を選
択しないで他の科目に振り替えることができる
としている。

数学：数理を会得させ，計算応用に習熟させ思考を
精確ならしめる。理科では代数，立体幾何，三
角法，初等解析幾何，初等微分積分および初等
力学を授ける。

自然科学：天然物および自然現象に関する知識を与
えその法則を理解させる。自然科学は生物，地
質，物理，化学等に関する主要な事項を授け
る。物理は力学，物性，音響，熱，光，磁気，
電気を授けまた主要な実験を課す。化学は無機
化学および有機化学を授けまた主要な実験を課
す。植物および動物，鉱物および地質は天然物
に関する知識を与えこれが応用を示しかつ観察
を精確ならしめるようにする。植物および動物
は生物の形態，生理，分類，進化に関する知識
を授けまた主要な実験を課す。鉱物および地質
は鉱物の産状，性質，用途，地球の構成および
その変遷に関する知識を授けまた便宜主要な実
験を課す。

心理および倫理：心意に関する知識を得させ思考を
鍛錬させる。心理および倫理は各種の精神作
用，思考の原則およびその方法の概要を授け
る。

法制および経済：国民生活に必要な知識を得させ
る。帝国憲法の大要および日常の生活に適切な
法制上経済財政上の事項を授ける。

図画：形体を正確かつ自由に描く能力を得させ，意
匠を練り思考を精確ならしめる。図画は自在
画，平面幾何画，立体幾何画を授ける

体操：身体を健全にし動作を敏活にさせ剛健の精神
と規律を守り共同を習慣とするようにする。

３．東京歯科大学予科と高等学校令とにおける教
科目の比較

設置目的と教育課程を見てみると，申請書では
「本大学予科ハ本大学入学セシム者ニ須要ナル予備
知識ヲ習得セシメ」として，歯科大学学部入学者に
対する，必要な予備知識を習得させると規程した。
大学令における予科教育は，高等学校高等科の程度
によった高等普通教育を修学させるとなっているの
で，歯科医学教育の予備教育とした東京歯科大学予
科は明確にその目的を申請書では変えている。しか
し，内容を比較すると申請書の予科教課程は高等学
校高等科における高等普通教育を基本にしながら，
歯科医学教育に必要な金属・器械そしてラテン語お
よびギリシャ語が加わっていて東京歯科大学予科と
しての教育内容となっている。高等学校令における
修身・植物動物は，該申請では公民・生物となって
いて，ラテン語ギリシャ語・金属・器械が加わって
いる。予科における外国語は英語とドイツ語が必修
となり，ラテン語あるいはギリシャ語を一科目選択
することとした。３年間の外国語の総時間数は３６時
間となり，高等学校の第一・二外国語の計３２時間よ
りは多く，また第二外国を他科目に振り変えたとす
ると２０時間となる。したがって予科教育の一つの特
徴は外国語への注力であったと思われる。
新規科目を除いて時間数が大きく変わっているの

は体操であり，高等学校令によった時間数の１／３
となっている。語学は，総時間数の３６．４％（３６／９９）
で高等学校の３３．３％（３２／９６）とほとんど変わらな
い。つまり東歯大予科の教科課程は，歯科大生とし
て学部教育を受容できる基礎教育として，高等学校
令が示している高等普通教育を主体にしながら独自
の教科を少々加えた仕組みになっている。
該大学予科設置のもう一つの目的である，「人格
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の陶冶」は高等学校令と同じである。予科の３年間
（後に２年間）が，水道橋の学部から離れた辺境と
も感じられる市川菅野に隔離された苑で，歯科大学
予科生は生活した。
高等学校は帝国大学予科として保障されてきたこ

とから，人間的な陶冶の時期として独特の文化が育
まれていて，これが高等学校普通教育の目的とも合
致していた。ところが高等学校生徒の進学希望学部
による偏り，卒業者数と入学定員との不均衡などか
らいわゆる「白線浪人」が増加し，その数は昭和６
年には約２，５００人となった。その年の卒業生は約
５，０００人に対し累積された数とはいえ多数であり，
入学試験の激化を物語っていた。この実態は高等学
校が目指した「高等普通教育」の理念とは全く逆
の，「大学予科」化をこれまで以上に助長したと天
野は記している３９）。
新しい高等学校制度はすでに本来の目的を失い帝

国大学等への予備校と化していた，という負の実態
が昭和の比較的早い時期に生まれていたようだが，
大学予科は自校学部希望者の集団であることからむ
しろ自由に修学環境を整えることができたのではな
いか。そして鶴見俊輔は，１５年戦争が始まるまで，
日本の教育体系は二つに分かれて設計されていたと
している。それは「小学校教育と兵士の教育は，日
本国家の神話に軸をおく世界観が採用され，最高学
府である大学とそれにならぶ高等教育においては，
ヨーロッパを模範とする教育方針が採用されてい
て，指導者と期待された人々は国際的な大海で日本
の舵をとるのに十分な知識を持つ専門家として訓練
する方策を，明治日本の設計者は作った。それは，
鎖国状態から由来する多種の日本の困難に対応でき
る人材の育成策であった。」４０）。旧制高等学校は帝国
大学との予備校として生まれ，時代によってその設
置目的もいくつかの変遷を経る過程で，旧制高校と
いう特別の教育が形成され，ある精神が育まれてき
た。このため，旧制高等学校には近代日本人の
「知」の形成の特質と，エリート教育の内実を考察
する中軸部分があると山本 剛４１）は述べている。し
かし，戦時下になると全国民の思想統一のために高
等学校のリベラルな文化はその文化を消退して行
き，求める学生は追われる立場となっていったのだ
が，高等学校で天皇制国家の建前と本音の部分を経

験した特権的な少数のエリート層がいたのであっ
た４１）。
大学予科は高等学校からの派生制度であり，しか

も歯科大学の予科は戦後の設置であることから，１５
年戦争前の高等学校の人間形成醸造装置がどこまで
残っていたか不明である。しかし，歯科大学予科の
設置者は大学令発令後の早期から大学昇格を目指し
た人々であり，官立高等歯科医学校は高等学校・東
京帝国大学出身者達によって始まったこと，また予
科教師は高等学校・帝国大学出身者が多いという戦
前戦後の連続性があった。
戦時を過ごした教師と予科学生が，戦後の荒廃し

た環境にあって歯科を忘れて，民主的な高等普通教
育の旗印の下で互いに生きたことは得難い体験で
あったことを多くの手記が残している。教師と学生
とは，その立場にあって互いの人間を知り，教師が
教育を通じて学生の信頼と尊敬を獲得していたこと
は，学生たちが後年文筆を通じて教師の人物を後に
伝えた行為として残されている４２）。戦果に遭い，し
かも敗戦という苦境にあって，「ボロを纏っても心
は錦」になり得るような教育環境が予科には備わっ
ていたと思われる。そうした高級な環境が，我が身
の立場を自ずと学生に気づかせたことを我々は残さ
れた文章で知る。その自覚とはノブレス・オブリー
ジュとしての社会的責任である。大学は，新しい歯
科界を創り担うことになる学生へ強い期待感があっ
たことは想像に難くない。予科始業の初年度学生に
大量の落第生を作ったのは，その現れであろう４３）。

４．予科が存在した期間
大学令によった予科が存続したのは，昭和２１年度
（一期生）から２９年度（九期生）までであった。し
かし修学期間が３年間であったのは昭和２３年度入学
生（三期生）までであり，その後は２年間の修学期
間となった。これは歯科大学予科に関し，昭和２５年
に文部省令第４号（昭和２５．２．２）（官報 ９１６号）に
おいて該予科は２６年度まで生徒を入学できるとし，
その修業年限は２年間だと改正されたからである。
さらに，翌年には昭和２６年度を２９年度に改められた
（文部省令第２１号，昭和２６．１１．７）。
昭和２９年７月に大学設置基準協議会は，歯科教育
を６年間以上とし，その４年間以上の専門の課程と
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２年間以上の専門に進学するための課程を置く，と
したことから昭和２９年度入学の予科生は次年度には
進学課程生と名を変えた２年生となった。予科は戦
前の旧高等教育制度の準用であるが，初期の３年制
を旧制予科，後期の２年制を新制予科と呼ぶことが
ある。そして新旧の変換期の昭和２４年度には，入学
試験を施行しないで新入生を迎えなかった。これは
３年制予科の最後である２３年度入学生と１年下級生
が，予科２年制のために２６年４月からの学部が一緒
になることを避ける措置であった。

５．学校教育法における大学令の準用
学校教育法（新法と呼ぶ）が昭和２２年３月３１日に

発令されたことによって，大学令（旧法と呼ぶ）な
どの戦前の勅令によった多数の学校令は廃止になっ
たのだが，新法には旧法が準用できる条項が作ら
れ，新法が細部にわたって適応できるまで移行期間
として旧法が用いられた。新法公布以後に認可され
た旧制大学は，医科と歯科との２学部に限られた結
果となっているが，両学部には上記の形がとられて
いた。歯科大学では大阪歯科大学，日本大学歯学
部，日本歯科大学が新法によった（文部省告示号
順）４４）（表５）。日本歯科大学４５）と大阪歯科大学４６），
日本大学歯学部４７）の各記念誌には「学校教育法第９８
条第２項によって認可を受けた」とされ，「本大学
は大学令第２条第１項但書の規定により歯科医学部
を構成す」と記されている。なお，九州歯科大学に

関しては昭和２３年５月１０日の福岡県知事 杉本勝次
の「学校教育法第４条によって設置認可申請書の提
出したい」との件に対して昭和２４年３月２５日に文部
大臣 高瀬荘太郎から「大学設置委員会からの答申
により認可する」４８）とされ，旧制の分類に入らない
ことから稿を改めたい。
学校教育法第９８条とは，「この法律施行の際，現

に存する従前の規定（国民学校令を除く）による学
校は，従前の学校による学校として存続することが
できる。前項の規定する学校は，文部大臣の定める
ところにより，従前の規定による他の学校になるこ
とができる。」という法文である。つまり，旧制歯
科医専はそのまま存続するので，その立場で大学令
によった単科歯科大学（旧制）として認可するとさ
れている。手続きでは大学令によった旧制大学で
あっても，新法と旧法とでは設置の理念において違
いがある。ちなみに新法によった大学の目的は「第
５２条 大学は，学術の中心として，広く知識を授け
るとともに，深く専門の学芸を教授研究し，知的，
道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とす
る。」と記されている。新法では，旧法の学術の教
授と蘊奥の攻究が「国家に須要」とした対象とする
ことの枠が外れ，「国家思想の涵養」という国家主
義は消失した。旧法の「人格の陶冶」という直接的
な文言はないが，それは「知的，道徳的および応用
的能力を展開させる」という具体的な言葉で表され
ていると考える。つまり大学は研究・教育・知徳行

表５ 旧制歯科大学設置（九州歯科大学を除く）

大学名 申請日（昭和） 認可日（昭和） 予科開校日（昭和） 備考

東京歯科大学 ２１．４．２０ ２１．７．１７ ２１．９．１１ 大学令／文部省告示第９４号

東京医科歯科大学 ２１．４． ２１．８．２７ ２１．９．３０ 大学令／勅令第３８７号

大阪歯科大学 ２２．２． ２２．６．１８ ２２．８．１ 学校教育法／文部省告示第１１３号

日本大学歯学部 ２１．６．２６ ２２．６．１８ ２２．８．１５ 学校教育法／文部省告示第１１４号

日本歯科大学 ２１．１２．２１ ２２．６．１８ ２２．９．１１ 学校教育法／文部省告示第１１５号

九州歯科大学 ２３．５．１０ ２４．３．２５
（学部２４．４．１；予
科附設せず）

学校教育法／大学設置委員会答申によ
り文部大臣認可
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の育成の各機能を備えるという軸の部分は新法も旧
法も変わりないことから，これが大学の普遍的な理
念であろうと理解される。
日本歯科大学では申請時の学則第一条を，「本学

は基本教育法の精神に則りその主旨を達成するを目
的とす」と改めたと書かれている４５）。旧法で認可さ
れた東京歯科大学には，「将来一定の基準が設定さ
れた場合にはその趣旨に合致する様直ちに計画を変
更し実施すること」１７）との但書が添えられていた。

６．歯科大学設置の法令解釈
東歯大が設立された１年後の同大法人理事会（第

１５３回．昭和２２．８．１１）１１）において「東京歯科大学設
立の由来」４９）と題された小冊子が配布された。同冊
子に，以下のような文が掲載されている。「大正９
年には東京歯科大学創設期成会が設立せられて之が
目的達成に一層の拍車をかけるに至った。しかるに
大正１２年の大震災によって校舎備品其他の殆ど全部
を烏有に帰したため，この計画も一頓挫の已なきに
至った。」これは大学令発令によって歯学部が規定
学部にその名がないことへの抗議集会を開催した学
生主体の団体の動きを伝えるとともに，その運動は
震災によって頓挫したと読める。実際は該団体先鋭
化を苦慮した学校が学生の意を汲みながら解散へと
誘導した経緯であり，関東大震災が大学期成運動を
頓挫させたとの理解には無理がある。しかし，学校
が大学令発令以降にも歯科大学設立計画を継続にし
ていたことも読み取れる。大震災前の血脇守之助
（日本聯合歯科医師会会長・東京歯科医専校長）の
長期欧米視察は，歯科大学設置が大学令によって不
可能となったことから実行されたことであった。
ニュー・ヨークで米国歯科医学教育の改革者である
ガイスに野口英世が血脇を会わせ，その後奥村鶴吉
がガイス改革を継続的に注視していたことから歯科
大学設立を諦めていなかったことはすでに記し
た５０）。しかし同小冊子に大学令の文字を見ることは
ない。さらに同冊子に「東京歯科医学専門学校は順
次大学創設の計画を進めてきたが三崎町における現
在の施設のみを以てしては文部当局は歯科大学の設
立を認めようとする考えがなかった。」とも記述さ
れ，ここでも大学令が厳然として立ちはだかってい
たとは，知らせていない。次に東京歯科大学百年史

には，以下の記事が書かれている。「大正８年４月
頃の専門学校幹部と関係者の放談会の席上奥村が
『専門学校昇格１０年を経過し，それらに伴う整備は
いちおう終了したと考えられる。が，しかし，ここ
で手綱を緩めることはできない。さらに大学昇格を
期し，積極策を立てて推進しないと東京歯科医学専
門学校の歯科界における先導性が失われるおそれが
ある』と強調した」。この発言が契機となったの
か，歯科大学の建設には莫大な資金が必要となるこ
とから，翌年の創立３０周年祝賀会に向けて母校拡張
基金として同窓への寄付募集を依頼する計画がなさ
れた。校長の血脇守之助は大学設立に必要な条件で
ある「財団法人」の認可を得るために私財（４５６，４００
円）を寄付した。大正９（１９２０）年２月１日に，文
部省へ「財団法人」資格を出願し２９日には認可証を
受領して，４月７日に東京区裁判所に登記した５１）。
法人認可後直ちに理事会が開催され，大学昇格につ
いて言及されている。しかし，第２回理事会議事録
（大正９（１９２０）年１１．３０）に「経済状態が芳しく
ない現状から大学昇格は数年後を期すべし」との池
田成彬監事の意見が記録されていて，大学令を理解
していないかのようである。
以上は東京歯科大学における大学令の扱い方につ

いて，当時と７０年後の誌上の記述であるが，著者ら
はその文章に不自然さを感じている。歯学部が大学
令の規定学部に入っていなかったことが，歯科大学
設置を阻んだ理由であって，その意を直截伝えるこ
とをあえて避けているかのようである。大学令と歯
科の関係を雑誌で論じたのは，調べた限りでは，大
正１３年の歯科学報における正木 正の論文が最初で
ある５２）。一方，日本聯合歯科医師会（血脇守之助会
長）は，大正１４年２月から開催された第５０回帝国議
会には「歯科医師法中改正法律案」を上程し，歯科
大学設置のために大学令改正の必要性を要求した，
石塚三郎議員と政府側河上哲太文部参与官との間で
激しい討議が行われた５３）。これは帝国議会で大学令
改正を目論んだ満を持しての，血脇守之助らの策で
あった。つまり政府文部省への，正面からの大学令
改正要望であった。その後は，教育審議会における
島峰 徹によった歯科医療供給者育成機関としての
医科大学問題５４），あるいは大政翼賛会医界刷新体制
協議会での歯科大学設置要望などが起きていた５５）。
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さらに大学昇格問題は，医歯一元二元制度とも一部
絡み合った論議に発展した５６）。歯科大学昇格は，高
等教育制度が整った初期からの歯科界の重点目標で
あった。しかし，敗戦までの昭和期があらゆる学問
領域にわたった大学設置に目を配れる時代でなかっ
たことは，既述した時代ごとの新設大学数の単純な
観察から示されている。つまり日本の高等教育行政
は大学の普及拡大を目指したとはいえ，質維持のた
めの高いハードルを超えるだけの力を多くの専門学
校が蓄積する前に時代は戦時に移行し，また不景気
が相乗的に働いたということであろうか。さらに，
そうした時代の推移において，歯科集団の要望は権
威と思える理由も加わって，常に吸い上げられるこ
とはなく敗戦に至った。
さて，こうした背景を持った大学令によって占領

体制下に歯科大学が誕生した。申請した設立内容は
文部省で検討され，GHQ/SCAPの了解を得て田中
耕太郎文部大臣が設立を可としたことで，その案件
は宸裁を仰ぐため吉田 茂内閣総理大臣に上げられ
た。該案は内閣総理大臣から奏上され，裁可を受け
て，東京歯科大学は創立された。「東京歯科大学を
大学令によって設立する件は上奏のとほり裁可を経
た」との文部大臣 田中耕太郎の昭和２１年７月１９日
付けの公文書が国立公文書館に保管されている。こ
の文書が，我が国で最初の歯科大学設立が成ったこ
とを示すものであった。
大学令は廃止まで３回（昭和３．１．１９．勅令第７

号５７），昭和１８．１．２１．勅令第４０号（大学予科を２年
に短縮）５８），昭和２１．２．２２ 勅令第１０２号５９））改正さ
れているが，骨格である第一条・第二条の改正はな
い。東京歯科医専は申請書に「大学令第二条第一項
但書の規定により東京歯科大学に歯科医学部をもっ
て構成する」としているので，この第一項但書は単
科大学を認めることを記したものである。したがっ
て，学部規定を改正していない該令で歯科大学を認
可するのにはどのような新解釈がとられたのか。
長尾は大学設立の申請に際して新しい大学を「東

京医歯大学」と仮に命名したのは「大学令」に抵触
することを避けたためだと記している２４）。他の歯科
大学がその準備に入った昭和２１年初期において，大
学設置の可能性を確信したと同時に，歯科にとって
大学令の壁が常のように立ちはだかるのではないか

と危惧していたことを示す文章である。
リッジリー中佐は歯科大学設立を文部省に「指

令」したのではなく，言わば歯科医専の要望を権威
のもとで後押しした形であった。文部省担当官はそ
の件を省に持ち帰って検討するとした経緯から，文
部省は法令に順当しないことを，リッジリー中佐の
意向に沿わなくても間接統治の行政措置として，中
佐に伝えることはできたと思われる。東京医学歯学
専門学校の長尾 優校長は，歯学部の東京大学への
移管を再三いわれていたが，GHQ/SCAPに抵抗す
ることに覚悟を持って現行形態を維持させることを
折衝し得たと記している２２）。また戦時中の医師不足
の補充作であった歯科医師の医師への転向措置は，
敗戦によってその本質的な意義を失った。戦時下の
医師不足は終戦後も継続する状況ではあったが，そ
れは特例とされた決戦下政策であった。しかし，過
去のものとなった国家的事業を日本政府はGHQ/
SCAPの同意を得て医師試験と医師国家試験（新制
度第１回）を実施して犠牲者が出ないようにし
た８）。占領下にあっても，戦時中に決めた国民への
約束を政府は守ったのだと映る。僅かな例だが，ポ
ツダム宣言やマッカーサー元帥によった「５大改革
指令」に逸脱しない文教事項における文部省の権限
は，GHQ/SCAP統治下において非隷属的に保たれ
ていたことを，上記の身近な事柄は著者らに知らせ
ている。
また，東京薬学専門学校は，大学昇格を企画して

昭和２１年４月に文部省に打診したところ，「現行の
大学令では，薬学の単科大学を認めていないので，
たとえ認可の申請があったとしても文部省はこれを
受理することはできないが，薬学の向上は緊要事項
でもあるので，東薬でその意思があるならば，その
実現に必要な準備を進められたい（原文ママ）。」
と，大学令としての申請を断られたとした大口理事
長の該薬専理事会での説明を記録している６０）。これ
は大学令に薬学は含まれていないことと，新制度で
は大学昇格の可能性があることを文部省は述べてい
て順当である。つまり上記の事柄から，何故歯科医
専の大学昇格は認められたのかと改めて考えさせら
れるのである。
官立と私立とにおける大学設置は大学令として同

じ法律に準拠するのだが，官立の東京医歯大と私立
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の東京歯科大学の審査過程は最終で大きく異なって
いる。官立東京医歯大の申請案は，田中耕太郎文相
から「官立大学官制の一部改正案」としてその審議
を吉田 茂総理大臣が依頼される。該案は法制局に
よって法令上の齟齬をチェックされたのちに，法制
局長から総理大臣に閣議決定を求める形になってい
る。一方，私立東京歯科大学案は閣議決定を受けな
いで内閣総理大臣から奏上され裁可を受けている。
これは私立昭和医科大学の設置認可公文書と同様で
ある６１）。奥村は自校の申請が閣議になかなか上がら
ないことの心配を既述のように記してるが，閣議決
定された記録文書はA書・B書に見ることはな
かった。
そして，官報では官立東京医科歯科大学は勅令と

して，私立東京歯科大学は省令としてその誕生を知
らせている。以上の違いはあるが，官私立にかかわ
らず一歯科大学が設立されるに至る過程の重さを欺
くような行為を法令によって機能している行政所轄
がとったとは考えられない。とすれば，大学令第２
条の学部規定を変更することなく何らかの解釈が文
部省でとられたと推定される。
医科では医育教育機関の大学一元化が多年の意向

であり，歯科では大学教育による歯科医師の育成が
多年の目標であったが，戦時がそれを阻んだ結果と
なって終戦を迎えた。医専が大学に昇格することは
質の評価によるだけで，法令がそれを阻むわけでは
ない。したがって平時になって医専の要望があれ
ば，GHQ/SCAPの了解のもと文部省としては問題
なく審査できる。ところが歯科大学創設という教育
行政上の宿題解決には，学部規制の法令改正が必要
になることは繰り返した。何故文部省は，歯科大学
設置を拒否しなかったのか。
大正１４（１９２５）年第５０回帝国議会に，「歯科医師

法中改正」を血脇守之助を会長とする日本聯合歯科
医師会（大正１５年日本歯科医師会と名称変更）が上
程した目的の一つは，歯科大学設立のための大学令
の改正問題であった。文部省側委員と議員によった
委員との間で，激しい論議が繰り広げられた。文部
省参与官は「歯科を現状では学部にすることはない
が，今後当局において十分調査をして，大学程度の
教育までに進めることに努力することを明言する」
とし，この言に委員は「参与官の言明で慰安すると

ころが生まれた。この言明が近い将来実現するよう
お力を希望する。」として，大学令改正につながる
条項文の改正案を取り下げてこの問題を決着させ
た５３）。
昭和１５（１９４０）年４月に島峰 徹の大学案を巡っ

て論議された，教育審議会の歯科教育に関する答申
では，「医学（医専），薬学，歯科医学に関しては教
育施設の整備充実を図る必要は論を俟たない。特に
歯科医学に関しては，今日充実した大学程度の教育
を欠く現状から，適当な教育施設を考慮することを
認めた」として政府に善処することを求めた６２）もの
の制度まで踏み込まなかった。帝国議会論争から１５
年を経た総理大臣直下の教育審議会における歯科教
育対策は，何ら進展も後退もしなかった６３）。すでに
太平洋戦争開戦を間近にして，該審議会高等教育に
関する答申に対して，松浦鎮次郎文部大臣は「当局
として案の実現には努力するが，経費の問題がある
ので全てを直ぐに実施できない」と発言してい
た６４）。大正１４（１９２５）年の国会答弁から敗戦までの
２０年余にわたって歯科に対する教育行政の進展は，
大学問題に関して停滞したままであったが，すでに
昭和初期には歯科医学教育機関は官立１校，文部大
臣指定の歯科専門学校６校によって高等教育の歯科
医育機関態勢は整った。つまり，歯科が学部から外
された大正７（１９１８）年当時の，指定校歯科医専が
２校にすぎなかった時代と，昭和１３（１９３８）年の教
育審議会時代とでは，歯科教育態勢に大きな違いが
あった。「歯科は科学か」という松浦鎮次郎のかつ
ての疑問を，該審議会でも口にする委員は存在した
が，歯科に医学的な素養が必要である認識と手段で
ある技術が科学に裏づけられているという理解は増
してきたと感じる速記録であった６５）。しかし，科学
である医学と，科学である技術とを統合して，口腔
機能を維持する仕事には高度の教育が必要であり，
治療あるいは予防効果の進展には研究が必要だとの
見識が披瀝された発言は記録されていない。
歯と口腔の医療が，医学と理工学と技術を一体と

した科学で構成されていることは，その担当者を医
師にするか技術者とした歯科医にするかという政治
的とも思える問題を超えて，皮肉なことに日中戦争
における顎顔面戦傷が現場の治療で回答を出してい
た。しかし，この概念が社会的な認知を得るには先
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を待たねばならなかったが，歯科医専では現場の体
験あるいは，米国留学から三位一体の必要性を早期
から認識し，そうした教育を歯科生徒に授けてい
た。昭和初期の医師法違反に問われる歯科医師に
よった治療の出現，あるいは官立歯科医学校出身者
の歯科医療の制約の多さの不満と医師への転向者の
多さといった現象は，教科書と臨床の乖離が法的な
現実としての違和感としての現象ではないか。これ
は口腔疾患の治療制約であるので，患者に十全の治
療ができないという社会的問題であり，ギルド的な
業の権益問題ではない。医療は，教育と研究によっ
て成り立っている。人体の一部分である口腔ない
し，歯顎を領域とする歯科も同様である。この三点
があって，歯科医療の安全と効果が得られることか
ら，研究の主体とならなければならない歯科医育機
関に研究の必要を認めないとする制度が大学令で
あった。この制度が時代の進展に対応せずして固定
的であったのは，戦時下ゆえか，教育行政の無定見
にあったのか，歯科界のアピール不足にあったの
か，あるいは高等教育エリートとはいえその程度の
集合体が実体であったのか，さらに政府行政に別の
政治的意図があったのか。
明治の歯科医学校によった教育の萌芽期から専門

学校によった成長期，そして充実期であるべき大正
期の大学令によったその後が戦前の分画になると思
われるが，満州事変までには戦前の歯科医育機関は
全て設立を完了した。つまり成長期に歯科教育機関
の態勢は整った。そして中期に，教育審議会が設置
されたがその主目的は皇国史観の徹底であって，す
でに国家予算は戦費が主体となっていた。末期には
国家の存亡をかけた戦局となり，葉っぱも噛める歯
牙は欲しいが銃後も戦線も医師・軍医不足で，医師
でさえ専門学校で十分であり，とにかく数が必要と
された時に大学出の歯科医師養成などは不埒な望み
だという時代に突入した。そして日本は負けて占領
された。永年にわたる歯科医専の大学化への希望
は，米国の教育制度の導入を計画しているGHQ/
SCAP・PHWの改革策と一致した。そしてことは
占領初期に米国陸軍歯科軍医と歯科医専校長らとの
会談によって，歯科軍医の後押しで文部省から好ま
しい回答が得られた。歯科医育機関の大学程度の教
育を検討することは大正末期の国会で文部省参与が

回答した２０年にわたる宿題である。占領軍の権力と
文部行政上の宿題との要因が文部省をして，あえて
大学令を適用して歯科大学設置へと動かしたのであ
ろうか。無理をしなくても，数年後には新制度で専
門学校は廃止され，修学年限は別にして大学にはな
るのである。

７．有光次郎の寄稿文６６）と大学令解釈
昭和２８（１９５３）年に発行された，東京医科歯科大

学二十五周年記念誌に有光次郎の筆によった，以下
の文章が掲載されている。「島峰さんの最後の念願
は歯科医学校を大学にすることであったが，大学令
の解釈上医科大学は認められても，医学の一部門で
ある歯科のみの大学の設置には多分の疑問があり，
かたがたその予算化は困難を極めた。その間，島峰
さんは根気よく外国の事例を引いたり，医歯一元論
を説いたりして各方面の諒解を得るに力められてい
たのである。が，私はその後官房の文書課長，ひき
つづき秘書課長として，十八年四月から本校の研究
科に内科外科耳鼻科のコースが置かれたことや，十
九年四月には医学科が併置されたことに関与した
が，そのうちに歯科の歯科大学の設置も法令上不可
能ではないとの見解が行われるようになり，島峰さ
んも一安心されたのであるが，大学設置の予算は戦
争のため成立に至らない間に，二十年二月になくな
られたのは返す返すも残念なことであった。（下線
は著者による）」
有光次郎は昭和９（１９３４）年に専門学務局学務課
長に就任し，終戦後の昭和２２（１９４７）年には文部事務
次官に就任した。教育基本法の制定あるいは６・
３・３制の実施など戦後の教育改革の中枢で活動し
た。文中では，昭和１８年からの東京高等歯科医学校
に関与していた時期に，歯科大学の設置が法令上不
可能ではないとの見解が出始めて，島峰校長も安心
したとしている。さらに戦争で成立に至らなかった
が，大学設置の予算計上まで話が進んだと推測され
る文である。したがって有光が立場にあった時期に
起きていたことを示す発言であることから，以下を
推定する。
すなわち，敗戦になって歯科大学設立要望が文部

省に持ち返られた昭和２０年１１月初旬に有光が記した
戦前に挙上した法令解釈が文部省内で再度検討さ
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れ，法制局の諒解を得たうえで文部省田中耕太郎学
校教育局長がリッジリー中佐に要望受諾の返答６７）を
したと解される。その背景に一つは PHWの権威，
二つ目は戦前の日本聯合歯科医師会上程によった帝
国議会論争での文部省回答，島峰 徹の展開した教
育審議会答申における文部行政上の未解決課題であ
る歯科界の歯科大学設立の宿望が関与したと推測す
る。しかし，文部省が大学令第２條をどのように解
釈して歯科大学認可に適用したのかは不明である。

おわりに

昭和２１（１９４６）年秋には，予科生が歯科大学に入
学するという旧制歯科大学が始まったが，同年の春
からは日本の教育体系を刷新するための準備が起こ
り，すでに医学系教育の審議機関が PHWサムス局
長のもとで各専門に分かれた審議会が始まり出し
た。翌年春に，教育行政の憲法と称される教育基本
法と学校教育法が制定され教育目的と目的達成のた
めの大略が示された。各旧制歯科大学の認可時期
は，教育基本法発令の前後に分かれたことから設立
に準拠した法令は異なるが中身は大学令でありま
た，全ての歯科大学は新法に準拠すべく定められて
いたので本質的な違いはない。東京歯科大学の予科
の教科課程は，大学令における予科の条項と高等学
校令に示された規定に基本的に従ったと思われる。
歯学部前教育としての教科が少し加えられて，一般
教養が主となった歯学部予科課程となっていて，そ
の趣旨は今日に継続している。
旧制歯科大学の設置が確定する前にGHQ/SCAP·

PHWの方針として医学系教育は専門学校をなくし
大学にすることがすでに発表され６８），その修学年限
に関して２＋４年制が歯科教育審議会における方針
とされた。しかし，この確定には教育全体の刷新を
統括している教育刷新委員会の議決を得なければな
らなく，歯科大学予科が始まった時点ではその修学
年限に関しては不透明であった。教育刷新委員会で
はあらゆる大学は４年限であることに注力していて
例外的な医学部の６年制に対しても反対意見は少な
くなかった。つまり新しい歯科教育制度における最
重要の修学年限には，さらに大きな関門が待ち構え
ているということであった。新制歯科大学の２＋４
年制度は，教育刷新委員会の採決で辛うじて賛意が

得られた。この一票には，７年制の旧制歯科大学が
現存していたことが大きな意味合いを持っていたと
考えられる。翻って昔悪かったものが，何故今は良
くなったのかという大学令に関する単純な疑問を考
察した。
設置申請書は，東京歯科大学が何を目指したのか

知らせていた。歯科医療を生命科学に基づかせるこ
とであり，その手段として，市川菅野に将来は総合
病院にすべく病院を設立し，医師の協力指導で歯科
に医学を導入することだとした。申請書の作成は，
昭和２１年明けてから４月までの間であった。教育施
設・教員等が整った上での計画ではない。しかし認
可されれば，すぐに始まる予科に関しては実行可能
な計画であるが，学部に関しては歯学教育審議会が
始まったところであった。また学部開始は２４年度で
あるので，該審議会の決定を入れ込める予測の上で
の申請書であったと考えられたので，本稿では予科
に関する記述を主体にした。

東京歯科大学法人所管の「東京歯科医学専門学校理事
会議事録」ならびに「同評議員会議案」および大学資料
室保管の「東京歯科大学設置申請書」の開示を許可して
下さった井出吉信理事長・前学長にお礼を申し上げま
す。また本論文完成にご尽力いただいた辻村育郎歯学博
士にお礼を申し上げます。
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