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名古屋大学大学院教育発達科学研究科の吉川と申し

ます。

本日は、大阪市立大学の教育改革シンポジウムにこ

のようにお招きくださいまして、誠にありがとうござ

います。

早速ですけども、スライドを共有させていただいて、

お話に入っていきたいと思います。

本日は、「歴史的観点から公立大学の役割と教育の

あり方を考える」というテーマでお話をさせていただ

きます。（章末スライド 1 を参照）

はじめに
初めに、簡単に私の自己紹介をさせていただこうと

思います。（章末スライド 2 を参照）

もともと、名古屋大学の出身でして、大学を出た後、

名古屋大学史編集室というところで助手を務めまして、

その後、兵庫県立の神戸商科大学、今は兵庫県立大学

になっていますが、そこで10年ほど勤務しておりま

した。

その後、2003年に、名古屋大学に戻ってまいりまし

て、現在、教育発達科学研究科の教育史領域の担当の

教員として働いております。

それからまた、大学文書資料室というところで歴史

資料・大学史編纂部門長を兼任しているのですが、実

は名古屋大学は2020年に岐阜大学と法人統合いたし

まして、初めての国立大学としての法人統合というこ

とで、東海国立大学機構というのがつくられました。

これにともなって、大学文書資料室は機構直轄の組織

となっております。

専門は、教育史の中でも、大学史や高等教育史、そ

れから地域教育史をやっております。

10年ほど前に、先ほどご紹介いただきましたが、『公

立大学の誕生』という本を出しております。今回、こ

のようなシンポジウムにお招きいただいたというのも、

この本との関わりがあるのかなと思っております。

そういうことで、どうかよろしくお願いいたします。

初めに、本日の話の概略を簡単に説明しておきたい

と思います。（章末スライド 3 を参照）

1 つ目に、公立大学というのはそもそも何なのかと

いうことをお話ししたいと思います。

それから 2 つ目に、公立大学の中身の理念について、

いつ頃、一体どのようなことが考えられたのかという

ことを、その理念の立ち上がってくる時代に遡ってお

話ししたいと思います。

そして 3 つ目に、戦後の公立大学の状況、増設の

背景等について説明して、まとめていきたいと思って

おります。

１．公立大学とは何か
（ 1）〈公立〉の輪郭

①あいまいな官立・公立・私立の区別

それでは早速、公立大学とは何かということについ

てのお話をしていきたいと思います。（章末スライド

4 を参照）

ふだん、私たちは何げなく「公立大学」という言葉

を使っていますが、その言葉の意味を考えていきたい

と思います。

そもそも、「公立」という言葉ですが、「公立学校」

という言葉が誕生したのは明治維新の後のことです。

全国的に近代的な学校の設置を定めた「学制」という

のが1872（明治 5 ）年に出されましたが、その中を

見てみますと、「官立私立」とか「公私学」という言

葉が使われていまして、「公立学校」という考え方は、

どうやら成立していなかったようです。

■ 教育改革シンポジウム　講演

歴史的観点から公立大学の役割と教育のあり方を考える

吉　川　卓　治
名古屋大学大学院 教育発達科学研究科 教授
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りも専門を教える教育機関だという捉え方がなされて

いました。

それが、1886（明治19）年、最初の文部大臣である

森有礼が定めた帝国大学令というのがありますが、そ

の時代になってくると、帝国大学というのは「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」と規定されます。つまり、教授する教

育機関であると同時に、研究機関だということが明記

されました。

この法令では大学というのは帝国大学だけであると

いうことを規定し、そこでは教育とともに研究を行う

ということになりましたが、研究というのはあくまで

国家に必要な学問を扱うということがこのように明記

されたわけです。

②大学令の制定（1918）

この帝国大学令のもとでは、公立の大学や私立の学

校というのは存在が認められていなかったのですが、

1918（大正 7 ）年に制定された大学令において（章

末スライド 8 を参照）、初めて公立大学が認められる

ことになります。それはつまり、「公立」という言葉

と「大学」という言葉がここで初めて出会ったという

ことです。法律上登場したということになるのですが、

大学令の第 5 条のところにありますように、公立大

学というのは特別の必要がある場合において、北海道

及び府県に限って設置することができるということに

なりました。

ただ、その中身については書いてないわけで、公立

大学というのは、要するに北海道や府県が設立費用を

負担する大学であるという程度のことにとどまってい

ました。それ以外の点で、じゃあ帝国大学とか私立の

大学とどう異なって、どういう役割を持っているのか

ということについては、この後、考えていかなければ

いけないことになります。

２．公立大学理念の誕生
（ 1）大阪医科大学の設立とその理念

①初代学長佐多愛彦（1871 ～ 1950年）

次に、公立大学の理念の誕生のお話をしたいと思い

ますが、公立大学というものの中身を考えていくとい

うのは、いつ頃からどのようなことをきっかけにして

実際、その翌年、「学制追加」というのが出される

のですが、そこでは「官立学校即チ公学」と書かれて、

官立イコール公立というような、両者の間には区別が

なく、非常に曖昧な捉え方がされていたようです。

考えてみれば、江戸時代、「御公儀」というと、江

戸幕府ですとか朝廷を指すということでしたから、官

と公の間の区別があまり明確でなかったというのは理

解できるところなのかもしれません。

②官立・公立・私立の区別の始まり

ところが、やはり明治政府はこれではちょっと都合

が悪いと思ったのか、1874（明治 7 ）年に布達を出し

まして、官立学校、公立学校、私立学校の区別を明確

に定めます。この区別を包括的に定めたのは、これが

初めてのもので、唯一のものだとされていますが、そ

れを見ますと、公立学校というのは「地方学区ノ民費

ヲ以テ設立保護スル者」と書かれております。その「保

護」という言葉がちょっと分かりにくいですけど、維

持という程度の意味でしょうか。いずれにしても、以

後、この区別が引き継がれていくことになります。（章

末スライド 5 を参照）

実際、「学制」を廃して、1879（明治12）年に教育

令というのが出されますが、そこでも「地方税若クハ

町村ノ公費ヲ以テ設立セルモノヲ公立学校トシ」とい

うように規定されました。

このように、「公立」という言葉には設立費用を負

担する主体という程度の意味しかなかったということ

がうかがえます。（章末スライド 6 を参照）

（ 2）〈公立〉と〈大学〉の出会い

①学制の「大学」から帝国大学へ

さて、一方、「公立」という言葉に対して、「大学」

という言葉を次に見ていきたいと思いますが、大学の

ほうは古くから日本では使われていて、例えば律令制

の時代に大学寮という官吏養成の組織があったという

ことは有名です。先ほど触れました「学制」の中でも

大学について触れており、そこにありますように、大

学というのは専門の科目を教える学校だと書いてあり

ます。また、教育令でも専門諸科を授けるところだと

いうように書いてあります。（章末スライド 7 を参照）

このように、明治の初めの頃、大学というのは何よ
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番右にあるのが医術開業試験ですが、これは有名な野

口英世が試験を受けて医師になったルートです。これ

は、学歴とは全く何の関係もなく試験を受けて、受か

れば医師免許をもらえるというものだったわけです。

それに対して、ほかに、中学校を出て高等学校に進

学し、その後、医科大学に進学するというルートがあ

りました。これは〈中学校→高校→大学〉というルー

トです。この場合は中学校卒業後 7 年かけて医師免

許を取ることになります。それに対して、もう一つ、

中学校を出た後、医学専門学校に進学し、 4 年間で医

師の免許を取るというルートがありました。先ほどの

大阪府立医学校も、この医学専門学校の 1 つに位置

づけられていました。

要するに医師免許の取得には幾つかのルートがあっ

て、その学識にかなり差があったわけです。そこで、

1906（明治39）年に医師法が出されて、医術開業試

験は廃止されることになりましたが、〈中学校→専門

学校〉のルートは残ってしまっていました。これを廃

止して〈中学校→高校→医科大学〉のルートに統一す

べきだ、というのが先ほどの佐多の主張だったわけで

す。

③百年前の世界一周

そういった主張を展開しながら、彼は1912（明治

45）年から翌年にかけて、 1 年かけて世界をぐるり

と一周してきます。特に欧米の大学、病院等を見学し

て回っていきます。（章末スライド12を参照）その後、

1919（大正 8 ）年に、先ほど申し上げました府立の

大阪医科大学の設立にこぎつけるということになりま

した。大阪府立のこの大学が認められたのは、先ほど

申しました、大学令が制定されて、それに基づく措置

でありました。

その前段で、先ほど、佐多が世界をぐるりと一周回っ

てきたというふうに申し上げましたが、それは今から

110年近く前のことでした。当時、日本はまだ後進国

でしたから、先進国の大きな大学とかを見て、それに

感銘を受けて帰ってくるのかと思いきや、彼は西洋の

大きな大学を実はかなりこき下ろすようなことをたく

さん書いています。ロンドン大学については、例えば

研究及び教授に関する設備ともにドイツの小大学にす

ら及ばない。あるいはオックスフォード大学に至って

なされるようになったのかといいますと、時期は、こ

の大学令の設置の前後でして、場所は、この大阪の地

でした。大阪で初めての――大阪というよりも、日本

で初めての公立大学として大阪医科大学が設立されま

す。この大学はその後、長い歴史的な経緯をたどって

現在の大阪大学医学部につながっていくわけですけど

も、もともと設立された時点では大阪府立の大学だっ

たわけです。その設立に当たって、公立大学というの

はこういうものだ、こうあるべきだという考え方が示

されていくことになります。

そこに深く関わったのが、初代の学長を務めた佐多

愛彦という人物です。この人は、1871（明治 4 ）年に

鹿児島県で生まれました。その後東京に出て帝国大学

で学び、1894（明治27）年には大阪府立医学校という

医師養成を行う学校の教員になります。その後ドイツ

に留学して、1902（明治35）年に大阪府立医学校の校

長兼病院長に就任することになります。（章末スライ

ド 9 を参照）

②「医育論」

彼にとっては、この医学校を大学に昇格させるとい

うことが大きな念願でした。そのために彼はどういう

ことを考えたのかといいますと、この学校が医師養成

を目的とする学校だったというところに注目をします。

そして、1902（明治35）年の段階ですが、「医育論」

という論稿を『医海時報』という当時の医学系のジャー

ナルに発表します。（章末スライド10を参照）ここに

はいろいろ書いてありますが、基本的な主張は何かと

いいますと、人命には尊卑はないんだ、王様だろうが、

農民だろうが、みんな平等なんだ、その平等な人命を

扱う医師の間に学識において格差があるというのは問

題だ、だからこそ医師養成は統一しなければならない、

ひいては医師養成は大学でやるべきだ、ということを

主張した論文だったわけです。これは「医育統一論」

といいまして、医師養成を 1 つの水準の学校でやる

という考え方を示したものでした。

現在、医師の養成は、大学の医学部に進学し、国家

試験を受けるということで平準化されているわけです

が、この時代の医師養成は幾つかの複数のルートに分

かれておりました。（章末スライド11を参照）

簡単に説明します。スライド11の図でいくと、一
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と言っています。要するに、この府立の大阪医科大学

が都市とつながることで、その特色を発揮するという

ことを目指しているのだということを言いました。（章

末スライド15を参照）

実際、彼はこの大学の授業科目の中に、労働生理学

とか衛生学視察という授業を開設します。当時、ほか

の帝国大学などを見ても、こういった科目は開設され

ていませんでした。衛生学はありましたが、衛生学視

察というのはありませんでした。大阪医科大学が率先

してつくった科目です。これは、佐多が当時、工業化、

産業化が急速に進みつつあった大阪市に注目して、そ

こでの工業化によって発生しつつあった労働者の健康

の問題等への対応ということを考えて設定した科目だっ

たというふうに言うことができます。

（ 2）大阪商科大学の設立とその理念

①市立大学への昇格運動と総合大学論の勃興

さて、もう 1 つの公立大学についてお話をしたい

と思いますが、これは大阪市立大学の淵源である大阪

商科大学になります。こちらのほうは、大阪医科大学

の設置後、大阪高等商業学校の生徒たちが昇格運動を

開始して、大阪市会も昇格方針を決定します。（章末

スライド16を参照）

ですが、先ほど紹介した大学令では、北海道や府県

に対しては公立大学の設置を認めていましたが、市に

対しては認めていなかったということで、大学令とい

う勅令の改正をしないといけないというたいへん高い

ハードルがありました。そこで大阪市側から一生懸命

働きかけをして、文部省がついに、それをやりましょ

うと、1926（大正15）年になってようやく動き出して、

1928（昭和 3 ）年に大阪商科大学が設立されるとい

うことになるわけです。実はあまり知られてないので

すが、この時期、背後で総合大学を大阪に設置すべき

だという議論も高まっていました。

きっかけは、1925（大正14）年の段階で、当時、枢

密院議長だった穂積陳重が大阪を訪れた際、大阪に総

合大学を設置すべきだということを講演します。それ

を受けて、大阪府会が国立総合大学設置の意見書を政

府に出します。

さらに1927（昭和 2 ）年には、商科大学よりも総

は、我が国の高野山の僧林、つまり僧侶養成の機関の

ようで、医科大学の設備は見るに足らないというふう

に大きな大学を批判していて、彼としては、もっと小

さな大学、小さくてもきらりと光る大学を見たいとい

う思いがあったようです。

その中で特に注目したのが、フランクフルトの大学

の設立運動でした。彼自身が書いているように、大阪

大学、大阪医科大学の建設の企画に対して、自分が最

も興味を抱いたのはフランクフルトの大学の計画だっ

たと。その中で特に注目したのは、堅実にして確信あ

る市民の間に大学設立の動きが起きてきたということ

を高く評価します。（章末スライド13を参照）

ここからわかるのは、彼が世界をぐるりと回りなが

ら、市民によって大学が設立されていくフランクフル

トの動きに特に惹きつけられたということです。そし

て、その成果を具体的に講演の場で発表します。

④大阪医科大学昇格記念学術講演会

これは1920（大正 9 ）年のことですが、府立の大

阪医科大学が大学になった学術記念の講演会が中之島

の公会堂で開かれ、そこで彼は新しく設立が認められ

た大阪医科大学のことを帝国大学との関係で説明しま

す。そういいますと、無難なところでは、この大阪医

科大学をやがては足がかりにして大阪に帝国大学をつ

くりましょうというような話をするのではないかと予

想されるのですが、そうではなく、彼は明確に帝国大

学を旧大学、古くさい大学と言うわけです。今度設立

が認められた大阪医科大学こそ新大学であると言いま

す。また帝国大学は官立主義である、それに対して、

大阪医科大学は民衆擁立主義である、それから総合的

画一主義に対する単科的特色主義だと、官権的伝統的

精神に対する平民的実用精神だ、こういったことを旗

印に大阪医科大学というのは発展していかなければな

らないのだと、彼はこの講演会で主張いたしました。（章

末スライド14を参照）

そして、さらに注目されるのが、彼が大学と都市と

の関係をここで高らかに謳い上げたことです。研究の

自由を信条として科学的精神を樹立し、大学の社会的

活動を奨励するということをとうとうと述べて、大都

会の全機関を利用して研究を行い、都市の新天地に向

かってその信条を鼓吹して、特色を発揮せんと期する



大阪市立大学『大学教育』　第19巻　第 1 号　2022年 3 月

41

と都市との関係を重視しているという点では一致して

いるのですが、実は佐多は都市というものにあまり興

味を持っていませんでした。むしろ、 1 つの国の中の

「首脳」であると国家有機体説的に都市を捉えていて、

国の一部であるという見方をしていました。それに対

して、関は都市としての自治を重視していました。都

市行政のプロとしての考え方を明確にしていたのです。

ただ、佐多のほうは、大阪府立なのに都市にこだわ

るという点では限界があるのではないかと私は以前、

思っていましたが、よくよく考えてみると、佐多は、

大阪府の中の今の大きな課題は何かと考えたときに、

研究者として見ると、やはり都市化が問題で、そこの

中の労働者の問題を考えなければいけないということ

で、先ほど申し上げたような労働生理学を大学に取り

入れるということをしたのではないかと思いますし、

関のほうは関として、設置者としての立場から公立大

学に対しての期待を明確にしたと言えるのではないか

と思います。

３．戦後の公立大学
（ 1）旧制から新制へ

①旧制公立大学の増設

さて、戦後の公立大学のお話を急いでしていきたい

と思いますが、戦後、旧制から新制に大学が変わって

いきます。このところを正確に説明すると、かなり詳

細な説明が要るんですが、要するに、戦後になったか

らといって、すぐに制度が変わったわけではなく、し

ばらく旧制の大学が設立され続けます。（章末の）ス

ライド20にありますように、1948（昭和23）年ぐら

いまでにかけて、全部で14校の旧制の大学が設立さ

れていく。これらは、ほとんどが戦時中に設立された

医学の専門学校でした。制度がなくなってしまいます

から、すぐ廃止するという手もあったわけですが、地

域はそれをむしろ引き受けて、大学として組み替えて

使っていこうという選択をしたことになります。

②新制公立大学の設立

一方、新制の公立大学のほうですが、これは学校教

育法に基づいて設置されていくもので、現在の大学の

全てがそうですが、その最初、第 1 号として1948（昭

和23）年に設置されたのが、実は最初に自己紹介の中

合大学だというような論評が大阪市の発行する雑誌に

掲載されるという状況になってくるわけです。この論

評を見ると、商大、つまり、市立の商科大学よりも総

合大学が必要だということから両者が競合していたと

いうことが分かります。その状況の中で、有名な、よ

く知られている、当時の市長である関一の「市立大学

論」が公表されたということになります。

②関一の「市立大学論」

その関の「市立大学論」をちょっとだけ見ておきま

すと、関もやはりドイツの市民がつくる大学に注目し

ており、必ず市民の力を基礎として、市民の生活に最

も必要な専門的知識を授けるとともに、市民の一般的

教養の機関でなくてはならないとか、設立した都市の

経済生活、精神生活と離れるべきでない、学問上の中

枢機関として市立大学の意義があるのだということを

言っています。（章末スライド17を参照）

さらに有名な、「国立大学のコッピー（コピー）であっ

てはいけない」ということや、「大阪市を背景とした

学問の創造がなければならない」ということを彼は演

説で述べることになるわけです。（章末スライド18を

参照）

この関の発言を当時の時代状況の中に位置づけて解

釈してみますと、次のようなことが指摘できるのでは

ないかと思います。

まず、実はこの演説というのは、昇格運動を頑張る

ぞということがほぼ決まった後で出てきたということ

で、昇格運動そのものを盛り上げるためのものではな

かったということです。ですが、当時大阪で高まりつ

つあった官立総合大学論に対する対抗という意味があっ

たと見ることができます。それだけに、大阪市を背景

とした学問の創造というところが強調されたのではな

いかと思います。

そして、先ほど紹介しました佐多の大学論と非常に

よく似ているという感じがいたします。佐多の大学論

を発展的に継承したものと言えるかもしれません。

ただ、発展的に継承したと今申し上げましたけども、

両者を比べてみると、実は大きく異なるところがある

と思います。（章末スライド19を参照）

スライド19の表の左側に佐多の大学論をまとめま

したが、両者は、下から 3 列目にあるように、大学
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づけが強まっていきます。そして、研究学園都市だと

かリサーチパークが整備されていくわけですが、実際、

1991（平成 3 ）年から2000（平成12）年までに設置

された公立大学35校のうち、 3 分の 1 の11校が町や

村の中に設置されています。つまり、かつてのように

都市との結びつきで大学がつくられるだけではなくて、

これから開発されていく場所で公立大学を設置すると

いうことになってきたわけです。

さらに、近年の看護学部等々の増加の背景にありま

すような高齢者福祉政策や、それから公立大学法人の

制度の誕生ということがあります。

ただ、公立大学法人は、それが増えたからといって

公立大学が増えたというわけではなくて、既存の公立

大学の基盤を組み替える形でつくられていったと見る

ことが妥当だと言えます。

おわりに
（ 1）佐多と関における公立大学

最後にまとめたいと思うのですが、公立大学という、

ある意味、見ようによっては不思議な言葉かもしれま

せんが、もともと輪郭が曖昧だった「公立」という言

葉が、設立費用の負担主体を示すものとして誕生した

ということを最初にお話ししました。それが「大学」

という言葉と結びついて、「公立大学」という言葉が

誕生したわけですが、公立大学というのは府県が設立

費用を負担する大学という程度の意味しかなかったわ

けです。

このため、その内実をどう考えるかという課題が残っ

たわけです。それに対しては、大阪にゆかりを持つ佐

多と関という 2 人の人物が、都市との関わりで大学

というものを、公立大学の中身を考え発表していくこ

とになりました。

2 人は都市についての捉え方に違いがありました。

佐多のほうは国家の一部としての側面を重視したのに

対して、関は自治体としての性格を重視していました。

また、佐多は大学人としての立場から公立大学が教

育研究における課題を示していくということをしたわ

けですが、関は自治体の長として公立大学への期待を

示していったということになります。

で触れました神戸商科大学でした。これ以後、1950年

代初めにかけて、33校にまで増えていくことになりま

す。（章末スライド21を参照）

③大阪府の状況

大阪の状況を少しだけ見ておきたいのですが、大阪

市立の高等教育機関としてこのようなものがありまし

たが、これらはご承知のとおり、大阪市立大学と大阪

市立医科大学に再編され、その後、大阪市立大学にま

とまっていくことになります。（章末スライド22を参照）

一方、府立の機関等々を見てみますと、このような

ものがありまして（章末スライド23を参照）、これら

が 1949（昭和 24）年に浪速大学となり、その後、

1955（昭和30）年に大阪府立大学になっていきます。

興味深いのが、この公立の浪速大学が、工業専門学

校と青年師範学校という 2 つの官立の機関を同時に

大学の中に組み込んでいたということです。

私は、今回調べるまで知らなかったのですが、公立

の大学の中で官立の学校を組み込んで設置されたのは、

この大学だけです。ちょっとこの表（章末スライド

24）は分かりにくいのですが、師範学校も組み込んだ

のも、この浪速大学だけということであります。

恐らく、官立と府立では文化がおそらく違うわけで、

その後、何らかの葛藤を抱え込むことになったのでは

ないかと思いますが、現在までのところ、そういった

ところは研究でも明らかになってないと思っています。

（ 2）1980年代後半以降の増設背景

1980年代以降、どうなるのかというと、80年代の

後半以降、徐々に公立大学は増えていくことになりま

す。（章末スライド25と26を参照）そして、やがて国

立大学の数を超えていくことになるわけですが、その

背後には何があったのかといいますと、 1 つは大都市

圏では新大学の増設は抑制するという国の政策が取ら

れるわけです。人口の都市集中を避けるという意味で

す。一方で地方都市では都市基盤との一体的な整備を

行うということが政策的に目指されていきます。実際、

国土庁でも公立大学の政策が積極的に進められていき

ます。

それから、産業振興と結びついて大学の活用策が取

られていきます。全国総合開発計画の中で大学の位置
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（ 2）公立大学が地域の期待に応えるために

そして、戦後、公立大学が、特に80年代後半以降、

急激に増えてくることになったわけですが、これは同

時に、公立大学への期待が強まってきている、大きく

なってきているということを反映しているのではない

か、と思います。

公立大学である以上、地域の期待からはなかなか逃

れられないというか、応えなければと思う面もあると

思います。ただ、こうした期待について応える際に考

えなければいけないことが 2 つほどあると思ってい

ます。

1 つは、その地域からの期待といったときの地域と

は一体何なのかということです。それは、簡単に言え

ば、都道府県庁だとか市町村役場というようなものや、

あるいは首長というふうに見るのではなく、あくまで

その地域に生活する住民を地域という視点で捉える必

要があるのではないかということです。

それともう 1 つは、地域からの期待に応えるには、

大学に所属する教員が専門性を主体的に発揮すること

を通じてしか応えられないということがあるのではな

いかと思います。

佐多が大阪市と府立の大阪医科大学との関係を重視

してカリキュラムの中に労働生理学の授業を入れまし

たが、これは佐多の立場から言えば、普遍性を有する

医学的知見を大阪市という地域に適用し、またそこか

ら新たな知見を発見しようということを意図したもの

だと思います。それを自分なりに敷衍しますと、限定

的な対象の中に普遍性を見る、あるいは反対に、普遍

の中に固有性を見いだすことなのではないのかなと思

います。

こうした作業を行っていくためには高度な専門性が

必要なわけで、それを発揮するということ自体が大学

教員に求められていると言えるのではないかと思いま

す。

以上で私のお話を終わりにしたいと思います。ご清

聴ありがとうございました。
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