
 
４． 教えを授けなかった教授 

    
4.1．証明を省略する佐竹一郎教授 

   
  はじめに大きく綺麗な字で「定理」と書いて、１行程の定理を淡々と黒板に書く。次に[証明]

と書いていとも簡潔に２－３行の証明を書き、最後に「よって証明された」と結ぶ。全部で 3－4 行

位だ。そして次の定理に進む。これは東大 1 年の時に受けた佐竹一郎先生の数学の講義スタイ

ルだ。 

  先生は静かで多くを語らない。数学の論理の美しさを、いとも簡潔に表現した。その際たるも

のに次のようなのがある。「定理 A と B は XYZ の関係にある。 証明 A と B の定義によって明

らか」。ある時は証明に「自明」と言うのがあった。勿論われわれにとっては、明らかでも自明でも

なかたっが。 

  よく温厚な教授が親切に教え諭すように、長々と説明する場合がある。先生はそのように事

は一度もなかった。先生の頭脳の中では、回りくどい説明は不要であった。それが別に無理して

いるわけではなく、いとも｢自然体｣であった。 

一方、私達は四苦八苦した。先生の証明の行間を読み、いくつかのステップを経て、やっと理

解する事が多かったからだ。 

  最近では何かと「アカウンタビリティないし説明責任」を要求される時代だ。十分どころか殆ど

説明をしなかった佐竹教授は、丁寧に説明する事が本務の「教授」としては破格ないし出(しっ)

格教授だ。標準の“格”からはみ出ている。 

しかし私たちは佐竹先生の提示した「数理の美」とその「簡素な表現の美」に感動し、それ

以上説明を求めなかった。モーツアルトにどうしてあのような音の展開が可能なのか聞いても答

えに窮するだろう。天才数学者と天才作曲家には共通するものがあるに違いないと、自分を納

得させた。    

しばらくして自分が物理の研究をするようになり、この事は全ての科学について言えることであ

ることに気がついた。物理学は物理現象の中にある「物理の美」を追求し、物理の表現法でその

美を表現する。 

科学も芸術も、共に美をもとめ、それを表現する。それぞれの対象に対してそれぞれの方法

で、科学は理性の美を、芸術は感性の美を追求する。 

 

  「教授の品格」や[教授の器]、それはそれで重要だ。それらに欠ける大教授が少なくない。

しかし佐竹先生の場合、そういった格や器の世界を超えた世界におられる。「超格」だ。わたくし

は大学で、またその後の研究生活を通して、多くの「超格」教授にめぐり合えた。その時の感動

は、天才作曲家のモーツアルトやフランクとの出会いのように、新鮮で爽やかなものだ。 

 

 
4.２．多彩な東大の教授陣 

       
東大はさすマンモス総合大学だ。教授陣も A、B、C・・・Z と全てのタイプがそっている。それ

ぞれに、偉い教授と偉そうな教授がいる。ここでは思い出に残った数人の、偉くなさそうで偉かっ

た教授と、偉そうに振舞う事に終始した教授にふれる。 

 

数学と落語を楽しむ岩堀長慶先生 

 

教養部時代はいろいろなゼミナールがあった。ある学期に岩堀長慶教授の数学の「行列

論」のゼミナールに出た。先生は黒板の端から「行列」の式を猛烈な速さで書きまくる。時に黒板



の外にはみでそうになる。字はお世辞にも綺麗とは云えない。しかし先生は数学の「式」は綺麗

だという。そして実に楽しそうだ。    

学生は必死でそれ写す。時々ため息が漏れる。後に残るのは、きたない手書きの「綺麗な

はず」の式だらけのノート。 

今なら講義は、パソコンを使って、カラフルなパワーポイントで行はれ、各先生の Web サイト

にあるに違いない（？？？）。としたら黒板に書く事も写す事もなくなった筈だ。実際、1999 年の

ワシントン大学大学院での私の講義録は、私の Web サイトに残した。 学生がいつでもインター

ネットを使っで見えるようにするためだ。 

岩堀先生のゼミナールは、その日の授業の最後の時間だ。１０分や２０分位のオーバーランは

よくあった。ある日、珍しく今日はこれまでと言われた。定刻の少し前。そして楽しそうに定刻に学

内で始まる落語を聞きに行かれた。 

 

   先生のゼミナールによって「行列」の美をどこまで理解したかは疑問だ。しかしながらに数学

で重要な２つの事を理解した。数学が極めて｢美しいに違いない｣と言う事と、その展開は大変

「楽しいに違いない」と言う事だ。そうして数学が益々好きになり、自分で学んだ。 

 

フェルマーの定理の証明を導いた谷山豊博士 

 

天才数学者の谷山豊博士は、１９５０年代に超新星のごとく現れたれた。 それは戦後間も

ない数学界にあって、ひとつの光明となった。しかし、間もなくして燃え尽きはてた。 

 

１９５４年に入学した東大の教養学部で、佐竹先生や岩堀先生の“数学の美“に輝く講義に

感動した事は前節で述べた。同じ時期、何処からともなく東大理学部の谷山博士の事が聞こえ

てきた。奇抜な発想をする数学の天才。常軌を悦脱した行動。斬新な研究の推進と若手の指導

等々。 

そのころ谷山博士はモジュラー形式の研究を始め、楕円関数がモジュラー形式をとると言う

画期的アイディアを出した。当時の数学界は、谷山博士の余りに飛躍した考えに半信半疑だっ

たと言う。ましてこのアイデァが、数学史上の大問題の解明につながる事は知る由もなかった。た

だ東大教養学部にいた同僚の志村五郎博士が地道にこの研究を続けたという。 

間もなくして１９５８年の１１月17日、ショッキングなニュースに、誰もがわが耳を疑った。谷山

博士が突然自ら命を絶ったという。その数週間後、婚約者の鈴木美佐子さんが永遠の契りを果

たすべく、その後を追った。 

 

   それから４０年近い歳月が流れた。そして 199５年、数学史上のビッグニュースが世界を駆

け巡る。ワイルズが３世紀に及ぶ難問「フェルマーの最終定理」を証明した。その証明に到る道

標となったのが谷山博士の極めて斬新なアイディアだ。 

それは協同研究者の志村五郎博士によって発展させられ、谷山・志村の推論

（Conjecture）として知られるようになる。ワイルズはこの推論を基に論理を尽し、ついにフェルマ

ーの最終定理を証明する事に成功した。かくして谷山・志村の推論が正しい事が明らかになる。 

１９９９年、私達はワシントン大学で大学院指導と研究に従事していた。ある時、妻が図書館

からフェルマーの定理の証明のいきさつを書いた英文の XXX を借りてきた。大変面白いという。

ので、わたくしも一気に読んだ。２０００年には S.サイモンによる「フェルマーの最終定理」が出版

された。いずれの本にも谷村博士の研究や谷村・志村推論が基礎になった事について詳しく述

べられている 

こうして天才谷山博士の斬新なアイディアは、４０年近い年月を経て確立され、数論の基礎

を創ることになった。 

 



あらゆる意味で、谷山博士は奇想天外な数学者だ。活動した年月は余りにも短いのが惜し

まれる。しかしその功績は世紀を超えて輝き、学問に対する姿勢と共に、永遠に若い学徒を勇

気づけている。 

 

   

  大きな背しか見えなかった弥永昌吉教授 

  

多くを語らなかったと言うより聞き取れなかった教授に、東大理学部の弥永昌吉先生という 

名物教授がおられた。破格の大教授と言うべきか。授業の定刻に 30 分超えて遅れてきて、決ま

っている終了時より 40 分超えて長く講義をする。次の時間の授業ことなど巷の事は気にしない。

まさに時刻を超えた「超格」教授だ。 

先生は教室に入るなり、黒板の中央に向かい、小声で話しながら、微かで小さな字を黒板

に書く。そのうち黒板の中央部が字で一杯になる。教授は立った場所から動かないで、黒板を

直ぐに消す。私達は師の背中を見とれているだけだ。 

そうして教授の背を見て育ったかどうかは疑問だが、何か大きなものだけを見た事は確か

だ。なにしろ黒板の字は師の背中の陰になって全く見えなかったのだから。 

 

 

教授に徹した P 教授と Q 教授 

 

東大教養学部での化学の授業。P 教授が黒板に書いた式について、私は質問をした。小

太りの威風堂々とした教授は、丸い顔を４角形にして「これはこれでよい」と宣言された。理由は

一切説明しない。 

もう 1 人の級友が「やっぱり違っている」と言い出した。教授の頭に角が出、顔は５角になる。

教授は学生の質問を無視し、講義を続けた。  

 教授は「教」を「授」ける。学生は授かった教えを有難く受ければよい。その内容の詮索など

無用。そんな感じの「教授」に徹した教授だ。 

  

   同じ東大教養部での、ある文系の科目の授業。理科一類の学生でも、文系の科目で一定

の科目数と単位数を取らないといけない。その授業は、佐竹教授の数学の講義とも岩堀教授の

数学ゼミナールとも全く異なった授業であった。これらの数学の講義が異端なら、この授業は正

常になる。また逆も真なりだ。 

  まず教科書がある。Q 教授はそれをゆっくりと区切って読む。強調すべき所は 2 回読む。内

容は主に欧米の思想家の見解の羅列。教授自身の思想や独創的見解は全く述べないし、もと

もと持ち合わせてない。だから反論も質問もない。講義は支障なくたんたんと進むかに見える。 

社会は進歩しているが、同じ講義が毎年繰り返される。唯、毎年学生が Q 教授の著書の教科

書を買わされるのは、何百人の学生の懐を痛め、紙公害で地球を害している。今はウェブに公

開してインターネットで自由の見られるようになっていればよいが。私は兄が使った教科書を角

帽と一緒に譲り受け、被害をくいとめた。 

 
  初めは P 教授も Q 教授も威厳に満ちた教授を”演じてる“かのように見えた。しかしそれは精

一杯の事だったのかもしれない。そんな教授にも、しだいに違和感を持たなくなった。P タイプな

いし Q タイプの教授が少なくなかったから。また東大当局も、学問の自由とか教授の自立とか称

して、放任した。 

東大の学部の 4 年と、大学院の 5 年。何はともあれ、いろいろなタイプの教授に出会い、さ

まざまなことを学んだ。 

 

 



4.３．一言しか言わない吉田思郎教授 

    
  東京の郊外の田無市（今の西東京市）に、東大付属の原子核研究所（東大核研）があった。

朝永先生や菊池先生はじめ多くの研究者が造った、新しい研究所だ。創立の経緯については６．

３節で述べる。 

新研究所の自由な研究環境にあこがれ、全国から優れた研究者が集まってきた。世界的な

原子核反応理論の権威の吉田思郎先生も、その中の一人である。 

  私は博士論文を仕上げると、まず原子核研究所の吉田先生に見てもらうために田無に行っ

た。３部作の１部は本来実験家の私が背伸びして書いた、原子核理論の論文である。当然厳し

い批判を予想した。しかし先生は言葉少なく、「大変いいです」とだけおっしゃった。 

  東大核研に勤務するようになると、吉田先生が主宰する[核反応理論]の検討会に参加させ

て頂く。特に核反応が好きだからではない。ただ吉田先生を中心にした検討会での会話が心地

よかったからだ。まもなく先生は東大核研をやめ、大阪大学に移られた。 

  しばらくして、核反応を使った核分光実験で、興味ある結果が得られた。核反応の統計理論

を適用して、実験を再現することができた。同じ頃、先生のグループでも私達の実験についての

理論的考察が進められた。  

間もなく先生は、大阪大学をやめアメリカのラトガー大学に移られた。同じ頃、私は東大の

原子核研究所核をやめワシントン大学に移った。 

  アメリカでも、先生とは時々お会いする機会がある。ある国際学会では、アイソスピンに関す

る先生の理論や私達の実験が話題になった。 

ラトガー大学郊外の先生のご自宅に招待され、広い庭を案内された時、思わず日本的発想

で聞いてしまった。「何処までが先生のお宅の敷地ですか」。先生は少し困って曰く、「多分この

辺かな、よくわからない」。 

  私達が欧米の大学から大阪大学に移って間もなくして、先生は東北大学に勤務される事に

なる。大阪大学核物理研究センターでの実験で、新しいタイプの核反応が発見された。その理

論的解釈をめぐって、先生と共同研究する事になる。先生は自らコンピューターのプログラムを

作成し、見事に実験データーを説明された。先生は何時もご自分自身の頭と手で研究を行い、

研究を楽しんでおられた。 

 

私が大阪大学を定年で退官する半年くらい前、あるパーティで先生と再会。先生は一言おっ

しゃった。「江尻さんは理論がおできになるから、世界の何処に行っても研究をつづけられるで

しょう」。この言葉に大変勇気付けられた事をおぼえている。   

日本では教授になると、研究から引退する人が少なくない。雑務が大変とか、研究の必要

がないとか理由はさまざまだが。私は国立大学の教授を定年で辞めても好きな研究を続けたい

と思っていたので、先生の言葉が大変嬉しかった。そして大阪大学退官後も、ワシントン大学の

客員教授を初め、研究の機会にめぐまれ、世界の研究者と協力しながら研究を楽しんでいる。 

ある時東北大学に招待され、最近の研究について講演をした。先生は遠くからわざわざ来て

講演を聴いてくださった。話が済んだ時、先生が一言「とてもよかったよ」と言われた。そしてこれ

が最後の言葉と成った。 

 

先生は何時も一言しかおっしゃられない。 しかしそれは今でも励ましてくれる一言だ。 

 

 
4.4．破格の若槻哲雄教授 

 
「本当に暖か－い心がこもっていて、とても嬉しいですわ」。若槻夫人は私の贈った本を手に、

何度も丁寧にお礼を言われた。 



最近、大阪大学の歴代総長の生前のご活躍や、ご苦労を永く遺そうということになり、一つの

本が出版された。そこで私は第 10 代総長の若槻先生について書くことになった。 

若槻夫人は「江尻先生の文は実に明るく書かれていて、とてもすがすがしい気持ちになりまし

た」と言って喜んでくださった。他の総長についての文はどれも重厚で、悲壮感があったりしたが、

私の書いた若槻総長についての文は全く違うと言う。 

 

若槻哲雄教授は、大阪大学理学部の原子核物理第一講座の教授を 20 年余り勤めた後、第

十代の総長になり、大学改革に取り組まれた。 

先生はいろいろな面で型破りの「破格教授」と言える。何十年も時代を先取りしていた。常識

や伝統の型にもとらわれること無く、自由な研究を好み、研究を楽しんだ。そのことが結果として 

私が他の人の文とは全く異なった文を書く事になった。 

 

 19５8 年から 60 年にかけて、私は東大の地下 1 階の実験室で、原子核の新しい構造の研究に

取り組んだ。研究がまとまり、物理学会で発表した。休憩時間に人柄の良さそうな紳士が来て、

「江尻さんの研究は大変興味がある。もう少し詳しく知りたい」と言われた。 

この紳士こそ大阪大学の原子核の大教授である若槻先生であった。２３歳の大学院生の私に、

[江尻さん]といって研究の内容を聞いてくるのは、異例中の異例だ。奇しくも 1７年後に、私は若

槻先生が総長になられた後の原子核第一講座を引き継ぐ。 

当時、全国の主要大学は「講座制」で運営されていた。教授が講座を担当し、定年まで君臨

する。大体その講座出身の一番弟子が助教授になり、教授を引き継ぐ場合が多い。しかし若槻

先生の講座は違った。 

私は、1963 年に東大の大学院を出て博士号を取得した後、東大、ワシントン大学、コペンハ

ーゲン大学でしばらく研究生活を送った。1970 年に大阪大学で新しい研究センターが発足する

事になり、大阪大学に移り、新しい研究に熱中していた。その頃先生は理学部長の要職にあり、

研究室（第一講座）のことに十分時間を裂けないのを気にしておられた。 

ある日、若槻先生から第一講座の助教授（現在の准教授）に成らないかと頼まれた。他大学

を出た何番弟子でもない私への依頼は、全く異例の事だ。形こそ第一講座に移らなかったが、

実質上は第一講座の研究や教育に協力した。 

間もなくして 1975 年 8 月、先生は大阪大学の総長に就任される。同じ頃、私はカリフォニア大

学の客員教授として、当地の研究と大学院の講義を担当していた。1976 年の春に大阪大学に

帰るなり、物理学科の主任教授がいきなり切り出した。「頼みがある。是非教授になって、若槻先

生の後の原子核第一講座を担当してほしい」。私の 30 代の最後の月の事だ。 

既に異例の型破りには慣れていた。特に深く考えずに、一日だけ考えて、第一講座の教授を

引き受けることにした。日本の原子核発祥の大阪大学理学部。しかも日本の原子核の父と言わ

れる菊池教授が創設し、若槻教授が受け継いだ名門研究室だ。 

菊池教授から若槻先生が引き継いだ由緒ある黒い大きな木の机の前に座った時は、緊張し

たが嬉しくもあった。6.２節で書くように、何しろ諸般に事情であきらめかけていた「大きな] 机

だ。 

  

若槻先生は、研究と教育のあり方を身をもってか示した。それは欧米の大学や研究所とも合

い通ずるものだ。しかし旧態然としたわが国の大学にあっては、実に新鮮なものであった。 

先生は何よりも研究を好み、実験を楽しんだ。自分で色々工夫をして実験装置を造る。現存

の装置を改良する。実験研究に没頭する先生は、幸せそのものだ。 

物理学会でいきなり大学院学生の私に話しかけてきたように、誰とでも議論し、一緒に実験を

する事を楽しんだ。そんな先生に私達は教授の格を超えた「格」を感じた。 

当時の大阪大学理学部には 3 つの原子核の講座と一つの実験施設があった。全部で４つの

グループないし研究室だ。各講座の担当の若槻教授、杉本教授、山部教授の頭字をとって若

杉山と言う。 



各講座には全く「講座の壁」がなく、教官、技官、学生、皆一緒になって議論し、同じ部屋で

食事をした。自由にグループを作っては研究に励む。少ない予算もお互いに都合しあった。こ

のような研究室運営が機能したのは、その要に若槻先生がおられたからである。 

欧米から帰っていきなり大阪大学の若杉山部ループの 1 員として研究にたずさわる事になっ

た。形式上は第二講座だ。私のところには、直ぐに沢山の研究仲間や集まった。その多くは若

槻先生の第一講座の教官と学生だ。当時のわが国の大学では、大変珍しいことだ。外国からの

帰国ショックをさほど受けることなく、直ぐに研究に専心出来た。 

最近になって文部省（現在の文科省）は縦割り講座制の弊害を改善すべく、大講座制を打ち

出した。いくつかの講座が集まって大きなグループを造り、お互いに協力と競争しながら研究を

進める。それは大阪大学の若杉山部ループで何十年も前に実行していることだ。 

大講座制は、多くの大学では形ばかりで、内容を伴わなかった。教授は自分の講座の人を囲

い込み、人々はその中で安住する。それは象牙の塔の塀で囲われた井の中だ。教授以下全員、

外の世界の進歩から取り残され、唯我独尊の世界で惰眠をむさぼる。こんな講座が少なからず

ある。形だけ変えて、中身は旧態のままで改革した事にする。こうした偽装が何年も続く。これは

昨今の改革ごっこと共通している。 

 

戦前に建設された「サイクロトロン」 と言う原子核実験装置は、基礎科学や環境に無知な米

軍当局によって、大阪湾に捨てられた。先生はサイクロトロン再興の中心となられた。 

若槻先生が強調した事の一つは体力だ。特に原子核実験には重い鉛やコンクリートを使う。

実験には大きな装置を使い、2－3 日の徹夜実験が普通だ。先生は山登りやハイキングを奨励し

た。研究室のハイキングには率先して参加し、いつも先頭集団にいる。 

総長の時の訓示に次のような言葉がある。「全ての基礎は体力だ。何をなすにも体力が必要

で、体力があれば大体の事は努力すれば出来る。まず体力つくりに心がけるように」。 

 

若槻先生が理学部長を勤めた 1970 年から 1975 年は学園紛争の時期。紛争の始まりは 1967

年の東大医学部だ。それは瞬く間に全国の大学に広がり、消火するまで 10 年余の年月を要し

た。初期消火にしくじり、その後の消火活動は稚拙を極めた。消化の知恵も体力も意欲も不十

分な教授陣にそれを要求するのは酷だが。 

当時、私たちはワシントン大学で研究と教育に没頭。東大の安田講堂攻防戦は世界の TV に

放送される。私達は異郷で、母校の本丸の攻防戦を複雑な気持ちで見た。 

大学は混乱を極めた。建物占拠や授業中止、教官造反。東大では遂に入試中止に到る。1

年分の学生受け入れの放棄だ。 

大学紛争については種々論評されている。こではあえてそれに触れないし、本書の目的でも

ない。ただ、血税を払って大学を支えつづけた国民には申し開きができないことと思う。大学紛

争を一時吹き荒れた台風のように言う人がいる。しかしそれは天災ではなく、日頃の怠慢がもた

らした全くの人災だ。 

大阪大学の場合、紛争は若干異なった様相を呈した。若槻先生を中心に多くの教官と学生

が結束した。日頃から登山と徹夜の実験で鍛えた体力だ。自信がある。それに胆力も並外れて

いる。こうして大学の豊中キャンパスの一角にそびえる「原子核丸」は死守された。 

大学は教官であれ学生であれ、切磋琢磨し、力をつけ、実力を磨く所だ。実力をつけて研究

をする。それは喜びであり、社会に対する責任である。紛争で中断するわけにはいかない。 

若槻先生が理学部長の時、紛争を止めようとしない学生を集めて、自分の信じる学問と大学

のあるべき姿について話された。諄々と説く先生の話に、議論では負けそうになった学生は騒ぎ

出した。先生は一歩も引かないで説きつづける。 

遂に学生が暴力に訴え壇上の先生を囲んだ。私たちは先生を解放しようと壇上に走った。例

の国会で理が無い方がやる採決劇だ。その時、先生は驚くほどの「腕力」を発揮された。山登り

で鍛えた体力だ。 



集団で来た学生側は、理でも力でも先生におよばなかった。我々一同は学生の囲いを破るこ

とに成功し、皆で先生を部長室にお連れする。先生は何事も無かったかのように「皆さん有難う」

とだけおっしゃった。 

 

1994 年先生の一周忌を記念して学術講演会が行はれた。その時のパーテイで話された若槻

夫人の言葉を持ってこの節の結びとしたい。先生は最高の夫人に恵まれた。 

「主人は実験装置が故障して徹夜の実験が中断した時、よく屋上に上がって寝転んで空を見

たそうです。何でもこうして見る星が一番いいといっていました。 

総長時代、大学紛争の余波で家の周りの電柱にひどいビラが張られました。そこで夜になっ

てから、二人でビラをはがしに行きました。主人は棒の先にたわしをつけて、そして私は水の入

ったバケツを持って」。 

 

 

 


