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故廣重徹氏を語る
一没後3 0年を前にして
(2004年11月27日,日本大学理工学部会議室)
はじめに
●首藤郁夫:この会を始めるにあたりましては,廣重さんがなくなられてから25年くら
いのときに,なにかやろうということがございました.親しくしております岩城先生に
お話をしたところ,西尾さんとよく相談したほうがいいと言われました.それで西尾さ

‑
L ‑ 営 農 a i i i ‑ ‑ 上 意 ‑ ‑ ‑

んにぜひ一緒にやりましょうと御願いしたところ,すぐに賛同していただきました.廣

重さんは日大でお仕事をされていた関係で,ぜひ日大を会場にしたいとお願いしました.
それからどなたにお話をしていただいたらいいのかも,ご相談申しました.西尾さんは,

人 ･ ･ 1 ∠ 1 ‑ I ‑ ‑ , ･ 2 ‑ ･ 免 ‑

たい‑んお忙しい方で,わたくしはぼんやりしておりましたため,あっという間に5年

ほどたってしまいました.その間に何度かご相談する機会がありましたが,やはり場所
と人の面でこだわってしまいました.

この夏,日大のこの会場が予約できたと西尾さんからご連絡をいただき,本当によか

‑

ったとうれしくなりました.お話していただく方もご相談のうえ,西尾さんのご意向に

‑ 級 ‑

添って｢廣重さんを語る会｣を開催することとなりました.長い間あたためてきた願い

‑

が漸く実ることでひとしおの喜びにひたりました.
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本日はお日柄もよいせいか,いろいろの催しがありますが,多くの方がまっすぐこの

会場においでくださいます.都合で懇親会だけ出席するとおっしゃった方が,何人もお
られます.廣重さんをご存知の方も,お名前だけ知っておられる方も,北は北海道から,
九州まで大勢の方がお見えくださいました.このほか,残念だが参加できないけれど｢よ
ろしく｣とことづけられた方もございました.数多くの方々から関心をお寄せいただき
ましたことを心からうれしく存じました.

わたくしは廣重さんとは長いこと学会を通してご活躍に接しておりまして影響を受け
ました.とくに雑誌｢自然｣に連載された｢戦後日本の科学運動｣, ｢社会のなかの科学｣

(『科学の社会史』として刊行)に感銘を受けました.また,九州で学会がありました時,

長崎までご一緒しました‥ わたくしはその折古書店で加藤周一『抵抗の文学』を購入し
ましたが,後日廣重さんの『旧蔵図書目録』に同書を発見して往時をなっかしく思い出
しました.

‑ I ‑ ‑ ‑ 〜 ‑ な ら 富 岳 ‑ 夢 心 寮 富 へ ⁝ 3 . . i m 豊 ロ ー

それからもうひとつ.廣重さんのお葬式のときに,湯浅さんがものすごい勢いで泣か

れたのです.お葬式で号泣されたのを見たのは,後にも先にも湯浅さんだけで,ほんと
うに,湯浅さんがどれほど廣重さんを頼りにしていたかが,非常によく判かったのです.
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故廣重徹氏を語る一没後3 0年を前にして
それが3 0年もたってもいまだにその光景は忘れられません.
また,晩年は日本の科学史をおやりになりたいとお考えになっておられたようで,そ

のころ科学史学会の日本史･東洋史分科会ができて,横浜の高校で教えておられた代表
の大森さんの勤め先に訪ねられてお話を伺っておられたようです.そういう考えがあっ
たのだなと,つくづく教えられることがありました.

たい‑ん,挨拶がながくなってしまいました.それでは司会を西尾さんにやっていた
だきますので,どうぞ,よろしく御願いします.

●西尾成子(司会) :丁寧な

故虜重徹氏を語る一没後30年を前にして

ご挨拶をいただきましてあ

開催のお知らせ

りがとうございました.首藤

来年2005年1月は康をさんがなくなられて30年､今日でも

さんは,日本科学史学会関東

物理学史や日本科学の社会史に関する庫重さんの業績は語り

支部長として,この会の開催

継がれております｡このたび身近におられた方々に皮重さん

のために,いろいろとご尽力

くださりお世話くださいま

につき語っていただき､お人柄･お仕事をしのびます｡なお

つづけてフロアーからのご発言も伺う予定でおります｡振っ
てご参加下さい｡

した.

それでは,案内状[右図]
にありますように,まず,京

1.目時

2004年11月27日(皐13:00‑17:30(入場無料)

懇親会(有志)18:00‑20:00(余勢4,000円.当日受付)

2.会場

日本大学理工学部 駿河台校舎1号館2階
懇親会場は隣室カフェテリア

都時代から亡くなられるま
で廣重さんとずっとお付き

3.道幅JR御茶ノ水駅(聖橋口)を古に出て｢丸善｣のあるビル

手前を左折して直進､坂を下った右側のビル

合いのあった3人の方,喜子

(左側斜め手前に中大較河台記念館があります)

夫人と,中岡哲郎さんと山田
慶児さん.続いて,廣重さん

4.語る方

寿子夫人,中岡哲郎氏,山田慶兄氏,佐藤正知氏
浦田正氏.横山雑彦氏,田中一郎氏.西尾成子氏

とほとんど同じころ物理教
室に来られた佐藤正知さん,

大会議室

(司会)首藤郁夫(挨拶)
5.問合わせ

首無郁夫(自宅)電話042‑366‑1286

科学史研究室に在籍された
ことのある,溝田正さんと横

山雅彦さんにお話ししてい
ただきます.残念ながら田中

主催

日本大学理工学部物理学科
日本科学史学会閲東支部

科学史研究室

(〒183 0035府中市四谷3‑F55m+i)

一郎さんはご欠席です.これらの方々のお話のあと,それぞれにご質問,コメントして
いただき,そのあと,ご出席のなるべく多くの方にお話していただきたいと思っており

ます.順序について,山田慶児さんには,ご希望により,最後にお話していただくこと

にいたします.最近の廣重文庫[ 『廣重徹旧蔵図書目録』 (国際日本文化研究センター)]
にかかわったお話しをされるということですので.なお,ここでは,敬称を略し,みな
さま, ｢さん｣づけでおよびいたします.

それでは,最初にお話しいただく喜子夫人を簡単にご紹介いたします.廣重さんと1954
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年5月に,結婚されました.まだ廣重さんが京都大学におられるときです.廣重さんが
最初に『科学史研究』に書かれたのは, 1952年京都大学大学院にすすまれてすぐのこと
で,水上大さんとの共著, ｢科学史の本質についての意見｣という題の論文です.そのこ

ろ廣重さんはまだ科学史家になるおつもりはなかったと思います.水上大さんとは,中
央公論社で『自然』の編集に携わっておられた岡部昭彦さんのことです.この岡部さん
を廣重さんに引き合わされたのが,三木喜子さんです.生物学者でいらっしゃる.生物
学者のあいだでは三木さんというお名前で通っておられるので,三木さんとおよびしま
す.三木さん,お願いいたします.

●三木喜子(廣重徹夫人: HisakoMiki‑Hirosige) :どうも皆様,お忙しい中をお集まり

下さいまして本当に有り難うございます.西尾さんが来年3
月退官ということもありまして,丁度30周年でもあるから何

かやりたいなどと話していたのです.こういう会合を持てた
ことを本当に有り難く思っております.死んでから30周年な

んていう集まりをして貰えることは,有難いことなのか気の
毒なのか?と,時々思います.というのは,それだけ早く死
んだということなのですから.それと30年も経って,こんな

に大勢の方に集まって頂けるというのは,とっても幸福なこ
となんだと思います.そういう意味で,とても感謝しており
ます.

私が徹に合った頃からの話をしろということですが, 1949年に私は京都大学に入学い
たしまして,その年の理学部は女性がたったの一人だったので,どこでも目立ち,お前

やれと言われて,自治委員にされました.のこのこ出ていったら物理学科の自治委員と
して廣重徹がいました.その時は全然存在も知らなかったのですけれども,その後,ちょ

うど,看護婦事件などがあり,貴方は女だから看護婦事件に出てこいということで,な
んで女やからいかなあかんのやなど,と警戒しながら出て行きました.その後,徹が私
の係りにされたらしく,なにやらあるから,かにやらあるから行きましょうと私を引っ
張り出しに来るわけです. 3回に一遍くらいしょうがないから実習をさぼってついて行

きました.その頃京都大学には民主主義科学者協会というのがありましたが,2年生の頃,
その民科の学生部を作るから一緒にやらないかと誘われました.私はその頃民科という
のはあまり判らなかったのですが,徹が一緒にやろう,シュレ‑ディンガ‑の｢生命と
は何か｣ (What is life? :岩波新書)を読もうやないかと言うのです.理学部の学生が

10人くらい集まってみんなで少しづっ読んで討論をし,それをまとめたものを徹が民科
の学生会報に載せました.徹がガリきりも全部やったと思います.そして私に民科の学

生部の横の連絡係りになれというので,北海道大学,東北大学,名古屋大学,東京大学,

大阪大学,九州大学などに連絡を取り,この会報を送りました.すぐに反応が有り活発
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に連絡を取り合いました.今考えてみると,連絡した先はほとんど生物学教室なんです･

私の専攻は生物学なので生物学教室に連絡したのか,生物学専攻に関心をもつ人が多か
ったかはよくわかりません.さっき西尾さんがおっしゃったように,北大の係りは本当

は岡部さんではないのですが,岡部さんが岐阜に帰郷の際京都‑立ち寄ると言う連絡が
あり,私の研究室で徹と私の3人で会いました･それから,徹は岡部さんと意気投合し
て仲良くなりました.その頃森一久さんが, ｢自然｣編集長をしておられて京大で原爆展

をやった時写真を借りに徹と一緒に自然編集部を訪ねたことがあります･大学を卒業す
る頃, ｢自然｣で編集者を1人公募したのですが,徹がこれにとても魅力を持って,行き
たいな,どうしよう?などと悩んでいました.それでも,いろいろ考えて,はやり大学

院で勉強するわ,と言うことになりました.その後,岡部さんから葉書が舞い込み,東
京に就職することになりましたと書いてありましたので,ああ,これは｢自然｣や!と

2人で一緒に言ったのです.それで岡部さんは｢自然｣に就職されまして,徹も自然に
書かせて頂いたこともあるし,編集について御相談に乗ったこともあったようでした･
岡部さんとは仲良くしておりましたのに,今一寸ご病気で,此処に来られないのがとて
も残念です.

そんなことをしているうち,私も大学院に進みまして,大学院1年生くらいの時に結
婚しようという話がでたんです.私は

東京女高師を出て,教師を2年間やり,それか

ら大学に入っておりますので,徹より年上だったので,結婚の対象とは考えてはいなか
ったのです.薮から棒のようにそんなことを言われても困るので,いろいろ相談をし,
一生,三木姓のまま仕事を続ける,また,普通の主婦みたいなことは出来ないけどそれ
で良いかと念をおし,其処で結論が出て, 1954年5月に結婚いたしました･

結婚してからは,私は実験屋ですから,早い時は6時に家を出て研究をしておりまし
た.また,関東に来てからも,徹は夜に仕事をする人なので,少しでも長く寝かせてあ
げようと,目覚まし代わりにラジオをつけていたのですが,昔の真空管のラジオですか
ら,電気がはいると, ｢カチッ｣と音がするのです･ ｢カチッ｣と音がすると私はそっと

起きだしてラジオの音の出る前にスイッチを切り,息子と2人で朝ご飯をすまして,そ
っと出てゆくのです.夜はテレビもないし,晩御飯を食べたらすぐに仕事ですからほと

んど会話がない生活をしておりました.中学生の息子と学校の話を楽しそうにしていた
とき, ｢お母さんもアキラもおしゃべりしないでさっさと勉強しなさい｣と怒られたこと

もあります.西尾さんの話を伺うといろんなことを西尾さんには話しているので,うら
やましいと思います.

発病する年の夏は,辻堂に住んでおりまして,水着を着てすぐに海に入れるところだ
ったのです.夏休みは毎日毎日,演‑行こう,海‑行こうと誘うのです･あんたが行か

ないと面白くないから一緒に行こうと言います･徹は泳ぎが得意なのですが,私は泳げ
ないのでしぶしぶついてゆきました.きっと胃が重いので運動でもしたら直るかと思っ

ていたのかもしれません.演‑行かないで医者に行っていたらもう少し長生きしたかも
4
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と思います.そして, 11月3日,仕事部屋の亀戸の家で吐血をいたしました.夜の3時
頃,電話が掛かってきて,今血を吐いたので,すぐ来てくれ,と言うのです･ええっ!

どうしたの?と,一生懸命辻堂から亀戸まで車をとばし駆けつけました.よく事故も起
こさずに,行けたと思います.それから入院,手術でその後, 2年3ケ月生きていたわけ
です.

ですから,何時,科学史に変わったのですか,などといわれても,それは知りません･

また,数学の計算をするのが大変好きで,一寸数学の勉強をしてくるなどと言って2時
間くらいごそごそやっていて,ああ,すっきりしたわと言っていました･また,思い出

すことがあったら,お話をしたいと思います.今日はこれで切らせていただきます･ど
うも. (拍手)

●西尾成子:どうもありがとうございました.ご質問がないようですので,次に廣重さ

んと同じ時代を京都で過ごしてこられた中岡哲郎さんにお話をお願いいたします.
●中岡哲郎:廣重と会ったのは昭和22年第3高等学校の自然弁証法研究会です･わたし
の京大の友達で山形高校から来た男がいました.学生の7割
が共産党員だったといっていました.第3高等学校はそれほ
どでもないけれども,はやり半分近い共産党員がいたのでは

ないかと思います.当時の高等学校の雰囲気というのは,資
本論の研究会があったり,弁証法の研究会があったり,今の

社会科学研究会というより非常に個別のマルクス主義の研究
会があり,マルクスボーイたちがそういう研究会をハシゴし
ながら,暮らしているというふうでした.わたしはちょっと

そのなかでは変わり種で,図書館一本で,羽仁五郎の影響を
うけてクローチェの本などを読んでおりました.それがたま

たま自然弁証法研究会に迷い込んで,エンゲルスの自然弁証法を読んだのですが,わた

しにはもうひとつ面白くなかった.自然弁証法研究会にかんしては廣重に出会わせてく
れたことだけを感謝しております.ただ,もうひとつ言っておきたいのは,そのころの

理科系の左翼学生にはマルクスもエンゲルスも肌に合わない.ですから,われわれ当時
のマルクス主義は武谷三男の『弁証法の諸問題』につきる,ということです.それから
もうひとつ.マルクス包囲でしたから,日本共産党の科学技術政策,つまり日本の科学
技術は植民地的であって,なんでもかんでも,大切な技術は外国からもってくるから,

国内にはほんとうに独創的な技術は育たない.それから日本の科学の欠陥は,もともと
科学というのは生産と結びつくところから発展してきたのに,そこから切れた科学,い

たずらにアカデミズムをもって,そして科学が本来育ってきたものに関心をもたない科
学である.生産の中に科学を持ち込む,科学の植民地性を打破する,技術の植民地性を
物理学史ノート第11号(2008)
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打破する,それが科学技術に対する共産主義者の任務である.それらは,武谷の『弁証
法の諸問題』の主張と非常によく似た主張です.これは武谷の指導のもとに星野芳郎が
書いたものだと,うわさされ多くの人が信じておりました.武谷三男はそれをどこかで
否定したという話を聞いていますが,これはまあ歴史の問題になるんで,たまたま,こ
の8月1日に,星野芳郎の近著を論じる会があり,そこで星野さんにあったので,本人

にたしかめてみましたら,いや,自分は書いていない,武谷三男が書いたのでもないと
強く否定し,党のある部門の担当者が執筆したといっていました.しかし,執筆者はと

もかく,内容が武谷科学技術論とほぼ一緒だったのはたしかで,当時の理系左翼学生の
マルクス主義は武谷の『弁証法の諸問題』 ‑の傾斜から始まるのが常であったといってい
いでしょう.そのあと廣重にしても私にしてもそこからの脱却の過程が始まるわけです.
廣重がしょっちゅうよく言っていたのは,研究者の生活の中に入って行って,非常に

裏切られた感じになるのは,やはり素粒子論学会において,武谷は天皇のような存在で
あって,つまり,口で言う場合は民主主義で現実の存在は天皇であるというようなあり

方にたいしてものすごく反発をもった.それは彼(廣重)が湯川研究室の助手でありな
がら,ひょっとしたら,素粒子‑進まなかった理由かもしれない,とわたしは思ってお
ります.

それで第3高等学校からの関係から言いますと,わたしが確認してみたら,廣重は1928
年生まれですが,わたしもその年に生まれました.同年であったけれども,廣重は3高

ではわたしよりl年上です.わたしは海軍兵学校‑行って,海軍兵学校の校庭で敗戦の
詔勅を聞いた.それから3度の編入試験を受けたけれども落ちた.よく年,入学試験を
受けたがまた落ちた.ここ‑の廣重の経歴を重ねると,彼は大阪高等学校‑入ったあと
やめてよく年に3高にはいっている.だから,本来から言えば,わたしは廣重の2年下
になるはずが,実際には1年下になった.そういう関係です.京大理学部に入ったとた
んに,さっき,三木さんが言っておられたが,わたしは入っていなかったけれども,廣

重は共産党に入っていて,表では民科(民主主義科学者協会)学生部の活動家,裏では
共産党のスカウトみたいな感じで活動していた.さっそく彼につかまって,民科学生部

会で自然弁証法を現代に生かすなら,進化論だろうというわけで,生物だけでなく星の

進化などもとり入れて,進化論の研究会を,三木さん(廣重夫人)の生物学教室の部屋
でやったことを覚えています.そんなとき,廣重が,実は9月に理学部自治会の改選が
ある.そのとき岩垂純二を委員長に立てるつもりだが,彼はちょっと気の弱いところが
あって,お前が副委員長になって支えてくれると助かるんだけれどといったのです･岩
垂というのは当時の｢我らの仲間｣の中ではもっとも早く一人前の研究者になった男で,

しかしそこであっという間に死んでしまった人物です.素粒子研究の方なら名前をおぼ
えておられるかもしれません.

こうして, 9月の自治会選挙で岩垂が委員長,わたしは副委員長という執行部が成立
したとたんに,岩垂は病気になってダウンしてしまった.結局,わたしは委員長代理に
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なって,レッドパージ反対闘争を指導する結果になった.それで非常にめだってしまっ

て,京大の全学自治会である同学会の中央執行委員になった.そして,研究総部の中央
執行委員であるときに,天皇が京大‑来て,ダワ‑の『敗北を抱きしめて』のなかにも

出てきますが,学生が天皇の車をかこんで,天皇が車のなかに入れなくなった.その事
件で,学生が天皇にたいして公開質問状を出したのが,トラブルの発端なのですが,そ
の公開質問状を書いたのは,じつはわたしなんです.さまざまないきさつがあって,わ

たしは理学部を卒業はしたけれども,実質講義に出席したのは‑学期だけで,研究者の
オーソドックスなコースからはずれた.廣重はいちども言ったことはないけれども,か

れはわたしにたいしてものすごくやさしかった.いろんな面で非常に優しかった.いま
にして思うと,かれはわたしを一連の過程にひきこんでしまったために,わたしが,天

文学の研究者になるべきところを転落させてしまったという,そういう気持ちをもって
いたのではないか.

その気持ちをいちばん感じたのは,大阪の北のほうにある小さな工場で技術屋をして
いたとき,彼が鎌谷親善と組んで,科学史学会の『日本科学技術史体系』の仕事をして
いた.鎌谷とふたりで工場まできた.いったいなにを言いに来たのかと思ったら, 『体系』
の仕事に,お前もかめという.それをきっかけに,もう一回,科学技術史をやれという
ことだったと思う.わたしは,結局,断った.断ったというのは,技術者の仕事という

のは,そんな片手間をかけることはなかなかできない.わたしが組んだら,足を引っ張
るだけだという気持ちでした.だけど,廣重にたいしても鎌谷にたいしても,わたしは,

あのとき二人が来てくれたことは非常にうれしかった.鎌谷は技術史の面ではいい仕事
をしている.ただ,みなさんも,もちろん,ご承知だと思うけれども,あの性格のため

にものすごく損をしている.鎌谷とけんかばかりしているけれど,廣重と鎌谷は非常に
大事な人たちです.
廣重について言いたいことは,いろいろあるんですが,仕事についてはいろいろな方
が言われるだろうから,ひとつだけいいます.工場で働きながら『工場の哲学』のもと

になる論文を『現代の理論』に書いて,その‑んの仕事をやることにすこし自信がつく
ようになったころ,関西で青年科学史家集団というのがあった.これは日本の科学技術
史を問題にするときには,かなり重要な役割を果たしたと思いますが,会員はここにい
る山田慶児,青木靖三,廣重徹,坂本賢三,後藤邦夫,中川米造,萩原明男,そういう

グループです.湯浅光朝さんが非常にうらやましがって,俺も入れてくれという.しか
し,あんたは青年でないという(笑)ことでみとめられませんでした.そのとき,青年

と称していたのは, 30代後半くらいです(笑).その中で坂本賢三と後藤邦夫と廣重とぼ
くと,たまたま4人だけが一緒になったときに,話が子供時代に愛読した本を上げてみ
ようということになった.そしたら,海野十三の｢火星星団｣なんです.これでウンを

いわれる方はだいたいの世代がわかる.それからもうひとつが,木辺成麿の『反射望遠
鏡の作り方』です.愛読してきたことはまちがいない.作ろうと思ったけれども,害い
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てある通りには作れなかった.
もうひとつが,ホグベンの｢市民の科学｣.そのなかで廣重だけがちょっとちがって,
H･ G ･ウエールスの『世界文化史体系』をあげた.これはものすごくでかい本なので

すけれども,かれはそれをぜんぶ読んだ4人のなかで彼ひとりだけだったのです･
その記憶はわたしの中では,いまから20数年前,ケンブリッジのニーダムのところ
で, Science at the Cross Roadという, 1931年にロンドンでおこなわれた第二回国際

科学技術史会議の記録の本を読んだことにつながります･そのときにニーダムと話をし
ていて,あの当時ケンブリッジというのは,ヨーロッパからナチスに追われて逃げてく

る科学者の救援センターであったことを知った･まず,そこで流れてきてそこからアメ

リカやその他‑送り出すという組織的な運動があった.それからその運動の周辺に労働
党左派ともいうべきグループがいて,そのグループのなかに,ニーダムも含めてホグベ
ン,バナール,ゴードン,チヤルト,クラウザ‑など,戦中のそのころから,日本で翻

訳された科学史の著者はこのグループの人間であった･国際科学技術史会議を推進した
のも,そのグループです･つまりあの時代に,じつはそういうメッセージを世界‑むけ

て,反ナチス運動と結びつけてやっていた科学者のグループがいて,かれらが有名な‑
ッセンの仕事の影響をうけとめて,後に,エクスタ‑ナリストと呼ばれるようになる科

学技術の社会史の本を送りだしはじめる.ちょうどその時,日本は医者の文部大臣橋田
邦彦が｢科学する心｣というスローガンをかかげて登場し･少年たちに科学‑の関心だ
けは育てようとする時期であって,ホグベンたちが投げかてたメッセージが先の私たち
四人が示すように戦中の日本にもとどいているわけです･そのメッセージを受けた人間
が,戦後,敗戦後,自分たちなりに軍国少年であったことにたいする反省のもとに,武

谷･星野科学技術論の影響をまず受け,次に日本の戦後の歩みのなかで,その影響から

抜け出て行った.それぞれが抜けながら,独自の道を歩いた･その道の最先端の開拓者
が廣重であった.こういうふうにわたしは軌､ます･

●西尾成子:どうもありがとうございました･

●村田

全:ひとつだけ話したいのは, H･ G ･ウエールスの膨大な歴史書を読んだの

はいつごろのことでしょうか.というのは,わたしはかれとはもっと若いころから付き
合いがあって,中学の4 ･ 5年生のとき,かれは2年生でした･バンウ‑ンという人が

書いた｢世界文化史｣というかなり厚い書物を,小学校の6年から中学にかけて読んで
いたんです.それがかれの歴史にたいするベースになっていると,そのことから思って

います.それよりも大分後でしょうか･バンウ‑ンというのは比較的厚い書物に触発さ
れ,今でも個性がある本だと思いますが,それを読んでいれば, H･ G ･ウエールスの

北川さんかが翻訳した本を読んだのは分かるのですが,もし彼が小学校で読んだという
のであれば,修正すべきことだと思います.
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●西尾成子:廣重さんは,神戸‑中のころから,ずっと,村田さんからいろいろ影響を
受けたと言っておられました.
●森口昌茂:森口と申します.わたしは,このシンポジウムの参加者では,唯一,ビジ

ネスマンではないか,と思っています.学生時代には廣重先生の馨咳には接しておりま
せんが,著作を読ませていただきました. 『科学史のすすめ』, 『転機にたっ科学』, 『物理

羊史』, 『戦後日本の科学運動』などを読みました.また,さきほど中岡先生が述べられ

ていた武谷三男さんの『弁証法の諸問題』も読みました.また辻先生が『物理学史研究‑
その一断面』において,当時[昭和36年],辻先生と廣重先生と共同で｢武谷三男論｣を
執筆し,武谷さんを批判したと書いてありました.
さきほど,中岡先生がおっしゃいましたように,理系の学生にとっては,マルクス･

ェンゲルスはあまり肌に合わなかった.これは,武谷三男さんの『弁証法の諸問題』の
ことについて,おっしゃったんですが,辻先生と廣重先生の武谷三男批判のことと,一

方,武谷三男の『弁証法の諸問題』に尽きる,ということを,もう少し補足していただ
けますと助かります.

●中岡哲郎:そうですね.どういう脈絡でわれわれが武谷理論を抱いたか,まあ,基本
的にいえば,ほとんど啓蒙主義的な科学の理解とあまり変わらない,つまり正しい方法
論で科学的に物事は考えると,うまく行くと.それが,われわれ仲間のなかに強く入っ
たのは,それぞれは戦中,つまり1928年という生まれ年を考えていただければ,非常に

ょくわかると思うんです.これは昭和天皇の御大典(即位)の年であります･それで,
ぼくの父は御大典の典を採って,ぼくの名前を一生懸命に考えたらしい.だけどどうも
典の下につけるうまい文字が浮かばないので,仕方なしに哲郎という名前にしたらしい･
それでぼくはたいへんありがたかったと思います.子供の名前をつけるのにも,こうい
うふうに考える時代に生まれて,そしてずーっと,海軍兵学校‑行くまで,文学と科学

の好きな柔弱な学生でありながら,やはり,戦争にいかに勝つかという考えにとらわれ
てきた.そういう人間にとって,敗戦というのは,ひとつは,天皇の詔勅は,はじめか

らおわりまで,何を言っているのか,ぜんぜん,わからない.ただ,ラジオがガーガー

言いながら,その上をやや甲高い声が上がったり下がったりで,それ以外,ほんとに断
片的にしか分からない.だけど, ｢しのびがたきをしのび｣というところで,やはり負け

たのだと思いました. ′それを聞いたとき,湧き上がるような喜びがあったのは意外な反
応でした.あと何日,俺の命はあるかということをずっと思い続けながらきた･それが,
生きていられるというのは,こんなに嬉しいことかということです.しばらくすると,

日本の国はあっという間に変わって,戦争はいかにダメだったか,戦中がなんと非合理
であったか,民主主義はすぼらしい,つまり,あっという間にひっくり返った･一方で

は大人にたいする不信というのはすごくあるわけです.しかし,もう一方ではそんな無
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残な時代をとにかく十数年間,自分は何の疑問も持たずに生きてきたのはなぜか,これ
は,痛烈なコンプレックスというべきです.何で自分はこんな馬鹿なことが行われてい
るんだったら,どこかで気がついていいはずではないか,それをぜんぜん気がつくこと
なく生きてきたのは,いったい,なんだったのか.それがまた反転して,共産党はずっ

と戦争に抵抗してきた,反対してきた,そういうものにたいする非常に強いコンプレッ
クスがあった.それで,マルクス･エンゲルスももうひとつ納得がいかん,だけど,共

産党はやはりすごい.そのギャップを媒介するものとして,武谷の技術論･科学論があ
った.そして,これからのあるべき姿はいかに科学と生産を結びつけるか,片一方では,

いかにして植民地的な技術をそうでないほう‑変えていくか,そのなかできわめて重要
な舵としての役割を果たすのは,自分の三段階論が示しているような正しい方法論であ
る.ただしいものの見方である.それがやはり武谷･星野技術論および科学論に,われ
われが全面的にとびついた理由だと思う.だけど,その後の青年科学史家集団の生き方
を見ていると,武谷的なニュートン力学,つまり,ガリレオからニュートン‑いたるニ

ュートン力学の形成は近代的理性の光として提示している.だけど,伊東さんがちょう
どおられるので,その前をさかのぼっていくと,さまざまな流れがあるわけです.武谷

科学論の呪縛から切り離されていくひとつの道はさかのぼって行きながら近代を見なお
すこと.

青木清三がしょっちゅう言っていたことは,わしがやっている仕事は, ‑‑ゲルが近

代の像を作り上げたとき,中世のなかから切って捨てたもの,それを,ひとつひとつ時
代をさかのぼりながら拾い上げている仕事だということです.

廣重の場合にはやはり植民地的な科学技術という武谷的視点とは異なった近代科学像
を提示する道.これはさっき言った廣重と鎌谷がぼくのところ‑訪ねて『体系』の仕事
をやれと言ったときに,ぼくが断って,そのあと,すこし雑談したんです.ふたりがぼ
くに聞いたことは,ほんとに, ｢お前が工場で感じている日本の技術は植民地的か｣と.
なんでもかんでも外国かと.それにたいして,ぼくはぜんぜんそうではない.しかし,

ぼくは大企業神戸製鋼の子会社で働いていたのですが,神戸製鋼から派遣された技術者
は,もう,ぜんぜん頼りない.あんまり計算しない.勘で問題を解決する.これはウィ

ーナーがアメリカの技術者について,大抵の技術者は最後は計算して物事を確かめるこ
とをしなくなって,マニュアルに頼るようになっていくと指摘している.だから,日米

そんなに差はない.しかし,日本の企業,特に敗戦後の資本が非常に貴重なころ,中小
企業のなかのひとつひとつの技術の使い方というのはすごく面白い.ぼくがどんなに考

えても数百万円かかると計算した工程を中古品や木製品を組み合わせて十万円くらいで
あげていく.そんなことを夢中になって二人に話したことをおぼえています.これが,
ぼくが武谷･星野技術論からはなれていくコースです.それぞれが,それぞれの形で,

武谷科学技術論からはなれていく.
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●西尾成子:さらにいろいろとご質問,ご意見もあると思いますが,予定時間が大分過
ぎてまいりましたので,次に移りたいと思います.お話をしてくださる方のなかで唯一

の物理屋さんです.日本大学理工学部物理学科は1958年4月に開校したわけですが,廣
重さんはその前の年から専任講師として,物理学科の科学史の研究グループを作るとい
うことで,着任されました.廣重さんは,物理学史の研究は,物理学者との緊張関係の
もとでなされる,それが非常に大事なのだと,いつも言っていらした.廣重さんと同じ

ころ,物理教室のスタッフとして来られたのが,佐藤正知さんです.佐藤さんは物理屋
さんのなかではよく知られています.朝永振一郎さんと牧二郎さん,そして佐藤正知さ
んの連名の理論というのが,たい‑ん有名で,そういう方でありながら,日大理工学部

物理教室は核融合の研究を重点的に行うというので,素粒子論の研究から核融合の理論
的な研究にテーマを変えられた,と廣重さんから聞きました.佐藤さんは期待されて1957
年に廣重さんより2ケ月前に着任されました.物理教室での廣重さんのことを話してく
ださると思います.どうぞよろしくお願いいたします.

●佐藤正知:佐藤でございます.今日は科学史の方の前で話が出来るかどうか,たい‑
ん心配しているんですけれども,西尾さんから要請がありま
したので,お話をしたいと思います.日大の話の前にちょっ

と個人的なことを交えて思い出話をしたいと思います.さき
ほどからお話がありましたように,わたしは一年どっかで余
計なことをやりまして, 1952年に大学を卒業して,わたしの

場合は東京文理科大学だったのですが,大学院に入ったので
すけれども,そのころから,京都の方でも,いろんな論客の
活動家がいるということは伺っていまして,岩垂さんとか廣
重さんとか,そういう人の名前はそのころから知っておりま

したし,多分,学会のときなどはお会いしていろいろ議論し
たこともあったのだろうと思います.わたしが一番個人的に廣重さんの恩恵を受けまし

たのは,廣重さんが素粒子論研究という素粒子論グループの雑誌に,ランダウの中間子
の多重発生の論文が1953年に出たんですが,それの翻訳をしてくださったのです.昨日
ですが,日大の物理学科の図書室の方がコピーしてくださったのですけれども, 1953年

にロシアの雑誌に出たランダウの｢多重発生についての流体力学的理論｣という論文で
す.そのころ,ロシア語の論文というのは,われわれには読むことは出来なかったので

すが,それを翻訳してくださいました.実はわたしたちはそのころ東京の朝永先生の研
究室で,例の量子電磁気学(QED)のくりこみ理論について,ダイソンの有名な論文
がありまして,そういう非常に数学的なむずかしい論文ばかり読まされていて,いいか

げん,うんざりしていたんですけれども,ランダウの論文を読んだおかげで物理的な自
分の研究課題が出来た.そういう恩恵をこうむっています.そのとき流体をかじったお
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かげで,多分,そのあと,プラズマをやるときにもあまり抵抗がなかったといいますか,

そういう点で恩恵をこうむっているわけです･
その次に日大の科学史からの話になりますと,さっき･お話が出たと思うんですが, ｢自
然｣のほうで核融合の特集号を1958年5月にやってくれまして,ここにもってきました･

この5月号の一番,最初に廣重さんが｢核融合反応とは‑その歴史と展望｣という題で,

かなり長い解説論文をお書きになりました･これは非常にかれらしく科学史的な事実を
たくさん盛り込んで非常に読んでいても面白い･いま読んでも面白い･最後のほうに,

展望に属するようなことを書いておられるんですが,その当時,いわゆる核分裂原子力
は注目度があがっていたわけですが,原子力と比べてみて核融合はどういう段階にある
のだろうか,あるいはプラズマ物理学がだんだん始まったばかりだったと思いますけれ
ども,それとどういう関係にあるのだろうかとか,また･将来どんな発展もあるかも知
れないから,常にフレキシブルな頭をもってやっていかなければならないとか･最後に

工学的な問題が非常に重要なんだということを強調されていまして,いま読んでも示唆
に富む論文です.

科学史的研究のあり方ということについて,ひとつは,武谷三男さんです･それから
原治さん.このお二人との論争がありました･武谷さんという方は,中岡さんも言われ

ましたが,そのころのわれわれの年代のものには非常に大きな影響力をもっていた方な
んですが,それと同時に,あの当時の素粒子論のいわゆる大ボスの先生方が日大の物理

学科の創設委員をしておられたわけなんです･そのなかで武谷さんが在京の代表という
こともありまして,大きな発言力をもっておられたわけです･そういうなかでさからっ
てものを言うというのはたい‑ん勇気のいることだと思うんですが,あえて･おっしゃ

ったことは非常に印象に残っております･もうちょっと具体的に言いますと,武谷さん

が廣重さんをここの物理学科に推薦された点についてですが,核融合研究の理論部門と
して,ちゃんとしたひとをもってこなくてはならないという,お考えがあったこと,も

ぅひとつは,原子力問題全般について何か廣重さんが武谷さんに協力して発言してもら
いたいという考えもあって,廣重さんを推薦されたものと思います･

それにたいして,廣重さんはおおいに反発されまして,科学史というのは物理屋が勝
手に自分の都合で利用してもらっては困る,というようなことがあった･科学史研究と

いうのは独立した分野として確立していかなければならないのであって,単に物理の研
究とかあるいは物理学者の社会的な運動のようなもののために,道具として使われては
かなわんと.独立分野として確立してこそ,ほんとうの意味で役に立つこともできるん
だろうと.そういう立場をはっきりといわれたと思います･
それから,同じようなことが,ここの創設者であった原さんともあったのですけれど

も,原さんは,科学史研究というのは物理学の現在もっている課題ですね,原さんのば

ぁいは,まあ素粒子論ですけれども,それにたいしてもっと有効なものでなければなら
ないという立場をかなりはっきり言われていたと思います･原さんが尊敬もしておられ
12
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て親友でもあったようですけれども,高林武彦さんをなんとか日大に呼んで自分と一緒
にやりたいという希望をもっておられたらしいんですが,これが多分,関係しているの

だろうと思います.ですから,武谷さんはむしろ核融合あるいは原子力問題のほうで使
いたかった,原さんは高林さんにコンタクトを取ったんだけれども,それができなくな
って,廣重さんに相談役になってもらいたいという気特があったようです･
これもさっきと同じような理由でもって,科学史そのもの方法論を学問として確立し

なければならないのだと言われていました.原さんは武谷さんほどではなかったのです
が,やはりわがままなところというか,そういうところがありましたので,ある意味で

深刻な議論だったと思います.それにたいして,廣重さんは自分の意見を通してやって
こられました.わたしなんかは,廣重さんの応援をしてきたわけなんですが,原さんも

結局は廣重さんの立場を尊重せざるをえなかったと思います.実は僕自身,原さんの素
粒子論の研究室の一員として日大に来て,最初のうちはそうしていたのですけれども,

そのうちに核融合のほうに入ってしまい,いわば廣重さんが科学史について言いたかっ
たことを別な形でやったような立場になったなあと,自分でそう思いながら話をしてい
るしだいです.

●西尾成子:当初物理教室のなかで,佐藤さんは,科学史グループに対しての数少ない
理解者のお一人であったということを,それとなく聞いてはおりました･廣重さんは,

私を助手として採るに当たって,つまり科学史グループを2人にするということをきめ
るまでに,教室内でどんな議論があったのかまったくお話にならなかったので,私は教
室内での風当たりの強さを感じませんでした. 1963年に,私は物理教室に参りました･

●中山

茂:中山茂です.さきほど,中岡哲郎さんがお話をした鎌谷親善のことですが,

廣重徹が東京に来てからのあとのことをおっしゃったのですが,ぼくも感じたことをち
ょっと話したいと思います.ぼくははじめて廣重氏にあったのは1958年です.ぼくはそ
の前に海外にいましたので, 58年に一時,帰ってきて,そのときちょうどに廣重民が東

京に出て日大にきたころです.彼は東京の科学史グループを集めて(いまでは科学史学
会関東支部の前身になるようなものだろう),そのころの欧米での科学史の傾向というも
のを話すのを頼まれたことがある.そのころ,一番若いのは富田徹男くらいです･日本

人の科学史家で海外で評価されていた人はだれかと訊かれて, ｢三上義夫｣か｢薮内

清｣

か,と言ったら,みんなどっとわらったのです.どうしてわらったかというのは,とう

ぜんのごとく,彼らは武谷三男のことであろうと思っていたのです.科学史研究という

のは武谷三段階論を証明するためのものであるという若い人もいたころです･そこでそ
ういう反応が出たのは,みんなにはかなりショックであったのです.もうひとつは日本

でどういうことができるか,という質問です.まず,資料の点, 19世紀前半まではまず

無理だ, 20世紀は日本でもできているといったら,その点を廣重民から何回も念をおさ
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れたことがある.それと武谷さんとの関係は,これはあとでいいましょう･

それから廣重民のほうは,物理学に役に立つための科学史というイメージを変えたい,
彼はそれをなんとかしたいとしょっちゅう話しておりました･私は具体的には1959年に

帰ってきましたが,後で議論になるかもしれないけれども,そのころ科学史学会でクー
デターというのがありました.役員の選出を老人の推薦ということではなくて,会員か

らの選挙制になって,ぼくとかれと板倉聖宣と3人で科学史学会とか,学術会議の科学
史研究連絡委員会の委員の役を一緒にやっていたことがあるのですが,そのほか,当時
週一回以上,よくあっていたものです.彼がそのころしきりに言っていたのは,物理学

会は堕落している,科学会は堕落していると･その頃はもう敗戦直後に武谷さんと星野

､

さんが科学者運動の音頭を取っていたようなときと,違っていると･現実には60年代に
入ると,物理学も体制のなかに取り込まれていると.それなのには,あいかわらず敗戦
直後と同じような意味のことを繰り返していて,例えば,武谷さんは,物理学会の言う
ことを聴けば世の中よくなるというようなことを言う.それにたいする反発はそうとう
強かったわけです.さらに彼には科学者批判というものが60年代の早い時期からあったと
思います.それにたいしてわれわれはどうなのか,彼ほど徹底できませんでした･ 60年代
前半というのはまだまだ高度成長がはじまって,それによって日本の国民の生活がよくな

るころのことですから,そこまでは言い切れませんでした･おそらく,廣重がこのような/
科学批判を一番最初に60年代前半から言い出したんじゃないかな･ 60年代後半から70年

前半にかけては,公害もひどくなり,そういう科学批判の流れが強くなっていったのです･
●西尾成子:いまの中山さんのお話に補足したいと思います･ ｢略年譜｣にありますよう

に,廣重さんの最初の物理学史研究は,京都大学時代になされたもので,辻哲夫さんと

恒藤敏彦さんとの共著です.そのころから廣重さんは科学史研究で身を立てていけるか
どうかを考えはじめられたのではないかと思います･それでこのお二人には是非とも出
席していただきたかったのですが,残念ながら,辻さんは引退したからおもてには出な
いとおっしゃり,恒藤さんはご都合が悪いようでした.辻さんも恒藤さんも,廣重さん

が亡くなられた直後に書いていらっしゃいます:日本物理学会第30回年会物理学史分科
会(1975年4月5日,於京都大学)における特別講演で辻哲夫さんは｢広重徹と物理学
史一方法論の反省‑｣を,恒藤敏彦さん,板倉聖宣さん,後藤邦夫さんがそれにコメン
トされました.それらに手を加えられたものが『物理学史研究

その一断面』 (責任編集･

辻哲夫,東海大学出版会, 1976)に掲載されております･

中山さんのお話に関連して,溝田さん,横山さんより前に,私が廣重さんのもとで勉
強をはじめたころのことをお話しいたします. 1963年4月から廣重さんの助手になりま
した.友人から廣重さんのところで助手を公募しているときいて,応募したのです･廣

重さんのことは『自然』に連載された｢戦後日本の科学運動｣を読んで知っていました･
前もっての面接(試験?)では廣重さんは終始にこやかに対応されました･これまでに
14
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読んだ本として,武谷三男さんの『弁証法の諸問題』と天野清さんの『量子力学史』,岡
邦雄さんやバナールの本をあげたと思います.廣重さんが, "すこし勉強すれば,武谷三
段階論がおかしいことはわかりますよね",と言われた.それが非常に強く印象に残って
おります.

勤めて早々に廣重さんは中山さんの話された｢文献紹介の会｣に出るようにと言われ
ました.その会は2週間に1回午後7時ごろ〜9時ごろに開かれていました.辻さんの書
かれた年表によれば,その会は1959年末からはじまり,初期のころから,辻さん,中山

さん,八木江里さん,渡遽正雄さん,それからたまに,さきほど発言された数学史･数
学基礎論の村田さんが参加されました.そのあと,私,すこしあとに大網功さん,そし
て今日お見えになっている小川助さんも出られるようになりました.やはりはじめのこ

ろ,フォーブスーディクステルボイス『科学と技術の歴史』の科学史の部分(天文学と
物理の歴史)の翻訳を分担してほしいと言われました.科学史の勉強と日本語の勉強の
ためにと.

これも早々の63年に,前期量子論の総合論文として知られる,パウリの｢量子論｣
(Handbuch der Physik,Bd.23,Springer, 1926)の輪読をしました.そこには,佐藤正

知さん,素粒子論グループの井本三夫さん,素粒子論専攻の大学院生,紺野公明さん(現
在物理教授でここにきておられます)と大江健さんが,参加してくださいました.フォ
ーブス‑ディクステルホイスの翻訳が済んでからだったでしょうか,廣重さんと2人で,

ディクステルホイスの英訳版『世界像の機械化』を読みました.私の最初の研究テーマ
は放射能の歴史(原子核物理のはじまり)で,そのころ関連する先行研究はほとんどあ
りませんでした.ベクレル,キュリー等の論文を読んでは廣重さんに報告していました.

資料調査には,はじめは東大物理図書室,気象庁図書館にいっしょに行って下さいまし
た.写真機と三脚をもって.やがてそこの出入りの写真屋さん,複写屋さんに依頼する
ようになりましたが.夏休みに大阪府立図書館に行ったこともあります.廣重さんは,

近くに本屋,コーヒー屋,映画館があって,ここ駿河台の校舎は研究環境に恵まれてい
るとよく言っておられました.あとに来られた浦田さん,横山さん,田中さんとちがっ

て,私は科学史の勉強をゼロから始めましたので,廣重さんには言葉で表せないほどお
世話になっています.

よく研究室にこられたのは鎌谷親善さんと辻さんで,科学史学会の『日本科学技術史
大系

通史4』および『同

通史5』の編集打ち合わせのためだったようです. 3人が

集まると,私に気を遣われて,別の場所に行かれました.辻さんとラテン語の勉強もし

ておられて,いつも2人で研究室を出て行かれました.デカルトの『哲学原理』を読ん
でいると言っておられました.ほかに,岡部さんもよくいらっしゃいました.私の机の
近くで話をされるのですが,内容はほとんど耳に入りませんでした.ただひとつだけ,
金関義則さんが, "廣重君,息子のことも考えて,そんなことは言わないほうがいいよ''

という意味のことを言っていらしたのを憶えております.和算史の下平和夫さん,生物
物理学史ノート第11号(2008)
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学史の中村禎里さん,みすず書房の松井巻之助さんも何度かお見えになりました･水戸
巌さんが,一度訪ねてこられました.水戸さんとはランダウ‑リフシッツの『力学』を
共訳しておられたので,その再版のことでこられたのでしょう･ちょうど全共闘のバリ

ケードが強制的に取り壊されたばかりのころだったでしょうか,その相談ばかりではな
くて,水戸さんは, "いまは,論なし,行動あるのみ"と話しておられました･

若い方では,今野宏之さん,常石敬一さん,藤崎千代子さんがいらっしゃいます･今

野宏之さんは当時上智大学の学生(大学院生?)で現代物理学史の輪講に参加されまし
た.今野さんの報告のなかで一番印象に残っているのは,前期量子論史の論文で,確か,
ダブレット･リドウルというややこしい原子構造論を扱ったものでした･よく読まれた

ものだと思いました.常石さん,藤崎さんは,浦田さんがこられて私が廣重さんとは別

の部屋に移ってからのことです.それぞれ,アッべの光学の研究,化学結合論史の研究
をしていらっしゃいましたので,それに関する議論をされたのでしょう･
先ほども申しましたが,いまではとても考えられないことでしょうが,写真機をもっ

ていろいろな文献を撮りに行ったことがありました.根本順吉さんのおられた気象庁の
図書館には,岡田武松さんが集められたという,たくさんの古い本･東大にはない雑誌
がありまして,根本さんが,自由に書庫に入れるようにしてくださいました･学校から

歩いて行きました.気象庁の建物は,いまの場所にではなく,道路を隔てたところにあ
りました.写真機をもって行ったのはそのころのことです･新しい建物になってからは,

気象協会が,文献複写を1枚100円という高額で請け負うようになりました･東大物理

図書室にも写真機をもっていったことがあります･天野清さんのお使いになった本もあ
る計量研究所の図書室には,高田誠二さんがご案内くださいました･江沢洋さんのお世
話で,学習院大学の西田文庫を利用することができました･
日大物理教室におられた佐々木健さんが見えています･佐々木さんは,物性実験グル
ープで物性理論を担当しておられたのですが,私が来て間もなく日本原子力研究所に移
られました.水戸巌さんと同級生で(個人的なことになりますが,水戸さんにも佐々木

さんにも,私は学生のときからお世話になりました),廣重さんは,科学史や科学方法論
に関する議論のできる方だと言っておられました･その当時のことで,コメントがおあ
りでしょう.

●佐々木健:佐々木健と申します･わたしはかつて日大の物理教室で廣重さんとご一緒
させていただいたのですが,数年,ご一緒して,あと日本原子力研究所の方に移りまし
た.日大で一番印象に残っているのは,さっき,西尾さんがおっしゃったように,教室

会議でのことです.わたしは助手でしたが,物理教室は非常に民主的でした･そこでは
必ずと言っていいほど武谷さんと廣重さんの論争があり,わたしは新米でしたから,よ

く分からなかったのですが,廣重さんのお話は整然として鋭いのですぼらしい方だと思
い尊敬しておりました.わたしが武谷さんに最初にあったのは,一高にいらっしゃった
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ときです.講堂で話されたのを覚えています.そのとき,武谷さんは,カーキ色の国防
服というのでしょうか,それを着てすごくやせていらっしゃって,何を聞いたのか,い

まは記憶がありませんが,すごく感銘を受けたことを覚えております.そのあとは私が
日大に入りましてからお目にかかったと思います.そのときには前と印象がちがい,非
常にふとっておられました.顔色がよく,若造,お前,何を言うのかという感じで廣重
さんに当たられるのです.そのとき,叱り付けるような口調でした.廣重さんが亡くな
ったときに,わたしは,いい人から先に亡くなると感じました.ものすごく,そのごも

すごくがっかりしました.それから,わたし自身にランダウの物理学の翻訳を薦めてく
ださったのも廣重さんで,同じ研究室の安河内昂さんと一緒にやりました.西尾さんと

は東京都物理科学生懇談会(都物懇)での活動を通して知り合いました･大学院のころ
からです.それから,武谷さんについて思い出すことは,東大教養の自然弁証法研究会
に出入りしていたのですが,湯川の中間子論と武谷の三段階論との関係で,板倉聖宣さ
んが出ておられて,わたしなどがとてもまねできないような独特の論理を展開しておら
れ,わたしはただ聞き役に回っていました.そこでも武谷さんの弁証法の諸問題が底流
としてあったと思います.つまり,わたしは三段階論はよくわからないし,いまでも,

よくわからない.自然弁証法研究会では天野清さんの本などを読みました.あとは,ソ

連で反響を呼んでいたルイセンコの遺伝学説があります.生物系の学生でそれを宣伝し
ている人がいましたが,それにどうしても納得ができなかったのを覚えております.武

谷さんの弁証法の諸問題のなかですごくルイセンコを持ち上げている.それは唯物弁証
法の輝かしい成果であるとしているわけです.わたしはどうも納得がいかないわけです･
その2 ･ 3年前だったと思いますが,アメリカのマガ‑というノーベル賞を受けていた

有名な方, X線を使って突然変異を誘発して成果を上げた方ですが,その方がルイセン
コの批判をされていました.共立講堂に講演をききに行きました.わたしはそのときは

じめてソ連でいわゆる遺伝学の旗頭であった人が弾圧を受けて獄死したというのを知っ
たわけです.かねがね疑問をもっていたのです.そういうことで,ルイセンコはどうも
よく分からなかったのです.その直後の1953年に,いわゆるDNAが発見されて,遺伝

子のなんたるかがはっきり分かったわけですが,武谷さんは弁証法の諸問題のなかでも
のすごく持ち上げているわけですが,それについて,そのご,どのような議論がおこな
われたのかは,まったく知りません.民科の人がかなり好意的に議論していたと思うの
です.わたしがそのとき感じたのは,三段階論でいえば,実体論にたいするところはD
NAになると思うのですが,そういうことを飛び越えて,議論を広げてしまった.それ

が社会運動化･大衆運動化ということで進めて,ああいうみっともないことになったの
です.ここら‑んは,ロシアあるいは日本でそのご,どのようにひどかったのか,学問

的な検討はされているのか.その‑んを聞きたいと思っております･まあ,以上です･
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●西尾成子:ありがとうございました. 3時を過ぎましたので,浦田さんにお話をしてい
ただく前に1 0分くらい休憩をとりたいと思います. [校正段階での追加:佐藤さん,佐々

木健さんのお話をうかがって,思い出したことがあります‥教室員の中で廣重さんと親

しく話をしておられたのは,佐々木さんのお話に出てくる安河内晶さんです･話題も広
範囲にわたっていました.のちにプラズマ研究所に移られた市lii芳彦さんは,はじめて
海外出張される廣重さんの壮行会と称してご馳走して下さいました･ 1965年ポーランド

で開催された国際科学史会議に廣重さんは出席されました･ I
10分休憩

●西尾成子‥簡単にご紹介いたします.私が日大に来て間もなくのことですが,物理教
室の理論関係の研究グループのあいだで,研究の活性化のために,助手のポストのうち
の一つを2年の任期付きにして,グループ間で回して使うことになったのです･科学史
グループで使えるようになったときこられたのが,溝田正さんです･浦田さんは1966年
8月から日大にこられました.流体力学史をなさるということでしたが,ほとんど独自の

勉強をしておられて一緒に輪読などをしたことがなかったように思います･廣重さんの
部屋には溝田さんが住まれるようになりました･浦田さん,どうぞ,よろしくお願いい

たします.こちらの真ん中の席のほうで話していただきたいそうです･

●溝田

正:このような｢場｣に出席するのは久し振りでして, 1970年に日本大学を辞

めていますから,およそ35年になります.私が辞めてから5

年くらい後に廣重さんが亡くなられまして,そのとき葬式に
出させていただいたのが,廣重さんとの最後です･ 1970年に

別れることになった訳ですけれど,最後にお話しが出来たの
は1969年4月だと記憶します.ですから,実際に廣重さんと
のお付き合いは, 1966年の面接を受けた際にお会いしてから

1969年4月までの3年足らずではないかと思います･その後は廣重さんのお葬式までお付
き合いはありませんでした.

まず私の自己紹介をさせて頂きます.今,色々な人の名前が上がっておりましたが,

私は当時,都立大学の科学論研究会のメンバーでありました･科学論研究会と言えば,
今日,名前が出ている中村禎里さんや富田徹男さんとか,そういう民科運動(民主主義
科学者運動)に絡んだ方々がいらっしゃったところです･ですから,最初に教えられた
ことは, ｢先に武谷(民科特に自然科学者系の指導的存在)のものを読むな,エンゲル
スを読むな｣ということで･･,しかも, ｢『資本論』と『共産党宣言』さえ読めばいい,

後は自分の勉強をすれば良いではないか｣ということです･それが学生時代の徹底した
私の一つの立場性でありました.ですから,反武谷･反民科とか,反代々木というスタ
18
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ンスでずっと育ってきたわけです.そういうスタンスもありまして,大学3年ごろには,

科学史学会の選挙管理委員なんかもやらされまして‑,その後も世話人なんかをやらせ
ていただきました.そのときの委員長が板倉さんであったと思いますが,廣重さんとは
そういう時期にお会いし,お付き合いさせていただいたことがあります.

先ほど西尾さんから紹介されましたように,私は流体力学をやった人間です･流体力
学から電磁流体,プラズマまでいく心積りでやっておりました･当時の私がやっていた
ことは文献を全て洗い出すというか,そういうことなしには,とりあえず流体物理は有
り得ないという格好でやっていました.卒業後6年くらい都立大学にいましたけれども,
途中大学院3年のとき,廣重さんからお呼びがかかって,ドクターの3年から日大理工

学部の副手として物理学研究室に入ったことになっています.ですから,都立大学大学

院の卒業までは日大理工学部の物理学研究室の副手を兼務する"二重席"でした･
2年契約で中途半端なことになっていますけれども,実際には3年ちょっと在籍して
いたと思うのですが,それは私が1968年の日大闘争の真っただ中に入ってしまったこと

によって,退職時期がズレざるを得なかった状況がありました.ここでお話を出来るよ
うなことではないかもしれませんが,あの当時は廣重さんとのいろんな樫椙がありました･

物理学をライフワークとする研究者でありながら,私自身は,途中から研究活動を止
めてしまいましたので, 70年から30年近くは,ほとんどマスメディアないしは学問活動

に汚染されるのを嫌いまして,ほとんど,読まず書かずの生活をしています.最近ようや
くそこからの呪縛が解けまして,少し,学問らしいことをやりたいなあと思っております.
これまでの経緯を言いますと,私はソフトウェアの開発をやってきました.たとえば,
中岡哲郎さんがおっしゃっていましたように,あの当時,武谷さんが"植民地化科学"
と言うことをおっしゃっていたことに倣いますと,現在のソフトウェア環境は"ソフト

ウェアの植民地化"であることを,私も含め業界の先鋭的な人たちが宣言しておりまし
て,それから脱皮するためにはどうしたらいいのか,ということです.私は,その当時

の科学技術が本当に植民地化されたのか,ということに対しても疑問をもっておりまし
た.現在,日本のソフトウェア開発力は世界と比較しても高いレベルにあります･中小
のソフトウェア･ベンダーの相当数は強い開発力をもっています.にもかかわらず,そ

れがアメリカやその他外国からの製品に押されて,実際には表(市場)に出ていない実
情です.そうした中で新たなソフトウェア運動ではないですけれども,新たな開発の力
をつけるというよりは,広く表に出す(市場に普及させる)運動をしなければならない.
それが,現在の私の立場であります.

そういう観点から,私が研究室に入った頃を思い出すのですけれど,科学史やるため
に入ったわけではなく,流体力学を含めた基礎理論というか,ちょうど,近代に入る時
のナビア･ストークスと言いますか,ボルツマンからナビア･ストークス,または,ボ

ルツマンから波動方程式という流れの中でやりたい望みを持っておりました.廣重さん
から"好きなテーマ"を大いにやってくれと励まされたものですから,ほとんど独自の
物理学史ノート第11号(2008)
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研究活動をさせていただきました.非常に有難いことなんですが,その中で,マクスウ
ェル方程式とかナビア･ストークス方程式などをいろいろ調べ･研究しました･結果と

して,ドクター論文として書いた論文を発表させていただきました･完成論文は廣重さ
んの添削がほとんどで,私のもとの絵図がほとんどなくなるくらいの添削がついていま
した.そしてそれは,日本の物理学のあり方を問う私の最初で最後の論文でした･アメ
リカからもいろいろコメントをいただきましたけれども,あの当時は,既に日大闘争の

真っただ中にいましたので,それどころではなかったというのが実情です･
日大闘争の中での私の立場というのは,最初は研究活動で入ったものですから,さっ
き佐藤さんが話しておられましたけれども,いろいろ,組織活動というか,研究活動,

研究者運動というものを考えていく立場にありました･そこで物理教室だけでそういう
ことを言っていても埠があきませんので,とりあえず,近くの電気学科の研究室とか建
築学科の研究室とか,そういうところとの接触を始めたのも,その時期でした･実際か

ら言いますと,あの当時は隣の電気教室にすら話しに行けないという厳しい情況下です･
･話すらできない!"それにも拘わらず,一人二人と話しをしまして,最終的には日大

理工学部の助手会ができたわけです.それは学生なんかのお陰もあります･それに対し
て廣重さんは積極的に支援してくれたと思っています･
しかしながら,もうひとつの流れの助講会というのがありまして,これは助教授･講

師会のことです.これは佐藤さんなんかが中心にやられたのですが,廣重さんはここで
はどうも熱心にやられていなかったのではないかという気がしております･そういう意

味で,廣重さんは民科の関係もあるのでしょうし,戦後の科学者運動を批判されたこと
にも遠因であったものと推察します.とはいえ,科学者運動そのものについての積極的
な姿勢はなかったように思います.むしろ,廣重さんは運動よりは学問を中心に展開さ
れていました.

それに対して私が運動に力を注いだことについては,廣重さんにとって良かったか,

悪かったかはいまだもって評価は難しいのですが,ただ,研究者運動の前提に日大闘争

がありましたものですから,単なる研究者の活動家から直ぐに学生と共闘する関係まで
もっていかざるを得なかったことがありました.当時,いわゆる学生(日大全共闘)が9･

30大衆団体交渉をやり勝利したのですが,その後,国家からの弾圧がありまして,全学
的に,順次バリケードから学生が追い出されるという経緯がありました･その情況の中
ですから,どうしても私自身がその経緯の中で動かざるをえなかったことがあります･

当時,学生側から教職員‑の批判は厳しくて,例えば"教員は給料泥棒"と言ってき
たりし,私自身も非常に大きな追及を受けました･そうした中での"学問の有り方" "大

学の有り方" "教育の有り方"など全て問われまして,実際に私が答える術を殆ど持っ
ていない情況になりました.それまで10年間,学問をやってきましたけれども,学生に

対する答えがほとんどなかったものですから,その情況の中で学問･教育を続けること
は余り芳しくないと捉えまして,とりあえず,日大の全共闘諸君と共闘するにはどうい
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う形が良いのだろうか‑と,それから6ケ月くらい模索しました.そのうち,任期切れ
が来てしまいました.廣重さんからも｢どうするのだ｣と言われたのですが,そういう

情況の中で｢試験があるから受けてみろ｣とも言われましたが,当時の私はなし崩し的
に資格試験を受け入れる立場ではありませんでした.つまり,日大腐敗体質の打破と教
育や自治の復権に向けて闘う学生との共闘の中で"試験制度"とか"大学そのものの有
り方"などについて疑問を持っていたものですから‑,そういう意味で私と廣重さんと

の会話は殆どなくなったことも事実であります.今は廣重さんともう少し話ができてい
たらと思う次第です.
今から考えれば,あの当時"自分は何をやっていたのだろうか"と振り返ってみます
と,ほとんどが学生との接触,もしくは他の学部･学科の教員との接触でした.ちょう
どその時期(1968年後期)に,日大教員協(全学助教授･講師会,全学助手会)が作ら
れましたが,学生との共闘はしようとしても出来ないとう形での教員協でしたから,そ
ういう組織では生ぬるいということで,助手･講師･助教授･教授など有志で日大教員共
闘を組織したのが1969年2月25日です.その結果として東大助手共闘との共闘を組み
ました.そう意味であたらしい形態の組織になっていましたから,私が元(研究活動)
‑戻れない事態となりました.その当時の私の活動と姿勢に対して,廣重さんを非常に
悩ましたのではないかと今でも反省しているのです.

あの当時,廣重さんの立場として,私を本当に残すのか残さないのかを聞きたかった
のですけれども,私からは進んで試験を受ける立場でもないし,残りたいと宣言できる
立場でもなかったのが実体です.それに任期が来ていることもあり,私としては蓬巡し
ていたわけです.まあ,当時,主任である吉村さんだったと思いますが,一生懸命に｢辞
めてくれ!辞めてくれ!｣と言われたものです.私の任期が近づいていましたから辞め
ることは合理的だと思いますが,しかしながら,闘争のことを考えると,ここで引いて
しまうとどうしようもない矛盾の中で,ちょっと結論が遅れたのです.その分,廣重さ

んには非常に悩みをかけたのでないかという風に思っております.
それは,あとで中村禎里さんが｢廣重さんが悩んでいるから,なんとかしてやってく
れ｣と,言われました.それは1969年9月ころだと思いますが,まあ,これは潮時であ

るということで,私が書いた｢闘争宣言｣を物理教室吉村主任当てに提出しました.日

大闘争を継続する(つまり職を辞する)ことを前提に,その宣言を物理教室において吉

村さんが読み上げていただければ辞職するとした手紙を添えてのものです.その後物理
教室のあるメンバーから｢主任が読み上げた｣と聞いたものですから, ｢日大闘争を継
続せざるを得ませんので,私は退職いたします｣と言って,結果く̀退職願"を出しまし
た.このことを私がこの場でしゃべること自体が可笑しいことなのでして,本当は日本

大学とは緊張関係を持っているのですけれども･∴

緊張関係を持つと言いながら,その

後も10年以上にわたって毎週1 ･ 2回くらいは日大に来ておりましたし,その後も1年

に何回かは理工学部に顔を出しています.そういう意味で,日大とは,非常にややっこ
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しい関係にあるというのが実情です･
そのような経緯をたどり,科学史から足を洗い･物理学からも足を洗い,大学からも
足を洗って,最初は新聞広告をみてエンジニアリングの会社‑入ったりもしたのです･
その後,シンクタンクの仕事を経て,最終的にはソフトウェア業界に入り,既に30年に
なります.現在は｢30年後の日本のソフトウェアはどうなるのか｣という問題意識を拝
っております.まあ,廣重さんより10歳くらい若いのですけれども,最後の問題として

提起したいと思っている次第です･

特に武谷さん,星野さんの問題とか･我々の学生時代から言えば･武谷さんは批判の
対象になっていましたが星野さんはまだ良いのではなかろうかと‑･そういう意味では

当時でも星野さんを大学に呼ぶことをやりました･また,お会いしてお話を窺ったわけ
ですけれども,その中で,問題になるとすれば,ひとつは科学が体制内化したかどうか

という問題だと思うのです･廣重さんもこの課題を前提に『戦後の科学者運動』を書い
ておられるので,当然だと思うのですけれども,その辺のことは全共闘運動内では通っ
ていた(認識されていた)と思うんです･そこで科学批判というのが当然起こって然る
べきだったのです.

けれども,私は当時,廣重さんとの話の中で･ ｢科学史はやらない,物理をやる｣と
宣言しています.なんで廣重さんが私を呼んでくださったのかということになると, ｢お
前,物理やれ｣と言うことだったから‑･,それは良いと･また･廣重さん自身のお話を
窺っていると, ｢俺は物理をやっている｣と,しょっちゅう仰っていました･すなわち,

｢物理学たるものは科学史抜きに語れない｣と･‑･といいますか,科学史そのものが物
理学であるという考えを持っていらっしゃったような気が致します･私が物理学をやる
ことに関して,文献を漁らざるを得ないことと同じ立場であったのかなと,今にして思

います.そういう意味では廣重さんとの間で方法論的な論争は起こらなかった･学部時

代の武谷三段階論を含めて,独自な学問形成に関しては結構教えられたつもりですから,
私が流体力学の独自な分野をやるのと同じように,廣重さんは科学史に‑,とりわけ既

存の科学史に対していろんな批判をされていまして,研究では先頭をきって自分の分野
を開かれたわけですから,大変なものです･研究スタイルは,びっしりと書かれたカー
ドを一杯持たれていて,それを辞書のように開きながらやっておられました･私もやる
ように言われましたが,半端にしかやれなくなった事情もありました･そういう意味で

廣重さんは,非常に実証的な研究を徹底されていた方だと思います･その実証的な研究
の上で自分は物理学をやるとしょっちゅう言っておられました･つまり,いわゆる古い
学問から現代物理まで遡って行くということです･物理をやるということは, ｢その周

りにいる(物理学史をやらない)学者は,物理学者ではない｣とまで言い切られる側面
もありました.そういう戦闘性も持ち合わせていましたから･私もそのような姿勢を学

んだのかなとも感じています.
もう1つは,ちょっと違うのですが,水戸巌とか,最近では高木仁三郎さんとかいら
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っしやって,亡くなられましたけれども,廣重徹から高木仁三郎‑というモチーフがあ

るそうですが･∴

科学批判とすれば,廣重徹から高木仁三郎‑といくと言えましょう･

高木仁三郎さんは都立大職員共闘の仲間で,よく知っているメンバーですけれども,皮
原発運動を貫かれた方で,私としては尊敬しているのですが,その中で問題になるのは
現在からの提案と言うか, "現在の立場から過去を見る,未来を見る"という立場です･
ことばの比喩は不適切かもしれないですが,私が学んだことと言うのは,バリケード
の中にあって"外を見る,中を見る"という考え方なのです･ですから認識論からいう
と"バリアの中にいて外を見る･中を見る"という関係を,考えてきたものですから,

それを引きずっているのです.人は自分に影響を与えたものを通して見ざるを得ない･
それしか方法はないというふうに思っていまして,その認識は廣重さんとちょっと違っ
たところではなかろうかと･∴そのことが自分の問題になっているわけです･また,廣

重さんとはどこの時点で,どのような樫椿ができたのか･大きな理由は"任期制"に
っのひっかかりがあるように思います.それ自体は廣重さんがクリアしょうと思えば出

来た問題かも知れない.主任教授が煩わしいということもありますが,別の教授から私
の家に来て妻に, ｢詫び状を入れれば戻れる｣と言う方がいましたが,廣重さんは｢こ
んなくだらんことはないよね｣と話をしていました.そういう煩わしいこともありまし
たけれども,もうひとつは方法論的なことでしょうか･

現在,私はソフトウェア業界に居ることもあり,科学史学会の皆さんの今の情況は何
も分かりません.けれどもソフトウェア業界に居る限りにおいては,自分の置かれた"現

場"に立脚した認識に基づいて,展開しなくてはならないことがあるという課題に,今
行き着いた次第です.そういうことですので,歳を取りましても学問をするなら"そう
いう姿勢で学問をやりたいなあ"と思っております･また,運動があるならば"そうい
う運動をやりたいなあ"と思っております･
ようやく, 1970年を振り返る時代がやってきまして,マスメディアではないですが,

なんか不思議と,東大･日大闘争というと,認識論の観点から,日大の方が余程新しい
ことを提案していたとも言われるような時代になりました･その意味で,もう一回,あ

の当時のことを考え･捉えなおしたいと思うようになっています･実際に廣重さんとの
出会いと交わりは2年間ほどで,ほんとに"一瞬"なのです･奥さんが言われていたよ

うに,廣重さんは余りしゃべらない人です.とりあえず結果だけ報告して,その後は知
らん振りされている.西尾さんとは羨ましいほど話をされていたようですけれども,私

もまた自分の研究をやっていたわけですから,肝心な時には,お話を申しあげたのです
けれども,実際には余り話をしておりません.ですから,廣重さんを語るにはちょっと
場違いかな,とも思ったりもするんですが,ただ‑,ただ一瞬ですね･一

日大闘争の始

まる4月ころから1年間の廣重さんとのつかの間の付き合い,一瞬の間の言葉のひとつ
一つを覚えております.一瞬の言葉を覚え･受け止めたうえで,そのことを気にしなが
ら,現在も人生を生きていますから‑, "彼だったら,どうするのだろう"と･この歳
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になっても考えてやっております.ですから,その意味では非常になんていうかなあー,
廣重さんにとって本当は,私が都立大学に残っていれば良かったという気もします･都

立大にいて物理をやっていれば良いものを,何の気なしに廣重さんに誘われて｢廣重さ
んの所で流体をやるような人間に何故に見られたのかな｣と省みる次第です･実際に当
時の私は自分の物理学をやりたかったのです.結果として,やはり悩み多い立場に自分
を追い込んでしまったかなという気もしますが,結果として,日大理工学部‑,廣重さ
んのところ‑来ることとなりました.総括的に言うなら,あの時代は,それだけ不可避

的な潮流といいますか∴大きな時代であったという話をさせていただきました･
●西尾成子‥どうもありがとうございました.私が補足しなければならいことはたくさ
んあるような気がします.整理してきちんとみなさまにお伝えできるかどうかわかりま

せんが.浦田さんの任期が近づいたころは,いわゆる日大闘争が山を迎え,教室人事の
議論どころではない状態がつづきました.学生のバリケードが壊され,授業が再開され,
入学試験も終わったころでしたでしょうか,科学史研究グループを3人にしたいという

科学史グル̲プからの案が教室会議で承認されました.溝田さんが望まれれば,そのま
ま科学史研究室のスタッフとして残られることも可能でした･廣重さんのお話しですと,
それをすすめてみたが,溝田さんは,古田(日大会頭)が出したお金をもらっていたく
はないと言われた.ぼくはお金に善悪があるわけがないといって,引止めましたが,と
いうことでした.溝田さんの研究の問題について申しますと,流体力学について一度話
してくださったことがあるだけで,あとは輸読会などには出てこられない,どうなって

いるのか廣重さんにききました.廣重さんにはめずらしく浦田さんを弁護するような話
し方をされました.彼には彼のやり方あるのだから,しばらく黙っていましょうと･そ

れには日大闘争がからんでいました.お話しのように浦田さんはそれに全面的にかかわ
っておられましたから.溝田さんは,詫び状を入れてやめてくれ,と言われたとか･そ

れはひどいと溝田さんと話したと思います.古田からお金をもらうのはいやだと言われ
たというのは本当ですか.

●溝田

正:私は任期の途中から,当然辞める積もりでおりましたから,しょっちゅう

｢そのこと｣を言っていたことは事実です.それから私が入るときの"いきさつ"には,

日大理工学部の物理教室(素粒子)には,初め山本義隆さんが予定されていたのですね･

素粒子側の採用人員は1人だったのです.私は廣重さんから呼ばれて来たので,山本義
隆さんと話し合いをしまして,そこで山本君は｢じゃあ,自分は流動研究員として京都
大学‑入るから,浦田君行ったら｣と言うような話になりました･それで私が物理教室
に入ることになったという経緯です.ただ,このことを彼が覚えているかどうかは別で
すが.
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●西尾成子:それは知りませんでした.溝田さんの前に2年任期できておられた素粒子
グループの方の身の処し方でゴタゴタがあったようですが.

●溝田

正:ですから,廣重さんから｢素粒子側の採用を辞めさせた｣という話は聞い

ていたものですから‑.本来は山本義隆が日大に来るべき立場であったのですけれども,
たまたま彼が京大の流動研究員に入っていたこともありまして, ｢じゃ,私が受けさせ
ていただこうか｣ということになったのです.

●西尾成子:その当時,とくにバリケードで建物に入れなかった期間,私も廣重さんと
よく話しました. ｢朝日ジャーナル｣などで書かれたことからおわかりのように,廣重さ

んは秋田明大,山本義隆最虞でしたから,私もそうですが.そのときのことでよく憶え
ていることもありますが,それについてはまたあとでということにいたしましょう･

浦田さんのあとにこられたのが横山雅彦さんです.以前は東洋大学におられたのです
が,公募の結果横山さんにきまったのかどうか,私は憶えていないのです･そのいきさ

っも含めてお話しをお願い致します.横山さんは大変な勉強家で,科学史研究の全般に
わたってよくご存知でした.ホイ‑ンスの研究をされるということで,ホイ‑ンスの全

集を買いました.横山さんは,いつも午後にこられて,夜,ひとりでゆっくり勉強して
いらっしゃいました.

●横山雅彦:はい,横山です.先ほどお話がありましたように,わたしは午後になって

から研究室に来ることが多かったわけですが,それには実は
経済的な事情がありました.西尾さんと廣重さんはいつも昼
食をこの駿河台近辺の(ぼくから見れば)高級レストランに

行って摂っておられました.それでわたしも昼前に研究室に
来るとその昼食に付き合わざるをえない.そんな時には,わ
たしはいつも一番安いカレーライスとかを食べていました.

お二人はいつも昼食の終わりにコーヒーを注文するのですが,わたしは時々そのコーヒ
ーも無しで済ませました.わたしの家内は専業主婦であり,後には子供が産まれたこと
もあり,経済的に必ずしも楽ではなく,できるだけ外食の経費などを抑えておりました･
ですから,そういう点からいうと,おふたりは共働きであり,おふたりとわたしの間に

は経済的落差およびそれに基づく意識の落差があったわけです･その辺の事情について
おそらくご理解がいただけなかったのではないか,そういう風にわたしは思っておりま
す.わたくしが,こちらの方に来ましたのは,お手元の年表に, 1969年10月横山雅彦助
手採用とありますが,その時から73年3月まで, 3年半おりました･大きな事件として

は,翌年70年の11月25日に市ヶ谷で三島由紀夫が自決したことがあります･そして奇

しくも,かれが自決するその日の早朝に,わたしの子供が生まれました･その翌日の朝
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日新聞の朝刊に,三島の首が床に転がっている写真を朝日新聞がスクープしまして,千
供を産んだばかりの母親にその朝刊を見せていいものだろうかどうか,思案しましたが,

結局その時は見せずじまいでした.その日の朝日新聞はスクープ写真とともに今でも保
存しております.

三島事件に関して,物理学教室の先生方のなかには,俺も一緒に｢盾の会｣的なこと
をやらなきやというようなことを口走る先生も,中にはおりました･それにはすっかり
驚きました.そういう面からも,ぼくにとってはかなり印象の強い,そういう時代でした･

それからわたし自身はどうであったと申しますと,実はこの会の始まる前に西尾さん
とすこしお話をしました. ｢西尾さんはあの時代のわたしのことを,ときどき, ｢ぼ‑や｣

と呼んでいましたよ｣と指摘しますと,西尾さんは, ｢それは失礼なことをしました･わ
たしにはまったく覚えがありません｣,とおっしゃっていました.それは言った本人は覚

えていないものですが,言われた本人は覚えております.それは,なにも悪い意味で言
っているのではありません.時代的にわたしという人間がどういう情況のなかで日大の
方に来たのかということでございまして,ぼ‑やと言われるような事情がわたしの方に
もありました.じつは日大の助手になりましてから,入学式をやるときに,両国の国技

館でやるのですが,警備その他で,助手なんかは駆り出されるわけです･そのときに両
国駅まで行って,そこで降りて国技館まで歩こうとすると,駅の改札口のところに･日

̲̲‑‑‑‑‑‑‑一

大の体育会の連中がたむろしていまして, ｢お前,入れよ｣と勧誘するのです･ ｢いや,

俺は入学生でないよ,俺は助手で教員なんだ｣と言っても,なかなか信じてもらえなか
ったということがあります.そういう,年のわりに幼稚な学生らしさが残っていたので,

西尾さんから｢ぼ‑や｣と言われるのも,じつは,さほど不思議なことではなかった･

ですから,わたしはなにも悪い意味で言っているのではなくて,自分の客観的な情況が
どうであったかどうかのひとつの位置づけをしているだけでございます･
先ほど,浦田さんがいろいろとおっしゃいましたけれども,わたくしは廣重さんと政
治的見解の相違がなかったとは思いませんが,わたし自身のスタンスははっきりしてい
ました.大学闘争について,わたしと同じ世代の人と,後になって話してみると,大学

闘争に関わったという人が,沢山おられます.しかしわたくしは,あの時代は大学院に
いましたが,ずっとノンポリで通しました.ノンポリで通したのは,大学院の時代には･

個人的に学生運動はもう｢卒業｣していたと思っていたからです･といいますのは,大

学に入ったのがちょうど60年安保の時でして,安保反対の学生運動をかなり徹底的にや
りました.そしてその総括として,今後は学生運動では駄目で,革命運動が必要である･

そのためには労働者階級の中に入っていくことが必要であるという考え方を抱くように
なりました.そのため大学の教師というような中間階級をいじめるなんてことには関心
がなかった.ですから,大学教師に対する批判がないわけではなかったのですが,大学

闘争のような運動の仕方についてはすこし冷ややかに見ていました･
日大理工学部に助手として就職したのは,先ほどふれたように, 69年10月という中途
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半端な日付です. 69年4月にできれば就職する予定で,そのためのペーパーテストも受
けました.そして助手採用もほぼ決まりかけていました.ですから浦田さんの後任くら
いの感じであったのではないでしょうか.ただ,その時には,日大の闘争は,まだきわ

めて活発でして,授業再開の目途も立たず,新しい助手の採用は,ペンディングになり
ました.そして,それが今後どうなるか不明なため, 69年4月から東洋大学工学部に助
手として勤務し始めました.その助手を数ヶ月やっている間に,日大の当局は,警察の
力を借りて学生バリケードを強行突破して,授業再開となった.それで10月からであれ

ば採用できますと,廣重さんから連絡がありました.東洋大学工学部の方ではそのころ,
助手は教員かどうかというつまらない問題で,助手側と教授側で大もめしていたことも
あり,わたしは東洋大には早速辞職願を出して,日大に移りました.
日大の助手となって,一番強く印象に残っているのは,わたしが17世紀をやりたいと

希望を述べると, 17世紀をやるんだったら,ラテン語を読めなければ駄目だと廣重さん

虚器霊と器…霊蒜器:+芋F̲::崇崇
/

のゼロでした.その当時のことを思い起こしますと,泉井久之助さんの『ラテン語広文
典』というのがありまして,わたしは廣重さんの言葉に発奮して,その本を往復の通勤
電車の中で一ケ月間,何度も読みかえして,それでもって,一応文法を理解しました.
そしてこれだけの予備知識でホイ‑ンスの『振り子時計』 (Horologium Oscillatorium)

を廣重さんと一緒に読みました.今から振り返ると廣重さんはあまりラテン語がお出来
になったように思えませんけれども,わたしにとっては,廣重さんから受けた指導は大
変有益でした.そんなわけで,廣重さんによる指導のお陰で,わたしはどうにかラテン
語が読めるようになり,ホイ‑ンスの衝突論に関する論文をまとめ,そのあと神戸大学
で青木先生のところに行きまして,そこで,さらに中世ラテン語を学んでのですが,ラ
テン語の基礎そのものは廣重さんから学んだということになります.
日大理工では,ホイ‑ンス全集だけではなくて,ガリレオ全集も購入してもらいまし
た.しかし初めのうちは,どちらの全集も東大のものを利用しました.ガリレオ全集は

教養学部にあったのですが,そのガリレオ全集には,当時,貴重本というラベルと禁帯

出というラベルが貼ってあって,鍵のかかった金属製の本箱に厳重に保管されておりま
した.今ではその二つのラベルもはがされ,鍵もかけられていないようですが,当時は

貴重本として特別扱いをしていたわけで,大変使い勝手の悪い思いをしました.
またホイ‑ンス全集は東大理学部の物理学科図書室にたしかオランダ科学アカデミー
から寄贈されたものがありまして,‑その全集の皮表紙は,何十年間も誰もさわったこと
がないためか,ポロポロで,粉が吹いたような状態になっていました.それで手で触る
と粉状になった皮が,手にベッタリと付く.手に付くだけならまだしも,着ている上着

にも褐色の皮の粉が付着してしまう.ホイ‑ンス全集を調べて,図書室を出るとき,い

つも｢背中に変なものが付いていますよ｣と女性の館員に注意される有様でした.それ
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だけ,そういうものがほとんど利用されない,あるいはあまりにも貴重本扱いされてい

る時代だったわけです･自分自身の得た研究成果がどれくいあったのかは別として,わ
たしは,そういう全集を惜しげもなく購入していただいたことについて,廣重さんには

大変感謝しております･
それから,これは直接廣重さんとは関係のないことかもしれませんが,この時代はま
だ科学史の原典などもきわめて安い値段で入手できました･みなさん,びっくりするか
もしれせんが,またご存知の方もなかにはおられると思いますが,昔,日曜日のテレビ

番組に時事放談というのがありまして,細川隆元と小汀利得という二人の政治評論家が,
好き放題,勝手放題なことを言って,それがある種の人気を呼んでいたことがありまし

た.その小汀利得がじつは大変な貴重本の蒐集家でありまして･かれは和洋両方の古本
を多数集めておりましたが,かれが死んだあと,遺族はもてあまして,それを放出して

いるのです.例えば,ガリレオの『天文対話』の初版本や16世紀のユークリ井が五千
円とか一万円とかで神田の崇文荘で売りに出されていました･そのときのわたしの給料

がほぼ二万円でしたから,喉から手が出るほど欲しかったのですが,私費では購入する
余裕はありませんでした･そして結論を言えば, 『天文対話』の方は復刻版がすでに出て
いましたので,眼を瞑って諦め,ユークリッドの方は日大の公費で購入しました･今か

ら見れば嘘のような話ですが,大変なっかしい思いをしております･

廣重さんは, 『科学の社会史』を書かれましたが,これは周知のように画期的な労作で
す.しかし,これを名著としてほめ讃えるだけでは,その出版から30年以上も経った今
日,不十分なのではないでしょうか･一方では,廣重さんが武谷を批判したように,廣

重さんも批判すべき時が来ているのではないだろうかと,わたしは思っております･廣

重さんも今では歴史上の人物であって,まさに,廣重さんが科学を相対化したのと同じ
ょぅに,廣重さんを相対化する必要があるのではないか･それと同時に他方では, 『科学

の社会史』の続編をだれかが執筆すべき時期が来ているのはないでしょうか･この本の
出版後,物理学帝国主義はかなり急速に崩壊して,情報帝国主義の時代になって行きま
したが,続編として想定されるのは,そのことをメインテーマとする科学史の社会史で

す.要するに物理学帝国がいかにして没落して･情報帝国が浮上してきたのかの歴史分
析です.わたしの直感的な印象では,物理屋が自分の実験とか理論の計算の必要上,コ
ンピューターを手段として使い始めた･そして初めは単なる手段にすぎなかったものが,
いつのまにか大きくなって,ミイラとりがミイラになって行き,情報科学が発展してい
ったという側面がある.そういうことも含めて,新しい帝国主義‑の転換,要するに･

社会史的比喩を使えば,イギリス帝国主義からアメリカ帝国主義‑の転換と同じような
意味での転換ですが,それが書かれるべき時が来たのではないか,そんなふうに考えて
います.どうも,とりとめのない話に御清聴ありがとうございました･
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●西尾成子:どうも,ありがとうございました.廣重さんは,横山さんがホイ‑ンスを

読むので,ラテン語を勉強して一緒に読みましょうと言われました.私にラテン語を勉
強しなさいということです.有名な『振り子時計』を読むことにしたのですが,横山さ
んはとても熱心に読んでこられて,当然のことのようにひとりで全部訳してくださいま
した.廣重さんも私もいちども訳さないでおわりました.私は内心,ほっとしました.

ラテン語の勉強をしたのはそのときだけです.それからユークリッドの原論の話ですけ

れども,あの大変めずらしい版の本は,研究室の本棚に普通の本と一緒に置かれていま

した.注意されなければ気が付かない.だれも貴重本だとは思わない.その本を,横山
さんからきいたといわれて,原亨吉先生が借りにいらっしゃいました.原先生はそれを
大事そうに風呂敷にきちんと包んで,おもちになり,返しにこられました.横山さんが
神戸大学に移られたあと,田中一郎さんがこられました.廣重さんは手術後のことでも
あり, 3人で輪講することはあまりなかったように思います.そのころの廣重さんにつ

いて田中さんからお話をうかがいたかったのですが,残念ながらご都合がつかず,おい
でになりません.

●横山雅彦:付け加えますと,その本はユークリッドの前半だけです.そしてその後半

部は,その後,原亨吉先生が個人で購入されました.ですから,原先生はその前半部が
どこにあるかを大変お気になさっており,わたしにもそのことを話されました.わたし
は日大で購入したものが,お探しのものかもしれないとお伝えしました.わたしが調べ
た限りでは,そのユークリッドは1591年のクラヴィウス版だったように思います.

●西尾成子:最後は山田慶児さんからお話をうかがいます.
[おことわり:山田さんのお話は,特に録音状態が悪く聞き取れないところが多くありま
した. 3年以上たった今となってはとても復元できそうもない状態でした.山田さんから

は,すべて削除しても全体の流れは変わらないので,編者あとがきにでも,廣重文庫に
ついて詳しく話したとふれる程度にしてはどうか,とご提案がありました.が,編者と
しては,聞き取れなかった箇所は

〈･ ･ ･)として,聞き取れたところだけでも以下に

に再現することに致しました.不備を,皆様にお詫びいたします. ]

●山田慶児:山田です.西尾さんからは,京都時代の廣重さんについてお話をというこ
とですが,実はわたしはあまりよく知らないのです.という

のは学年がだいぶちがいます.学科が違うのです.わたしは
宇宙物理です.廣重さんとよく話をしたのは,さっき,中岡
さんがお話なさったように,青年科学史家集団のことで,覚
えているのは(i ･ ･ ‑).話が変わりますが,東京に勉強

部屋を設けるというのです.一度だけつれていかれたことが
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あります.じつはここは誰もいれないようにしている･ここ‑きたのは君がはじめてだ

という.たぶん,ご存知の方はいらっしゃると思いますが･膨大な蔵書が並んでいまし

て圧倒される思いでして,その膨大な蔵書の目録が京都の国際日本文化研究センタ に
入っております. 〈･ ‑

‑ i ‑

‑)･

廣重さんが亡くなられてから, [喜子夫人は]それらを一括して引き取ってくれるとこ
ろがあれば寄贈したいというお考えをもっておられるとのこと〈‑ ‑ i ‑ ･)･た

だし二つの条件がありました.ひとつは廣重文庫として保存し公開する･もうひとつは
目録を作る. (‑

‑

‑ ･ ･)

日大のほうに置いてある蔵書も寄贈していただき,2000年にやっと目録ができました･

必要な方があれば日文研に申し込まれたらいいと思います･それからもうひとつは,わ
たしは廣重文庫としてひとまとめにしておきたかったのですがそうはなりませんでした･
ただ,廣重さんが集められた本というのは,結果的にみればほとんど全部,まとめてあ
るのです.分類によってバラバラになっているものもありますが,大部分,例えば,洋

書であれば自然科学史というところ,日本のものであれば,たとえば科学政策･科学運
動･大学史などは全部‑指してありますから,結局,廣重文庫としてはく･ ‑ ‑ ‑)

洋書について申しますと,内容は英語の本が一番多いです･つぎがフランス語で,そし
てドイツ語とロシア語です.それ以外の本は(･ ‑ ‑ ･ ･ ･)

わたしはフランス語の本しかあたっていませんけれども,読んだ本はかならず書き込み
がある.それは簡単な見出しみたいなものです.そのほか知らない単語をときどき,
〈･

i

･

･

･).

〈･ ‑ ･).廣重さんが最初にフランス語の本を翻訳出版されたのは73年のカルノ

ーの『熱機関の研究』 (みすず書房)です.序文をみるとだいたい54年から55年にかけ

て訳されているのではないかと思います･この本を訳したことが物理学から物理学史‑
かわるきっかけになったと書いておられます.それで,この翻訳はサヂ･カルノーの｢火
の動力についての考察｣という論文と｢数学,物理学その他についての覚書｣と,弟の
イッポリートが書いた｢カルノーの生涯｣からなっています･翻訳に使われたのは,よ
く読まれていたのでわかるのですが, 1953年の復刻版です･これは,パリのA･Blanchard

が出した.ところがこの本には1959年9月16日と書いてありました･このときとうぜ

ん翻訳は出来ているわけです･ですから,わたしはできれば翻訳に実際に使われたテキ
ストというものをみたい.そこの書き込みをみたいと思って探したのですが,残念なが
らそれはありませんでした.たぶん,翻訳をやりますとたいていバラバラになり真っ黒
になるんですね.特にこのころの本というのは,接着剤がわるいのでだいたいバラけて
しまうのです.ところが, [この53年版には]時々,書き込みがあります･最後に原稿

を作るときに,これで,チェックされた･そのための対照のための頁数が書かれている

ゎけです.内容を言いますと,フランス語の表現が非常によく日本語の表現に置き換え
られている.例えば,ヨーロッパ語では｢われわれが機械を動かす｣なる表現を,日本
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語にする場合には,われわれが機械を動かしているのではなくて,機械が勝手に動くと
いうように訳したほうが,日本語としてはいい.それで, (･ ･ ･ ･ 〟 ･ ･ i ･ ･ ･ ･ ･
･ ･ ･.)

廣重さんの膨大な本のなかで読んだ本にはかならず書きこみがされています･同時にそ
れだけの本ですから,読んでおられないものもたくさんある.フランスの天文学者でブ
‑ゲという人がいますが,この人の伝記と論文を集めた本もあります.それはタトンが
序文を書いています.フランスの天文学というのは,測地学と結びついているわけで,

科学アカデミーは,子午線の長さを測るため観測隊を派遣します.そのときペルーに派
遣されたのが,そのブーゲです. 〈･ ･ ･ ･ i ･ ･ ･ ･ ･.)

(･ ‑ ･ ･).この本を廣重さんは読んでおられない. (･ ‑ 〟 ･.)ところが面白い

ことに, 2箇所だけラインが入っている.どこかというと,その序文の部分です.アラ

ゴというフランスの天文学者がパリの天文台にいるのですが,彼のガスパール･モンジ

ュについての本がやはり同じような引き方をしている.それから推測するとたぶん,廣
重さんは本を買ってくると,まず序文を読む.そして文献目録をつくる.実はそれは重
要なことなんです.ここ数年間,龍谷大学で(･ ‑

‑

‑.)簡単にいえば,目録の

台帳を作るわけです.まず表紙を見ます.それからトビラ.序文と目次.その上で一枚
一枚めくっていくんです.なぜこんなことをやるかというと,印刷本だと落丁があるか
ら,かみそりで切っていくんです. (‑

‑ ･)とくに写本のときはそれが重要です･

〈‑‑‑i.)廣重さんはどうもそれに近いやり方をすべての本にしている. (･‑‑･.)

そういうわけで廣重文庫というのは,場所が場所ですから東京の方には(‑‑‑‑‑〟)
ぜひご覧ください.京大で日本の薬医学史をやっていた(･ ‑ ‑ ･ ‑ ･ ‑) [｢宗

田‑文庫｣のことか].それから講談社から貴重な医学史の文献が(‑ ‑ 〟 ‑ ‑)･
それを日文研のほうで引き受ける

〈･ ･ ･ ･[｢野間文庫｣のことか]).それも入ってお

ります. (‑ ‑ ‑).廣重さんの仕事を継承しながら,横山さんがいわれたように,

ひとつの仕事をやっていきたいものです.
●西尾成子:どうもありがとうございました.ご質問をどうぞ
●山根大次郎:山根と言います. 1979年2月に中岡哲郎さんと山田慶児さんが廣重さん
の遺稿･未発表原稿をまとめて『近代科学再考』を出されました. 1975年,廣重さんが

亡くなった直後に雑誌『展望』の3月号に中岡さんが書かれた｢もののみえてくる過程｣
が出ました.山田慶児さんが,亡くなる前に廣重さんが, ｢もう一度同人誌を創ってやり
直すのだ｣という話を書いて居られましたけれども,丁度, 1979年ころに,高木仁三郎
さんが, ｢読書人｣に,インターナル･ヒストリーとエクスタ‑ナル･ヒストリーについ

て,廣重徹はその両者が進んで一つの科学史ができると考えていたが, ｢むしろ廣重の方

法は,深まれば深まるほど融合の方向ではなく,分離の方向に向かったのではないか｣
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と書いたのですが,この辺の事情について･お近にいた中岡さんと山田さんは･どのよ
ぅに見られていたか,コメントを頂けると幸いです･

●山田慶児:融合する方向と書いたのは私の方であって,廣重さんがそれを言われたの
ではありません･

●中岡哲郎:高木仁三郎のその言葉については,わたしが｢朝日ジャーナル｣に書いた
ことがありますが,ようするに高木仁三郎はどこまでいってもこのふたつは融合しない
であろうと思うというふうに書いた･それはそのとおりである･わたしはさっき言った

武谷理論から抜けだして･それぞれの道を歩き出したなかで,エクスタ‑リストの道
をおそらくまだたどっているのが,多分,わたしだと思うのです･

下部構造が上部構造を決定するという公式のような科学の社会史ではなく,社会,経
済,産業,それぞれの国の地理的風土,文化など･社会発展を構成している諸要素との

っ謝りの中で科学と技術をとらえ･その発展の歴史をえがくということです･その道
をどこまでも進めて･科学のインタ‑ルな発展史につなぐこと‑きるかもしれない
という気はしている･第二回国際科学技術史会議で‑ツセンが｢ニュートンのプリン
キピアの社会的･経済的根拠(roots)｣を発表して,ニ‑ムたちエクスタ‑ナリスト

に火をつけてから約7 0年たっています･この7 0年の間‑いぶん大きな発展があっ
た.そのひとつにコンピュータと情報科学の進展があって,情報というテーマがさわが
れはじめた時, ｢情報｣という概念を手がかりにして,エクスタ‑リスト的アプローチ

で近代科学史のインターナルな内容にせまろうとする試みを,いまはない『展望』とい
ぅ雑誌に, ｢情報の社会的モデルのための試論｣というサブタイトルで･数ヶ月おきくら

いの連載を試みたことがあります･編集者によると,吉川幸次郎さんが読んで面白いと
いわれたそうで,おおいに励まされて頑張ったのだけれど,だんだん書けなくなって,
8回まで書いたところで『展望』がつぶれたのでストップした･

ぉもてむきは雑誌がつぶれたためですが,実際はそれ以上書き進む能力がなかったの

です.正真正銘自分にはその能力がないと思いました･廣重ならばそれができたかも知
れないという気はします･しかし,廣重であっても,容易ではなかったげです･

ただこの問題に関連していっておきたいのは,高木仁三郎が提起した二つの道は融合

可能かどうかという問題ではなくて,廣重の科学の社会史の仕事を彼の方法どおりにお
しすすめて行けば,科学の内的論理の発展と,社会的存在としての人間の論理は融合不
可能であることを示す結果になったのではないかと,高木はいったのです･このことば
自体は,わたしは重いことばとしてうけとめています･

●横山雅彦:わたし,すこし引っかかることがあります･かつて山田先生たちがガリレ
ォの『イル･サジャト‑レ』を『偽金鑑識官』という表題で翻訳されたことがあります･
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この書評を廣重さんに頼まれたのですが,その中にちょっとした誤訳があったので,そ
の指摘も含めて,廣重さんに書き送りました.すると廣重さんは, ｢これは青木さんのご
意見か｣と聞くので, ｢いや,青木さんとは関係ないので,青木さんにはお読みいただい
ておりません｣と返答すると, ｢それはどうも･ ‑｣ということで,結局その書評はボ

ツになりました.そういう意味では廣重自身さんも,学問的に厳しい姿勢を取りつつも,

いろいろなシガラミに必ずしも捕らわれていないわけではなかった.わたしは廣重さん
と同室で3年半過ごし,身近で,おそらくあまりにも身近で,廣重さんと接しました.
それで,同じような思いをしたことが他にもあるのですが,それは止めておきましょう.

多分,タブーが消えるのは50年位かかるのかもしれません.

最近ある本を読みましたら,大塚久雄と丸山真男を内在的見地から,緻密に批判的に
検討してあり,たい‑ん興味深く感じました.ようやく戦後50年経って,二人を乗り越
えて行く土台が築かれ始めたわけです. 〈･ ‑).やはり廣重徹没後30年ということで

タブーではないにせよ,やはり浦田先生がお話になったようなことも,対立というか確
執というか,そういう面も含めてやはり明らかにする必要があると思います･
また,山之内靖彦という人が書いたマックス･ウェーバー論を読んでいたら,ウェー

バーの個人生活について思いもよらなかったことが書いてあるわけで,やはり,廣重さ

ん自身についても,きちんと言説と行動の関連を分析する必要があるのではないでしょ
うか.なにか,自分自身の思い付きみたいなことを喋りました.個人的な感想です･お
わります.

●首藤郁夫(司会) :どうもありがとうございました.いろいろな方からお話をうかがう

と,ひじょうに臨場感が伝わってくると思います.予定しておりました各講師の方のお
話は済んでおりますので,特別にこういうことを話しておきたいという方が,いらっし

ゃいましたら,ご発言することができますので,どうぞ,遠慮なく手を上げていただき
たいと思います.

●三木善子:実は死ぬ3‑4ケ月ほど前に岡部さんに来年1月から｢自然｣に連載を書き
たいから,場所を空けておいてくれと頼んだらしいのです.その1月は死んだ時です･
それで岡部さんから,何を書きたかったか知ってしますか?と聞かれたのですが,私も

知りませんでした.全部身の回りを整理して死んだみたいに見ますけれども,彼は何か
を始めていたようです. 1971年モスクワの学会に行った帰りに,ドイツに長いこと滞在

して,沢山の文献をコピーして,それが山のように持ち帰っていましたので,その整理
をしながら

新しい仕事を始めようしていたのではないでしょうか?

徹の唯一の遺言は｢僕の本を散逸させんといて欲しい｣ということでした.幸い,京

都の国際日本文化センターに納めさせて頂き,廣重文庫となっております.皆様のご利
用をお待ちしております.
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●首藤郁夫:どうもありがとうございました･お待たせしました･佐々木さんどう辛

●佐々木力:廣重徹さんと私との出会いについて印象として残っていることを手短に
話させていただきます･まず,ランダウとの関係です･私は山本義隆民らとランダウに
っいての著作を編んでおりまして,それは近く,佐々木力･山本義隆･桑野隆編訳『物
理学者ランダウ‑スターリン体制‑の叛逆』として,みすず書房から,あとl週間ほ
どして刊行されます.実はランダウは, 1938年春からの1年間逮捕されており,スター
リンによって殺される寸前でした･彼はスターリンの秘密警察から｢トロツキスト教授｣
としてにらまれており,それでもなお,カピーツアの捨て身の努力で,あの大テロルの

時代を生き延びたほとんど唯一の人物でした･廣重さんはそういうことはまったく知ら
なかったと思いますが,しかし,ランダウの物理学的業績に注目していました･まさに
非凡な才能だと思います･山本氏は,その著作の訳者あとがきとして｢ランダウをめぐ

って‑個人的な回想｣を書き,廣重さんの戦後物理学史上の意義についても触れてお
ります.山本氏ならではの感動的文章です･

先ほど,横山雅彦氏が廣重さんは学問的に乗り越えられるべきだと発言なさった･そ
ぅかもしれません.しかし,廣重さんは容易には乗り越えられない存在だと私は軋､ま
す.彼のように現場の物理学と歴史研究との関係を,緊張感をもって捕らえていた研究
者はいない.現代日本には皆無です･そのことをしっかりと押さえて,乗り越えを云々
すべきだと思う.

今度は私との個人的関係について触れます･私が廣重さんと最初に会ったのは,たし
か1971年の日本科学史学会の年会の時でしょう･私は東北大学大学院博士課程の院生に
なったばかりでした.数学専攻でしたが,心はすでに科学史にあった･そこで,ある女

性科学史家が,女性と科学との関係について講演した･その講評に廣重さんは立ち,こ
んなきついことまで言っていいのか,と思えるくらい手厳しい批評をした･科学史研究
への熱情のゆえだと思う.

それから,廣重さんが後年『科学の社会史』としてまとめられる日本近代科学史を『自
然』に連載するために,東北大学に調査しに来た時のエピソードです･私は,岩波の雑

誌『思想』に論文を掲載したあと,哲学もやめ科学史もやめ,一度は数学研究に復帰し
ょぅとした.ところが,どうもそうはいかない気分になった･哲学も科学史もそうとう

に深い学問であることを悟り,結局,数学研究から足を洗うはめになってしまった･そ

れで哲学をやるか数学史をやるか思案していた･ご承知のように,私は廣松渉氏の影響
でかなり哲学的な傾向をももっていた･そこで,仙台にやってきた廣重さんと大学院の

活動家たちと一緒に呑み,さらに喫茶店で話す仕儀になった･私は廣重さんに私の学問
的決意を漏らした. ｢学問的にはたい‑んかもしれないが,私は廣重さんのように科学史
をやろうと思っている｣と発言しましたら,廣重さん白く‑｢ざまあみろ!｣この

言葉を私は今でもきわめて鮮明に覚えております･その後,廣重さんからその発言につ
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いての註釈めいたものは一切ありませんでした.ただその一言だけだったのです･廣重
さんは,まさしく戦後日本の｢ミスター科学史｣だった.生命を賭けて科学史をやって

いた.現在のたとえば,大学のいいポジションのために科学史をイージーにやっている

東大大学院の院生に聞かせたい話です.
それからもうひとつ.ご承知のように, 1974年夏に東京と京都で国際科学史会議がも

たれた際に,廣重さんは事務局長として大活躍された.私はこの時すでに東京に出てお
りましたが,廣重さんは,その学会について書かれた『自然』掲載の記事のコピーを用
意して私を待ってくれていた.うれしい心遣いでした.その秋,国際学会に関する質問
をしましたら,葉書で丁寧に応答してくれた. 〔2008年2月付記:善子夫人によれば,

生前最期に近い書信だったらしい.〕
最後に,もうひとつだげ

武谷三男氏のことが話題になりましたが,たしか1994年,

東大の私が主宰するコロキウムに武谷氏を呼んで大激論をしました.私の科学史の出発
点は廣重さんなのですが,武谷氏はそのコロキウムで熱を入れて廣重さん批判をやった･
武谷氏が廣重さんを批判しながら言いたかったのは,彼の三段階論が湯川理論に影響し
たわけではないという廣重さんの議論でどこがまちがっていたかについてでした.武谷

氏は,たしか廣重さんは京都帝国大学新聞の論考を見逃したとか言っていました･どう
やら,廣重一武谷論争は,三段階論についてだけでなく,科学論一般についてたいへん
におもしろい広がりをもっていた.武谷氏は一般的に啓蒙主義的でしたが,廣重さんが
一方的に正しかったかというとそうでもないように思われる.対立は残念ながら不毛な
ままに終わってしまった.科学観が相違していた.ライヴァル関係で終わってしまった･

もっと深い所からとらえ直して論ずる価値があると私は現在考えています･どうしてか
というと,主要に,その後,ポストモダニズムという反啓蒙主義が堕落してしまったか

らです.以上で,私の舌足らずな発言を終わります.
●猪野修治:猪野ともうします.このシンポについては西尾さんのほうからお聞きして
宣伝もさせていただきましたけれども,いろいろな思いをもって参加しました･ひとつ

は溝田さんの話に大変に感動しまし

.いわゆる横山さんがこられる前の廣重さんと西

尾さんのなかと,日大当局や全共闘

の関係を含め,さまざまな思いに関するご発言に

非常に感銘しました. 30数年ぶり

お話をされましたけれども,現在,仕事をされて

いるなかから,あたらしい理論やら
わたしの体験からしても,なおさら,感銘

らを創りたいということをお聞きしまして,

した.廣重さんとの関係から言いますと,

1972年,神奈川県相模原市にある米軍基地でヴェ

反遡塑辛がありました･ ｢ただの

市民が戦車を止める会｣というのがありまして,物理学者の梅林宏道さんと山口幸夫さ
んが立ち上げた運動です.その運動を立ち上げる前夜,彼らとご一緒していました.そ
の当時,かれらは｢プロジェ｣という雑誌を出していました.みなさん,ご存知でしょ

うか.そのなかで,鮮明に覚えているのは,いかなる政治党派にも属さないこの運動は,
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かならず廣重さんは理解してくれると,話していたことです･わたしはこのとき初めて

廣重徹さんという人物に興味をもったのです･しかし,残念から,お会いする機会が
ぁりませんでした.その後,彼らは激しいヴェトナム反戦闘争の中で行動･思考し始め

ますが,わたしからみると,東大出身の博士号をもった先生が,大学を辞職して市民運
動にかかわったこと,それ自体に共鳴しました･わたしはかなりの影響を受けましたし,

大学を辞めることも大事なことのように思えました･これは浦田さんの問題意識をつな
がりますが,ほんとうにそう思ったのです･そういう生き方をずっとやってきながら,

高校教師になったわけですが,いろんなかかわりがあって･そこから抜けられなくなり
ました.その後, 1980年に,なにかこのままの生活でいいのかなあと思っていたときに,

西尾さんとめぐり合ったのです･その後,ここでずっとお世話になっているわけです･

それ以後,廣重さんの著作を集中して読むことになりました･梅林宏道さんとかここに

ぉゎれる藤田祐幸さんとかの実践的な科学者運動と廣重さんの学問としての科学史はど
のように関係するのかを長いこと考えてきました･
最後に,もうひとつ･ここでまさか,武谷さんの話が出るとは思わなかったのですが･

今日は,武谷論と廣重論が平行して出ていますから申し上げますが,実は武谷さんと晩
年の6年くらい個人的にお付き合いをさせていただきまLT=･病室に何度かお邪魔し,
さまざまなお話を伺いました･わたしは･武谷さんが『量子力学の形成と論理』に,あ
まりにも品のない言葉をつかって廣重批判を書いていましたので,あのようなことをど
ぅして書かかせるのか,と直接に申しあげたことがあります･わたしは利害も確執もあ
りませんから,いいたいことをいう立場です･そのとき,なんとおっしゃったか鮮明で

はありませんが,とにかく,科学史家にかんしては徹底的に批判しておられた･びっく
りするくらいの批判でした･それから前から知ってはいましたが･きわめて毒舌家でお

られました.わたしは武谷さんがお元気なうちに,わたしが主宰する湘南科学史懇話会
に武谷さんをお連れして,忌性のない議論をしたいと,いちど,お誘いをしたことがあ

ります.もう歩けない状態でしたので実現しませんでした･科学の体制化の議論が出て
いましたが,体制化を論じている科学史家そのものの体制化についてはどうなんでしょ
ぅか.横山さんがおっしゃったような批判的な言論活動をこのようなシンポを通じてや
っていくようなスタンスをほしいと思っています･

●首藤郁夫‥どうもありがとうございました･

●藤田祐幸:私は1968年春に都立大学の修士課程を修了し･博士課程に在籍したまま
日大の助手に着任しました･間もなく日大闘争が始まり,私はためらいもなくバリケー

ドの中に入りました･右翼による襲撃事件や歴史的大衆団交等を見てきました･日大全
共闘運動というものの質の高さは,さきほど溝田さんが言われた通りだと思います･ 6

年春にバリケードが破壊された後も,学生たちと公害研を組織して活動しておりまし7
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が, 71年に職を失いました.

いろいろな事情がありましたが, 72年春には慶應義塾に職を得て研究活動に戻りまし
が,全共闘という不可逆過程にいったん身をおいてしまいますと,何事もなかったよう
に元に戻る事は出来ません. 79年のスリーマイル島原発事故を一つの契機として,私は

反原発運動に関わりながら科学者としていかに生きるべきかを模索してきました. 90年
代に入り,日本の原子力政策は高速炉｢もんじゅ｣の建設に着手し,急速にプルトニウ

ム‑の執着を露にするようになりました.技術的にも経済的にも未解決な問題を抱えな
がら,なぜ日本がここまで高速炉に執着するのかを調べるうち,この炉の炉心を包んで

いるブランケットと呼ばれている部分から大量の超高純度のプルトニウムが生産される
構造になっている事を知りました.発電炉を装いながら軍用プルトニウムを生産する事
がこの国の原子力政策の根本に潜んでいる事に気付かされました.
調べているうち,岸信介が1957年正月に東海村を視察した意味について後にこう書い

ている事を知りました. ｢原子力技術はそれ自体平和利用も兵器としての使用もともに可
能である.どちらに用いるかは政策であり国家意思の問題である.日本は国家･国民の

意思として原子力を兵器として利用しないことを決めているので,平和利用一本槍であ
るが,平和利用にせよその技術が進歩するにつれて,兵器としての可能性は自動的に高
まってくる.日本は核兵器は持たないが,潜在的可能性を高めることによって,軍縮や
核実験禁止問題などについて,国際の場における発言力を強めることが出来る｣ (｢岸信

介回顧録｣)明らかに権力側は原子力技術は一つである事を承知していたにもかかわらず,

戦後の｢進歩的｣な科学者たちや運動側の人たちは,原子力の平和利用と核の軍事利用
を区別して,原子力の問題を安全性の論争の枠に閉じ込めて来たように思います.戦後

科学者運動の最大の問題点がそこにあると私は考えてきました.
このことに早くから警鐘を鳴らしていたのが廣重さんでした.彼は｢いま原子力産業

における独占はそれを直ちに核兵器製造に転化させることを直接の目標としている
〈･ 〟 ･ ･)｣と,書いているのです. (『戦後日本の科学運動』 1960).

戦後,学術会議を主戦場に原子力の平和利用の三原則を打ち立て,原子力基本法のな
かにこれを位置づける事に成功した科学者たちは,これで軍事転用に歯止めをかけたと
思い込み,軍事問題について武装解除をしてしまった事が,すべての原点ではなかった

かと私は考えております.そういう状況下での廣重さんの慧眼は時代を突き抜けていた
と思います.日本の核武装問題は,戦後の国際的な支配構造が崩壊を始めた今こそ,冒
を離すことに出来ない問題であると思います.

一

●首藤郁夫:どうもご発言ありがとうございました.ほかにございませんでしょうか･

ゝ ｣
9

●小川

劫:千葉大学の小川と申します.いままでのお話を聞いていますと,廣重さん

‑ こ

の人柄というか,科学史の社会史関連の方が多かったように思いますが,実は廣重さん
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が非常に大事にしておられた一つの学説史についての証言がほとんど語られていない･
それでハラハラしていたのですが,ひと言わせていただきます･

廣重さんの学説史の論説を初めて知ったのは,そのころできたばかりの物理学会の物
理学史分科会だったか,あるいはその前に,わたしは当時名古屋大学にいたのですが,

当初東京で作られました｢物理学史研究｣というガリ版刷の同人誌に近いような研究雑
誌がありまして,初めの一期は東京でしたが,二期目は名古屋で編集してまして,わた

しはその編集長みたいな役をやっていました･そこに投稿された論文で知ったか,今ち
ょっと記憶は不確かです･それはのちに廣重さんの学位論文になる｢ローレンツ電子論
とかマクスウェル電磁波概念がいかに形成されてきたか｣という問題であったわけです･

大学院の博士2年生ころだったと思いますが,廣重さんは名古屋大学に学位論文を提出
されまして,高林先生が, ｢廣重君がこういう論文を申請してきたんだけれども,ちょっ

と読んでみませんか｣と言って,わたしに手書きの非常に分厚い原稿用紙の束を渡され
たんです.非常に膨大なものでしたけれども･それをたぶんに1週間くらいかけて読ま
せていただきました.
そのご,高林さんから｢どうですか｣といわれたのですが,そのとき意見を述べるよ

ぅな資料もなく,もちろん高林さんが主査でそれから当時,素粒子論研究室におられ
た牧二郎さんが副査で,まもなく学位が授与されたことを記憶しております･その業績
はみなさんその後,正喜になっておりますので,お読みになる機会があったかと思いま
すが,電磁場という概念,つまりフアラデイ‑から始まってマクスウェル,ローレンツ

そしてアインシュタインに至って,だんだん,今日のような意味に概念化されて来たわ
けですが,まあ,来年アインシュタインの論文からちょうど100年になるわけですけれ
ども,相対論の論文を読むとき,アインシュタインが‑ルツの力学をベースにしている

ということを,理解するにも廣重さんの研究が非常に役立つ･空間概念もまったく革令
だったわけですが,それらをどういうふうにして物理学者たちがこの100年くらいに創
って来たのか.廣重さんが強調されていることは,エーテルという概念が非常に長い歴
史を持ちから,いかにして消滅していったのかが歴史的に分析されている･こういう
業績があって,もちろんその後,いろいろ批評する点もあると思いますが,まず物理学

史で相対性理論とか場の理論とかやるとき,廣重さんの論文を読まずにはできない･非
常に重要な貢献をなさっているということを申し上げておきたいと思います･

日本で国際科学史学会があって,会場は東京と京都だったのですが,わたしが最後に
廣重さんに会ったのは,京都の国際会議の折でした･たまたま同じホテルに泊まってお
りまして,アメリカから来ていた代表的な学者(そのなかにトーマス･クーンもおりま

した)四人と日本からは高林さんと廣重さんと,それから西尾さん,わたしとで,京都
の岡崎にある｢つる屋｣という高級料亭に･廣重さんがみなさんを招待されて･非常に

豪華な宴席会を設けられた･そのときホテルからの車も一緒で,それがわたしの最後に
彼と言葉を交わした機会になりました･
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わたしの個人的な話を申しますけれども,その年の暮れにスキーに行き骨折をしまし
て病院に入っていまして,正月に手術をしたわけです.手術をしてぜんぜん動けないで
いたときに言下報が入ってきまして,お葬式にも参列できませんでした.さきほど奥様の

三木さんにお詫びをしたわけです.最後になりましたけれども,わたしを物理学史研究
会というグループに呼んでいただいたり,それから,物理学古典論文叢書という12巻の

本の編集にも呼んでいただいて,わたしの生涯に非常のたくさんの恩恵をこうむってお
ります.わたし自身はアインシュタインのいわゆるマイケルソン･モーレ‑の実験につ

いて,廣重さんがお書きになったものを足場にして論文を書かせていただいたのですけ
れども,もはや読んで頂けなかったのは残念なことです･今日は,どなたもおっしゃっ

ていないのですが,廣重さんが非常に貢献なさったものに相対論の形成に関する学説史
研究があるということを,ぜひともみなさんに再認識をしていただきたいということで,
来年のアインシュタイン論文の100年の前座として発言させていただきました･

●首藤郁夫:どうもありがとうございました.もうそろそろ,予定しておりました5時
30分になるものですから, 6時から懇親会が御座いますが,なお,もうすこし,ご発言
等が御座いますれば,どうぞ,御願いします.では,中村禎里さん,御願いします･

●中村禎里:帰り道の電車のなかで廣重さんと一緒になったときに,廣重さんが｢ぼく
はそのうち,日本の科学史をやりたい,しかも幕末あたりのものをやりたい｣というよ
うなことを,ちょっとおっしゃったのです.このことを前から気になっていました･かれ

のこのようなご発言をお聞きになった方がいらっしゃるのかどうか,伺いたいと思います.

●首藤郁夫:実は,わたくし,先日大森実さんのお宅へお邪魔した折に,廣重さんのこ
の会のことをふれましたところ,こんな話を伺いました.

それは日本史･東洋史分科会が,たしか63年ころに立ち上げられて,一回か二回会合が
あっただけで続かなかったようですが,その一回目の前か後かに,廣重さんが大森さん
を務め先の高校に訪ねてこられたことがあったそうです.大森さんはこのあとまもなくお

なかの動脈癌の手術をされましたが,幸い手術は成功して何よりでした.目下静養中です･
それから奥様からも岡部さんのお話が出ましたが,たしか去年の7月か8月の暑いと
きに科学史学校においでになった折に,お目にかかりました.そのすぐあとくらいに,
病気でお倒れになって,いまもずっとリハビリを続けておられます.わたくしは,岡部

さんがお元気ならぜひ来ていただいて,昔,武者修行をされたころの廣重さんや奥様を

はじめとする新進気鋭の方々の様子を直接,お話していただけると非常によかったと思
っておりましたので,残念でなりません.そのことを知りたい方は,岡部さんがお書き
になった, 『科学者点描』 (みすず書房, 1989年)をご覧ください.

今日はせっかく伏見さんがおいでになっていらっしゃるので,ご発言,いかがでしょ
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ぅか.まえに｢山猫の会｣というのをおつくりになって,なくなられた坂本賢三さんも

会員になっておられたことを聞きましか,いかがでしょうか･

●伏見康治:もう9 5歳になります･日大に物理学教室が出来たときに湯川先生に誘わ
れてなんどかお邪魔したことがあります･それで,物理教室の人事についても,なにか

余計なことをした覚えがありますので,日大の物理教室に関心を持たざるをえないわけ
です.それで出てきたわけですが,わたしが日大になにか余計なことをし始めたころに
は,もう,かれは亡くなっていて･結局は,あまり接触はなかったものですから,思い
出らしいことはございません･

●西尾成子:私からお話しすべきことがだいぶあるようです･たとえば,小川さんが言

っておられた物理学史(学説史)研究のことです･廣重さんは社会史と学説史の両方を
研究しておられまし‑,学説史の方がずっと面白いし楽しいと言っておられました･
手術をされたあとに,しばらく研究は無理だということで,もっぱら小説類を読んでお
られました.ちょうど私がゾンマ‑フェルトの論文を書いていたころで,原稿をもって
病院にうかがったのです･それを読んで, ｢やっぱり物理学史は面白いとつくづく思った｣
と,言われたのです･それが面白いということが,おわかりにならない方が増えている

(会場から笑い)･非常に残念なことだと思います･いわゆる内的科学史の研究をすすめ
れば,外的なものに結びつかざるをえない･廣重さんと話し合っていました･内的科学

史と外的科学史とを結びつけると言われますが,簡単に結びつけられるものではありま
せん.廣重さんは両方を独立に研究していらした･
それから,板倉聖宣さんとのことを･私が科学史研究をはじめたときには,板倉さん
は学会にはほとんど出ていらっしゃいませんでした･そのころ板倉さんと私は同じ団地
に住んでおりまして,たまに武蔵境の駅のプラットホームでお会いしました･これから
廣重さんところで科学史の勉強をはじめますと申しましたら, ｢いや,ぼくはやめたので

す｣と言われ,物理教育に専念されるということでした･公式の場で,物理学会年会や
『科学史研究』誌上で,電磁気学史をめぐってお二人が大論争をされていたことは知っ
ておりましたが,板倉さんが廣重さんの部屋にいらしたときのことは存じません･廣重
さんは, ｢板倉さんは,こられるなり,本棚を隅から隅までみるのですよ｣と言っておら

れました.隣の部屋にいらした井本三夫さんによると,よく研究室に板倉さんがこられ
る,こられると大声で議論をなさるのだそうです･ ｢うるさくてね｣と井本さんは言って
おられました.

廣重さんは,板倉さんの声が大きいと言っておられました･結局,声の大きい方が勝
っのです,と(笑).私はいつもニコニコしたやさしい廣重さんばかり見ていたのですが,

教室会議での議論だとか,ひとと論争をしているときなどは,恐ろしくてほんとうにこ
の辺から汗がでるくらい,大きな声で怒鳴られることがありました･徹底的にやっつけ
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るという感じでした.

●首藤郁夫:近くにいた方でないとわからない話をしていただいて,どうもありがとう
ございました.

●浦田

正:物理学史の件では,最初の段階で小川さんと一緒にやったことを記憶して

おります.その際にはずいぶん,お世話になりました.それから,板倉さんは東大の自
然弁証法研究会でいらっしゃいますから,本当は我々の先輩･仲間であって,結構,近

い仲ではあるはずなのです.しかしながら,廣重さんから板倉さんの理論展開について
｢あのようなやり方はない｣と,いつも洗脳されるように教えられておりました. ｢日

本の歴史をあのような(武谷流の)三段階論で説明するのは有り得ない｣と何回も言わ
れたことを記憶しております.そういう意味では,中村さんがおっしゃるように,板倉

さん批判としての研究は,その後一切なされていなかったので,あれだけ批判されなが

ら全然手を付けられていないのです.ですから｢何時か板倉さん批判をやらなくてはな
らないだろう｣と,私もそう思っておりますし,そういうことだったのかなと感じてお
ります.

●中山

茂:板倉,廣重と一緒になって,ぼくも3人で科学史学会にかかわっていまし

た.そして,まあ,よく喧嘩はしていましたけれども,お茶を飲んだりする機会がずい
ぶんありました.それで一回,こういうことを言ったことがあります.自分の学問のモ

デルとするものは,いったいどういうものか,板倉さんは物理学だと言った.そのとき

に,廣重徹は社会科学だ,と言った.それはひとつには,板倉氏の方から科学批判がぜ
んぜん出てこない.それで,一人は物理学であり,ひとりは社会科学というところにそ
の間の違いが出ているのではないか,という気がします.それから,もっとはっきり言

いますと,武谷さんの子分が星野芳郎でその子分が板倉だった.それで,そういうとこ
ろの確執があったのではないかなという気がします.
[残念ながら,録音はここで終わりました.もう2,3人の方が発言されたかも知れません.

最後に,お集まりの方々‑のお礼,続きは懇親会でという簡単な言葉で,閉会したと記
憶しております.一編者]
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故廣重徹氏を語る‑没後3 0年を前にして
廣重徹
1928.8.28

1941.3.

4.
1945.3.

4.

略年譜
神戸市に生まれる

神戸市立雲中小学校卒業

兵庫県立第‑神戸中学校(旧制)入学
(戦時中の臨時措置により4年で)同校卒業

大阪高等工業学校入学,まもなく退学

19464.

第3高等学校(旧制)入学

1949.3.

同校卒業

4.

京都大学理学部物理学科(旧制)入学

[民主主義科学者協会,理学部自治会:岩垂純二,中岡哲郎]
1952.3.

4.
8.
1954.5.
1955.4.

同学卒業

同学大学院(旧制)入学

素粒子論研究室所属

｢科学史の本質についての意見｣ (水上大[岡部昭彦]と共著) 『科学史研究』 23, 24 25
生物学者三木善子と結婚
"RelatlVIStlC Wave EquatlOnS Wlth Maxlmum Spin Ⅳ0" (with T･ Tsuneto and I･FuJiwara),

pTOg. meOr myS･, Vo1 14,No･4,267‑282
6.

10.

｢電磁場理論の成立1, 2｣ (辻哲夫,恒藤敏彦と共著) 『科学史研究』 34,5 11･ 35, 18 27

[日本物理学会に物理学史シンポジウム発足] [この頃からか,青木靖三を中心とした関西青年

科学史家集団･鎌谷親善,後藤邦夫,坂本賢三,中岡哲郎･中川米造,萩原明男,山田慶児ら]
1957.6.
1958.5.

日本大学理工学部物理学科

専任講師,科学史研究グループ形成

日本科学史学会委員(以後毎回選出される)

『物理学史研究』創刊]
1959.

[exact sclenCe研究会(論文紹介の会)発足‑1972年休会:辻哲夫,中山茂,八木江里,渡辺

正雄不定期に村田全, 1963年頃から,大網功,谷口亘,小川和成･西尾成子,少し遅れて･

小川劫]
1960.
10

『近代物理学史』 (地人書館)
『戦後日本の科学運動』 (中央公論社) [『自然』 1959年5,6･8,9,11月号･ 1960年1,2･4,5,6月号

に連載]
1962.3.
19634

1963

理学博士号取得(名古屋大学) ｢ローレンツ電子論の形成と電磁場概念の確立｣
[西尾成子(助手, ‑20053)]

[研究室セミナー開始･ Paullの量子論輪読,研究室外から井本三夫,佐藤正知･紺野公明,大江
健,参加]

[この頃から69年ごろまでの研究室来訪者･岡部昭彦,金関義則,鎌谷親善,今野宏之･坂本
賢三,下平和夫,辻哲夫,常石敬一,中村禎里,藤崎千代子･松井巻之助,水戸巌･物理教室
談話会に山田慶児さんをお招きして,中国の"気"について話をうかがったのもこの期間]

[調査上お世話になった方根本Ii賠(気象庁図書館),高田誠二(計量研究所図書館),江沢洋(学

42

物理学史ノート第11号(2008)

習院大学西田文庫)]
1964.4

[日本物理学会物理学史分科会発足]

1964.10.

『日本科学技術史大系

1965.6.

『科学と歴史』 (みすず書房)

8

第1 1回国際科学史会議(於ポーランド)出席, ｢ボーア原子構造論の背景｣報告

1966.3

『日本科学技術史体系

.8

第4巻通史4』 (追,鎌谷と共編著,第‑法規)

[浦田正(助手, ‑69.12)]

1967.6
19683.

第5巻通史5』 (追,鎌谷と共編著,節‑法規)

日本大学理工学部

助教授

『物理学史』 I, Ⅱ (培風館)

8.

第1 2回国際科学史会議(於フランス)出席, ｢エーテルの衰退｣報告

1969.10.

1970.7.

[横山雅彦(助手, ‑73.3)]

物理教育における物理学史の役割に関する国際作業セミナー(於アメリカ)出席, ｢日本の物理学

史研究グループの活動｣報告
1971 6.

日本科学史学会和文誌『科学史研究』編集委員長(以後毎回)

8.

第13回国際科学史会議(於ソ連)出席, ｢ヴァン･デン･ブルークの仮説｣報告

1972.ll.

入院,手術

1973.4

[田中一郎(助手, ‑78.8)]

1973.10

日本大学理工学部

11.

教授

『科学の社会史』 (中央公論社) [｢社会のなかの科学｣ 『自然』 1971年5‑9,12月号,1972年1‑7

月号に連載]
1974.8.

第1 4回国際科学史会議(於日本),同会議組織委員プログラム編集委員長.シンポジウム｢現代
物理学史における〈重要〉問題｣を組織,そのIntroductlOn報告

1975 1.7

1976

逝去

"The Ether Problem, the MechanlStlC WorldvleW, and the OrlglnS Of the Theory of RelatlVlty",

HIStOrlCal SttzdleS In PhysICaJ Sc1617CeS, 7, 3 ‑82
1977.2.

1979.2

『アインシュタイン研究』 (西尾成子編,中央公論社)

『近代科学再考』 (中岡哲郎･山田慶児編,朝日新聞社)

19803

『相対論の形成･広重徹科学史論文集1』 (西尾成子編,みすず書房)

1981.6.

『原子構造論史･広重徹科学史論文集2』 (西尾編,みすず書房)

2002.3.

『廣重徹旧蔵図書目録』 (国際日本文化研究センター)

2002.12

『科学の社会史』上(岩波現代文庫)

2003 2.

『科学の社会史』下(岩波現代文庫)

2008.3

『ランダウ‑リフシッツ

物理学小教程

力学･場の理論』 (水戸巌,恒藤敏彦,廣重徹

訳,ち

くま学芸文庫)
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故廣重徹氏を語る一没後3 0年を前にして
追悼文,廣重徹論など
｢広重徹君のこと(追悼)｣

村田全『科学史研究』 114 (1975･6) 80‑84

｢広重徹･小倉金之助･科学史学会(追悼)｣
｢広重さんと物理学史研究(追悼)｣

西尾成子『同上』

｢ぁる科学史家の死(学界パトロール)｣
｢言上辞

広重徹と私｣

｢慈顔の阿修羅

中岡哲郎『同上』 85‑86
86 89

岡部昭彦『週刊エコノミスト』 53(6) (1975･211) 89

辻哲夫『みすず』 183(1975･3) 21‑23

広重徹を想う｣

山田慶児『自然』 30(4) (19754) 45‑47

｢物理学史‑の道京都時代よりの広重徹(談話室)｣辻『日本物理学会誌』 30(7)(1975･7)481‑484

｢広重徹と物理学史一方法論の反省｣

辻哲夫,恒藤敏彦･板倉聖宣･後藤邦夫『物理学史研究その一断

面』 (東海大学出版会, 1976･11) 1‑49 [日本物理学会第30回年会,物理学史分科会(1975･4･5,於京都大学)

においてなされた辻の特別講演と3者のコメント]
｢ぁる科学史家の前史･若き日の広重徹｣

岡部昭彦『学鐙』 1984年11月

｢ぁとがき一広重徹氏と｢相対論の起原｣をめぐって｣西尾成子『アインシュタイン研究』(1977･2) SIS‑324
｢広重徹の方法｣

中岡哲郎『近代哲学再考』 (1979･ 2)I‑VI

r広重徹の仕事｣

山田慶児『同上』 (1979･ 2) 236‑251

｢解説｣

西尾成子『相対論の形成

｢解説｣

西尾成子『原子構造論史:広重徹科学史論文集2』 (1981･6) 373‑378

｢広重徹著作目録｣ (田中一郎作成)
｢解説｣

広重徹科学史論文集1』 (1980･3) 351‑365

『同上』 362‑371

吉岡斉『科学の社会史』下(2003･ 2)253‑294

出席者名簿
(あいうえお順)

安孫子誠也,石嶺雄大,板垣良一,伊藤憲二,伊東俊太郎,猪野修治･猪野妙子,
植木一郎,植松英穂,大網功,大竹多門,大築新,岡田知二,岡部進･岡本拓司,
小ji働,奥村正二,柏原泰,角畠浩,亀井聡,川端政晴,菊谷秀臣,栗原郁,小島和雄,

小島智恵子,小松美彦,紺野公明,坂野徹,櫻庭健,佐々木健,佐々木力,笹本征男,
貞慶長昭,佐藤勝造,佐藤正知,柴田文隆,下坂英,首藤郁夫,瀬川嘉之,高岩義信,
高田誠二,高橋雄造,田中浩朗･玉木衛,常石敬一,泊次郎,富田修平,中岡哲郎,
中滝聡,中村邦光,中村孔‑,中村禎里,中本正一朗,中山茂,並木雅俊,西尾成子,
原綿夫,原田茂久,廣重喜子,廣政直彦,藤田祐幸,伏見康治,古川安,松井昭男,
松田久子,溝口元,溝田正,水野浩雄,村上友寛,村田全,森口昌茂,森本隆,

矢島敬二,矢島道子,山崎康人,山田慶児,山田俊弘,山根大次郎･横山雅彦
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だった｣と振り返った｡山田

一九六〇‑七〇年代に活躍

学運動｣などの社会虫の双方

学の社会虫｣ ｢戦後日本の科

重民の研究姿勢のエピソード

大教授なども､厳しかった廣

ター名誉教授､西尾成子･日

慶児･国際日本文化研究セン

しながら早世した科学曳研究

米の研究者や､(当時の権威

中岡哲郎氏(技術虫)は｢欧

わたった｡参加者は､彼の足

｢語る会｣は五時間近くに

などを語った｡

に先駆的な著作を残した｡

五)の没後三十年を前に｢語

ひろしげてつ

者､廣重徹氏(一九二八‑七

る会｣が十一月下旬､日本大

時に､廣重民の批判的精神､

跡の大きさを改めて思うと同
手堅い学説垣の業績を受け継

だった)武谷三男氏などの影
代にあって､開拓者が廣重で

ごうという新世代の研究者が

響を脱し前進しっつあった世

が集い､業績の今日的意義に
あった｣と評価｡中山茂氏(料

現れていないことへの寂しさ

夫人､知人､研究者ら約百人
ついて語り合った｡

学曳)も｢六〇年代後半から

を感じていたようだった｡

学(東京)で開かれた｡寿子

廣重民は京都大で素粒子論

七〇年代の科学批判の先駆け

向｡日大で研究集団を形成､

研究を目指したが科学虫に転
それまで物理学者などが片手

間ですませていた日本の科学
立｡｢相対論の形成｣ ｢原子

垣を独立した学問として確
構造論壇｣などの学説曳､｢科
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批判精神の後継に期待
科学史研究者廣重徹氏没後30年｢語る会｣

2004年(平成16年)12月15日(水曜日)読売新聞一朝刊科学面より

故廣重徹氏を語る一没後3 0年を前にして

編者あとがき
廣重さんが亡くなられてから, 5年, 10年･ ‑という節目をむかえるたびに,廣

重さんを記念する何らかの会を開きたい,開いてほしいという声があがっておりました･

っいに2 5年を前にして,日本科学史学会関東支部から,日本大学を会場に開催してほ

しいという提案がなされました･日本大学理工学部物理教室科学史研究室においても研
究室の創設者･廣重さんの会を開きたいと前々から話し合われておりました･はじめの
挨拶にある通り,両者で会の形式,話題提供者,をめぐって思案しているうちに年月が
過ぎ,ようやく,没後30年の会として実現の運びとなりました･開催が遅れたために,

廣重さんをよく知っておられる岡部昭彦さんのお話がうかがえなくなり,残念でなりま
せん.早くからのご要望にもかかわらずこのようになりましたことをお詫び致します･

幸い,多くの方のご協力をえて,この会は盛会に終わりました･ありがたいことに,
とても有意義な会だったと言って下さる方もいらっしゃいました･実際この会では,い

ゎゆる科学の社会史の研究における廣重さんの貢献に関心が向けられました･実証的な
研究に基づく鋭い洞察とそのこんにち的意義について,強調してもしすぎることはない
と思います.他方で,前記｢読売新聞｣記事の最後にあるように,廣重さんの業績を受
け継ぎのり越えようという若い研究者が少なくなっていること‑の危惧が参加者の間に
共通してあったことも否めません･この会が若い方々‑の刺激となれば,一層うれしい
ことです.

もう一つ,お詫びを申します･この会の記録を出版することが遅れたことに対してです･

この会の録音テープ起こし作業は西尾がひきうけておりましたが,忙しさと怠惰のた
めに延び延びになっておりました･待ちくたびれ見るに見かねた,猪野修治さんが,ご

自身も湘南科学史懇話会の主宰者としてご多忙であるにもかかわらず,難作業に着手し
て下さいました.しかも短期間でその作業を終了し･発言者の方々に校正を依頼するこ
とまで代行して下さいました･猪野さんには,ご発言にもありますが,この会の開催に
むけていろいろご尽力もいただきました･お礼の申しようもございません･

会直後に録音テープを起こしておけば･録音状態の悪さを容易に補うこともできたと
思います.とくに山田慶児さんの場合は,とても復元できそうもないほどの悪い録音状
態でした.山田さんのお話しのなかで判聴できなかったところはそのまま(･ ･ ･)と
させていただきました･ 〈･ ‑)が多くて見苦しいと思いますが,どうかお許し下さい･

原稿を校正していただけなかった方がお二人いらっしゃいます･お一人は,伏見康治
先生です.電話でご確認いただこうとした矢先, 5月8日ご逝去との報に接しました･
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創設当時の日大理工物理教室には関係があって,人事に口を出したこともあるとのご発
言.伏見先生は,当時日大物理教室と表裏一体の関係にあった日大原子力研究所(現

日

大量子科学研究所)の運営委員会委員でいらっしゃいました･そのときのことを話され
たのだと思います.神戸‑中の廣重さんの先輩･村田全先生は,闘病中でお返事をいた
だけませんでした.残念なことに, 7月6日にお亡くなりになりました･

ここに,慎んで,お二人のご冥福をお祈り致します･

左･村田先生

右端･伏見先坐

最後になりましたが,講演者のみなさま,参加者のみなさまに心から感謝いたします･
この会の準備,進行に,科学史研究室の植松英穂さん,日本大学商学部の小島智恵子さん･当時科

学史研大学院生だった富田修平さん,大学院出身の村上友寛さんと亀井聡さんのご助力がありまし
た.また記録を本誌に掲載するに当たっては,植松さんと同･大学院出身の下村龍一郎さんにお世
話になりました.合わせて感謝致します.

2008年7月10日
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首藤

郁夫

西尾

成子
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