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湯 川 先 生 ･基 研 ･物 性
‑ あ る私的な湯川先生追悼の記
松 原

武 生

昭和 28年 ‑ 29年,湯川記念館か ら基礎物理学研究所 ‑,そ して物性部門が基研 にで きてそ
の人事 が動 き出 した頃,私は遠 く札幌 の地 にいて,京都 の情報 をほ とん ど知 るこ とがで きなか
った｡最初 の基 研研究部員 にな り,仙台の学会 の際 に集 って物性 部 門の教授人事 について相談
したことがあ ったのをぼ んや り記憶 してい るが,それ も自分 には他人事 のよ うな人事 問題 であ
った｡だか ら,小谷正雄先生 が, わざわ ざ札幌 まで来 られた ときに も,私 は逆 に京都‑移 る決
心 がっかず,確答 す ることができなかった｡そんな私 に基 研物性 部 門の初代教授 を引受 ける決
心 をさせたのは,湯川先生か ら頂 いた直筆 のあたたかいお手紙 であった｡
基研に来て見 る と,既 に早川 ･木庭両 スーパ ーマ ン教授 が先任 で居 られ,て きぱ きと万事 を
運 んでお られたから,私 の出 る幕は余 りなか った｡何 かあると湯 川先生 が ｢
物性 の方は‑ ‑｣
と尋ね られ, それ に自分 の意見 を言 えば大体事 は足 りた｡だか ら若 い素粒子 の助手は私 を基研
の陪食教授 とか らかったが,私 は陪食教授 で満足であった｡
湯 川先生 が物性部門 に何 か と気 を配 ってお られ たことは,折 にふれ よ くわかった ｡ 最初 に助
教授 のポス トが基研 にきた とき も, それ を物性部 門に廻 して,教授 1,助教授 1,助手 1のチ
ーム をまず物性 か ら作 らさせ られたの も湯川先生 である｡湯川先 生は物性 関係 の基研談話会 に
よ く顔 を出 されて,何 か と質問 されていた｡
湯川先生 と私の交渉 は決 して深 くはなかったけれ ど,忘れ られ ない幾っかの思 い出がある｡
私が基研在任 中のある時期 に,他の教授 は全部外国‑出張 していて,教授 は私一人 になった こ
とがある｡その ときい ろいろと湯川先生 か ら御相談 を受けたのを思 い出す｡基研の建物 がそ ろ
そろ狭 くなって,増築要求 を考 える頃 であったが,先生 のお伴 を して,基研の建物 の内外 を隅
な く見 て廻 ったこともあった｡ また最初 の組織助手 の試験 と面接 を湯 川先生 と一緒 にやった も
ので ある｡そ の先 生 が病 に倒れ られ,急 に私 が研究部員会議 の議 長 を所長 の代 りにつ とめ る破
目になった とき,先生 は心配 されて,一 々会議 の様子 を報告 させてお られ た とい うことを後 に
な って人 か ら聞 いた (この時 を機会 に,基研の研究部員会議 は研究部員が互選 した議長団によ
って議事 を進 める現在 のよ うな方式 に変 った )0
キエ フで高 エネルギー物 理学 の国際会議 が開 かれた とき,湯川先生 をは じめ素粒子関係 の教
授 は全員 ソ連‑出かけて,短い期 間ではあったが,私 は所 長代理 を命 ぜ られ た｡留守 中大 した
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こ とは別に起 こらず,会計検査院 の役人が来 て,所長代理 として応対 したことぐらいが主 な出
来 事 であ ったが,湯川先生 が無事帰 国 されて日も余 りたたぬあ る日,私 は所長室 に呼ばれた｡
先生 は私に ｢君は何 か面 白い仕事 をした らしいが｣ と質 問 して こられ たので,簡単 に量子統計
力学 で使 えるダイヤ グラム展 開や, グ リー ン関数法 について説 明申 し上 げた ら, うなづいてお
られ た先生 は ｢あのめった に人 を貴 めない La
ndau先生 が君の仕 事 を大変賞 めていたよ｡これ
か ら非常 に重 要 になるだ ろうと言 ってね｣ と自分 のことの よ うに喜 んで下 さっている様子 であ
った｡私 はあの ときの湯川先生 のや さしい笑 顔 をど うして も忘れ るこ とはで きない｡
私 の基 研の任期 が終 りに近づ いた とき, 口には出 されなかったけれ ど湯川先生 は心配 して下
さった らしい｡京大 の物理教室 にポス トを作 るた めの大変 な尽力 を して下 さった様子 で,ふ だ
ん出席 されなかった人事委員会や教授会 に も出席 されて,私 のために一言述 べて頂 いた とい う

に来 ていて,私 をオース トラ リヤの N.S.
W.
大学 に引抜 くべ く運動 していたが,遂 にある日,
私 を連れ て Bl
a
t
tは湯川先生 の部屋 ‑直談判 Lに行 った ことがあ る｡ ま くしたてる Bl
at
tの言
葉 を聞 いてお られ た先生 は,思 いな しか不機嫌そ うで,結局は っき りと返事 はされず に終 った｡
しか し京大物理教室 の話が難行 して,遂 に私 はオース トラ リヤ‑移住 す ることを決意 し,湯川
先生 に推薦状 を書 いて下 さるよ うお願 い した とき,先生 は何 もお っ しゃ らず に唯 うなづいて承
知 して下 さっただ けであった｡ この話はオース トラ リヤ政府 が私 に ビザを出 ししぶ った為 に宙
に浮 き,結局流れ て しまった｡ こんなことがあったので, 5年の任期 をちょうど終 えて,基 研
か ら物 理教室‑移 る送別会 の席 上 で,湯川先生 か ら頂 いた思 いや りの こもったお言葉 がいつ ま
で も私 の心 に残 った｡
物 理教室 に移 ってか らは,湯川先生 にお会 い できる主 な機会 はプログ レスの編集会議 であっ
た ｡唯一度今 で も不思議 に思 うのは,私 が教室 の運営委員長 をしていた とき,その委員会 に湯
川 先生 が顔を見せ られ たことであ る｡偶然見 えたのか も知れ ないが,私 には無能 な委員長ぶ り
を心配 して,先生 が見 に来 られた よ うに思 えて, しば らく気 になった｡
今は も うないが,七夕の頃物理教室 の南館屋上 の旧会議室 を舞台 に して,毎年一夜 華や いだ
パ

ーテ ィが閑かj
tていた｡ある年湯川先生 も招待 されて出席 されていた｡私は都合 で出席 で き

なかったが, 代 りに秘書嬢 が面 白半分 に出席 して, たまた ま湯川 先生 と同席 した との ことであ
る｡そ のとき湯川 先生は少 しアル コール を召 してお られた と想像す るが,彼女 が私の秘書 であ
るこ とを聞いて,先生 は ｢
帰 った ら松原君 に伝 えよ｣ と彼女 に伝言 された｡そのお言葉 はここ
に書 くことははばか られ るが,私 の終生忘れ得ぬ もので ある

｡

そ の中で ｢た まには話 をLに来

る よ うに｣ と伝言 されたこ とは, とうとう私 は実行 できなか った｡湯川先 生 の御期 待 を裏切 っ
て しまったよ うに思 えて,今 も大 きな悔 が私 の胸深 く残 っている
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