
至言

如是我聞

朝永振一郎 少か りし時

父の曰く

“振よ、爾は敏ならず、夢々哲人たら

んと目指すなかれ。

しかず、理学を志せ。うむことなく努むれ

ば、為す所あるべし。

YY独 自

ノーベル物理学賞を受ける朝永先生が頭が悪いとい

ふのであれば、一体全体朝永先生のご父君はどの位偉かった

(頭がよかった)のか。凡俗には何とも恐れ入るだけである。

尚この朝永三十郎先生の著 「近世における 「我」の自

覺史」は旧制高校生の必読の書の一つとされてゐた。哲人西

田幾多郎の最も信頼した人であった。



名言

Niels BOhr(07…101885-― -18‐11ェ962)の言葉 (抄)

(αYが CERN滞 在中に入手))

BOHR' S FAVORITE  DEF口 N口T日ON OF A

“GREAT TRUTH":

“A TRUE WHOS■ OPPOS:T■ 目S ALS0

A GR■ AT TRUTH"

THE C■ NTRAL ID■ A OF THEttNST口 TUTE:

“NO PROGRES WI甘 HouT A PARADOX"

OPEN L■ TTER TO THE UNITED NAT口 ONS(9

JUNE 1950)

“TH■  GOAL TO BE PUT B■ FOR■

EV■ RYTHttNG FLS■  lS AN OP■ N

WORLD WHER■ ■ACH NAT10N CAN
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■XT■ NT  TO  wH口 CH  IT  CAN
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CULTUR■  AND H■ LP OTH■ RS

WITH    ■XP■ R:ENCE    AND

R■SOURCES"

RECE口 P OFTH■ ORDER OF THE■ LEPHANT:

“CONTRARttA SUNT COMPLEMENTA"
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宣 な る か な ((小 話 ))

CERN ttheory Di∨ision at Copenhagenに 居て常時 Niels Bohr
の語る言葉 (物理に限らず)に 耳を澄まして来たウラジミールの云芯、には :

NIELS BOHRは ゼミす―ル (や討論 ・會話)に おいて、

最重要な事を、事更小さな [或は低いだったかな]馨 で云

r_s、。

YY曰

Nlels(Henttk Da∨ ld)Bohr(07。 10.1885へ ′18.11.19621

(Nobel P‖ze of Phys.,1922)。  云′S、迄もな<Bohr' s atomic modelの 提
唱者、量子論 。量子力学の “父"。 重要な事を低い声で言6、とは常人と逆。

Niels Bohrの番咳に接 して来たこの男、fu‖nameは ∨ladimlr Glaser。

彼について詳 しくは列伝(抄)を。

N.Btthrの直接 ・間接の弟子は多数ある。 その中でも有名なのは :



Paul Dirac
Rudolf Peierls
E.J. Williams
Carl Jacobsen
Christian Msller
Hendrik Casimir
Samuel Goudsmit
Hans Kramers
Werner Heisenberg
Pascual Jordan
Lise Meitner
L6on Rosenfeld
Wolfeans Pauli
Vladimir Alexandrovitch Fock
Goerge Gamow
Lev Landau
Oskar Klein
Yoshio Nishina
John Slater
L.H. Thomas

Denmark

Netherlands

Germany

Belsium
Switzerland

U.S.S.R

Sweden
Japan
U.S.A



正に、燿星の女□き弟子達である。 N.Bohrの 偉大さは、彼自身の達成した物理
だけでな<、 これら一流の物理屋を育てたことでも偉業と云はねばならない。
三十世紀の巨人である。

更に晩年の 「弟子」として、Yは 、上のリストにN.Bohrの
息子   Aage Bohr

と     Ben MOttelson

を追加した<な って居る….

日本で、偉六な物理学者であるばかりで無<、 多くのよい弟子を育
てたのは、小谷正男先生と朝永振一郎先生であると、Yは 者へる∵・。 日本の
中でこの2人 の物理学者は卓絶の存在であった。



VIKIの 言 葉 ((小 話 ))

∨ictor F.WelsskOpf:

“丁he best physicists are thOse vvhO rnadё a lot Of n∩istakes.'

(～1960,at CERN)

YYB:

My paraphrase of Viki' s saying is as follows:

"After so many mistakes and/or failures, one can

achieve a great contribution to physics."
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ヌこEコσ)Pauli(JJヽ 言活)

Pauh死 して、天国の門に至る。 門衛 ・大天使ミカエル

(?)に従ひて、神に謁見す。 神曰<「 特に一門差許す」。 Paull

応へて日<「 願<ば 、宇宙方程式を知らん」。 神 (黒)板 上に式を

書下し給ふ。 Pau‖ (縦に首を振りつつ)是 を見、(神の)手 の終

るを待て日<「 是誤実」。

λ 飯

しヽ夕atし れ′
YY日

これは CERN tth.Di∨ .に ゐたとき、∨iklから間いた小話である。
Pauliそっ<り の ドイツ語で云はないと、本当の味が出ない。

セミす―ルでの Pauliは、首を縦に振り乍ら、話を閏いてゐた。 首
6 りヽが止ったら、ゼミの speakerに とって要注意の印で、speakerは 話をやめ
て、Pauliの顔をみる。 気の小さい若者ならオロオロする。 Pauliの 首15~、り
が縦から横方向に急変 したら、Pauliの反対の意志表明であった. Pauliの 大
声の反論が飛び出るのは必須と sDeakerは 思った方がょい。

かうした Pauliの習性を矢□らぬ者にはピンと来ない小話かも矢□れぬ。
それに Paullの死去する少 し前から、Hebenbergは 宇自方程式を提

唱し、これによって素粒子物理を終らせると豪語 してゐた。 1962年 ICHEP
で Marshak迄 、Hebenbergの ideaに魅せられ、「Heもenbergは 、∧の質量
の精密決定以前に、∧質量の数lL●を彼の方程式から予言 した」ことを強調 した。
Pauliは、この Heもenbergの ideaと宇自方程式を信ずることができなかった。
Hettenbergは 1920'末 以来の盟反Pauliのこの仕事への協力を期待 してゐて、

？

・
，

´
ス



Paullにしきりとこれはいい理論だらうともちかける。 しかしPauliには、今
度の Heもenbergの 宇自方程式に賛同し難<、 反論 (と云む、より撃破)し たか
つたが、うま<論 理的にHeもenbergに この新説を撤回させられぬまま、Pauli
は死去した。 Paullは 之を無念とした。

かうした背景が上のジョークを成立させてゐるのである。 この話
の作者は誰か知らぬ。 話の面白さが先に立ってうっかり∨i関に閏<の を忘れ
た。 Paullを 矢□る (ユダヤ系の)理 論物理学者にはほ 周ゞ知のジョークの様で
あった。 ∨iki以外の人からも閏いたからだ。 ∨iklは、∪sの 物理屋もきてゐ
たとき、英語でもこの小話を披露して<れ た。 勿論 ドイツ語でないと味が出
ないとの但し書つきで。 上の小話の最後は、英語なら

、  丁hat'sh/vrong!

である。 Pauliがゼミの聞き手の時、屡々発する 「文」であった。

現代日本語版

Pauhは 死去して天国へ往った。 天国の門番である大天

使ミカエル(?)に迎へられ、神の御前へと案内される。 神は宣う。

「Pauliよ、特に一つだけ望みをかなへてやらう」Pau‖は謝して間

5 。ヽ 「宇宙方程式を知りたいのです」神はよからうとして、式を

サラサラと書き流される。 Paullは (例の通り)頭を縦に振りつつ、

彼の目は式を追6、。 神が式を書き終へられるや、Paullは首6、りを

止めて直ちに云6、。 「これは間違ひだ!」
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髪3(釜F((JJヽ記5))

Bob、かつて来訪せしus_scntteのFo5:

本研究所はUSの dcfcnceにいかなる利をもたらさんや
に答へて日<

“本研究所、Usの defcnceに直ちにかかはる所なし。されど、本研究
所はUSを して defenccに1直する国とならしむるに資するところ甚だ
大なり"

YY日

BOb、 も っと正式には Robert R.Wilson、もと Laurcnce(Bcrkele分の

弟子。 COmellに 落ちつき、次々と大きな e_synchrotronを造る。 AG p� nciple

の prOposalを閏き、wFを AG方 式に急退変更 し、workable c―AG synchrotron(実

用加速器)を 造った。 実験に使へる AG syncl■rotronとしては、世界初。

その後、Fcrlnilabの初代所長 とな り、500GcVの AG tt proton
synchrotronを造った。

上記の文に、研究所とあるのは Ferll■ilabのことである。 この Bob
の答、よほど気に召 してゐるらし<、 BObは cOffee brcokやdilllller palty、ICFA
mecting、等の折、何度も閏かされた。

この US‐Senatcはdefcnccを“専門"と してゐた。
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ア メ リ カ (の マ ス コ ミ )の 漫 画 か ら (1950中 葉 )
(r」ヽ言活)

アメリカとソ連が夫々に打上げた二つの人工衛星がニア

ミスする位に近づいた。 そして互いに云6 。ヽ

「おう、こ でゝならドイッ語で喋り含へるな」

YY曰

第二次大戦後、米ソは軍拡同様宇自でも競ひ含った。 戦後ドイツ
の夫々の占領地を中心に、米ソ共すチ治下の ∨2の 開発 ・製作チームを奪ひあ
ひ、これらが米ソ夫々のスペースリサーチの核となった。 米の占領地へは∨on
Braunが 自ら出むき、口ヶットの大型化、人工衛星の製作打ち上げやスペース
での生活環境の整備、エトセトラ(space science)の中lb人物となる。 ソ連で
も同様。

かうして米ソのロケット大型化、ミサイルに搭載できる原 。水爆の
増加、多弾頭化、etc.と米ソの競争. 人工衛星の初打上では米がソ連に劣れを
とる。 ミサイル 。ギャップ、スペース 。サイェンス ・ギャップが騒し<な る
のも 1954/5の 頃だったかと思6、。 この頃、上の漫画の会話が∪SAの 新間
(か週干」紙)に 出たのである。



07 09 27

国 際 連 盟 (League Of Natioュs今 の 国 連 の 前 の も の )

華 か な り 頃 の Genё veで は (小話 )

ドイツ人が1人でゐるときはニコニコ、

2人になると歌を歌ふ

3人集ると行進を始める

(間)ワイフは何人もゐるとよい?(答 )3人 がいいな、

家を守らせるのに日本人の妻を

料理のためには支那人の妻を

パーティ同伴にはフランスの妻を。

YY曰

前者 :すチス登場直前のヨーロッパの連中のドイツ観を表はすもの
だ。  ドイツ人が集ると行進するなんてすチの台頭を予見していたみたい。

後者 :男女同権が当然のこの頃、ご婦人は柳眉を逆立てよう。 そ
の位ですむならよしとするか。 昭不□初期まで日本人の女性は、夫に従順で貞
淑この上もないといふのが欧米での定評であった。

今でもモスレムは4人 まで妻をもてる。 但し公平に扱はねばなら
ぬ。 これはコーランにも明記してある。

話を約半世紀後のことに移さう。

∧bdus Salam(本人に閏いたら、この名は神のしもべの意味だとか)



がノーベル賞め授賞式に出る時、ワイフを2人 同伴すると伝へ、ノーベル賞の
委員共やスェーデン政府の儀典宮をl慌てさせた。 先例がなかったし、Salam
の要求に見含6、法令もないからだ。 実際、Salamは ィギリス人とイタリア人
のワイフを伴つたとか。 スェーデン倶」は何とか対処したが、大童だったとい
15~ヽ。 Nobel Pttze Commtttee(Physics)のメンバーの1人 (」.N‖sson,|∪PAP
の S.G.でもあった)か ら間いたことだ。

因みに、日本が 「満州1国」をめぐって国際連盟
*か

ら離脱したとき、

Gcnёveにあったぃ<っ かの日本料理店はボィコットに会って、皆店終いしたと
い15~ヽ。 Yが 1958-61の FB5 CERNにstayしていたときもGenёveに 日本レ
ストランはなかった。

注

* その本部は Genёveの Leman湖 畔にあった。

つて居り、日本はここへ大使 (Genёve常 駐)

今は国連の欧州本部とな

を派遣 してゐる。
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エ ピ ソ ー ド (ェ ッ セ ィ )

～ early 1 960's CERNに い た と き に き い た :′―

☆ フランス人からきいたこと

フランス人は法律で禁止されてゐないことは何でもやるが、
→

ドイツ人は法律の許すことしかしない。

☆ イタリヤの反人の言

イタリア人が一人でゐると歌ふ。 二人でゐるときは…・(忘れ
た)。 イタリア人が三人集まると、いかに上手に税金のがれをしたかを自
慢しあふ。

交通違反でポリツアイにつかまったとき (d百∨ingしてゐるとき)
イタリアのドライバーは交通標識 (叉は信号)は 見てゐましたが、貴方がお

られるのに気がつきませんでした (或はおられるのを見てゐませんでした)
と云S、。

★ フランス人の曰く

ドイツ人の家の台所や料理道具 (鍋)は きれいでピカピカだが、料
理をつ<ら ないし、つ<っ てもまづい。 フランス人のはとてもきたないが、
素敵にう故い料理をつくる。

オランダ人はきれい好きで家の中をピカピカにみがき上げるだけで
な<、 入□のドアの取手までもピカピカにみがいてある。

*)    
さう云へば、1950末 ～1960初 のころパリの古い建物 (の外壁)の あちこ

ちに 「18**年 の法律 *條 によりここは立小便巌禁とか落書禁止」と大書してあったの

を思ひ出す。




