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百年史 の編纂 に あ た って

表紙写真解説 ―
東北帝国大学理科大学写真 (東北大学記念資料宮所蔵)
1911(明 治44)年 、理科大学達栄直後の写真 とみ られ る。『
東北帝国大学理科大学一覧』 (1913・
大工 2年 )に よると、当時は右手前 の建物が講堂 ・事務童、その奥が講義 ・研究棟 として使用 され
ていた。現在の片平 キ ャンネス内、在1学計演」
研究所 の場所である。

百 年 史 の編 纂 に あ た って
東北大学総長 ・編察委員長 阿

部

博

之

東北大学は1907年 (明治40年)の 創立 である。今年 (1997年)の 6月 を もって満
90年を越えた。 3番 目の帝国大学 として京都大学に遅れ ること10年であ った。 その
後、九州、北海道 と大学が設立 された。ここまで力判日帝国大学令に よる大学 である。
すべ てが一極集中 とい う明治以来の歴史の中で、大学は多極分散 であ った。多極分
散は、当然の結果 として、各大学が建学 の精神を合む特色を発揮す ることとなる。
その後、国公私立 の多 くの大学が設立 されていったのは知 られている通 りである。
政治の中心は もちろん東京 であるが、そのほかの主要な権力がすべて一極集中で

V

あ った ことは、Ⅲ央、地方 とい う言葉に端的に表現 されている。当然 の ことであるが、学術研究には このよ
うな区別はない。大学 は、直接世界を相手に しなければ、仕事 がで きないか らである。わが国の大学 の歴史
は、 この ような矛盾 と葛藤 の上に成 り立 って きた とい うことがで きる。
明治維新後は西欧を、第 2次 世界大戦後 は と りわけ米国を師 とし、あるいは先達 として多 くを学び、 また
それ らを導入 した。優れた点を取 り入れ ることに異論はない。一極集中の価値観は、追 いつ き、追 い越せの
時代 においては効率的 であ った。 しか しこの時代 は終わ った。未来に対す る知的財産 の創製を、欧米特に米
国に肩替わ うしてもらう、 いわゆる甘えの時代は終わ り、わが国 自らが汗を流 していかなければな らない時
代 に入 ったのである。わが国が迎えている転換期 の本質は ここにあ り、 したが って大学 の役曽1は極めて大 き
tヽ
。
大学が、研究教育の中身だけでな く、仕組みにおいて も国際競争 の時代 に入 るのは確実 である。東北大学
の建学 の精神を噛み しめてみ ると、改めてその先見性に頭が下が る。百年史の編集 は、建学 の精神 の今 日的
意義を考える絶好 の機会を与えて下 さった ように思 う。
東北大学五十年史は評判が高い。失礼な言い方か もしれないが、事実面 白い。その理 由は、教授 (ない し
教員)の 顔が見えるか らである。他 の大学史の中には、教授 の顔が見えない もの も散見 され るが、恐 らく読
者 の数は比較 にな らない程少数であろ う。百年史において も、長非 ともこの二十年史 の長所を引 き継 いでい
ただ きたい。
百年史の編察 にあた って、名誉教授 の先生方などの諸先輩 に ご指導 いただかなければな らない ところが極
めて大 きい。各学部、研究所等で、早急にこのための体制 づ くりをお願い したい。
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V

百 年 史 編 纂 事 業 に ご支 援 を
編集委員長 ・編察室長 今

泉

隆

雄

本年 4月 東北大学百年史編察室が片平 の記念資料室 の一隅に設け られて、い よい よ編察事業が本格的に始
まった。 この編纂事業 は2007年に迎える本学百周年を祝 う事業 の一つ として計画 された もので、 これ まで記
念事業企画委員会 の下 の百年史編察構想委員会によって編察事業計画などを検討 して きた。
百年史の巻数 ・構成は、本編が通史 3巻 、部局史 4巻 、資料編 3巻 の10巻、 これに別編 1巻 がつ き、全 11
巻 の大規模 なもの となる。通史は全学の歴史、部局史は部局 ごとの歴史、資料編は基本的な史料を収載 し、
ま 「図説東北大学 の歴史Jと して写真を中心 に編集す る。刊行計画では全 11巻を100周年を迎える2007
別編ヤ
年 までに刊行す る予定 である。
編察 の基本方針は、 (1)沿 革、 (2)学 術研究 の成果 と貢献 、 (3)社 会 との交流、貢献な どを明らかに
し、 (4)21世 紀へ の展望 の指針 となるものをめ ざしてい る。すでに1960年に 『
東北大学五十年史』 2巻 が
刊行 されているが、百年史はあ らためて創立か らの100年を対象にす る。編察 の組織は、部局長 な どに よる
編集委員会 の下に編集委員会、編集室を設け、 また部 局史編纂 のために各部局に部局史編集委員会を設置 し
ていただ く。
『
東北大学五十年史』は大学 の年史 の中で世評 の高か った ものであるが、 この伝統を受け継 いだ上で、 さ
らに新 しい百年史 の編集をめざ したい。 これか ら10年間に11巻の百年史を編纂 ・刊行 してい くのには種 々の
困難が予想 され、それを乗 ,越 えて事業を完成 させ るためには学内外 の ご支援が必要である。執筆 ・編集に
は直接 の担当者だけでな く、学 内の各部局は もちろん、学外の名誉教授をは じめ とす るOB、

また卒業生 の

方 々のご協力が不可欠 である。 これ らのことを合めて、百年史編集事業 に対 して、学内外 の方 々の絶大なる
ご支援をぜ ひ ともお願 い したい。
V

(看板上掲 左 より今泉室長、
阿部総長、
伊藤博之事務局長)
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百年 史編 纂 事 業 の経 過
1993(平成 5)年

1995(平 成 7)年

7月 20日 百

1月 17日 記

年史編集構想委員会設置。

念事業企画委員会か ら部局史編案につい

東北大学記念資料室の一 角に委員会事務室
設置。
11月4国

第

ての修正意見が出され る。
2 月8 日

第 7回 百年央編集構想委員会開催 (報告案
の一部修正)。

2 月1 7 日

編集構想を再び答申。記念事業企画委員会

1回百年史編察構想委員会開催。
同委員会名簿

で承認 さる。

委員長 渡 辺信夫 (文学部 教授)
委員 羽 下徳彦 (文学部 教授)、沼田裕之

12月12日

設置 までの活動について)。

(教育学部 教授)、竹内峯 (理学部 教授)、
樫井賃 (医学部 教授)、箱守京次RF(工 学

第 8回 百年史編集構想委員会開催 (編纂室

12月18日

百年史編察委員会設置。

部 教授)、広川吉之助 (金属材料研究所
教授)、渡部治雄 (大学教育研究 セ ンター

1996(平成 3)年

教授)、今泉隆雄 (文学部 助教授)、大藤

2月 2o日 第

等について)。

修 (文学部 助教授)、平川新 (文学部 助
9月 17日

教授)(平 成 5年 当時 の所属 ・官職)

1回 百年史編集委員会開催 (編集委員会

第 2回 百年史編察委員会開催 (編集委員の
選出等につ いて)。

1 0 月4 日

1994(平 成 6)年
1月 31日 第

第 1回 百年史編集委員会開催 (委員長に今
泉隆雄文学部教授を選 出)。編集委員会 の

2回 百年史編集構想委員会開催。

中に原案作成機能を もつ幹事会を設置。

3月 30日 編 集構想委員が九州大学史村室に出張 (大

第 1回 幹事会開催 (編集事業計画等につい

1 1 月2 1 日

学史編集に関する調査をおこな う)。

て)。

5月W・ 18日名 古屋大学史編集室 ・京都大学百年史編集

第 2回 幹事会開催 (百年史編集方針等 につ

1 2 月1 1 日

史村室 に出張 (同上)。

いて)。

5月27・28日 東 京大学史史料室 もや央大学大学え編察課
に出張 (向上)。
6月 2日

第

6月 22日 北

1997(平 成 9)年

3回 百年央編鋲構想委 員会開催。
海道大学北方資料室 ・同農学部 ・北海道
立文書館に出張 (大学史編察 に関す る調査

1月 8日

2 月7 日

第

9月 26日 第

18日

第 3回 百年史編集委 員会開催 〈
同上)。

3 月6 日

第 4回 幹事会開催。

4 月1 日

百年史編 纂室設置。

5回 百年え編壊構想委員会開催。

東北大学記念資料室 の館内に、室員室 ,事

6回 百年寛編察構想委員会開催。百年史

編察構想の最終報告 まとまる。
9月 29日 百

第 2回 百年史編集委員会開催 (百年史編集
方針等につ いて)。

4回 百年え編錬構想委員会開催。

8月 29日〜 北 海道大学北方資料室に出張 (東北帝国大
9月 1日
学 農科大学関係資料の調査をおこな う)。
9月 6日

3回 幹事会開催 (編察室 の構成等につい
て)。

等をお こな う)。
7月 19日 第

第

務室 ・資料保存室 の 3室 を置 く。
14日

周年記念事業企画委員会に対 して百年央

編集構想を答申。

第 5回 幹事 会開催 (平成 9年 度事業計画等
に ついて)。

25日
5月14日

第 3回 百年 史編集委 員会開催 〈
向上)。
第 6回 幹事会 開催 (評議会議事要録の取扱
いについて)。
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16日

第 1回 東北大学百年史研究会開催。中野実

3月 1日

名誉教授への資料寄贈低頼。その後、次の

氏 (東京大学史史料宣う の報告。

名誉教授 の方 々 よ り本学関係資料寄贈。

19日

編察室 スタ ッフ会議 (毎月 1回 )。

阿部純二 (法学部)、伊崎和夫 (農学部)、

向日

第 4田 百年史編集委員会開催 (評議会議事

岡部泰二郎 (工学部)、小高民夫 (理学部)、

要録 の取扱 いについて)

桂重俊 (工学部)、金田尚志 (農学部)、佐

何日

第 4口 百年史編鋲委員会開催。

藤富代治 〈
文学部)、笹野伸昭 (医学部)、

23日

事務局庶務部関係文書調査開始。

鳴章 (流体研)、谷内研太郎 (素材研)、多

編象室 スタ ッフ会議。

田啓也 (医学部)、玉井康勝 (反応研)、服

百年寛編案室開設記念議演会開催。
西津潤一前総長講嵐

部栄三 (経済 学部)、山本敏行 (医学部)、

第 5回 百年究編察委員会開催 (評議会議事

田正実 (素材研)、渡利千波 (教養部)

6 月2 日
6 日

9 日

山本肇 (歯学部)、吉原賢二 (理学部)、和

要録の取扱いについて)。
7 月2 日
9 日

(59音順、歌称略、 9月 末現在。)

編壊室 スタ ッフ会議。

11日

編集室 スタ ッフ会議。

第 7回 幹事会開催 (部局史編集方針等につ

18日

評議会議事要録の マイ クr化 事業開始。

25ハマ29日

い て )。

V18日
16ハ
31日

IHE図書館における大学史関係資料の調島

編集室員が国立公文書館 ・国立教育研究所
に出張。
文部省関係資料の調査をお こな う。

部局史編察委員会の設置を要請。

9月17日

編察室 スタ ッフ会議。

東北大学 百年 史編集委 員会名簿
委 員 長 O今 泉墜雄 (文学部 教授)
目」
委員長 Cl吉 田忠 (東北 アジア研究 センター 教授)
(学内委 員 33名)
0玉 懸博之 (文学部 教授)、 。大藤修 (文学部 教授)、 。沼田裕之 (教育学部 教授)、 O吉 田正志 (法学部 教授)、大
村泉 (経済学部 教授)、三上 直彦 (理学部 教授)、近藤尚武 (医学部 教授)、大家清 (歯学部 教授)、坂本尚夫 (薬学
部 教授)、 O加 藤正名 (工学部 教授)、山容41行 (農学部 教授)、平 田隆一 (国際文化研究科 教授)、 O非 原聰 (国際
文化研究科1教 授)、伊藤貴康 (情報科学研究科 教授)、 O小 林典男 (金属材料研究所 教授)、人木順一部 (素材工学研
究所 教授)、福田寛 (加齢医学研究所 教授)、佐藤章紀 (科学計測研究所 教授)、井上督 (流体科学研究所 教授)、山
之内和彦 (電気通信研究所 教授)、清水透 (反応科学研究所 教授)、高橋秀幸 (遺伝生態研究 セ ンター 教授)、国分エ
ー (医学部附属病院 教授)、膨沼品夫 (歯学部附属病院 教授)、楠 田格
(言語文化部 教授)、江幡武 (大学教育研究 セ
ンター 教授)、関内隆 (大学教育研究 セ ンター 教授)、 。入間日宣夫 (東北 アジア研究 モ ンター 教授)、 O平 川新 (東
北 アジア研究 セ ンター 教授)、首原政毒 (事務局 企画調整官)、辻英雄 (lH属図書館 事務部長)
(学外委員 5名 )
渡辺信夫 (名誉教授)、櫻井賃 (同)、箱守京次郎 (同)、渡部治推 (同)、竹内彗 (同)
(。印は幹事会 メンバ ー)

東北大学百年 史編纂室名簿
室長 今 泉隆雄 (文字部 教授) 専 門員 中 川学 (文学部 講師)、高橋禎雄 (文学部 助手)
室 員 小 野和夫、松崎啓三
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東 北 大学 百年 史編 さん委 員会 規程
(平成 7年 12月13日 規 第76号)
(設 置 )
4 編
一
第 条 東 北大学 (以下 「本学」 とい う。)に 、東北大

る

学百年史 (以下 「
百年史Jと い う。)の 編 さん及び刊

(委

行に関 し必要な事項を審議 し、編 さん事業の円滑な推

第

集委員会の委員長は、編集委員会 の会務を掌理す

進を図るため、東北大学百年史編 さん委員会 (以下 「
編
さん委員会」 とtヽう。)を 置 く。
(組 織 )

総

第

長が委嘱す る。

せ

るため、編 さん室を置 く。

2 編

さん室に、室長、専門員及びそ の他の駿員を置 く。

3 室

長は、編集委員会の委員長を もって充てる。

二 大 学院国際文化研究科長

4 室

三 大 学院情報科学研究科長

5 専

長は、編 さん室の室務を掌理する。

■
門員は、本学 の専任 の教官を もって充て、総長が

四 4附 置研究所長 (遺伝生態研究 セ ンタ ー長を含

命

する。

6 専

五 附 属図書館長

門員及びその他 の職員は、編 さん室の業務に従事
る。

す

六 医 学部附属病院長

7 編

七 歯 学部附属病院長

る

八 言 語文化部長

さん室 の事務は、別に定ある部局 において処理す
。

(部

九 大 学教育研究 セ ンター長

局史編 さん委員会)
七条 部 局に、当該 の部局央の編 さんのため、部局央

第

十 学 生部長

編

二 事 務局長

2 部

三 そ の他総長が必要 と認 めた者

さん委員会を置 く。
局史編 さん委員会は、百年史 の共通 の編 さん方針
基づ き、編 さん委員会及び編集委員会 と密接に連携

に
を

図 )、 かつ、協力 し、部局えを編 さんす るもの とす

第二条 委 員長は、総長を もって充てる。
2 委 員長は、会務を総理す る。
(編集委員会)

二茶 第 二条第十二号に掲げる委員及び編集委員は、

六条 編 さん委員会 に、百年史 の編 さん業務を遂行 さ

もって組織す る。
一 各 学部長

(委員長)

嘱 )

さん室)

(編

第二姿 編 さん委員会は、委員長及び次に掲げる委員を

と。)

。

る

。

(庶

ャ

務 )

第

八条 編 さん委員会 の庶務 (編さん室に係る事務を除

第四姿 編 さん委員会に、百年史の編 さんに関す る草「
1
的事項を調査審議 させ るため、編集委員会を置 く。

く
傑

2 編 集委員会は、次に掲げ る編集委員を もって組織す

第

る。

。)は 、事務局庶務部において処理す る。
則 )
九条 こ の規程に定めるもののほか、編 さん委員会 の
営に関 し必要な事項は、編 さん委員会が定める。

運
一 歴 史の諸分野に関 し
専門的知識を有す る者
若千人

附
一
二 部 局史編 さん委員会 (第七条第 項 の規定に よ り

則
こ

置かれた ものをい う。)を 置 く部局か ら推薦 された
者 各 一人
3 編 集委員会に委員長を置 き、編集委員 の互選に よっ
て定める。
‑ 6 ‑

の規程は、平成 7年 12月18日か ら施行す る。

東 北 大 学 百年 史研 究 会 が お こな われ た
東北大学百年史編察室は、近年の大学史編察事業 の概

は優れていて も、全体か らは 「
浮 くJこ とがあるか らで

要お よび課題を把握するため、東北大学百年党研究会を

ある。手を加えた後 の原稿は返却 しなか った。そのかわ

お こな うこととした。研究会は 1997年5月16日に、東北
大学記念資料室内で F東京大学百年愛』編集 の実務担当

りに、執筆原稿は、各自の論文 として業績 とす ることを
認めた。 この原稿 の校訂作業に当ったのは、編集委員 ・

『
者 である東京大学史史料室 の中野実氏を招 き、「
東京大

室員か らなる校訂委員 (3人 )で あ った。

学百年史』の編纂事業 についてJと 題 しておこなわれた。
東大百年央の編纂事業 と百年史編集室

東大百年史編集後 の残 された課題 として、以下の 3点

最初 に編象事業 の経緑 について、1987年の全10巻刊行

V

課 題

まで12年間を費や した こと。百年史編纂で用 いた資料の

があげ られた。O出 販計画につ いては、隔年出版が理想
的 であ り、通年 ・複数出版 ほ困難 である。東大 の場合、

保存については、散逸を防 ぐための恒常的保存機関 とし

通史編 と資料編刊行が同時並行 して しまった。 ます基本

て東京大学史え料室が設け られた こと。部局史の頁富￨ウ

資料を確定 した上で、通史編を刊行すべ きである。②制

については、倉」
設以来 の年次比率 で配分 した こと。部局

度史的性格が強 く、「人物が出ていないJと 評価を受ll

掲載順は帝国大学合に定め られた序列に員Ⅲった こと。経

る点。③百年間を全体にわた り完全 に書 き下 ろす ことの

費については 1億 7千 余万円であ った こと等について説

困難性 につtヽての指摘。東大 の場合、 『二十 年史』 で

明があ った。

tRった部分に関 しては、『百年史』で事実確定できた。

東京大学百年史編集室設置 の業務は、編集お よび執筆

反面、戦後の記述については、 とにか く記録 してお くと

に関するこ とに限定 され、資料の収集 と整理をおこな う

い )姿 勢 で臨んだ点が、課題 として残 され る。大学史 に

ことであ り、各部局 との関係は、事務的な連絡通知 に限

は、「戦争 と大学J・ 「GHQと

定 されるものであった。

争J等 のポイ ン トがあるので、 どこかに重点を置 き特こ
を出すべ きではないか、 と意見を述べ られた。

百年史編集室の構成は、室長 ・専門委員 (教授 ・助教
授)、専任室員 2名 (助手 ・事務官)、執筆員 非 常勤室

適格審査」 ・ 「大学紛

また大学史編察の現状について、百年史 が完結 してか

員か らな っていた。非常勤宮員 には大学院生を充て、週

ら10年経つが、 当時 との連 いは、何 よ り情報機器 の発達

3日 勤務形態を と り、人数は毎年 7〜 8名 であ った。運

である。 この点 『
東京大学百年史』編集当時に比べ、駒

営は、編集委 員会を頂点に、その下に専円委 員会が位置
し、編集畳 では業務報告を中,いとした月 1回 の編集室会

率 の点で格段 の差がある。なおヽ現在、東京大学史史料
室 では、資料 目録をデータベース化 している。最後 に 「自

議を開 くとい う、3つ の組級 でお こなっていた。

己点検作業 としての大学史」 とい う視点について触れ、

↓︶

結 び とされた。

資料編 と通史編
資料収集 の対家は、機関 と個人に分け られる。機関の
資料は、学内 ・学 tlの公文書 であ り、学内の公文書は庶
務部ネ統が中心であった。学外の資料は、 目立公文書館

この後、刊行計画、資料掲載の注意点、資料編 の編成
等、編集 の実務的lpl面
や資料の保存等についての質疑応
答がなされた。

と国学院大学 (梧陰文庫)所 蔵 の ものを対象 とし、個人
文書は、歴代総長 ・郁局長 ・事務局長等を対象にネ統的
に収集 した。資料分析は、編集室員個人に依存 していた
が、共通認識形成 のために、編集室全体でお こなった作
業 として、評議会議題 目録の作成があ った。 これは各自
に評議会記録 の コ ピーを渡 し、5年 分 ごとにカー ドを取
る作業である。資料編 は 3を 構成であ り、学内を機関 ご
とに法合を中心に収載 し、時系列的配列方式を取 ってい
なヽ ことが特徴 である。
通史編は、素案を編集委員会委員長 (寺崎昌男氏)力 t
作成 し、各執筆者に自己申告 (各自の専門分野を基準 と
する)を 原貝uに割 り当て、無署名論文 として提出させ、
校訂を加え、編集委 員会 の著作 とした。学術論文 として
‑7‑

(右奥が中野実氏)

東北大学百年史編纂室開設記念講演会
西澤潤 ― 前総長 「東北大学 百年

史 によせて」 (抄録)

* 本 議演会は、1 9 9 7 ( 平成 9 う 年 6 月 6 日 (金)、東北大学金属材料研究所読堂において、東北大学百年史編纂委 員
の
会 主催でお こなわれた ものである。本 ニ ュースでは紙面の都合上、抄録 とした。

『
東北大学五十年史』は、
原 回隆吉先生が本書 きにな っ
た と聞いてお りますが、
大変名著 であると思 ってお りま

聞いて、一生懸命調 べた とい う話が あ りますが、 この寺
田寅彦先生は、本多先生 と同 じようにグラス ゴー大学 の

す。古本屋に行 ったら 数ある大学史のなかで、
『
東北大学
二十年 史』の値段が一番高か った、とい う話 があ ります。

ケル ビン卿 の流れを汲んだ学者であると私は了解 してお

私がす っと感 じてお りますのは、東北大学の構成員が

学風 とい うのは、ひ とうでにつなが ってい くものです

東北大学 の歴史を殆 ど知 らない、つ ま り本学 の特徴が担

し、 ケル ビンlPpのところでは、現実 との対応を絶えず と

まれていない、 とい うことを非常に残念に思 ってお りま

りなが ら、 自然科学 の展開をや られ ました。 これが奇 し

す。私は学閲は大嫌 いですが、
学 の伝統は大事にすべ きで
あると思 ってお ります。それは変えてはいけない とい う

くも小学に、本多先生を通 して流れて きた。本多先生が
東大 の物理学科か ら、その学風を一身に背負って本学に

のではな く、
磨 きをかけてい くことだ と思 ってお ります。

お出でになったことで、本学 の倉J立以来 の学風がいわゆ

各大学 の研究 のや り方 とい うものは、みな特徴があっ
て、 どれが一番か とtヽうことは、先になってみないと分
か らないわけ Cあ ります力ヽ それが一本である必要はな

る実学になった。産学協同だ とい う人かい ますが、私は
そのよ うなものではない と思います。つ ま り学問 のない

く 何 種類かの方法があって よる しいか と思います。 と

学問を展開 してきた。要するに中心は現物を よく見てや

にか く 首 が磨 きをかけて素靖 らしい理想的な ものに近

るとい うのが東北大学の学風ではないか と思います。本

づけていこ うとい う学問の展開を していかなければおか

夕発生は、東大工学部を創 った方 々 とは明らかに違 った

しいわけです。そ うい うところで 見習 った学生は、やは

学風 の先生 のよ うです。いわゆる本 当の意味 での実学 の

りそ うい うや り方を とるんだろ うと思います。
た しか 『
科学 エ リー ト』 とぃ '本 に、 ′―ベル賞受貫

展開をや ってのけたのが本多光太郎先生であ ります。

者 の系列的分析があ りますが、 これに よります と′―ベ
ル賀受賞者は、EEHl的に ′―ベル賞受賞者 の研究室か ら

社会をよく見 るとい うところか ら出発す るのであ りまし
て、そのなかにある一つの法則性を見つけ出 し、 さらに

出ている確率が高い。その後に有 ,難 いことが旨いてあ
りまして、 /― ベル賀を もらってか らついた売子か らは

定量化す るとい うのがサイエ ンスあオー ツ ドックスな反

あま り出ていないが、 フーベル賞を もらう前についた弟

ではない とい う方がいますが、それは大変問違 った考え

子か らはた くさん出てい る。おそ らく、先生は /― ベル

方だ と思います。

ります。

ところに入 ってヽ って、実際 に現物 と向き合 って新 しい

自然1,学とい うものは 自然をよく見る、社会科学なら

開です。だか ら、何か難 しい式を使わないとサイエ ンネ

賞を もらうと忙 しくな り、研究室にいな くなる。研究費

文ネ も、回辺元先生が理や1大学 の 「
科学概論Jと い う

もふえて、 きわめて甘やか された研究の仕方になるため

共通の読義を担当され ましたが、その後任 の三宅先生 も

てはないか と思います。
本学において も、長島テJ行先生、本夕光太郎先生や八

共に京都大学 の哲学 の教授 となられ ました。極めてユニ
ー クかつ斬新な学問が本学か ら生 まれた とい うことを我

木秀次先生 の周辺か ら大変な学者が出ま した。素晴 らし

々は考えるべ きであ ります。本学では、山口孝推先生を

い先生 のそばにいて、先生 の背中を見なが ら百 ってい く

お呼び して神道 の研究をや っていた。現実にあるものを

とい うのが本当で、その弟子の中に優秀なのがいて、そ

きちん と研究するとい う態度か ら来ているもの と思われ
る。そ うい う意味 で、文スで も大変 ユニー クな展開を し

の また弟子 までが優秀になってい くのであ ります。
本学は 「実学」 とよく言われ ますが 現 実 との対応を
絶えず とってい くとい うのが、サイエ ンスその ものであ

た。大変有名な木村亀二先生は、法解釈学ではな く法律

ります。 自然をよく見るとい うのが 自然ⅢI学ですね。そ
の中か ら一 つの法則性を見つけ出 して くる。寺田寅彦先

生物学の方 もそ うですね。野村先生は浅虫あた りのご
出身 ですね。その前が、オース トリーから来 られたハ ン

生か鉛 の中に鉛を食 って生 きてい る虫がいるとい う話を

ス ・モー リンシユ先生で した。大変な学者ですが、第一
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をつ くる学問をや ってい らしたとい う話がある。

Ｒ 基 本 字 百 年 長 にさ せ て
西 輝 瀬 一先 生

で含んだ形になったわけですが、今で言 うところの基礎
工学部が東北大学 にあ った とい うことなんですね。す ぐ
外国の後追 い していい気になる方がいますが、東北大学
の学風 とい うのを ご覧いただければ、そんな情けない後
追 いなんかや っていないですね。世界で も トップになる
ような新 しい考え方をどんどん入れて展開 して きた大学
であることをぜひ ご記憶 いただ きたい と思い ます。
東北大学をつ くるときに、翠科大学 と農科大学をつ く
ろ うとな ったわけです。九州は宣工業 のⅢ心 ですか ら工
学部 と医学部で もって発足 させて、東北大学は聖■部 と
農学部 でや ろ うとしたわけです。北海道に行 って北海道

V

V

次大戦後生活が吉 しいためいろんな先生が 日本に も来 ら

大学は甘は東北大学だ った とい うと、いやな顔をす るん

れ ました。加藤陸奥雄先生 もそ うですが、生態学が多い

ですね。仙台 よ りも早 く読義が始 まったんだか ら 3番

んですね。生物その ものの生 き方を良 く見るとい うとこ

日にで きた大学は北海道大学で、東北大学は 8番 目だ と

ろに生物学 の原則があるとい うことで、その方面の仕事

い うわけであ りますが、 これは大変あちゃくちゃな話で

ヵミ
ヲ
ト
常 に多か っr。

あ ります。

八木秀次先生は、東大を四、五番で卒業 され ました。

八木先生 ヽ通信 とい う分野で学■を養成 され、研究業

大体大変な学者 とい うものは、概 して成績が悪い とい う
ことが言われてお ります。本多先生は トップだ ったそ う

績 も挙げ られたわけであ ります。電気の先生方は、議表
は発電 ・送電その他 の議義をなさるのですが、研究=で

ですが、それ で も成績は良 くなかった らしいです し、大

は通信工学を しておられ、議義 と研究の内容はまるっき

学 に入るのはやめた方がいい と 父 親か ら思われた くら

り違 ってお りました。当時はほ とん ど問題にされなか っ

いです。鯨井先生 とい う講師 の方がい らっとゃいました
が こ の先生が東大 で一 人だけで通信の研究を始めてお

た通信の研究展開を、八木先生が中心 となって東北大学

られ ました。人木先生は、 この先生か ら仙台に行 ったら

非常な先見の明を発揮 されたわけです。その後、通信 に

どうだ といわれて、来 られた ようであ ります。

関 しては、 どこにいって も東北大学 の卒業生がいる状態

の電気 でおや りになっていたのです。 いすれに して も、

八木先生は仙台高等工業学校 の先生 として、す っと待

になったのです。 このよ うに、先見の明を もって大学が

命 してお られたわけであ ります。入木先生は雑話会など
を通 じて本う先生 と接触する うちに、 こうい う学間が一

発展する よう目指す のが、大学 の本当の姿だろ うと思 っ

番いいんだ とは ,こ とをお考えにな りました。つ ま り、

学問は、体ネ化す ると進む もので しょうか。私はむ し

基礎 と応用をび った りとくっつけたんですね。それで、

ろ体系化 されない うちの方が進むん じゃないか と思いま

東北大学に工学部がで きた暁には、今の理学部 と工学部

す。形が整 って しまうと進 まな くな って しま う。東北帝

の間みたいな学問をやるべ きではないか とおっしゃって

国大学が倉Jられた ときには、 もともと第二番 日が京都市

いたんです。

国大学 でございます。京都は、哲学的な学F「
S で大 きな成

ています。

そんな訳で、本多先生は応用 までおや りになったので

果を収めている訳です。創立か らそ うい う学風で出来て

すか ら、二千1大学はい らないだろ うとい う、変 rrところ

いるんですね。

で とは っち りが出ているんです。結局 Liまらく遅れて

日清戦争 のときには大 きな賠償金が入 ったので、 これ

本当なら二十1大学 とな ったわけですが、その時期を失 っ
たために、東北大学工学tFjは
初いか ら工学部 として出発

をかな りふんだんに使 って京都大学を倉U,ま したか ら、

す ることになったわけです。他 の大学に比べ ると造船 も
なければ 建 築 もなtと い う基礎 オ リエ ンテ ッ ドの展開

ですね。次 に二番 目と口番 日の大学を創ろ うとtう のは
日露戦争 の後な もんですか ら、 この ときは賠償金は一銭

をや った とい うのは、人木先生 の、基礎科学に基づいた

もあ りませんので、内務大 臣だ った原敬 さんが古河家か

工学をやるとい うことが この特長 の原因なんだろ うと思

ら無理や り寄付を出 してもらヽ で きた のが九"1と東北

います。

の両帝国大学であ ります。

今で もかな り残 っていますが非常に宗晴 らしいな合なん

開議は九カ1大半が早 いので、あ らかた半分以上 のお金

新制大学になるとき、工事などとの合併のため応用 ま
‑
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をつ ぎ込 んで しまいま した。その後、札幌農学校を本学

と通信を合わせて百人 の学生です。その うち二十七人が

の農科大学 にす るときに、 またその半分以上お金をと ぎ
込んで しまいま した。仙台に来た とき残 っていたのは二

ひ とつ の研究室に集 まったんですが、抜山先生 のところ
には一人 も行かないのは失礼だ とい うので、 自ら人身御

十万円とい う金額で した。全部 レンガ建てに しようと思

供になった学生がいるんですね。 自民党目J総裁の西村 さ

った らお金が足 りな くて、木造に してペ ツキで レシガの

ん、松前重義先生、電渡管理局長をや った藤木 さん とか

絵をお いた とい う話があ りますが、大体吉か ら貧乏大学

毎年素晴 らしい人材が抜山研を卒業 しているんですね。

ですね。それ もあ って、産学協同の知恵がついたのか も

これは学生が大人だった こと、先生方が俺のところに

知れ ません。必す しも忘まれた ところがいい とい うこと

何人来たな どとい うケチな考えをお持ちにならなか った

ではな く、意 まれないところで仕事をするとい うのが大

ことなどが大 きな意味があるん じゃないか と思います。

事だ と思います。

東北大学 に入 って、誰先生につ きたい とい った希望を叶

音は設座研究費があったんですね。それを巧みに使 っ

えてや ることを しない と、本当にそ の先生につ きたい学

て仕事をするとい うのが、この大学 の特長か と思います。
私 の規父は、九州か ら原龍二郎先生 と一緒 に東北大学工

生は、仙合に来な くなると思います。憧れ て大学に来 る

学部 の、応用化学を強化す るときに第二陣 として赴任 し
て きたわけですが、仙合に来て一番嬉 しか ったのは、タ

に残念に思 ってお ります。やは ,、 学生が先生を選ど と

方校舎か ら追い出されない、夜でも電灯がつけ られた こ

はないか と思われ ます。

とい う風習を、私たちの時代に壊 しちゃったのか と'F常
い うような ことを残 してお く方が教育効果が挙がるので

とだ ったそ うです。
東北大学 の一番 の特長は、安 い研究費で対抗 しようと

たい と思い金属工学科入 った ら、本多先生がお られなか

思 った ら、学生を相手に測定器械を造 りなが ら新 しtこ

った。先生は物理 の先生だか ら、物理学科に入 らない と

とを実験す る。 これが東北大学の学風であ ります。そ う
い う意味で、初 めか らグラス ゴー流 の他 に見 られないヴ:

先生 の指導は受け られなか った。間違 えて金属工学科に

常 にユニー クな成果を挙げた大学 である、 とい うことを
これか らの若い人たち も誇 りに思 っていただ きたい。

昔か らそ うですね。東北大学に入 って本多先生 につ さ

入った もんだか ら、退学 して受験 し直 した者 もいたんで
すが、そのまま金属ェ事 針に残 った学生 もいて、お陰で
金属にいい学生 がそろった とい う話 もあ ります。 この よ

私は手業研究 の指導を、 どの先生に受ltるかを全然考
えていなか ったんですが、抜山平一先生がわた しの親究

うな風習が、新制 になってか らな くなって来た とい うこ
とは残念であ ります。
私は 「
東北大学百年史外伝」を作ろ うと思ってお りま

「まだ、何 も考えていないJと い った ら、「ち ょっとう

す。本編に載 らないような面 白tヽ
話を載せるとい うこと

ちへ よこしてみ なさいJと いわれ、伺 ったのですが、翌

で、先生方 の原稿を募集いた します。東北大学 出版会が

朝抜山先生 が私 の規父に向か って、「
渡辺 (寧)さ んの
へ
ところ どうだJと いわれたんですね。そ した ら何 と先

出来た んだか ら、最初 の本はお前が 出せ と言 うんです。
ただ し、原稿料は出せない とい う、す いぶんひ どい話で
すが、「
百年史外伝Jの 方は先生方の ご好意に甘えたtヽ
と思 ってお ります。

人が、「こんな奴が俺 の研究室に来た ら、大変だ と思 っ

その うち、後援会便 りなどに私が整理 して配布 いた し

たか ら、渡辺先生のところへ入れたんだJと い う話 です

ますので、ぜひ面白い、価値 のある対話を出 していただ

が、それ程大物であ りませんで した。その時渡辺研 の志

きたい と考えておる次第 です。以上で終わ らせていただ

望者が二十七人 いたんですが、全部入 ったんです。電気

きます。 (拍手)
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に、「お前の息子 は どの先生につ くつ も ,だ Jと きかれ

生同志が大猿 のltなんですね。なぜ■の悪い渡辺先生の
ところへや ったんだ ろ うと不思議に思 っていた ら、ある
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