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御存知の方も多いことと思うが,フ ランス政府は毎年

数十名の日本人給費留学生を募集している。試験は書類

による選考を受けた後に,日 仏滉合の10人ばか りからな

る試験官との面接の形で一次二次と2回に渡って行なわ

れる.自 然科学系の学生に対 しては,会話を初めとする

フランス語の知識がそれほどなくても1縛わない, とは良

く聞くことである。しかし,それは飽くまでも試験に際

してのことであって,彼地で困った り不自由を感じた り

するのは結局本人以外の何者でもないのであるから, 日

本を発つ前に十分な知識を身につけておくのに越したこ

とはない。一流の研究者 として招聘されるのならいざ知

らず,私が経たような手順で渡仏すると単なる一学生で

しかないのであるから,いろいろと困難にぶっつかるこ

とも少なくはないであろう.外国人のちっとも珍 しくな

いパ リなどでは,良い意味でも悪い意味でも私達を外国

人として特別に扱ってくれるようなことはまずない.

私は初め一年間の予定で出かけたのであるが,講義を

聴いてもゼミナール等の場で議論をしても,知 っている

事柄は良くわかるけれども,良 く知らないことや新 しい

ことになるとさっば りわからなくなってしまうというこ

とに気がつき,何とか意兼ある留学生活を送 りたいもの

と1年間の延長を願い出た。

出発前に,パ リのアンリ。ポアンカレ研究所 (lnsthut

Hend Poincar6)に配属されたという通矢Πを受け取 ってい

たので,着 くと直ぐにビェール・キューリー通 り (Rue

Pbrre Curie,そ の後「ピェール・マリー 。キューリー通

り」と改名された)にある赤煉瓦の建物を訪れた。この

一画にはいろいろな研究所があって,キ ューリー夫人が

活躍したラジウム研究所もここにある。さて,ポアンカ

ン研究所の中に入ってみると,カ ルタン(H.Cartan)と

かシュヴァンイ (C.Chevalky)と かの世界的な数学者

の名前が散見する.と ころが,私が指導を受けたいと思

っていたジャネ教授(M.」 anet)は ,久 しい昔に退官して

おられて研究室にはほとんど出てはこられないというこ

とであった.仕方がないので,面会を依頼する便 りを書

いて,あ る水曜日の午後,当研究所で毎週行なわれてい

る気楽なお茶の会の席で会って貰った。見るからに好々

爺といった感じで小柄な・1/x授は『80才 の今は,自宅でゆ

っくりと研究生活を楽 しんでいます』とか,「私の直前の

力学科の主任はシャズイ (J.Cha7)だ ったんですよ』

などと,日 を細めながら話 して下さった。兼ね兼ね三体

学 の

猫置*

問題の勉強をしたいと思っていたので,こ の分ではいろ

いろなことも尋けるぞと内′い大いに意気込んでいたので

あるが,『私自身,三体問題の研究はほとんどやったこと

がありませんし,私の後を引き継いだショ ケー・プリ

ュア夫人 (Y.ChOquet‐ Bruhat)も ,専門は相対性11論

です。他にもこれといって三体「,1題の研究をやっている

人は見当りませんね』と,気の毒そうにいわれた。それ

ではというので,研究所の図書館に通った り,論文を複

写 してそれを大学都市 (Ch6 UniVersitalc)の 自室で読

んだ りということから始めた。 ドンフェール・ロシュロ

ー(Denfert‐ Rochereau)に ある天体物理学研究所 (Institut

d'Astrophysique)で は,テ ィリイ教授(Y.Th■ y)と
,

コヴァンフスキー教授 (J.KOvaに vsky)の天体力学の講

義を受け,さ らにフランス学士院 (Insatut de France)

の近くにある経度局 (Bureau des LOngitudes)お よび

セーヌ河の岸にある理学部では,ゼ ミナール等に参加 し

た。講義は日本の修士課程に相当する学生を対象にした

ものであったが,私の取ったノー トは日本語が大部分を

占めているような状態である.ゼ ミナールの折には,私
の研究 していることも幾度か発表する機会を得た。経度

局での時には,主宰のコヴァレフスキー氏から,研究の

内容についてもさることながら,その都度私のフランス

語が少 しずつ増しになってきたなどと批評された。

日常的な生活に関しては,パ リのオル リー空港(OHy)

に着いたその時から,別にこれといった不自由を感じた

こともなかったが,相手の話を完全に聴き取 り,理解す

るのには,ま だまだ困難があったので,最初の4カ 月間

アリアンス・フランセーズ (Alliance Fran,aiSe)と いう

外国人向けのフランス語の学校に通った.こ こでは,先
のジャネ氏の姪のジャネ嬢 (MademOヽelle Janet)に 3カ

月間教わった。「お嬢さん」といっても,60才前後と思

われるオール ド・ ミス (宙ellle llle)でぁった。

ところで 1968年の初夏には,いわゆる5月 危機がフ

ランス全土を襲い,不安定な日が 3週間も続いた。一切

の公共の交通機関は止まり,銀行や141便局もストライキ

に突入していたので預金も引き出せなければ手紙のや り

とりもできなくなってしまった。大学も閉鎖されて,実

質上は夏の休lFxに入ったような形となった。私連は,い

わば大学都市に軟禁されたようなもので,来る日も来る

日も,やれ ド・ゴール政権がどうのこうのとか,大学改革

がどうのこうのといった議論を至る所で耳にした.しか

しながら,事態は次第に収拾の方向に向かい,7月 14日
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(QuatOrzc Jullct:パ リ祭)には, ド・ゴール1マ軍 (G6‐

n6ral de Gaulle)を初めとする,軍人やさまざまな戦車

や兵器が,シ ャン ゼリゼ (ChampS^Elys6es)を 伊1年通

りに華やかに行進するまでになった。

私はこの直後にイギリスに飛び,ロ ン ドンおよびケン

プリッジを駈足で見物してニース (Nte)に向かった。

それは,経度局の面々が天体力学の勉強会を東ピンネー

(Pyr6ndes odentales)山 麓で開くことを計画しており,

私もそれに参加することにしていたからである.何 とな

くうっとうしかったロンドンに比べて,こ こはまた,:干 ば

むほどの暑さを感じさせながらも,何 と清々しいことで

あろう。勉強会の始まる日も迫っていたので,起伏の多

ぃニースの街を散歩しただけで紺碧海岸 (COte d'Azur)

で海水浴を楽 しむこともなく寝台列車に乗 り込んだ。翌

朝はスペインにも)[いベルピニョン (Perpignan)で 軽便

鉄道のようなものに乗 り換え,プ ラド(Prades)に 着いた

のは 7時過ぎであった。ここで,パ リからの経度局の一

行と合流し車で日的地に向かった。途中,温泉療養で知

られているモッセ(MOSSet)と いう月ヽさな町を通 り過ぎ,

着いた処は奥深い山の中であった。竹こには幾棟かの建

物があって,二組の夫婦が外国人の子づ々を対象に経営 し

ている,一種の小学校があった。 ここではフランス語の

全くわからない子供でも 3,4カ 月もすれば,ほとんど

不自由を感じなくなるという。しかし,子供とはいいな

がらも,すでにしてそれぞれの母国語に応 じて特市の討ヒ

を持っていた。たとえば,ス ペインの子供達には bと V

の発音の区別がわれわれ同様に難しく,ま た 。` Cau(オ

ワゾー:烏 )がオワソーとしか発音できなかったりする,

といった類である。とにかく,こ の一見山月ヽ屋風の′lヽ学

校に総勢 20人 ばか りのフランス,イ ギリス,ンバ ノン,ブ

ラジルそれに日本の大人が 8日 間の合宿をしたわけであ

る。その年のテーマは「天体力学における永年摂動」で,

おのおの勉強してきたことを発表し合った。ここでの生

活は,8時半から朝食,9時から正午までは午前の部,

後はゆっくりと昼食をとって 3時から5時までが午後の
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部,それが済むと散歩や山歩き,そ うして夕方 7時頃か

ら,10時 ,11時頃までが夕食時間といったものであっ

た。勉強会の途中では 30分ばか り休むのであるが,そ

の時には一斉に席を離れて戸外に出,高原の陽を浴びな

がら雑談をするのである。誰一人として居残っている者

などはなく,絵葉書の一枚を書くために机に向かうのさ

えも気が引けるほどであった。

ここに来てから5日 目の夕方には,昨年の勉強会の時

に撮ったスライドや,その年の 5月 に東京 で開かれ た

COSPARの会議に出席したコヴァンフスキー,バル リ

ェ(F.Barlた r)両氏が持ち帰ったスライ ドを投影して楽

しんだ。その夜夕食が始まったのは 11時であった。そ

の上,翌 日は朝早くから近くの 2,500m級 の山に登ると

い うのに裕々としたもので,夕食が終った頃には,午前

2時を疾うに過ぎていた。さて休もうと床についてまど

ろむ間もない中に,何やらまわ りが騒 が しくなって き

た。事の発端は毛布の奪い合いらしいのであるが,関係

のない連中までが起き出してきて,ま るで蜂の巣をつっ

ついたように騒ぎは大きくなった.私はその日は疲れて

いた上に,日音間で溝に足を路み入れてひどく捻挫 してい

たので床の中で眠ろうと努めていた。騒ぎの方は一向に

治まる気配を見せないばか りか,逆に『今からゼミをや

れ』,『そうだそうだ』,『 コヴァ (コ ヴァンフスキー氏の

こと)を呼べ』,『寝ているのは誰だ』,『イノウエだ』,

『それ奴を起こせ』と,私の処へやってきて懐中電灯で顔

を照したり毛布をはがした り痛む足を引っばった りする

に至った。そうして『 ゼミに出ろ』というので『疲れて

いるんだ,放っといてくれ』といって毛布を被った。彼

等は私一人を残 してゼミを始めたが,実に午前 4時のこ

とであった。

いろいろなことがあったが,こ の山麓での一週間は本

当に楽しいものであった。

帰国後の今は,世界中に散らばった友人と手紙のや り

とりをして,共に過ごした日々を懐しんだ り,再会を夢

見合ったりしているところである。
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