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3月 末か ら 4月 初 にかけ,2週 間ばか り中国へ旅行 し
た。吉り
￨1幸 次郎氏を団長 とす る政府派遣 の学術文化代表
1員
に
として加え られたか らである。東大理学部に関
団

日,小 堀 さんに会 った折 ̀北 京 の春 'と い う題 で,理 学
部 の ̀広 報'に 書 いて下 さい ませんか,と いわれた。短

係 の近 い団員 として,茅 先生や工学部 の森 口さんがお ら

い ものな ら, とい うことでお引受け した次第 である。

れたが,団 員 の中には人文科学方面 の方が多か った。 ど

に出た記事や これか ら出る記事があ ることであろ う。先

一一お引受け したまでのことが長 くなって しまった 。

'に 加え られ ることにな った の
か,私 としては知 る由もないが,昨 年申国か ら来 られ た

東京新 聞に書 いた こ とをそ のまま繰 り返 してもしかたが
ない し,専 門的な ことや 細かい ことは 他 の 機会 に譲 っ

同様 の代表団 の中に著名な数学者華羅庚先生がお られた

て,こ こでは ご く大まかな一般論だけを書 くこ ととしよ

ので,私 も再会する ことが で きれば, と思 った。またJヒ

う。

京大学 の段学復先生 とは専門分野 も近 くかねて文通 もあ
った。東大数学教室 出身 の劉環温君 も北京 におられ るこ

第 1に ,社 会制度 の差違 のことで ある。ゴヒ
京 で も,そ
のほかの町で も,町 角 の 目につ くところに ̀毛 主席万才

とを知 ってい た。私は ず っと前一‑1931年 と 1934年
に一―昔 の中国を通過 した ことがあるだけで,中 国は私
に とって未知 の国であったが,機 会があれば知 りたい と
思 っていた。中国出身で現在 カ リフォルニア大 におられ

とい った こと,あ るいは毛主席語録か らのことばが大 き

うして私が この

̀代 表団

'

く書かれ てい る。 こち らの新聞で,あ る大学 の中国語 の
先生 (中 国系 の方 )が ̀毛 主席万才 ' とい うような こと
をいわれた のに対 し,同 じ大学 の他 の

(日

本人 の)先 生

る数学者陳省 身 氏 も,こ のごろは ときどき 中国へ 帰 ら
れ ,そ の途次 日本に立寄 ってゆかれ る。そのほか前か ら
知 っている欧米 の数学者 で中国へ行かれた方 もあ り,そ

創造的社会主義革命的新形式'と あ り,あ らゆ る批判を

が非難 された とい う記事を見 た。中国 の新 しい憲法 (第

13条 )に は

̀大 鳴,大 放,大 弁論

,大 字報,是 人民群衆

のお話 も伺 っていた。彼我学術交流を図 るのは,も ちろ

歓迎 しているようであるが,̀社 会主義 'と か ̀毛 主席万

ん結構なことなので,外 務省か らこの訪中団に加わ らな

才'は ,中 国ではやは り公理 のようにな ってい るのでは

いか とのお話 のあった とき,す ぐ承諾 したのであった。

あ るまいか。

日中両国は,一 葦帯水 とも 同文 同種 と も いわれ る一
方,̀近 くて遠い国'と もいわれ てい る。国交回復や 日中
航空協定 の締結等があ って,だ いぶ ̀近 く'な った とは
いえ,社 会制度が全 くちが ってい るこ とは周知 の とお り
であ る。吉り
￨1団 長 も,両 国 の差違点を よ く認識す ること

第 2に ,こ うい った異なる制度下におけ る交流は可能
か,と い うこ とがある。東京新聞に も書 いた ことで ある
が,自 然科学 の方面 では,人 文科学方面な どと比べ て

,

す ぐに も交流 に とりかか ることがで きそ うである。中国
で も生産を高めて全人民 の住みやす い国を建設す るこ と

か ら交流はは じまらなければな らない, といわれた。
今度あちらへ行っては じめて知 ったのであるが,日 中

を 目標 とし,そ のためには 自然科学が有用な こと,あ る

交流は もうかな り盛んに行われ ているようで ある。私 た

̀科 学 に国境はない'か

ちが北京にいた間に も,日 本か らの何組か の訪中団に会
った。仙台市か ら来 られた市長を団長 とす る百名以上 の
若 い方たちの団体 もあった。中国 には対 日友好協会 とい
うのがあ り, そ こで通訳 , ホテル等 のつご うの つ く限
り,日 本側 の希望 に応 じて受け入れ られ るだけは,次 々
と迎えてい るのであ る。
それ で もまだ中国 のことは,日 本 の一般 の方 々に とっ
て

̀珍

しい'の であろ う。吉り
￨1団 長は,朝 日新聞に,曾

野綾子さんはサ ンケイ新聞に報告を書いてお られた。私
も東京新聞に求められ て,̀自 然科学部門 の日中交流'に
つい て書 いた (4月 17日 夕刊)。 そ の他に も,新 聞雑誌
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いは必要な こと,が 認 め られてい るか らで ある。そ して
らである。
第 3に , しか し

'の 問題があ る。

̀そ れだけ で よいか

すなわち,住 みやすい社会 の建設 に役立 てる限 りの意味
においては 自然科学上 の交流を す るが, ̀気 持 の通 じ合
う'こ とまでは考えな くて よい の か, とい うことであ
る。私 としては,そ れではやは り淋 しい と思 う。科学を
通 じての 交流か ら で も,相 互 に 学ぶべ きところは学ん
で,̀人 としての交流'が で きる ように,な るべ く早 くな
れば, と思 うのである。
私たち の訪れたJヒ 京 は,春 とい うにはまだ早か った。
楊柳未だ芽生えず, とい うところであった。本当 の ̀春
が早 くくれば よいが, と思 うのであ る。 (1975,4.29)
'

